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平坦な大地にも上り下りする峠がある．
そのほとんどは，たんなる地形の変化
であって，気候や言葉や生活様式が変わることはない．
しかしそうではない
峠がある．本当の境界がある．
そして歴史にも境界がある．
目立つことも
ない．
気づかれることもない．
だが，
ひとたび越えてしまえば，
社会的な風景と
政治的な風景が変わり，
気候が変わる．
言葉が変わる．
新しい現実が始まる．
―
『新しい現実』

境界を越えた後の世代にとっては，祖父母の生きた世界や父母の生まれた
世界は，想像することのできないものになる．
われわれは今，そのような転換期
を経験しつつある．
この転換がポスト資本主義社会を創造しつつある．
―
『ポスト資本主義社会』

われわれはすでに「未来」にいるということである．
しかも，すでに「未来」の
奥深く入り込んでいるということである．
―
『新しい現実』
自らの成長につながるもっとも効果的な方法は，自らの予期せぬ成功を
見つけ，その予期せぬ成功を追求することである．
ところがほとんどの
人が，問題に気をとられる．
―
『プロフェッショナルの条件』
学校と教育が，今日きわめて大きな変化を前にしていることは，確かである．
知識社会がそれを要求している．
―
『新しい現実』
最高のキャリアは，あらかじめ計画して手にできるものではない．
みずから
の強み，
仕事の仕方，
価値観を知り，
機会をつかむよう用意をした者だけが
手にする．
なぜならば，
自らの得るべきところを知ることによって，普通の人，
単に有能なだけの働き者が，
卓越した仕事を行うようになるからである．
―
『明日を支配するもの』

世の中には教えられなければならないことがある．
それは価値観であり，
洞察力であり，物事の意味である．
それだけではない．
子供の長所をつかみ
才能を成果に向けて方向づけを行うには教師が必要である．
―
『新しい現実』

乱気流の時代は，新しい現実を理解し，受け入れ，利用するものに対し
大きな機会を与える．
―
『乱気流時代の経営』
環境の破壊は地球上いずこで行なわれようとも，人類全体の問題であり，
人類全体に対する脅威であるとの共通の認識がなければ，効果的な行
動は不可能である．
―
『新しい現実』
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ドラッカー学会 15 年の歩み

昨年2019年は『断絶の時代』から50年を記念し，9月15日，明治大学和泉校舎
にて，記念シンポジウムが開催されたほか，いくつものイベントが行われました．
そして，本年はドラッカーが没し，学会が設立されて 15 年であり，同時に，
ドラッカーが『ポスト資本主義社会』の記述で，断絶後の世界，すなわち 1960
年代～ 2020 年以後の最初の年ともなります．
奇しくも同年に，新型コロナウィルスが世界に蔓延し，日本を含む各国社会
は根本的変革を迫られつつあります．
新しい時代には新しいマネジメントを必要とする．このことが今ほど切実に
感じられる時代はないのかもしれません．現下の変化をイノベーティブに，貢
献への意志をもって利用することが求められていると思います．
そのような時代状況を反映し，本会でも，新たな活動が豊かに見られるよう
になっています．
新型コロナの自粛期間を契機として，いったんは中止を決定した NSF 2020
講演会と総会が Zoom 開催され，800 名の参加者を得ました．NSF 2020 でもア
メリカのクレアモント大学院大学のジェレミー・ハンター氏の講義が，広島大
学の牧野恵美氏の同時通訳によって配信されました．あるいは本会有志の遠隔
講座が自発的に立ち上げられてもいます．
渋沢ドラッカー研究会による 6 月 6 日から 4 回にわたりジーン・リップマンブ
ルーメン教授の講義配信など，豊かな様相を見せつつあります．
また，エクセレント NPO 大賞との連携強化や，従来からの EMS（エッセン
シャル・マネジメント・スクール）との連携もさらに活動の発展を裏付けるも
のとなっています．
その中で，本会のプラクティショナー・フェローとして，伊藤順朗氏（
（株）
セブン＆アイ・ホールディングス取締役常務執行役員）
，青野慶久氏（サイボウ
ズ（株）代表取締役社長）
，大井賢一氏（認定 NPO 法人がんサポートコミュニ

2005 年
5月
11 月

ドラッカー本人に学会設立の承認を受ける
設立準備会開催
19 日学会が正式に発足．初代代表に上田惇生氏が就任
2006 年

5月

第 1 回総会及びドラッカー追悼懇親会（リーガロイヤルホテル東京〔東京都新
宿区〕）開催（98 名参加）

6月

韓国ピーター・F・ドラッカー協会と相互協力と交流に関する覚書（MOU）を
締結

11 月

第 1 回大会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（110 名参加）
2007 年

5月

11 月

第 2 回総会・講演会（国立大学法人小樽商科大学札幌サテライト〔北海道札幌
市〕）開催
伊藤雅俊氏（セブン＆アイ・ホールディングス名誉会長），E・イダスハイム氏
が講演（71 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 1 号刊行
第 2 回大会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（137 名参加）
2008 年

5月

第 3 回総会・講演会（学士会館〔東京都千代田区〕）開催（95 名参加）

11 月

第 3 回大会（立命館大学朱雀キャンパス〔京都市中京区〕）開催（106 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 2 号刊行

12 月

名誉会員ヘルマン・サイモン氏（サイモン・クチャー＆パートナーズ CEO）公
開授業「脱・市場シェア主義」
（東京大学大学院情報学環・学際情報学府共催，
東京大学情報学環福武ホール）
2009 年

5月

第 4 回総会・講演会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（137 名参加）
「グローバリゼーションとマネジメントの役割」
（ドラッカー生誕100年記念シン
ポジウム．淑徳大学共催，淑徳大学サテライトキャンパス）を開催（92名参加）

ティー事務局長）が加わってくださり，今後のさらなるコラボレーションが期
待されるところです．
末筆ながら，J・マチャレロ教授が 7 月 1 日に永眠されました．マチャレロ教
授はクレアモント大学院大学で教鞭をとられた研究者・教育者であり，ドラッ

10 月

カー研究の泰斗として巨大な業績を残された方でした．謹んで哀悼の意を表
し，本年年報では，マチャレロ教授への追悼文を掲載いたします．
会員の皆様におかれましても，今回の設立 15 周年に際しまして，一層のご助
力とご指導をお願いする次第でございます．

11 月

年報『文明とマネジメント』第 3 号（生誕 100 年特別記念号）刊行
「ドラッカーとネクスト日本型経営」
（生誕 100 年記念シンポジウムⅡ，淑徳大
学大学院と共催，淑徳大学みずほ台キャンパス）開催（181 名参加）

12 月

「次なる知識社会に向けて」
（生誕 100 年記念講演会，早稲田大学ビジネスス
クールと共催，早稲田キャンパス）開催（266 名参加）

学会代表

阪井和男

7月

第 4 回大会（北海道函館市，生誕 100 年記念）開催（152 名参加）

2010 年
4月

亜細亜大学でドラッカー学会寄付講座

経営特講Ⅰ開始
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第 5 回総会・講演会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（169 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 4 号刊行
第 5 回大会（名古屋）開催（95 名参加）
「生誕 100 年記念シンポジウム」
（淑徳大学池袋サテライトキャンパス）開催
（98 名参加）
2011 年

5月

年報『文明とマネジメント』第 5 号刊行
第 6 回総会・講演会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（158 名参加）

9月

明治大学文明とマネジメント研究所との研究連携を開始．同研究所に事務局
を移転
早稲田大学ビジネススクールとの連携プロジェクト「ドラッカー経営思想研
究部会」設立
第 6 回大会（北海道旭川市）開催（116 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 6 号刊行
代表代行に藤島秀記氏就任
記念シンポジウム「断絶」
（明治大学文明とマネジメント研究所共催）開催（80
名参加）

12 月

淑徳大学と共催でシンポジウムを開催
2012 年

4月

新代表に三浦一郎・立命館大学経営学部教授が就任

5月

第 7 回総会・講演会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（約 106 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 7 号刊行

11 月

第 7 回大会（静岡県浜松市）開催（約 491 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 8 号刊行

12 月

淑徳大学と共催でシンポジウムを開催
2013 年

5月
11 月

第 8 回総会・講演会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（約 107 名参加）
第 8 回大会（福岡県福岡市）開催（約 110 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 9 号刊行

11 月

11 月

第 9 回総会・講演会（明治大学リバティタワー）開催（約 130 名参加）
第 9 回大会（宮城県仙台市）開催（約 75 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 10 号刊行
2015 年

4月

ドラッカーフォーラム

創刊号発刊

5月

第 10 回総会・講演会（東京大学伊藤謝恩ホール）開催（約 120 名参加）

8月

ドラッカーフォーラム

9月

第 10 回大会（北海道帯広市）開催（約 75 名参加）

2015 年夏号発刊

第 10 回大会（埼玉県ものつくり大学）開催（約 153 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 11 号刊行
ドラッカーフォーラム 2015 年秋号発刊
2016 年

2月

ドラッカーフォーラム

5月

第 11 回総会・講演会（明治大学グローバルフロント）開催（108 名参加）

7月

ドラッカーフォーラム

2016 年夏号発刊

10 月

ドラッカーフォーラム

2016 年秋号発刊

11 月

第 11 回大会（長崎県長崎市）開催（128 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 11 号刊行

2015 年冬号発刊

2017 年
2月

ドラッカーフォーラム

2016 年冬号発刊

4月

ドラッカーフォーラム

2017 年春号発刊

5月
11 月

第 12 回総会・講演会
（296 名参加）

ネクスト・ソサエティ・フォーラム（早稲田大学）開催

第 12 回大会（立命館大学いばらきキャンパス）開催（77 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 12 号刊行
2018 年

5月

11 月

第 13 回総会・講演会 ネクスト・ソサエティ・フォーラム（明治大学）開催
（220 名参加）
新代表に阪井和男・明治大学法学部教授が就任
第 13 回大会（金沢星稜大学）開催（54 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 13 号刊行
2019 年

5月
11 月

第 14 回総会・講演会
（181 名参加）

ネクスト・ソサエティ・フォーラム（明治大学）開催

第 14 回大会（壱岐の島ホール）開催（112 名参加）
年報『文明とマネジメント』第 14 号刊行
2020 年

2014 年
5月

5

5月
11 月

NSF 2020 を Zoom 開催で 800 名程度参加（5 . 16）
第 14 回大会（函館市）Zoom 開催（11 . 14）
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ポスト・コロナのコンサルティング
A Consulting in the Post Corona-Virus Period

平 尾 貴 治 Takaharu Hirao

（CCI 代表取締役社長）

いう本質的問題が，日々真面目に働く内部者には見えず，結果としては「皆で
一所懸命働きながら会社を潰す」という悲劇を生み出してしまったという経験
がある（図 1）．

井 坂 康 志 Yasushi Isaka

起きている
現象

（本会理事，ものつくり大学）

コンサルタントはどのような仕事か
井坂 今回のコロナは「今まで変えたくて変えられなかったさまざまな概念を
よりよいものへと前に進めるチャンス」と考えている．平尾さんのようなコン
サルタントがどう支援していくかについて伺いたい．
平尾 多くの企業が，長年言われていながら変えられなかった「働き方の多様
化」とか「人口の急激減少に対応するマネジメントやビジネスモデル」に，嫌で
も手を付けなければいけない局面になった．
一方で，チャンスとは捉えずに「ビジネスも働き方も一刻も早くすべて元通
りに戻さなければいけない」という強い揺り戻しの空気も感じている．
実際にある企業では，ビジネス的にもマネジメント的にもテレワークで生産
性を上げる仕組みを持っているのにもかかわらず，経営陣の「上司の背中を見
て部下が育つ」との信念で，全社員出勤に戻したりしている．やはり，今なお
高度成長期の頃の戦略の考え方やマネジメントのあり方への意識枠組みは強力
だ．
井坂 改めて，コンサルタントとはどういう役割の人か．人によってまったく
解釈が違う．
平尾 確かにわかりづらい．この業界にいる私自身も，コンサルタントと呼ば
れる人達を見ていて「目標観もやっていることもかなり違う」と思うことが
度々ある．
コンサルタントとは一言で言えば「外部支援者」．しかし外部支援者とは，決
して「教える人」ではないと考えている．何よりも，内部者にとっての「鏡」と
して存在することがまず大切だ．内部の方は仕事に専心するためにかえって自
分や自組織が見えなくなっていることが多い．
私も前職では，会社員として組織の中にいた．そしてその時は「内部者こそ
が組織の中を見ている」と考えており，外部支援者など必要ないと考えていた．
しかし，内部者として経営破綻を体験した後に，実はどれだけ見えていな
かったのかが初めてわかった．具体的に言えば，その会社の経営破綻の直接の
原因は「業績悪化」であるが，業績悪化を常態化した構造は「外部環境変化に対
する読み違え」にあり，さらに読み違えをしてしまった本質には，「戦略を考え
る人と現場を回す人の心理的障壁」と「過去の成功体験の呪縛」であった．そう
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図1

井坂
平尾

• 業績悪化

現象を起こす
構造

• 外部環椛変化に対する
読み逹え

構造を
変えられない
本質

• 戦略を考える人と現場
を回す人の心理的障壁
• 過去の成功体験の呪縛

皆で一所懸命働きながら会社を潰す構造

コンサルタントとは具体的に何をする人か．
いくつかの種類・スタンスがある．

エドガー・シャインは「支援の 3 つのモード」という言い方をした（図 2）．
一つ目として「専門家モデル」
．クライアント（内部者）が，自分ではできな
い専門的方法や情報を，コンサルタントから購入する．このモデルは効率はよ
いが，反面，クライアント自身が「今，何の専門知識が必要か」が曖昧であれば
見当違いの知識を仕入れてしまうことになる．
2 つ目として「医師－患者モデル」．コンサルタントに診断してもらい，出さ
れた処方箋の通りに薬を飲んだりする．これも有効な方法だが，反面，患者（ク
ライアント）が処方箋通りには薬を飲まなかったり，逆に飲んで効果が出れば，
医師（コンサルタント）への依存心が出てしまったりするデメリットもある．
専門家モデル
（情報
一購入モデル）

医師一患者モデル

• クライアントは、
自分で
はできない専門的な
方法やサービス、得
られない情報を、
コン
サルタントから購 入
する

• クライエントが、点検
してもらうためにコン
サルタントを呼ぴ 入
れ、
治療計画や治療
対策を処方すること
を期待する

図2

プロセス・コンサルテー
ション・モデル
• 内部や外的環境にお
いて生じている出来
事のプロセスにクライ
アント自身が気づき、
理
解し、
それに従った行
動ができるようにコンサ
ルタントは支援する

コンサルテーションの 3 つのモデル
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最後に 3 つ目としては，「プロセス・コンサルテーション・モデル」というも
のがある．つまり，コンサルタントは組織に起きているプロセスを正確に見て
取り，クライアントにフィードバックし，クライアント自身が変革に取り組む

9

私たちが個別ヒアリングや，あるいはその後のミーティングで明確にしてい
く時は，
「外部環境と内部環境の 2 つのステージ」＋「内部環境の中の 4 つの視
点」を大切にしている（図 4）．

プロセスに関わっていく．
私たちも場面に応じて，「専門家モデル」も「医師－患者モデル」も行うこと

外部環境

はあるが，あくまでもベースにしているのは，「プロセス・コンサルテーショ

INPUT

ン・モデル」である．
もう一つ，「コンサルタントのアプローチ」について整理されているものとし
ては，R. マーシャックによる，チェンジ・マネジメントと組織開発との違いがあ

戦略

る（図 3）．

組織構造
技術構造

まず，チェンジ・マネジメントの強調点は「成果・結果」であり，解決方法は
「少数（トップ）が主導する過程」，中心的な価値観は「経済性」，コンサルタント
対して，組織開発の場合，強調点は「プロセス」であり，解決方法は「当事者
が参加し，関与していく過程」，中心的な価値観は「人間性」であり，コンサルタ

チェンジ・マネ
ジメント
（change
management）

強調点

方法

中心的な
価値観

コンサルタント
の関わり方

成果結果

少数（トップ）が
主導する過程

経済性
economic

経済的利益のため
変化を設計し，
の組織を設計・監
方向づける
督すること

組織開発
（organization
プロセス
development）

一言で表すと

社会的・組織的利
ファシリテー
当事者が参加
人間性
益のために人間の
ションとコーチ
し，関与してい
humanistic
開発（発達）
を促進
ング
く過程
すること

図 3 チェンジ・マネジメントと組織開発の違い

以上のような観点で，組織開発コンサルタントとしては，丁寧に内部者の言
葉を聴きながら，「鏡」として組織の中にある「重要なずれ」を明確にしてお伝
えし，内部者の方同士で話し合い修正していただくことを支援している．それ
をコンサルテーションと呼んでいる．

組織開発の考え方
井坂

ずれを丁寧に明確にする．その具体的な行動はどのようなものだろうか．

平尾

具体的には，個別ヒアリングから入ることが多い．

組織のトップ・マネジメント・現場リーダーなど，各部門各階層のキーマンに
一人 90 分ずつじっくりと話を聴かせていただく．そうすると階層によって，部

門によってどのようなずれが生じているのかが明らかになる．

ハードの面
人事制度
システム

ヒューマン
プロセス

の関わり方は「変化を設計し，方向づける」となっている．

ントの関わり方は，「ファシリテーションとコーチング」である．

内部環境

OUTPUT

ソフトの面

組織開発の手法のタイプ分け（カミングス＆ウオーリー：中村和彦訳）に加筆して作図

図4

組織の観方とアプローチの視点（2 つのステージと 4 つの視点）

組織におけるずれをどのように見るかという点では，外部環境の変化に対す
る観方が組織の中でどう揃っているか，あるいはずれているか，そして，外部
環境変化に相応しいインプット・アウトプットを行うために，内部環境として
「戦略」
「構造や仕組」
「人事システム」
「ヒューマン・プロセス（＝組織の中の人
の気持ち・関係性・文化）」の 4 つに対する観方や，施策の決め方にずれがない
か，最後に，内部環境における 4 つの要素同士のつながり方がずれていないの
か，という観点で見ていく．
現実の組織の具体的事例で言えば，「ウィズ・コロナという外部環境の中で，
新ビジネスの戦略を立て成果を上げたい，同時に感染を防ぐために，組織構造
として在宅勤務を進めたい．ところが，人事システムにおいては，互いが見え
なくても成果で管理・評価する制度が存在しない．ヒューマン・プロセスとし
ても互いの信頼関係が低下している」という話を聴く．そうした「2 つのステー
ジと 4 つの視点」の中の不一致こそが，組織の健全性と効果性を低下させてし
まう「ずれ」とわれわれは考えている．
複数の階層や部門のキーマンにじっくりヒアリングをしていくと，組織の中
に内部者も気づいていなかった意外なずれが見つかることがある．なお，ここ
で私たちが大切にしているのは，
「誰の意見（観方）が正しく，誰の意見（観方）
が間違っているか？」では断じてないということだ．善悪や正誤の判断を一切
せず，ひたすらにずれを見つけ出すことが重要である．
組織は人の身体と同じだ．
私自身の昔の体験として，左指先に痺れが生じて取れないことがあった．指
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先のマッサージなどしていたが，長い期間治らなかった．その後，医者や整体
師に診てもらい，実は，指先とはまったく違う場所である頸椎の歪みに原因が
あることが判明した．その後の整体と針治療により順調に回復したが，指先の

たちも長期的な視点，深い視点で見られることに感心した．今後は若い人たち
の意見をもっと経営に取り入れる機会を持っていく」という発表をした．実は，
話合いの直前に行ったヒアリングでは，若い層から「うちの上位職は現場の意

問題だとそのまま放置していたら，半身不随になったかもしれなかったと言わ
れたことがある．
企業に当てはめれば，社員が定着しないのはコミュニケーションや給与の問
題だろうと思っていたが，そもそも組織戦略や先のミッションが共有されてい

見なんか聞く耳を持っていない」という不満が出ていたので，この幹部層の発
表にはさぞ若い社員たちは喜ぶだろうと思った．しかし，彼らは幹部層に対し
て驚くような意見を述べたのだ．

ないことが，まさに，体で言えば頸椎の歪みに当たるような「根深いずれ」とし
てあり，その結果が離職に繋がっていたということも少なくない．
そんな目標観で組織を見ているからか，ある方から「CCI は企業に対する整
体師みたいだね」と言われたことがある．
井坂 ドラッカーが自らをコンサルタントだと名乗っていたのは，ますます大
きな意味を持っていると感じる．
コンサルタントという仕事の中には，経験の浅い人から見ると天蓋を揺るが
す大変化と思うようなものが，専門家として長くかかわっている立場からすれ
ば「よくあること」であるケースは少なくない．
今回のコロナも大変化には違いないが，1 世紀に何度かは起こることだ．メ
ディアの論調は，特に経済的な変動は 50 年に 1 度とか 100 年に 1 度というけれ
ども，歴史を見ればよくあることと言える．
人を不安にさせたり，焦らせたりするよりは，可能性に意識を向ける助力を
するのもコンサルタントの役割なのだと思う．

「いや，もちろん私たちの意見も聞いてほしいが，今回これだけ話し合った結
果として今一番思っていることは，改めて幹部の皆さんから昔の話を聴きたい
ということなのだ」と．
幹部クラスには創業当時を知っている方も残っていた．今はそれなりの規模
を持った会社も，スタート時は誰にも相手にされない状況で，ビジネスを立ち
上げ，顧客を開拓してきたということを，生々しい話としては若い人は知らな
かったのだ．幹部層自身も若い人は昔話など興味ないと思っていたので，特に
話してこなかった．
しかし，この外部環境の大変化の時に，改めて我社の存在意義を再定義しよ
うとなったときに，やはり，どんな思いで会社を立ち上げ継続させてきたか，
という「年寄りの話」を共有することの大切さに若い層が気づいたのだ．
その後，幹部を囲むようにして，過去の話を共有したのだが，一見ドライに
見えた若い層の中には涙を流す人もいた．
それまで短期数字で一喜一憂していたのが，昔の体験という財産が内部にあ
ることに気づいた時のエネルギーは本当に大きなものだった．

長い視点を大切にする

丁寧に聴く

平尾 ただし，組織の中のずれを見つけ出す役割は，本来はそれぞれの企業の
中に存在しているべきだと考える．

井坂 なるほど．ドラッカーのコンサル手法とも通じると思う．今おっしゃっ
たことはポイントになると思う．

もちろん社員の方全員が現象への対応だけでなく，
「わが社の根深いずれを
明確にしよう」という意識と思考を持ちながら働かれることが大切であるが，
なかなか日々の業務の忙しさの中では難しい．その意味では，長い経験後に現
役を退いたり，まったく違う業界で経営経験を積んだりした上で，顧問として
会社にいらっしゃる方にはそういう役割が求められているのかもしれない．

時々シャーロック・ホームズの例を挙げて，後ろ向きの推論ということを言
う．後ろ向きの推論というのは，今に至るまでの歴史を遡って推理していく．
通常の前向きの推論とは逆である．
商店街がなぜ衰退するのかという問いの前に，なぜここに商店街ができたの
かを問う．商店街ができて機能して繁栄していたということは，理由や必然性

井坂 私も組織においてお年寄りは必要だと考える．
平尾 片側で若い方々にお年寄りの話を聴く意識や聴く機会があるか，という

があるわけだから，そこまで遡って，今なぜなくなってしまったのかと問う．
たとえばみんなが車を持つようになったからだとか，いろんな要因が見えてく

こともある．
ある会社のコンサルに入った時，長い視点で会社がどうあるべきか，何を解
決しなければいけないかを，複数の階層が集まって話し合ったことがあった．
充実した討議の後，若い階層のグループから順に考え合意したことを発表し
たのだが，とても深い発表であり，中間階層も刺激されてさらにまたさらによ
い内容を発表した．そして最後の幹部層の発表では，「これだけうちの若い人

るのだと思う．
会社がどうしてできて，どのようにして現在に至ったのかというのは，組織
開発を考える上でも秘密を隠しているのか．
平尾 先ほどの「コンサルタントはどうやって丁寧に聴くか」という問いのな
かで，重要なもうひとつのポイントはまさにそこだ．単純に現在の外部環境・
戦略・組織について認識を聴くだけでなく，会社としての歴史をどうとらえて
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いるかも聴いていく．同時に，個人として，そもそもなんでこの会社に入った
のか，場合によってはご両親から学んだ一番大事な人生の考え方は何かまで聴
いたりすることもある．
井坂 私は仕事の関係で，3 ～ 4 冊社史を作ったことがある．どんな会社にも
必ずドラマティックな創業期がある．ドラマティックな創業期を持たない会社
はひとつもないと感じる．その点では人も会社も同じだと思う．ドラマティッ
クな過去を持たない人がないのと同じだ．
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平尾 ホームページの沿革とかには書かないようなところに，企業の「魂」が
あったりする．
井坂 そういうところも質問をしたりとか，引き出したりする．
平尾 その通りだ．
こうした一見手の掛かるプロセスも通らないと，どれだけ論理的に理解して
いても，「本気で自分たちで決めよう，自分たちで変えよう」というところまで
は，なかなか人間は行きつかない．人間は誰しも臆病だから．

年表を作ってみる

言葉を使う仕事

平尾 われわれが時々ミーティングの中で行うワークで，フューチャーサーチ
というものがある．言葉通り，最終的には未来をサーチしてもらうのが目的だ
が，スタートで行うのは 3 枚の年表をみんなの力で作ることだ．

井坂 もう一つ私がコンサルタントという仕事に興味を引かれる理由は，言葉
だ．もちろん言葉には，いわゆる単純な日本語だけではない，たとえば数値の
言葉なども含むさまざまなものがあると思う．言葉の使い方のなかには，知識

1 枚は創業してから今までの間の会社としての出来事．何年に創業したとか，
どんなビジネスの展開があったのか，上場や合併があったのか，などを全部書
いていく．

労働の未来を教えてくれる側面があると思う．
ドラッカーの場合は，「質問から入る」ということだ．平尾さんの場合だと，
言葉に関するものとしていつも役立てているのは何か．

2 枚目は，1 枚目と同じ時代に社会で起きたこと．戦争があっただとか，バブ
ルがはじけたとか，世の中のトレンドがどう変化したか，などというのを書く．
最後の 1 枚は，今，その場にいる人達の個人の出来事を書き込んでいく．誰が
いつ生まれたとか，いつ，どんな部活動を始めたとか，進学がどうだったのか，
結婚をいつしたのか，仕事やプライベートでこんなことがあった，などを書く．

平尾 大切にしている投げかけがいくつかある．例えば「正解かどうかではな
く，今の状況は自分にどう見えているのか」
「あなたが本当に実現したい組織の
姿と自分個人の生き方はどういうものか」
「その実現のために解決すべき最も
本質的な問題は何か」という問いだ．
また，「合っているか間違っているかは私は判断しない」という言葉も大事

最後に，大きな 3 枚の模造紙（年表）を上中下で年代を合わせて並べる．
企業の成り立ちやアップダウン，同時期の世の中の出来事，そしてここにい

にしている．
さきほどの，歴史の中で表面に出ていないところが大事だという話と同じよ

る個人は何をしてきたのか，というのが全部一緒に見えた時に，「生き物とし
ての企業」の歴史がリアリティを持つ．
生き物として，ただ単純に生活のために働いているだけの場所ではなくなる
のだ．
井坂 感動的なエピソードだ．

うに，ロジックとしては通常はやりとりされないような部分が，実は，会社に
おいても大事だと考えているからだ．だから「どうなっていますか」よりも「あ
なたは，それをどう感じていますか」というところは大切にしている．
井坂 芸術的な問いだ．
平尾 結局，組織の中に不協和音が生じるときは，何が事実かという事以上に，

実際，個人でも同じだと思う．私もこの間必要があって，自分の履歴を書い
た．卒業大学とか組織の地位とか，表面的なものでは正直何も訴えかけるもの
がなかった．一つ気づいたのは，履歴書に書けないことに意味があるというこ

事実に対してのお互いの感じ方に対して想像力が働かず，一致しないままで前
に進んでしまう時だ．
だから，コンサルテーションをするときは，互いが何を感じているかのやり

とだ．大学入るまで，1 年浪人しているのだが，高校卒業の年と大学に入った年
は 1 年あいていて，実は，この 1 年が私にとって大事なのだと気づいた．何も書
かれていない．履歴書で表現できないところが大事なのだと．会社の場合も同
じだと思う．

とりをして頂くことを大切にしている．
井坂 最近，小澤征爾という指揮者の発言を調べている．
彼は東京芸術大学の出身ではない．できて間もない私立学校の出身である．
24 歳の頃，神戸から貨物船に乗ってフランスに行く．

平尾 まったく同じことだと思う．
井坂 確かにこの年に合併をした，この年にこういうヒット商品が出たといろ
んなものが羅列できるかもしれないが，一番大事なことはありあわせの言葉で
は表現できていないものなのだろう．

言葉も全然できないし，お金も持っていない．スクーターで現地では移動し
ていたらしい．フランスとドイツと，それからアメリカの大きな指揮者のコン
クールで 3 つ立て続けに優勝している．カラヤン，ロストロポーヴィチ，バーン
スタインなどの巨匠に師事している．
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彼のインタビューを見ていると，言葉ができなかったのにどうやって伝えた
かいまだに思い出せないという言い方をしている．おそらく言葉だけではな
く，身振り手振りなども含む豊かなコミュニケーションがあったのだろう．
ただし，その中心にある考え方として，小澤氏は英語で言うと invite という
言葉を使っている．誘い入れるという感じ．内側に引き込む．強引に中に入れ
るのではなくて，両手を広げている感じだろうか．扉を開く．invite するという
のは，知識労働者に成果をあげてもらうための，もしかしたら最高の方法の一
つなのではないか．
平尾 小澤征爾さんの場合は，invite の観点で，自分の感性の中に演奏者の感
性を引き入れたというイメージなのだろう．

個と組織の関係
井坂 小澤氏の発言によれば，ヨーロッパの演奏家はとにかく個が強いとい
う．我が強い．自分の芸術感を持っている．
楽譜は基本的に間に合わせのものだから，すべて表現できるはずがない．記
譜法の関係で表記できないものも少なくない．あえて遅らせるとか，思い切っ
て踏み込むとかそこまでは楽譜には書いていない．すべて演奏者に委ねられて
いる．
そう考えた時に演奏者がこう演奏したいというところを最大限汲んだ上でな
いと invite できないことになる．相手の言語，相手が何をしたいかからスター
トしなければ，invite できないということだと思う．
答えは結局相手が持っている．できるのはせいぜいのところが invite まで
で，それをドラッカーに置き換えると，問いという形式になるのだと思う．
平尾 同意だ．
コンサルタントもそうだし，究極的にはマネジメントもそのような気がす
る．
井坂 コンサルタントを含めてある種の総合芸術みたいな側面を持っている．
平尾 組織開発の定義として私が一番好きなのは，
「組織開発の目的というの
は，健全性と効果性と自己革新力の 3 つ」というものだ．「効率」とか「生産」と
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結局は入力と出力との比率に過ぎない．
何のための入力であり，何のための出力なのかという価値判断が必ずどこか
で働いているはずだ．目的について触れないで効率性に意味があるのか．目的
地がない状態で全力疾走している状態に似ている．
ドラッカーの場合はまず何をすべきかという，目的を明らかにしないことに
はまず効率の概念自体が成り立たないという話になってくると思う．
平尾 その通りだ．
入力と出力の先に何を目指すのかという部分では，日本は戦後何十年間かは
「豊かさ」という目的があった．
「戦争における負け意識からの脱却」と「豊かさの追求」が両方結びついて，
とてもわかりやすい目的でここまで来られた．だからこそ純粋に入力と出力だ
けを問う「効率」という概念が成り立ってきたのがこれまでだった．
しかし，効率と生産性だけの追及は本当に危うい．
ここ数年見てきた，大企業の不祥事もある意味効率と生産性の追求の結果か
らきているし，大きな話で言えば，ドラッカーの本によく出てくるナチスのお
話も，第一次大戦後の莫大な賠償金が突きつけられる中でどう存在価値を生み
出すか，という人民の思いが結び付き，入力と出力だけをやり切った究極の姿
なのかもしれない．
井坂 昨日までは白米で満足していたのが，今日はもう少し高級なものでいい
とか，わかりやすい形で豊かになっていった時代というのはとうの昔に終わっ
ているわけなのだから，失われた 10 年とか 20 年とか 30 年というのは，結局高
度成長やバブル時代に軸足を置いた概念である以上，ただうつろに延びていく
しかない．
新しい価値の尺度を手にしてない問題ではないか．
平尾 なるほど．
その意味では今回のコロナという新しい価値の尺度を否が応でも考えるよい
チャンスかもしれない．

コロナがもたらした新しい尺度

いう言葉は入っていない．
効率や生産性という言葉を入れた瞬間に，
「どれだけ投入を少なくして出力
を大きくするか」ということになってしまう．そうなると，感性の部分だった
り，あるいは葛藤の部分だったりは切り捨てなければいけなくなってしまう．

井坂

組織開発はそこの部分にこそこだわりがあるのだろうと思う．

井坂 編集の仕事を長くしているが，編集は総合格闘技であり，単に，いわゆ
る編集者が編集をするということ以上の意味がある．というのは，私たちが生
きているということは，「生きている＝編集している」，世界観を編集している
わけだ．
わかりやすい例が，記憶だ．私たちは記憶というものを客観的と勘違いして

何のための入出力か
井坂 なるほど．
効率性と言われただけで私たちはなんとなく納得させられてしまう．でも，

そう思っている．

平尾 たとえば井坂さんのようにメディアの仕事をされている方は，そのお仕
事の中で新しい尺度が何かここから始まりそうだみたいなことを今感じている
か．
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いる．けれども，記憶ほど編集されやすいものはない．過去にあったことを正
確に年表みたいにしてみると，ほとんど 10 年前と 20 年前なんてひっくり返っ
ても気がつかないくらいの記憶になってしまう．もっといえば，3 か月前なの
か 3 年前なのかもわからないことは始終だ．遠い記憶などは，夢に似たありか
たをしていると思う．つまり人間は編集している．
私はたまたまこれまで本を作ったりすることが多かった．本というものが編
集上有効だった時代を生きてきたからということで，有効性を失ったら当然別
のメディアに移っていくという話で，本に対するこだわりというのが強いわけ
ではない．
どんどん変わっているというのが現実だ．
平尾 人間は編集するという本質はずっと変わらないのであれば，本が有効性
を失うこともない気もする．
井坂 もちろん，本は永遠に有効性を失うことはないけれども，意味づけとい
うのは大きく変化していく．
50 年前には，本を書いているという人は相当な人だったはずだ．もっと言っ
たら 100 年前の本を書いている人といったらもう超弩級のインテリだった．
ところが私がこの業界に入った頃は，比較的，一般に近い人でも本を書くよ
うになりつつあった．
だんだんともしかしたら今は読みたい人よりも書きたい人の方が多くなって
いるかもしれない．
今みたいに，ブログとか SNS みたいに自分が発信することがもう常態化して
きている．もっというと自分で YouTube みたいに，素人であっても全世界中に
登録者が何十万とか何百万とかいるとなったら，テレビ局よりも影響力は大き
い．
平尾 なるほど．
昔は「書く人」は特別な人として，その人の住所から何から全部，本の中に情
報で入っていたという話にはインパクトがあった．
井坂 公人だった．

プロフェッショナリズムの時代
平尾 今の，お話を聞いていて，組織の中にも関わる話だと思った．ティール
組織という発想や心理的安全性という言葉がもてはやされるように，階層にか
かわらず発信者が増えるというのは健全な動きなのだろう．一方で，同時に覚
悟や責任がない発信者も増えるというのは危険なことでもある．
井坂 立場が人間の行動に枷をはめてくれていたので，自分には過ぎていると
か，ここまでは自分は行うべきではないとかわかっていた．もっと前の時代に
なってしまうと服装だけで職業がわかる時代が現実にあった．
階層移動がない時代の方が長いわけだ．

ポスト・コロナのコンサルティング
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現在はそのようなものは薄くなっているから，プロフェッショナリズムが意
味を持つ．結局自分の内面にあるものと対話して適切な行動を取るという，そ
ういう意味では高度な時代にもうなっているのではないかと思う．
平尾 なるほど．
井坂 結局，かつては外側から枷があるからやりたくてもできなかった．これ
からは自分の内面の中で規準があるかどうかだ．そういう意味できつい時代か
もしれない．
平尾 内面の規準が大事なのは企業も同じだ．
世の中の「悪い意味での SNS 的な部分」が会社の中にも入っている．たとえ
ばモラールサーベイなどが間違って使われると，単に覚悟のない意見の塊に
なってしまう危険性もあるし，目安箱も，一切名前を書かずに出した意見にど
こまで信憑性のあるものがあるかという問題が出てくる．
やはり私は，最終的には面と向かって，部門や階層を越えて正直にフィード
バックし合える「ジェントルマンな組織」になることを，目指したいと改めて
思った．
井坂 組織の中でも，社長というのはあくまでも社長という名の社員みたいなも
のだと私は考えている．個のほうが地位よりも先にあるのは当然のことである．
上田惇生先生は，私が出会った頃，入社 1 年目だろうと，自分の意見を世の中
に出すのは奨励すべきだと言っていた．個であることを恥じてはいけないとそ
の時思った．
平尾 なんで自分の意見を出せないかというと，実績や名をなしたり，あるい
は立場に得たりしていない人間の言うことは正解じゃない，みたいな規範があ
るからだろう．

間主観という考え方
平尾 ジェントルマンでありながら，同時に，立場にかかわらず意見をぶつけ
合えるようになるために，組織開発は，2 つの問題解決の考え方をしっかりと
区別することを大切にしている．
まずひとつは，
「客観的合理主義認識論」
．つまり，客観的に状況を認識して，
そこから論理的に問題点を発見して，いかに合理的に解決策を打つかという考
え．一般的でごく当たり前の問題解決の考え方だ．具体的に言うと，オフィス
にゴミが落ちている場合，ゴミを発見した人は合理的な解決策として「拾う」
ということをする，というのがこの考え方だ．
しかし，実はもうひとつの問題解決の考え方としての「関係主義的認識論」
というものこそが私は大事だと思っている．
つまり，現実には，同じ状況を見ながら発見する人としない人がいる．先ほ
どの事例で言えば，「職場って人がこれだけ通っているからゴミくらい落ちて
いるよね」と思っている人はゴミと認識すらしないから拾うという解決策が打
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てない．あるいは，ゴミを発見したとしても，ゴミを拾うのはお掃除担当の人
の役割だと認識している人も，拾うという行為はしない．

発見

状況
関係主義的認識論
図5

状況

2 つの認識論

状況と自分自身との関係性で状況を見るというのは，要は，人間は誰しも
「客観」ではなく「主観」で物事を見ている，ということだ．
ゴミを拾う話で言えば，
「あなたは，ゴミが落ちているのを好ましいと思う
か，普通のことだと思うか，拾うのは自分の仕事と思うか」という主観を問わ
ないかぎり，いくら「ゴミの拾い方」という客観的解決策があったとしても全
然効果をなさないのだ．
しかし，組織において障害になるのは，
「自分にはこう見えている」というの
を，若い人や，役職や実績のない人は，組織において主張がしづらいことだ．
われわれ外部から入る人間の大きな役割の一つというのは，
「自分が主観と
して感じたこれを言ってもいいんだよ，その主観をお互いに聴き合ったり，揺
らし合ったりしていいんだよ」という場を作ることではないかと思っている．
現実にこんな場面があった．
ある会社で，中期経営計画の進捗に遅れが出ていた．その遅れの理由を聞く
と，予算であったり人員であったり「論理的な言い訳」がいくらでも出ていた．
しかし，関係主義的認識論的に「一人一人が今の状況をどう見えているか」を
問うていくと，もっと根深いものがあった．ある人は「この計画は厳しいが絶
対行うべきものなので，他のことを犠牲にしてでも行うべき」と捉えていた．
一方である人は「この計画はそもそも市場に合致していない．できれば行うと
いうものだ」と捉えていた．それだけのずれがある中で，部門が協力しての計
画が進むわけがなかったのだ．
ここで大切なことは，
「どちらが正しいのか」を決めることではない．お互い
の状況に対する主観と主観をぶつけ合い，組織としての本当の客観（関主観）
．実際にこの事例の時も，役職や部門の立場
を明確にするしかないのだ（図 6）
を超え，本気で話し合い，改めて「私たちは，市場・戦略・組織を改めて道のよ
うに捉え，行動するのか」を明確にしていった．

主観
B氏

主観
C氏

いかに効果的な解決策をうつか
客観的合理主義認識論

観方

主観
A氏

主観
D氏

つまり，状況を見て問題として発見・認識できるのも，それに対して解決行
動をできるのも「状況と自分自身との関係性」をどう認識しているかというこ
とが左右するという考え方だ（図 5）
．
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図6

間主観

もう少し整理すると，私たちは「間主観」を産み出すために，以下のような 6
つのプロセスを踏んでいる．
1 . 各人の持っている主観を言い切る（ネガティブなことも含めて）
．
2 . 主観と主観の違いを明確にする（共通点でまとめるのではない）
．
3 . その違いはどのような背景や情報から生じているのか究明する．
4 . 究明している自分達自身のプロセス自体について考える．
5 . 最も納得のいく「間主観＝本当の客観」を創造していく．
6 . 新たな客観への対応を，具体的に落としこんでいく．
井坂 革命的な意味を持っている．
平尾 ところが，先ほどの話にあったように，日本中がシンプルに豊かになる
ことを目指して，かつ急激な人口増により右肩上がりが常態になっている時代
が長く，社会でも組織内でも，
「自分には他の人と違うように見えている」など
ということは言えなかった歴史がある．自分にどう見えているかじゃなく，上
司・先輩・親が見えていることに従えという方向で成果が出てしまっていた．
残念ながらドラッカーがかつて日本画に感じたような「描かれていない部分
（＝ロジック以外の部分）の美しさを各人の解釈で判断する強み」について，日
本人自身が捨ててきた歴史なのかもしれない．
井坂 おもしろい世の中になっていくかもしれない．私は意外に楽観的に見て
いる．

コロナによる浄化プロセス
平尾 ドラッカー勉強会の時の井坂さんの「結局自分の国だけ守っていても，
どこかの国で問題が起きたら即座に影響があるんだというわかりやすいエビ
デンスが新型コロナで明確になった」と言う話が印象的だった．まさに世界規
模的に間主観をベースにした多様性に向かう契機になる可能性があった．私自
身，
「だからもう他の国を貶めながら自分の国だけよくなっていく考えはやめ
ようよ」という流れになるかもしれないと淡い期待を持った．
しかし，ここにきて逆の動きが目立つ．北朝鮮と韓国の問題だったり，アメ
リカと中国の問題だったりとか．何を学んだのだろうなって，暗くなってしま
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うところある．
井坂 結局そういう考え方も，自分を訓練してきてしまった結果なのだろう．
対立を生み出すということが，結局自分の利得になるというか．こういうメ
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よくなったりするわけじゃないというところが，今までの規範を崩せれそうだ
なという気もしている．

ンタリティを身につけてしまうと，かなりまずいと思う．
今巨大な浄化プロセスに入っているのかもしれない．
平尾 確かにそうだ．

ロールモデルの意味

単純な対立構造からスタートするというのも一つの効率を求めたやり方なの
かもしれない．敵作っちゃったほうが早いから．
一方で，逆に希望が少し持てるのは，新型コロナによって，今までのやり方
だけではどうしようもなくなってきたという現実だ．オンラインでの新たなビ
ジネス開発や在宅での仕事，あるいは副業許容などのバーが下がってきてい

方々である．
ロールモデルの大切さという話で，また小澤征爾の例になる．彼を育てた人
がいる．齋藤秀雄というチェロ奏者であり，指揮者でもある方だった．
ピアノとかバイオリンというのは教育法が確立されている．ピアノを弾く人
だったら最初に行う教則本というのが古くからある．

る．
副業についていえば，ドラッカーの話じゃないが「2 つの人生を持ってもい

しかし，なぜか指揮の仕方というのは教育方法が存在していなかった．最初に
行ったのが齋藤秀雄だった．
『指揮法教程』という本は現在も版を重ねている．

い」という話になってくると，これまでのような単純な対立の軸だけじゃどう
にもならないものがだんだん見えてくるというのはあるかもしれない．

小澤さんは，齋藤秀雄から指揮の仕方を教わって，その時にしっかり指揮の仕
方を勉強していたおかげでヨーロッパに行ってからも自分を伸ばすことができ
たのをずっと感謝していた．齋藤が亡くなった後に，先生の名前を付けた齋藤
記念オーケストラを設立した．このオーケストラは常設のオーケストラではな
くて，夏のフェスティバルだけで結成される臨時のオーケストラで世界中から
有名な人が集まって演奏する．

世の中はよくなっている
井坂 あると思う．情報発信のバーも下がった．会社でもそうだと思う．言葉
の浪費でしかないようなことは言わないというふうによい感じでブレーキか
かっているような気がする．ハラスメントも誰も見ていないと思うからするわ
けで，誰かが見ているだけでブレーキが効いてくるはずだ．
全体的にはよい世の中になりつつあると思う．
平尾 なるほど，そういう意味では，さっき出た SNS ばやりも，悪いことばか
りじゃないのかもしれない．
井坂 プラスの方が多いと考えている．
平尾 他者の目を考えさせるという意味では，私はコンサルテーションの中
で，「今の発言はあなたの子どもに対しても言えますか」
「会社に自分の身内を
入社させたいですか」とかという質問もよくする．
井坂 ドラッカーが聞いたら喜ばれるお話だと思う．
ドラッカーの場合は，なにか小手先のものよりも最後は真摯さだと言ってい
た．
今，社長がここにいて聞いていたら同じこと言うのかと．
あるいは，相手が女性だからだとか，新入社員だからだとかで，ぞんざいな
口を聞いたりとか，そういうところにプロフェッショナリズムのあるなしが現
れている．
平尾 その通りだ．
こういう Zoom のシステム等をよいと思うのは（注：本対談は Zoom を用い
てオンラインで行われた）
，別に偉い人の顔が大きくなったり，偉い人の背景が

井坂 私はある意味恵まれていたと思うのは，社会人になってから優れたロー
ルモデルをもてたことだ．もちろんドラッカーや上田惇生先生をはじめとする

後で小澤さんが言うのは，人を教えたいという気持ちは本能に近いと．真心
から教わった経験を持っている人は誰から言われなくてもいずれ教えたいと思
うようになるのだという．
会社でも同じで，若い頃に人から親身に教えてもらったり，よい上司に巡り
会ったりした人というのは必ず自分がその場所になったら同じことをする．そ
れはポジティブで，しかも確実な人間社会の再生産である．
最高のフィードバック装置だし，最高のひとつの組織開発のための中心にな
る．
もちろんネガティブな再生産もありうるわけだが．
平尾 齋藤先生が，真摯に小澤さんに教えられたのだと感じ，その連鎖を感じ
る．そう思うと，企業における OJT は今軽く扱われているような気もする．
企業においては，「単に仕事のやり方を指導する」という OJT は，今はあま
り意味をなさなくなっている．なぜなら，唯一無二の正しいやり方がある時に
のみ成り立つものだったからだ．今は逆に「自分なりに考え，場合によっては
今までのやり方を否定し新しい見方を生み出すにはどうするか」までを伝える
ことが本当の意味での OJT だと考える．その意味で，小澤さんに対する齋藤先
生の「人柄や器まで含めた継承」というのは，業界にかかわらず大切な OJT な
のだろう．
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AI による組織の管理に着目し，管理の自動化と管理労働者の仕事の変化につ
いて論じる．

― コロナウィルス禍以降の社会変化

私たちは自粛期間中に現代社会の大きな矛盾や物事の本質を垣間見ることが
出来た．自由で民主的と思われていた社会が完全でないことも，いざとなると
いとも簡単に声の大きい者に流され，流言飛語，自己保身の醜さも体験した．
資本主義社会が新たな段階に差しかかり，その制度の改革が急務であり，その

A New Stage of Capitalism:
Social Changes Since the Coronavirus Disaster

谷崎敏昭

Toshiaki Tanizaki

（本会理事，元上武大学教授）

Summary
With the coronavirus problem happening all over the world, companies and workers
had to rethink their jobs. As a result, workers started working in their own homes
using personal computers. The new form of management by AI introduced by
companies abandons the unnecessary labor force and aims for rational management.
Looking at the management of modern companies, machines already control and
manage workers. In addition, AI makes decisions for management. As a result,
many middle managers and managers will be dismissed, and the influence of global
companies will be further increased. It is the prologue of post-capitalist society as
capitalism has reached a new stage. What we have to do now is to build an ideal
society for us, not to please the owners of global companies.

はじめに
現在の社会に起こっている様々な変化は，基本的に資本主義の変遷に関わる
もので，ポスト資本主義への行程ととらえることが出来る．ドラッカーはこれ
から社会に起こる変化の数々は，すでに準備されていたもので，今始まったも
のではなく，私たちが社会の変化を実感として感じるのは変化の最終段階であ
ると述べている．世界的なコロナウィルスの蔓延により，当初よりも速くその
変化が展開しているのは，誰の目にも明らかである．
本論文では，資本主義の発展段階の中における「管理と支配」がどのように
変化してきたのか検討し，さらにどのように変化するのか考証した．管理と支
配の在り方は，その国の社会や文化的背景により異なり，管理と支配の変化が
その社会を変えてしまう．グローバル化による管理と支配の特質は，国境を越
えた大規模なサプライチェーン組織を，資本の論理によって，徹底的な合理化
と AI の利用による機械的管理で，容赦のない支配を貫徹したことである．これ
こそ資本主義の最終段階とも言える形態で，国家という枠を飛び出して私企業
の経営者が国家規模の巨大組織を管理，支配する姿である．国際的な企業組織
の民主化は，途上国の民主化と同様に急務である．AI の導入によって始まる新
しい管理システムは，私たちの生活に直接大きな影響を及ぼす．本論文では，

変化をどのように生き抜こうか，あるいは変化の動向を見極め，それにどのよ
うに対応するべきか，と考える者は多い．しかし，それは社会がどのように変
化するのかではなく，私たちがどのような社会を選択するか，どのように社会
を変化させるか，という視点が重要なのである．

1．資本主義とは何か
①資本主義の現段階
資本主義社会は 1700 年代半ば以降，ヨーロッパにおいで封建社会が崩壊し
た後に成立した制度で，政治的には市民革命によって完遂し，経済的には産業
革命をもって資本主義社会は確立した．身分制度を排し，生産手段の私的所有
が認められ，民主主義に基づいた自由な経済活動を前提とした社会は，現在で
も人々のモチベーションを刺激し，個人の豊かさと経済発展の原動力になって
いる．資本主義社会の急速な発展はヨーロッパの優位性をもたらし次第に全世
界に広がりを見せた（1）．
この資本主義の成立後，二百数十年経た現在そのほころびも目立つようにな
り，社会に格差をもたらした現代資本主義は，もはや民主主義と自由を前提と
した資本主義とは別のものになった．グローバル資本側の自由ばかりが目立
ち，多くの人々は逆に自由を失い，資本主義社会の終わりが近づいているのか，
あるいはその形態を大きく変えて生き延びるのか分からないが，決定的な変化
は国民国家の発展が私たちの幸せにつながるわけではないことを，多くの人々
が実感として感じ取ったことで現代資本主義を最善のシステムと思わなくなっ
たことである．日本における高度経済成長の時代は，働けば会社も労働者も豊
かになり，貧しさから解放された．しかし現在は，会社は儲かっているのに労
働者は豊かにならず，逆に働いているのに貧しくなっているのが現状である．
グローバル化が一般的な現在，巨額な資本と膨大な情報を独占するグローバ
ル企業に対抗する手段がなく，私たちの生活に関わる様々なシステムが企業や
政府の手によって了解もないまま次々と変更させられるという，明らかに異常
な状況が起こっている．それに対し声を上げ，理想の社会の姿を語ることが，
社会が間違った方向へ向かうことの抑止になる．
②企業の利益と労働者への分配
途上国では，高度成長期初期に労働者が働くことで豊かさを実感することが
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出来る．しかし，国の経済規模が拡大すると次第に企業間の競争が激化し，国
際競争の嵐の中にさらされ，経営の危機に備えるために内部留保や投資を増や
さなければならないこと，さらに株主資本主義といわれる労働者よりも株主を

とって圧倒的に有利な資本主義制度を時代に合わせてつくり変えることで，資
本主義を永遠の制度と位置づけたいのであろうか．確かにアメリカの経営学者
の中には資本主義を永遠なシステムととらえている向きがあって，現在では資

優先するようになって，労働者への分配は減らされるようになってしまった．
「企業はだれのものか」という議論では，株主優先で結論が出た，というより押
し切られてしまった．従業員優先の日本的経営は時代遅れのローカルな考え方

本主義の定義もあいまいなものになっている．いずれにしても現代社会の矛盾
を解決するためには，資本主義の形態を変えればよいということではなく，重
要なのは資本主義の存続ではなく，私たちの生活である．

として片づけられ，終身雇用は崩壊し，非正規雇用が増え，会社の利益を労働
者には分配せず，それより株価を上げるため，株主への配当金を多くすること
で，世界の投資家を呼び込み，企業が投機の対象となる不健全な株式会社制度
が一般化し，株価を引き上げて無節操な経済活動を仕掛け，格差社会が誕生し
ていった．

2．新自由主義の誤り
①アメリカ型グローバル化の本質
グローバル化についての問題点を指摘するならば，アメリカが目指したア
メリカ型グローバル化と，国際化が進化した形のグローバル化と，二つに分け

ヘンリー・フォードが自動車会社を創業したとき，多くのスポンサーが資金
を提供して会社が設立された．確かに，この時この会社は株主のものと言って
よいだろう．明治初期，三菱における株式会社設立は，岩崎弥太郎個人による

て考察したほうが理解しやすい．始まりは 1970 年代のアメリカ経済の衰退で
あった．豊かな国の不況は，従来のケインズ経済学では解決することが困難で，
レーガン大統領を支える経済学者や政策担当者は，新自由主義による新しい経

出資で，いわば株式会社制度を組織支配の目的に利用した，どちらかというと
日本の場合，株式会社制度が最初からゆがめられた形でスタートした．圧倒的
多数を占める日本の中小零細企業は，大企業と異なり経営者自身による出資で
会社が設立される場合が多く，資本と経営は分離されていない．長期雇用で会
社と信頼関係を維持し，会社を守ってきたのは株主ではなく従業員だった．

済政策に転換し，いわゆるレーガノミクスが誕生した．その主要な部分は，規
制緩和と自由経済そして減税で，政府は経済のことに口をださず，企業に委ね
るということである．同盟国に対しても，この政策を強要し各国とも政府によ
る経済の統制は自粛されるようになり，国有企業の民営化がすすめられた．こ
の政策で巨大企業は，だれからも規制されることなく，資本の理論によって世

株主資本主義的な考え方は，実は株主を盾にした経営者支配の一つの側面
で，経営の責任を実態のはっきりしない株主に転化しているのではないだろう

界市場を目指して自由に経済活動を進めることが出来るようになり，さらに巨
大化して賃金の安い途上国を利用した世界規模のサプライチェーンを構築し

か．株主の中でも大株主は，グローバル企業や，その経営者たちである．一方，
非正規雇用の低賃金で生計も立てられず，忠誠心も仲間意識も消え，働く意欲
さえも失われていく結果となった．必要なのは株式市場の民主化と公平な制度
の確立で，それによって経済恐慌や，株価の暴落を防ぐシステムづくりを考え
なければならない．先進国における貧困の実態やグローバル企業とその経営者

てグローバル企業へと発展していった．世界唯一の基軸通貨国であるアメリカ
は，高金利政策で世界中の余剰通貨をアメリカに集め，それを途上国へ投資を
行うという手法を繰り広げ，利益を享受し国際金融システムの頂点に立ち続け
てきた．日本も 2011 年以降貿易収支は赤字基調だが，対外資産保有世界一位
で知られるように，日本の経済を支えているのも国際金融投資である．グロー

の資産を比較すれば，不公平な分配が行われていることに気が付くはずであ
る．従業員を大切にしてきた日本的経営の復活は現実的ではなく，新しい価値
観に基づく日本企業の経営システムの構築が必要になっている．

バル化は国民の間に格差をもたらしたのと同じように，国家間においても逆転
不可能なほどの格差を広げてしまった．現在のグローバル経済システムは，上
位の者が下位の富を吸い上げることで成り立っていて，この政策はアメリカが

③どこまでも資本主義
資本主義はいく度か経験した経済危機に際し，自らその姿を変えることで生
き延びてきた．1929 年世界大恐慌の結果，大きな戦争を経て先進国は，自由放

世界一の経済大国としての地位を維持し，世界のリーダーであり続けるための
政策だったといえる．規制緩和と，企業が何をしても許される全く自由な経済
システムで，だれも追いつくことができない巨大企業を創り上げ，アメリカ社
会に富裕層を激増させた．強者の巨大企業と，弱者である中小企業が同じ条件

任を前提とした古典経済学から，景気の変動に政府が積極的に介入するケイン
ズ経済学へと転換することで資本主義の延命に成功した．
1970 年代アメリカでは，不況に際し公共投資を増やしたにもかかわらず，景
気の回復が見られずスタグフレーションをもたらすと，今度はそれまでのケイ
ンズ経済政策を捨て，古典回帰のような新自由主義が導入された．アメリカに

で競争すれば，巨大企業が勝つのは当たり前である．それなのに敗者は自己責
任として切り捨て，勝者にすべてを奪われ，巨大企業はさらに大きく成長して
いった．
先進国に人類史上かつてないほどの富裕層を作り出すことに成功したグロー
バル資本主義は，他方で多くの貧困を創り出した．富裕層が生み出された一方
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で，貧困に苦しむ国々からは国民が逃げ出し，移民と難民問題を引き起こした．
規制緩和と自由経済で先進国や巨大企業，途上国や中小企業との競争が何の制

向は先進国も途上国も同じである．

限もなく，敗者が次第に貧困化していく．これがアメリカ型グローバル資本主
義の本質である．企業間の競争に勝ち続け，巨大に成長したからと言っても，
彼らが社会を支配する正当性はなく，社会の中で支持されて必要とされる企業
であり続けなければ，その存続は困難になる．

③アメリカ型グローバル化と日本

29

「これからはグローバル化の時代である」と宣伝してきたのは，先進国の政
府で，いかにも希望に満ちた新しい時代の到来と思わせた．グローバル言語は
英語であるから，小学校からの英語教育や文化のアメリカ追随を始めた．英語

結果としてアメリカ型新自由主義は，自由と民主主義という従来の資本主義
の基礎を壊してしまった．コロナ禍によるグローバルサプライチェーンの分断
と自国優先主義が途上国経済を不安定にし，グローバル企業は自社に都合の良
いようなシステムを創出しようとしている．

は，アメリカにとって自国の言語であり，自国の法律やシステムを諸外国に押
しつければ，アメリカに有利な環境が出来上がり，アメリカのグローバル企業
にとって最高の経営環境が整備される．
グローバル化はアメリカ型のグローバル化ばかりではなく，もう一つの地球
規模で情報を共有し，共存して相互に幸福度を高めるグローバル化も存在す

②民主主義の崩壊と全体主義の脅威
ナショナリズムや全体主義は小さなことがきっかけで，いつの時代でも，ど
この国においても起こりうる現象である．トランプ大統領がアメリカファース

る．日本が目指すべきグローバル化の方向は，地球のエネルギー資源を考慮し，
国家間の取引においても共存共栄を前提に働く人々や，すべての国の人々が真

トを掲げてから，世界中が自国優先で保護主義が蔓延し始め，ナショナリズム
の台頭を許してしまった．先進国は富の集中による格差社会の不安と，中国を
はじめとする途上国の経済発展で相対的地位の低下をもたらした．国民国家は
本来，ナショナリズムによって形成されてきた歴史があり，時代の変節期には
何らかのナショナリズムが顔を出すことがある．ヨーロッパやアメリカにお
ける移民の排除，あるいは同じ同胞の中から，異質なものをあぶりだし SNS を
利用して批判や排除を行うヘイトクライムなどは，排除のナショナリズムであ
る．中国の場合は先進国が 100 年前に行った侵略同化，国土拡大のナショナリ
ズムである．
多くの途上国は民主主義が定着しておらず，君主制をとる国家も多い．それ
でも政情の安定と安価な労働資源を持つ国に対して，先進国は次々と巨大な投
資を行い，世界サプライチェーンの中に組み込んで利用してきた．その最大の
国は社会主義国の中国である．経済が発展すれば，民主主義が生まれてくると
いう安易な発想によって，気が付いてみれば巨大な全体主義国家が生まれてし
まった（2）．
本来なら先進国にならって民主主義が生まれるはずだった途上国は，先進国
の民主主義崩壊によって手本となる民主主義を得ることが出来ずに民主化の機
会を失ってしまった．いわば中国は先進国が生み出したモンスターであり，生
まれてきたモンスターは自由と民主主義ではなく，人々のプライバシーや権利
を無視し，AI による個人や，あらゆる組織の監視を前提にした国家による管理
を目指す社会体制である．その責任は途上国だけではなく先進国にもあると言
わざるを得ない．途上国の民主化のためには，先進国が彼らの手本となるよう
な立派な民主主義の存在を見せることが必要なのだが，現実には先進国の中に
も AI を利用した「新全体主義」と呼ばれる脅威が起こっていて，進んでいる方

の幸福や豊かさを共有でき，企業の利益追求ではなく，社会貢献を企業の目的
とし，株主のためではなく，労働者や人類のために存在するグローバル化の道
もある．残念ながらいまだ十分に機能していないが，日本が真に求めるグロー
バル化は，こちらの方であり，この道のリーダーになるべきである．
日本の大企業においても，永年維持されてきた終身雇用制度が維持できなく
なって，2000 年に正規雇用者 3 , 630 万人，非正規雇用 1 , 273 万人だったものが，
2018 年正規雇用者数 3 , 476 万人，非正規雇用者 2 , 120 万人と非正規雇用者数は
激増した．大資本は，いつでも解雇できるシステムの導入を政府と画策し，終
身雇用者も限定正社員に組み換え労働者の不安を増すことで労働強化や帰順
を強いるようになった．アメリカ的でグローバルな雇用制度を，日本の企業に
都合の良い部分だけを受け入れた結果，全体の一貫性が無くなり不安定な形態
になってしまい「働き方改革」はこうした日本的経営の破壊と矛盾を正当化す
るために登場したもので，当初から労働者のためになるようなものではなかっ
た．求められるのは，労働者や環境を大切にする新しい日本の経営制度を創出
することである．

3．管理労働の自動化
①コロナウィルス禍と AI 時代の労働
自粛が中小零細企業を追い詰め倒産や撤退が増加し，中小事業者は壊滅的な
損害を被り先行きが見えない中で必死に組織の維持をはかっている．コロナ
ウィルス禍は，社会の矛盾を一気に表面に映し出し，その問題点についての答
えも先送りが出来ないほど追い込まれている．医療，働き方，地域社会の問題，
政治，経済，法律などの噴出した諸問題を急いで解決しなければならない．
今必要な改革は，ポスト資本主義に関わる労働の本質に関する問題で，働く
とはどのようなことなのか，という当たり前と思われることを，一度考え直そ
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うということである．なぜなら，AI の進展と技術の進化によって，以前より人
間労働を必要としない社会がすぐそこまで来ているからである．
自粛によって家に閉じこもり，それでも企業組織維持のためにリモート技術
を利用した働き方が半ば強制的に始まり，これをきっかけに働き方を根本から
見直す動きがみられた．リモートで自宅から出社することなく仕事ができるな
ら，労働者にも経営者にも好都合なので在宅勤務が増加することは目に見えて
いる．長い間，生産性が低いといわれていた日本のオフィス労働が大きく変わ
る転換期である．当然これから在宅勤務のためのマニュアルやシステムづくり
を行わなければならない．在宅勤務の問題点は，家庭の都合や勤務時間や勤務
の仕方，必要とされるマネジメントや助言制度，報告の在り方など課題も山積
している．
②資本主義社会における労働
資本主義社会における活力の源泉は私的所有である．しかし企業が大きくな
り社会的な存在となることで，企業の側面である公的役割が重視され，私的所
有なのに公的役割を果たさなければならない矛盾が存在するのも資本主義の大
きな問題点である．
資本主義の発展段階について分析するときに注目するべきところは，労働形
態の変化である．資本主義は製造業において，どのように労働形態を変化させ
てきたかといえば，封建社会の末期から始まった職人による小商品の生産段階
において，この時代の働き方は，すべて自分で管理することであった．原材料
の調達，生産用具，生産技術，生産所，顧客の創造まですべての段階で自己責任
による仕事が行われてきた．職人は肉体労働としてのモノづくりと，そのため
の手順や賃金を得るために予想される状況に対処するための頭脳労働の両方を
行ってきたのである．この段階では徒弟制度による技術の囲い込みが行われ，
容易に技術を手に入れることは困難であった．技術は長期間の弟子入りで，仕
事とは関係ない日常生活まで親方のために尽くしてようやく手にいれるもの
だった．一旦技術を手に入れると，今度は誰からも管理されない自由な労働を
享受することができた．それはある意味で自由な労働であった．働きたいとき
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の道具は職人の所有物であった．つまり商品の生産のためには個人としての職
人の技術に頼っていた．もちろん肉体労働のみといえども，若干の頭脳労働を
残しているが，それは肉体労働をより上手に行うためのものであった．
次の段階は産業革命である．この段階では職人の存在そのものが否定される
ことになって，肉体労働としての人間労働も機械によって代替されてしまっ
た．もちろん初期の段階では機械化が困難な部分は人間労働に頼らなければな
らなかったが，この時代の資本主義の歴史は人間労働が機械によって奪われる
歴史でもあった．産業革命以降の人間による労働は，基本的に機械の補完的な
労働で，以前は大勢の労働者が工場で働いていたが，現在では少数の労働者を
残すだけで，生産現場では基本的に無人工場を目指している．産業革命は製品
の規格化，生産性の向上によって飛躍的に経済が発展し便利さと豊かさを実感
することができた．この過程において肉体労働を担ってきた現場の労働者は次
第に減少し，管理労働者の富の増大と，機械に仕事を奪われた肉体労働者との
間に経済的な格差がもたらされることになった．
③管理職労働の終幕
次の段階としての情報革命は，コンピュータの出現により始まり，頭脳労働
者たる管理者の仕事が機械に奪われてしまう段階である．それは人間の労働が
根本的に変化する時代でもある．人間労働の機械化は，資本主義成立当初から
行われてきたことはすでに述べた．生産部門から人間が駆逐され，さらにサー
ビス部門や管理労働の機械化の過程で自動化が進み，管理職が担ってきた管理
部門でも機械化が進行して，管理者の数も縮小するようになった．
1993 年 1 月にオーディオメーカーのパイオニアが中間管理職 35 人を解雇し
た「パイオニアショック」と呼ばれる出来事は，それまで正規雇用の管理職が
解雇されるなどということがなかった管理職の人々に大きな衝撃を与えた．管
理職になると労働組合から離れることになり，周囲から支援されることもな
く，給与も比較的高額で会社としては効率的なリストラであった．そのため多
くの企業で同様の中間管理職を狙ったリストラの嵐が起こり，日本企業の管理
職数は減少してしまった（3）．

に働き，仕事相手や顧客を自らの手によって選択することが出来たのである．
つまりこの時代，職人は管理労働部分と肉体労働部分が分化していなかったの
である．

時代はバブル崩壊後の不況期で，1999 年にブリヂストン本社で起こった悲惨
な事件も，日本の企業経営者が忘れてはいけない出来事である．企業が国際競
争で勝利するため，利益を確保するため，合理化を進めて従業員を解雇すると

次に始まった仕事改革は，マニファクチャ段階への移行である．ここで初め
て管理労働が生まれ，それまで職人の手にあった管理労働部分は新たに出現し
た管理者によって奪われてしまった．マニファクチャは一つ屋根の下に職人が
集められ，定められた労働時間と仕事の分担によって生産性を大きく向上さ
せることに成功した．職人は管理者の支配に従い，仕事の一部分を担うことに

いう風潮はいかがなものか再考の必要がある．
管理の自動化は，資本主義の最終段階でもあり，まさにポスト資本主義社会
の始まりでもある．中間管理職のリストラから始まり，人間が人間を管理する
労働が否定され，管理職の仕事そのものが不要な時代になり，さらに AI の導入
による管理職のリストラ第二弾が，現在進行中である．

なった．それでもまだ，商品生産のためには職人の技術が必要で，生産のため

こうした変化の中でまったく変化しない部門がある．大企業の経営者，政治
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家および公務員である．とりわけ重要なのはトップマネジメントの自動化が
意図されていないことである．しかし情報化が進展した 1980 年代から，コン
ピュータによる企業経営全体を最適化するシステムが研究され，トップマネジ
メントの意思決定さえもコンピュータに置き換える方法を模索してきた（4）．
最近ではオフィスに RPA
（Robotic Process Automation）を導入し，単純な事
務作業を自動化することが可能で，人件費の大幅な削減が現実のものになり，
業種に関係なく組織管理の自動化の過程が早められそうである．企業のトップ
マネジメントといえども，情報化による組織進化の例外ではなく，今まで勘と
経験に頼っていた意思決定は，AI を最大限利用して精度の高いシステムに置
き換えられることになる．トップマネジメントによる意思決定が，AI による意

33

ある．すでに私たちの身の回りにあふれる防犯カメラの存在は，AI を使った監
視システムに進化し，合法的にあらゆる会社や自宅をはじめ，あらゆる空間，
ツールに設置されるリスクである．それは一部の企業に都合よく利用される可
能性が高く，人々は監視される対象に過ぎず，一旦出来上がった監視システム
は撤回できないことを理解するべきである．いよいよ，AI が本格的に社会を変
える時期が到来したが，AI で何をするのかが重要である．いくつかの途上国で
は，監視と強制のために AI を使い，すべての人類のデータを政府が管理しよう
としている．ビッグデータを AI で解析することでかなり詳細なことでも正解
を導き出すことが出来るようになった．AI は，その使い方ひとつで人類の発展
に役立つものにも，あるいは災いをもたらすものにもなりえる（6）．

思決定よりも優れた思考と采配でなければ，高額な報酬を受け取る彼らの存在
を誰からも必要と認められなくなり，トップマネジメントといえども使い捨て

これから社会をどのような方向へ進めるのか，どのような社会を構築する
のか，はっきりとした構想がなければ，AI の導入は危険である．正しい目的を

にされる可能性がある．もちろん選択的決定次第ではあるが，それを決定する
のはグローバル企業のトップである．
企業内部に存在するトップマネジメント機能は，戦略の策定や意思決定など
企業経営の中枢という重要な役割を担ってきた．そのトップマネジメントの仕
事が自動化されると，トップマネジメント機能は，企業外部であるか内部であ
るかを問わず，AI の指示に従い経営を行うことになる．すでに巨大企業グルー

もって，より良い未来のために AI を導入することが大事なことである．
②ポスト資本主義と文化

プ内部のいくつかの企業や下請け企業において，トップマネジメントを必要と
していない状況が生み出されている．

アメリカ型グローバル化が，地球という一つの単位で経済運用していくこと
を目指して，他の国々はそれに合わせるように圧力をかけてきた．結果として
アメリカ以外の経済経営文化は葬り去られ，小国の文化を無視する風潮が生み
出されてきた．
ロボット産業も日本の文化と密接な関係を持つ産業で，現在のようにロボッ

4．ポスト資本主義への道

トとの協働が重要視されるとき，日本はこの分野で世界をリードすることが出
来る．コロナ禍で世界中の多くの医療従事者や労働者が尊い命を落とされたこ

① AI の利用
AI 導入による労働の変化について，オックスフォード大学の C. B. フレイと
M.A. オズボーンの調査によって，現在ある仕事の半分ほどがなくなるという
ショッキングなデータが示された（5）．
日本においては，予定された 2020 年のオリンピックを契機に AI 化の道へ転
換する予定であったが，コロナ禍によって一部は早められ，また一部は遅延が
認められる事態である．企業経営における AI による新たな展開は，労働者の労
働そのものに大きな影響をもたらし急激な生産性の向上と，人間労働（実労働
と管理労働）そのものを不要にする方向で展開し，働くことの意味や新しい社
会において労働の位置づけが変わってくる．AI 導入で新たな仕事が増えると
いわれているが，30 年前に経験した情報化社会への転換時でもそうであったよ
うに，新しい時代に対応できない労働者が新しく生まれた仕事に移動すること
は不可能なことで，結局職を失うことになる．同じ誤りが繰り返されないよう
な総合的な対策を必要とする．
もう一つの問題は，グローバル企業の経営者は自分たちに都合の良い政治家
を支持し，政治資金を提供し，自分たちに都合の良い法律を制定させることで

とは誠に残念な事態であった．これを機に，医療従事者や，危機感を持ちなが
ら働いている人の代わりに AI を利用したロボットを，早く登場させることは
課せられた使命である．ロボットの定義は必ずしも確定しているわけではない
が，人間の代わりに自動で仕事を行う機械はすべてロボットということが出来
るが，日本には独自のロボット文化が存在している．日本のロボット製造企業
は，ロボットを擬人化し，人間やペットのように可愛がり，できるだけ人間に
近い二本足で歩くロボットを実用化することを目指している．日本にはロボッ
トを主人公としたアニメや，小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還する際に
多くの日本人が見せた小惑星探査機を擬人化した感情を見せたのは象徴的な出
来事であった．文化の違いは，多様化の基本で善悪の問題ではなく，むしろグ
ローバル化のような一極化のほうが脆弱であることは言うまでもない．
働き方にも同様に文化の違いがあって，社会は何らかの人間労働を通して進
化発展し，高度に進んだ文明を創り上げてきた．現代社会において働くことは，
人間の本性とも言える当然の権利で，生きていくことと同義語とも言え，資本
主義社会で人間が労働の場から締め出されることは，思いもよらないことで
あった．もちろん，仕事が失われて人間が働かなくなった社会は進化が止まる
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のか，あるいはまったく新しい価値観で生きて行くことになるのか興味深い．
勤勉は日本の美徳と考えられてきたにもかかわらず，拝金主義的な資本主義
の結果，人間の視点が欠落し人を大切にすることや人間重視の考え方が，いつの

やり方である．噴出した諸問題は，後からどのようにでも対応できることは理
解しているが，日本の場合外部からの圧力や，そうしなければならない大きな
事情が背景にないと転換しない癖がある（9）．いずれにしても，大きく転換する

間にか失われ始めた．人間のために経済活動があり，人間が社会活動を行うため
に労働を必要としてきたのであって，働くために生まれてきたのではない．

ことになった日本のオフィス労働は，新たな働き方として，さらに生産性を上
げるために AI やネットワークを利用した仕事の仕方に突進していくであろう．

③目指すべき方向
目指すべき方向について述べなければならないのは，現実がそのようになっ
ていないからである．ポスト資本主義で目指すべき方向は経済発展ではない．
私たちは，アメリカ型グローバル資本主義の嫌な側面を見続けてきた．かつて
日本もエコノミックアニマルと批判されたが，途上国の拝金主義的な働き方に
も辟易する．日本が目指すべき方向は働く人々の満足感と，一人ひとりが存在す
る居場所を確保できること，そして持続的発展が可能な資源の利用や，地球の環
境を最適に保ち，公平で誰もが豊かさを実感できる社会を創ることである．
AI に関しては，自動運転や過酷な労働現場など，人の能力より優れた力を発
揮できる部門では，歓迎されるが，それが人々の幸せに結びつくことが可能な
のか，AI の導入と，人間労働との整合性を考え直すべきである（7）．
こうした議論が深まることなく AI 社会へ突進することになったのは，社会
が複雑に拡大し，専門性は細分化されることによって，専門家が全体を俯瞰で
きない状況に陥りその結果，狭い領域の中での議論に終始し，にわか専門家が
マスコミや SNS を利用して言いたい放題の大混乱の様相を呈してしまった．
専門家や学識経験者は，自分の研究分野だけでなく，もっと多領域に渡る知識
や全体を見渡せる教養を身に着けるべきである．ドラッカーは，知識は高度化
するほど専門化し，専門化するほど単独では役に立たなくなる．他の知識と連
携して役に立つ．知識は，他の知識と結合したとき爆発する．得意な知識で一
流になると同時に，他の知識を知り，取り込み，組み合わせることで大きなパ
フォーマンスをあげられる（8）と述べている．コロナウィルス禍における専門家
たちの言動も，SNS やマスコミを通してリアルタイムに発信することで，逆に
専門家に対する信用を失わせたかもしれない．
教育についても同様に，学校と教育を受ける側との微妙な溝が，やがて今ま
での教育の質やシステムを変更しなければならなくなるのは時間の問題であ
る．リモートによる授業は，知識を得るためにはそれなりの効果はあるが，そ
れならば学校に籍を置かなくても得られる知識である．学生たちにとって重要
なのは集い，触れ，経験しなければ得られない知識や技術，そして人間関係や
行動そのものであることに気が付いた．すでに学生たちは学校に対して今まで
とは違う価値観を持っている．
コロナウィルス禍で始まった在宅のリモートワークが当たり前になり，一旦
その方向が示されると，あらゆる企業で一斉に方向転換するのが日本の得意な

新たな働き方は同時に新たな人材を必要とするので，今までとは異なるタイプ
の労働者を求めるようになる．2018 年 3 月に統合イノベーション戦略推進会議
で決定された「人間中心の AI 社会原則」は AI に関する政府の基本認識である．
具体的な事項に関しては各省庁に任せていて，人間中心と言いながら詳細は各
企業のステークホルダーに丸投げで，政府の関与は限定的である（10）．

まとめ
資本主義の発達は，最終段階目前に達し，産業革命以降進めてきた自動化も
終局に入り，工場やオフィスなど多くの職場で労働者を除外し，機械による自
動化が完成されつつある．本論文では「管理者」の自動化について指摘し，いま
だに機械化，合理化が行われなかった官庁・政治・学校などにも自動化の波が
押し寄せつつあることを説示した．AI を利用した，トップマネジメントの自動
化も可能になって企業組織の在り方や，そこで働く労働者の意識改革が必要に
なった．会社という組織に雇われて生きていくことが過去のものになるとした
ら，今からどのように対処しなければならないか考えるべきである．
コロナウィルス禍下の AI 導入により，社会は大きく変わろうとしている．日
本は現在の企業制度をアメリカ型グローバル経営から，多くの人々が共感でき
る新しい制度に改革し，SDGs を重要視した新たなシステム造りを目指し，社
会貢献，格差，支配についての課題の解決や，企業が果たすべき役割を義務化
するべきである．新たな視点で新しい経営を創造するという目標を掲げること
で，イノベーションやスタートアップ企業には集中的に支援し，日本発の新た
なビジネスモデルを構築することが望まれる．
現在起こっている社会変化についてドラッカーは，ポスト資本主義関連の著
書の中でいく度も指摘していて，いまさらながらドラッカーの長い射程距離を
持った知見に脱帽するばかりである．今までの企業のように，利益優先にした
組織で束縛され，命令に絶対的に服従する働き方から，もっと労働を楽しみ自
由に働くこと，あるいは働かない人の自由も含めて，組織の改革を進めること
が可能なはずである．
【注】
（1）河野健二著『フランス革命と明治維新』日本放送出版協会，昭和 47 年，192 ページ．資本主
義の嚆矢であるフランス革命と明治維新を比較すると，フランス革命は民主主義革命を目
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指したのに対し，日本は民族主義革命の範囲にとどまった．
（2）中谷巌『資本主義はなぜ自壊したのか』集英社，62 ページ．結局のところ，民主主義もエ
リート支配のツールであったのかもしれない．民主主義を過信する危険性は認識しておく
べきだろう．
（3）大井方子稿「数字で見る管理職像の変化」人数，昇進速度，一般職との相対賃金，県立高知
短期大学．
（4）1980 年代から始まった CIM（Computer Integrated Manufacturing）はその後，ERP（Enterprise
Resource Planning）や SCM（Supply Chain Management）へと進化したが，当初よりマネジメ
ントの自動化も視野に入れ，究極的にはトップマネジメントの意思決定をコンピュータに
よって置き換えることを目指していた．
（5）Carl Benedikt Frey and Michael A．Osborne, The Future of Employment（2013）
（6）スティーブン・ホーキング氏，イーロン・マスク氏，マルクス・ガブリエル氏など AI の導
入により，人類が神の領域に踏み込んでしまうのではないかと危惧する人々も多くいる．
（7）総務省「AI 利活用ガイドライン」2019 年報告書．消極的ではあるが，AI 利用の原則が決め
られている．
（8）P．F．ドラッカー著『経営者の条件』ダイヤモンド社，81 ～ 85 ページ．
（9）ドラッカーが述べている「一夜にして 180 度転換する能力」が今回も発揮されたようであ
る．
（10）
「AI の利用がもたらす結果については，問題の特性に応じて，AI の開発・提供・利用に関
わった種々のステークホルダーが適切に分担して責任を負うべきである」と述べている．

【略歴】 本会理事．元上武大学教授．
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オンラインでの学生のキャリア形成の試みと
ポストコロナ社会における今後の課題
Attempts for Online Student Career Development:
Future Challenges with/after Coronavirus Disasters
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（函館工業高等専門学校）
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Summary
In this study, we report on the attempts for online career development of students in
Coronavirus disasters. Due to declining birthrate and aging population, the resource
of young people are becoming more and more valuable. By connecting students
and middle-and-senior business people, we attempted to create the place for the
education of career development for students and new contributions for middle-andsenior business people.

1．はじめに
現代社会では，教育ある人間が社会を形成している．ドラッカーの著書であ
る『プロフェッショナルの条件』の中には下記のように記されている．
（1）
「〝教育ある人間〟が社会をつくる」
「知識社会では，この教育ある人間が社会の表徴となり，基準となる．教育あ
る人間が，社会学で言うところの社会的モデルとなる．彼ら教育ある人間が社
（2）
会の能力を規定する．同時に，社会の価値，信念，意志を体現する」
また，『ポスト資本主義社会』
『断絶の時代』には下記の記述がある．
「高度の基礎教育なくして，社会は知識社会として機能できない．学生の一人
ひとりに対し，成果をあげ，貢献し，組織とともに働く能力を身につけさせる
ことこそ，学校にとっての社会的責務である．そして，新しい技術がまず影響
（3）
を与えるのが，この万人のための基礎教育の領域である」
「知識は，仕事や技能をなくしはしなかったが，仕事の生産性と働く者の人生
を大きく変えた．知識は，職業の定められた社会を，職業を選べる社会に変え
た．いまや，いかなる種類の仕事につき，いかなる種類の知識を使っても，かな
（4）
り豊かな生活を送れるようになった」
知識社会では教育ある人間が自分の職業を選択すること，すなわち自分の職
業ないしは，自らの社会の中での人生設計たるキャリアについて考えることが
必要となった．
自身のキャリアに関する最も重要な選択を迫られているのが若年層である．
その若年層の人口は現在減少しており，将来を担う若年層の存在がますます貴
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重なものとなっている．事実，経産省のページでは，下記の通り少子高齢化に
より若年層の人口はどんどん減っていくことが予想されている．
「我が国の総人口は，2050 年には 9 , 515 万人となり，約 3 , 300 万人（約 25 . 5 %）
（5）
減少」
「高齢人口が約 1 , 200 万人増加するのに対し，生産年齢人口は約 3 , 500 万人，
（5）
若年人口は約 900 万人減少．その結果，高齢化率は約 20% から約 40% に上昇」
このように若年層の持つ資源が貴重であるがゆえに，現代の若者は常に選択
と意思決定を迫られている．しかしながら，情報伝達技術の発達による社会の
情報化で，まわりにはたくさんの情報が飛び交っていて選択や意思決定が非常
に難しくなっている．ドラッカーは既に 1969 年に記した著書『断絶の時代』で
この現状を記述していた．
「今日の問題は，選択肢の少なさではなく，逆にその多さにある．あまりに多
くの選択肢，機会，進路が，若者を惑わし悩ませる．あれこれの分野に多少関わ
りをもっただけで，一生のものにすることを勧められる．すべてが不足してい
（6）
る」
膨大な情報に囲まれ選択と意思決定を常に迫られているにもかかわらず，教
育機関の中にいる学生は，常に点数で評価されることに慣れており，評価も形
式的で型にはめられていて窮屈で主体性を出しにくい環境にいる．さらに学校
に通うだけでは，自分のキャリアを検討する機会や情報が少なく，効率的に考
えることができていない．先生や親以外の社会人との交流はほとんどなく，イ
ンターネットからは自分の知識でわかる言葉でしか検索できず，メディアから
の情報は偏った情報であることが多い．例えば，
「ブラック企業」というキー
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明な始め方とは考えられていないのだ．そうした保守的な態度は，人が創造性
を発揮する機会を減らし，実験の可能性も狭めかねない．実験することは，長
（8）
寿化時代にますます重要になるかもしれないのに……」
以上より，若年層はキャリアに関する重要な選択を迫られるにもかかわら
ず，その土壌が十分に整っているとは言い難い状況にあることが分かる．その
状況下において，中高年層の社会人にはキャリア教育の土壌を整える役割を担
うプレイヤーとしての活躍が期待されている．しかしながら，現代の中高年層
は医療技術の発達，仕事の知識労働化により労働寿命があまりにも長期化しす
ぎていて，仕事に対する情熱を失っている．
『断絶の時代』には下記の記述があ
る．
「あまりに多くの知識労働者が，たとえ仕事に満足していても，中年の初めに
は飽きてくる．定年のはるか前に，興奮，意欲，情熱を失う．学校教育は延長さ
（9）
れたが，それでもまだ労働寿命は長すぎる」
それと同時に貢献を求める動機を述べた下記の記述もある．
「彼らが必要としていることは貢献である．子供は成人しローンは終わった．
二〇年以上もやってきたことに飽き，知り尽くした仕事に関心を失った者が，

何か新しいことで貢献したがっている．ところが今日そのための機会がほとん
（10）
どない」
貢献と同時に学びが得られる場が必要である．学びの機会がともすると乏し
くなる中高年層も一定数いる．彼らが経験した教育は，人生は 3 ステージであ
るという前提，つまり学校教育・就職・定年後で分かたれているという前提で

ワードで検索してもその本質は余程のリテラシーが無い限り見えてこない．ま
た，現代では下記の通り転職を繰り返すのが当たり前の社会になっている．

施されたものである．つまり，企業の中で役割を担っている彼らは，ともする
と仕事以外の新しい情報や知識に触れる機会を得られぬまま生活ができてしま
うこともある．そのため中高年層は，若年層が触れる情報媒体に接する機会や

「
『転職活動したことはありますか？』という質問に対して，
『転職活動をし
て，実際に転職した』が 52 . 6 % と半数以上を占め，『転職活動をした（転職しよ
うと実際に企業に応募はした）が，転職はしていない』
（12 . 4 %）と合わせると
（7）
65.0 % の人が，転職活動に対してアクションを起こした経験がありました」
転職が当たり前になりつつあるにもかかわらず，雇われるために就活を行う

若年層と直接接する機会が乏しく，時として不可解なものと感じることもまま
あるし，若者に対するアドバイスも前の時代のみで通じた陳腐化された知識と
なってしまうこともある．
以上の要点をまとめると，若年層へのキャリア教育は知識社会を建設的なも
のとするために必要であるにもかかわらず，若年層と中高年層を取り巻いてい

だけで自分のキャリアを検討するのが難しくなっている．そして，自分のキャ
リアを検討し仮説を立てたとしても，それを実際に試す場は用意されてはいな
い．リンダ・グラットン著『LIFE SHIFT』でも同様に下記の記述がされてい

る現状により十分に行き届いていない現状となっている．若年層は膨大な情報
に取り囲まれながらキャリアに関する実感を伴った知識を蓄えられず，転職を

る．
「人生 100 年時代と言われるなかで，転職を繰り返すのが当たり前の世界に
なっていく．若い世代が実験に踏み出すのを妨げる要因もある．厳しい雇用状
況というプレッシャーにさらされている日本の若者は，学校を出たあとすぐに
就職しようとする傾向が強い．学校を卒業したあと，エクスプローラーとして
探索の日々を送り，幅広いキャリアの選択肢を検討することは，職業人生の賢

することが当たり前の社会となってゆくにもかかわらず正しい転職の仕方を知
ることができない．一方で中高年層は労働寿命の長期化により仕事に飽きてお
り，今までの人生設計の前提の上で築かれた教育システムにより，学ぶ機会が
ともすると乏しくなるという状況に晒されている．そこで，キャリアに関する
効果的な手がかりが得られない若年層と，仕事に飽きて学ぶ機会が乏しい中高
年層を結び付け，互いに本音をさらけ出し学び合いながらキャリア形成につい
て議論を深める場が必要なのではないかと考えた．『LIFE SHIFT』にも下記
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の記述がある．
「世代を越えた人間関係が築かれれば，年齢に関する固定観念や偏見も弱ま
る．おそらく重要なのは，互いに親しみをいだき，世代間の触れ合いを長期的・
安定的に続けることだ．アジアのように多世代が同居するケースも増えるだろ

でなく学生にとっても，大きな変化であった．企業は再度コロナのような騒ぎ
になった時のことを考えて，リモート化した部分はこのままで，コロナ前と同
じような状況に戻ることはないだろう．

うし，異なる世代が関心を共有し，支え合い，顔を合わせる機会も増えるだろ
う．はっきり言えるのは，このように世代間の交流が活発になれば，若者にも

コロナ禍における学生の就職活動のリモート化
学生のキャリア関連の活動もまた例外なくリモート化が進んでいる．学生が

（8）
高齢者にも大きな恩恵があるということだ」
そこで，函館高専地域連携協力会が主催となり，企業や学生を対象としたオ
ンラインイベントをいくつか開催した．本報ではまずコロナ禍における社会の

変化を論じ，その中での若年層と中高年層を結びつける役割を担う組織とし
ての函館高専地域連携協力会を論じる．そして，今年度（2020 年度）に行った
キャリア意識を醸成する試みと，今後に向けたこれからの時代における新たな
キャリア形成手法を提案する．

2．コロナ禍における社会の変化
中華人民共和国湖北省武漢市において，2019 年 12 月以降，原因となる病原
体が特定されていない肺炎の発生が複数報告され，その後世界中に広がった新
型コロナウイルスにより社会が大きく変化した．ワクチンも治療薬もなかった
新型コロナウイルスは，人と人との接触を避けるために，今まで人々が必要と
していたコミュニケーションのほとんどの機会を奪っていった．現在，治療薬
はあるがワクチンができておらず，感染拡大の恐れから世界中の人々が不安
な日々を送っている．それでも，コミュニケーションを取ろうと，あらゆるこ
とのリモート化が進んだ．コロナ禍において，ニュースで見るようになったリ
モート・オンライン関連の言葉として下記が挙げられる．
・ リモート企業説明会
・ リモート面接
・ リモートワーク
・ リモート飲み会
・ リモート帰省
・ オンライン授業
・ オンラインライブ
・ オンライン観戦
・ オンライン婚活パーティー
・ オンラインお見合い
・ オンライン街コン
コロナにより，強制的にあらゆることがインターネットゲームのようにオ
ンラインの世界に置き換わってしまった．この変化により，今までのコミュニ
ケーションの取り方とは違うやり方が求められるようになり，これは企業だけ

主に就職活動のために参加していた，企業説明会や面接もリモート化された．
これは『テクノロジストの条件』にある通り，一般の市場で e コマースが台頭し
てきたことの流れが労働市場にも流入してきたものと考えられる．同書には次
の通りの記述がある．
「産業革命において鉄道が生んだ心理的な地理によって人は距離を征服した．
（12）
IT 革命において e コマースが生んだ心理的な地理によって距離は消えた」

リモート面接やリモート面談により，いつでもどこでも企業の就職担当者と
学生がコミュニケーションを取れるようになったことは良い面として捉えら
れる．ただ，実際には企業・学生側ともに直接会わなければ得られない知覚が
あり，直接会って面談したいという声も多い．学生が主に就職活動のために参
加していた，企業説明会や面接もリモート化された．リクルートキャリア社が
行った企業向けのアンケートでは，緊急事態宣言下において採用活動を行った
企業のうち，3 分の 2 は Web 面接を行ったという結果がある．
・ 緊急事態宣言下でも，64.8% の企業が採用活動を実施
・ 宣言解除後（6 月 19 日〜 6 月 25 日時点）では，83.8% まで回復
・ 緊急事態宣言以降，採用活動を停止した企業は 16.2%
・ 緊急事態宣言下に Web 面接を実施した企業は 66 . 6 %，そのうち 28 . 3 % は
Web 面接で選考完結
リモート化によるメリットには，移動時間・旅費が削減されたり，遠方の地
方の企業に応募することができたり，お金と時間を有効活用できるということ
がある．一方，デメリットとしては面接の雰囲気が画面越しでは伝わらなかっ
たり，自分の熱意を伝えにくかったり，質問しにくかったりすることがある．
また，最終面接やインターンシップに関してはオンラインでの参加には抵抗が
ある声も多い．
・「『オンラインでの参加に抵抗がある就活イベントは何ですか？』と伺う
と，最も多かったのは『最終面接』
（67%）でした．
」
企業は緊急事態宣言解除後もリモート面接を継続するという声が多く，学生
はその変化にいち早く慣れておく必要があるが，そのような練習をする場は用
意されていない．
・「緊急事態宣言解除後も Web 面接を継続していると答えた企業は 88 . 8 % に
上り，その理由は『世の中の状況を踏まえて，まだ対面での面接は適切で
はないため』がトップ」
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3．函館高専地域連携協力会の沿革とコロナ禍における挑戦

4．コロナ禍におけるキャリア意識醸成の試み

函館高専地域連携協力会（以下，協力会）は平成 19 年（2007 年）に高専卒業
生を中心とした函館高専の支援団体として設立された．2020 年度現在，会員企
業は 150 社を超え，個人会員も 30 名ほど在籍している（15）．協力会設立の目的は

4 . 1．企業 - 教員間のオンライン懇談会
まず，企業と教員間で懇談を行い学生に関する現状の大枠の共有を試みとし
て，企業 - 教員間のオンライン懇談会を行った．同懇談会は令和 2 年（2020 年）

「函館高専の取り組む活動を支援していくとともに，地域連携事業の促進を図
り，地域社会の発展に寄与すること」である（15）．2020 年度のコロナ禍における
主な活動内容として，下記の 3 点を掲げている．

7 月 15 日（水）の 15：30 〜 17：00 に行われた．媒体として，テレビ会議システム
Webex を利用したオンラインでの開催を行った．対象は主に最終学年である
第 5 学年や 1 つ手前の第 4 学年担任をはじめとした就職担当教員と協力会会員

・企業と就職担当教員とのオンライン懇親会の開催．
・ オンラインキャリア講演会の開催．
・ 学生向けのオンライン合同企業説明会の開催．
設立の目的と今年度の活動内容を加味すると，協力会の目的を達成するため
のミッションとして，下記のように設定できる．

企業とした．次第として，最初に令和 2 年度函館高専地域連携協力会の事業説
明を行い，次に教員側から学内のトピックと就職状況の概要について説明し，
最後に各学科・コースの今年度及び次年度就職担当教員からの状況の説明と各
企業との懇談会を行った．開催形態としては，事業説明と就職状況の概要につ
いては全員参加とし，そこから各会員企業は希望の学科・コースの就職担当教

・ 企業と学生の新しい貢献の場を創造する
・ 企業と学生が共に将来を想造する
・ 企業と学生がお互いの本音を想像する
以上のミッションをオンラインツールを活用しながら達成してゆく．世代間
が交流できる場を作ることにより，キャリアを考えるのが難しい学生と仕事に
飽きた中高年を結びつけることで，学生には効率的なキャリア形成の場，中高
年には新しい貢献の場を提供し，共に将来を考えることができる．さらに継続
することで，本音を交わせる効果的なコミュニケーションの場にしていくこと

員との懇談会を行った．各学科・コースの就職担当教員との懇談会は並行して
行われ，30 分を 1 セットとして 2 回行った．20 分程度を状況説明，10 分程度を
質疑応答の時間とした．
同懇談会を行った上で良かった点と反省点を挙げる．企業側もコロナ禍で直
接会いに行くのが難しい中，オンラインでも詳細な話を聞くことができたこと
は，大変良い機会となった．企業側から質問がある場合はチャットで質問し，
教員側からマイクでの回答をお願いしたが，文字入力ができないのでチャット

ができる．目的を達成するために協力会では「オンラインキャリア講演会」
「オ
ンライン懇談会」を開催した．今後，
「交流サロン」での活動を行う予定である．

での対応が難しいという参加者がいた．テレビ会議に不慣れな人の場合，ハウ
リングを起こすケースが多いので，マイクを OFF にしてもらう対応を取って
いた．マイクを ON にしてもハウリングしない，もしくはしてもすぐに自分で

「オンラインキャリア講演会」では，学生の知らない社会人にキャリアについて
オンラインで講演をしてもらうことで自分の知らない考えがあることを知って
もらう．知ったことから，自分がどうなりたいのか考えてもらう．「オンライン
懇談会」では企業と教員，また企業と学生間でオンライン懇談会を開催した．

確認できる方法があればよかった．司会進行役の人がチャットで来た質問を読
み上げて，教員に回答してもらう形式にしたところ一人で一方的に喋っている
感じがしないので話しやすいかもしれない．参加者数がそれほど多くなかった
ので，カメラを ON，マイクを OFF にしていたが質問者の相槌が見えているだ

まず，企業と教員間で話をすることにより学生の現状の大枠を知る．そして，
学生と企業で懇談会を行うことで，個々の学生とのコミュニケーションを取る
ことができる．
「交流サロン」では，社会人と学生との間で本音を言えるコミュ
ニケーションの場になるようなイベントを開催する．交流サロンでは，学生か

けでも反応が見えて話しやすい．企業側から学生への企業説明の機会があるの
かという質問が多く，学生とのコミュニケーションの場を求めているように感
じた．

ら社会人に本音を話すということには高いハードルがあるので，学生から本音
が言えるような環境を作ることが必要である．そのためには，学生側に主体性
を持たせたイベントを行う必要がある．いずれの試みも，実感を伴った知を提
供すべく企画された．
『LIFE SHIFT』にも下記の記述がある．

4 . 2．学生や教員に向けたオンライン講演会
企業と教員間で情報共有を行った後，対象者の範囲を学生等へ広げオンライ
ン講演会を行った．同講演会は令和 2 年（2020 年）7 月 21 日（火）15：30〜17：00
に行われた．対象は，函館高専在校生および卒業者，協力会会員企業，函館高専

「変わるのは，どんなスキルや知識を学ぶかだけではない．学び方も大きく変
わる．とくに，『経験学習』の比重が大きくなるだろう．教科書と教室での学習
（16）
にとどまらず，実際の活動を通じておこなう学習のことだ」

教職員，函館高専事務職員とした．媒体として，テレビ会議システム ZOOM を
利用してのオンラインでの開催とした．講師として，港区立消費者センター商
品テスト指導員をはじめとした実践的なものから，クリエイター・作家（抽象
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画・ビジネス書）等の多彩な経歴と肩書を持つ阿部美穂氏をお招きした．タイ
トルは「キャリア形成をマネジメントする〜キャリアを育てる仕事のしかた・
考え方」である．

なかったこと，企業側の紹介文が掲載されておらず企業名だけが掲載されてい
たのでどの学科の学生にオススメの企業なのかわからなかったこと，1 人で申
し込むのはハードルが高く，複数人で参加できるような環境が必要だったのか

同講演会を行った上で良かった点と反省点を挙げる．同講演会では学生が
自分の知らない社会人の話を聞けるだけでなく，第 2 の人生を考える社会人に
も自分のキャリアを再び考える機会になったと考えられる．しかしながら，学

もしれない．しかし，以上はあくまでこちら側で考えた原因であり学生側から
のフィードバックが得られていない．そこで学生へのアンケートの実施を検討
し，協力会の思っていることと学生の思っていること，その視点や目指す先に

生の参加者が数名と少なかったので，Twitter などの SNS での細かな告知が必
要だったという反省点もある．また，学生の反応が見えづらいのでカメラだけ
ON にしてもらうなど，話を聞いているときの様子が見えるようになっていれ
ばより良い対話の機会が持てたと思われる．対話の機会を促進する一手法とし
て，配信中の画面に文字が流れるツール（CommentScreen 等）で学生のコメン

すれ違いがないか検討する必要がある．そこで，当日非参加であった学生も含
め，下記の内容でアンケートをとる計画を立てている．
将来のキャリアについて
・ どのくらいの頻度で考えているか

トを募れば学生のリアクションを引けたのではないかと考えられる．同様に対
話の機会が少なく学生の質問が少なかったので質問しやすい方法を用意する必

・ 不安なこと，期待することはどんなことか
・ 相談できる人は親，教員以外にもいるか

要があった．また，参加者数や質問数など，わかりやすく数値でとれるデータ
を取っていなかったのと，アンケートなどを行っておらずフィードバックが少
なかったので，今後継続して行う際には留意していきたい．

・ 親，教員以外の人と話をできる機会があれば参加したいか
普段から就職に関わる社会や企業等の情報を収集しているか
どのような企画であれば参加したいと思えるか
・ 講演会
・ ワークショップ形式のキャリア説明会

4 . 3．学生に向けたオンライン企業懇談会
企業 - 教員間との懇談会や講演会で小さく行った後，学生向けのオンライン
企業懇談会を行った．同企業懇談会は令和 2 年（2020 年）9 月 23 日（水）の 15：
00〜17：00 に行われた．対象となる学生は，主に次年度（2021 年度）に進路を

・ 企業の方との座談会
・ 企業の方とのレクリエーション（オンラインゲーム等）

決定する学生である第 4 学年の学生とした．媒体として，オンライン特設サイ
トから予約し，テレビ会議システム Webex を使用して懇談会を行う形式とし
た．開催形態として，各企業のブースに当たる会議室で並行して行う形式とし
た．すなわち，各企業にオンラインでアクセスできるテレビ会議室が与えられ，

著者（岩崎）も実際に学生との懇談会で企業側のプレゼンターを担当した．
その際に次のことを感じた．学生側の参加場所の問題でマイクとカメラがオフ
になっていて，学生の顔を見ることができず，一人で延々としゃべっているよ
うに感じてしまい，学生からの反応や質問がないと居心地の悪い雰囲気になっ

担当者はそこで待機する．学生は希望する企業の会議室の予約を特設サイト
から行い，指定された時間に入室する．30 分間企業の人と話をすることができ
る．予約できる時間帯は 3 つ（30 分× 3）あり，学生は任意の時間帯に予約する
ことができる．1 つの会議室に対して予約できる学生の数は 99 名までとなって

てしまった．テレビ会議システムに慣れていないのと，従来と同じ使い方しか
できていないせいであると考えられる．また，30 分という短い枠で企業側が説
明をすると，一方的な会話だけで終わってしまい，質問の回答をじっくりする
となると相手側が 2 人くらいでないと深い話ができない．今回はシステム上で

いて，複数人に同時に説明することができる．
同企業懇談会の内容と反省点を検討する．結果として，参加した企業が 18 社
に対して参加学生数は 10 名で，学生の参加数が非常に少なくなってしまった．
また，当日のシステムトラブルも多少あったり，教員も参加したいという要望

きていなかったが，事前に会社説明については動画などをあげておき，30 分ま
るまる質問の時間にするなど効率的な時間の使い方をする必要がある．また，
説明におけるコンテクストの共有不足も一因として考えられる．言語による情
報共有はある程度の信頼関係のもとでしか成立しない．ましてや，授業時間に

があったり，対応が十分でなかった部分も明らかになったのでシステムの改善
につなげていく．参加数が少ない原因として考えられるのは，周知から開催ま
での日数がとても短かったこと，参加するのに学内で標準となっているものと

加え一方的に他人の話を聞かされるのは苦痛でしかないと感じることもある．
聞かされた内容をそのまま実践に活かせるのであればよいが，大抵の場合は本
人の中での深い反省を必要とする．しかし，大抵の若者にはそのような忍耐力

違うテレビ会議システムが使用されたのでアカウントの登録作業が必要であっ
たこと，学生側の参加環境の確認（インターネット，PC やスマホ）ができてい

はないと考えるのが自然であるという前提で話さなければならない．教員側で
も十分に細心の注意を払い授業を行っている．
「よい授業」とは何かを問いな

46

研究論文

オンラインでの学生のキャリア形成の試みとポストコロナ社会における今後の課題

47

がら様々な知見を取り入れ評価軸を設定し授業を洗練させている．教員ですら
も心を砕き伝えているからこそ，むしろ，学生がそのような手の行き届いた知
見の見せ方に触れているからこそ，企業の側も洗練させる必要がある．何度も

ションの機会を創出することも可能である．
5 . 2 . 1．協力会交流サロンとの関連イベント
協力会の今年度の事業のひとつとして，気軽に学生と企業が語り合える「交

対話の機会を設け，学生との対話の間に関係性を構築した上で情報や機会を提
供すべきである．学生も立派な一人の人間である．ゆくゆくは，本システムで
学生が企業に何か聞きたいことがあればいつでも聞けるような，本音のコミュ

流サロン」形式の企画を考えている．その中で行うサブ企画コーナーとして，
下記の取り組みが考えられる．
まず，「高専版マネーの虎」である．ライブ感が必要なオフラインでのイベン

ニケーションを取れるようなシステムになることが目標になるのではないかと
考える．また，継続して開催することで学生への認知度を高め，いつでも参加・
歓迎できるような空気を醸成していく必要もあると考えられる．

5．これからの時代における新しいキャリア形成手法の提案

トとして高専版「マネーの虎」を行い，学生が企画の提案をし協力会や企業か
らの支援の募集を行う．現状では支援を受けた場合は書面でのやり取りのみで
学生の顔が見えずお金だけが動いているだけで，どのような効果があったのか
が見えない．学生へのプレッシャーとならない形で，プレゼンを行ってもらう
ことでお金を貰うということがどういうことなのか，どういうアウトプットが

前章に挙げた協力会のキャリア意識醸成に関する反省点を鑑み，これからの
時代における新たなキャリア形成手法を提案してみたい．

求められるのか，どういう期待をされるのかがわかるようになる．会員には会
社経営を行っている人も多数いるので，これから社会人になって急にお金を貰

5 . 1．函館高専地域連携協力会への就職
学生は一度目の就職に必ず失敗したくないという思いが非常に強い傾向にあ
る．しかし，自分がどの企業に適しているのか，自分の強みを活かせる場所が

うようになる学生の考える場にもなる．
また，直接的に支援をしない形でも，学生側の情報発信の場として軽音部に
よるチャリティライブイベント，ロボコン部によるロボット実演，支援した事
業の報告会などを告知できる場にもできる．もっと砕けた形としては「おすす
め〇〇コンペティション」と称し皆が最近おすすめの何かを持ち寄る企画も行

どこか，本当に必要なことは表面的な情報だけではわからない．そこで，協力
会の会員企業全てに就職できる権利を学生に持たせ何か月間かの期限を決めて
企業を回れば，選択肢を保ちつつ安定したキャリアのスタートを切ることがで
きる．協力会の会員企業数は 2020 年 9 月現在 192 社であり，道内，道外など場
所も様々で，OB がいる企業がほとんどなので学生時代に学んだことをどう活

える．例えば，アイドル，YouTuber，ゲーム，アニメなど，最近ハマっている
事柄を共有し，互いの人となりを深く知り合うと同時に，若者の趣味嗜好等を
学ぶことができる．

の目で見て，肌で感じることができる．

一部の先進的な企業では，企業の主催または協賛でハッカソン・アイデアソ
ンといったイベントを行ったり，企業主催イベントにより学生と関わりを持つ
機会やキャリアに関して共に考えていく機会を自ら作っている．学生に寄り添
い，正しいビジョンを与えられるよう，協力会としても鋭意努力していきたい．

5 . 2．オンラインゲーム大会等の学生と共同で行うイベント
学生と企業の間に信頼関係を構築するにあたり，お互いに対等になれる環境
で物事に取り組むイベントの開催が案のひとつとして考えられる．例えば，一

5 . 3．以上の企画のメリット・課題点
以上の企画を行うことで，企業側も学生から評価される環境に常にさらされ
るので魅力ある企業としてあるためにはどうしなくてはいけないのか常に考え

昔前ではゴルフによる接待でお互いの立場を忘れながら自然の中で一緒に汗
をかく体験をすることで関係性を深めるという手法が行われていた．これを学
生に対しても同様に行えばよい．学生の間で流行しているオンラインゲームの

ることができる．しかしながら，本案件には学校・企業の協力が不可欠である
が，新しいことは常に受け入れられるのに険しい障害がいくつかある．まず，
企業側が個別に得られるメリットが少ないというのが挙げられる．資金を投資
しても学生は必ず就職してくれるわけではないので数ある企業のうちのひと

かせるのか話を聞くことができる．学生はどの企業に就職したいかをいくつも
の会社を回りながら選べる．回る先の企業でどのような仕事があるのかを自分

大会を行うことが考えられる．最新のゲームであれば学生のほうが有利で全く
やったことのない社会人に対してアドバイスや意見を言うことができる．まっ
たくの初心者である社会人とある程度経験のある学生がチームを組み，共に戦
うことで同じ経験を共有することができる．逆に，社会人側の慣れているレト
ロゲームに変えれば立場を逆転することができる．ゲームだけでなく，スポー
ツ，音楽など，オンラインツールや VR ツールを活用することでコミュニケー

つになってしまう．また，「協力会への就職」では，本当に学生が就職できるの
か保証するわけではないので，会社を転々とした結果希望の企業に就職できな
かった場合のショックが大きい．懸念点はいくつかあるが，学生自身が納得で
きる自分のキャリアを考えるには時間がかかるので，若いうちの数年を使うこ
とは人生 100 年時代においては必要な時間であると考えられる．企業側として
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も常に「ノブリス・オブリージュ」の観点に立ち，自分達の利益を学生に還元す
ることが良い経済的循環を保つ一つの手法であることを自覚すれば，より建設
的な知識社会を形成できることを自覚されたい．
また，技術的にもオンラインでのコミュニケーションにおけるメリットと課
題も存在する．カメラオフ，マイクオフの状況になると，相手に決定権がある
はずの事柄において相手が見えないと何が起きているのか話し手側からは全く
見えない状況になってしまう．ドラッカーの『すでに起こった未来』には下記
の記述がある．
「コミュニケーションの送り手が，コミュニケーションを成立させるのでは
ない．送り手は何かを発する．しかし，もしそれに耳を傾ける人がいなければ，
コミュニケーションは成立しない．騒音があるのみである．コミュニケーショ
ンの送り手は話をし，物を書き，歌を歌う．しかし，コミュニケーションはしな
いし，コミュニケーションを成立させることはできない．送り手にできること
といえば，コミュニケーションの受け手，あるいは知覚する者に，知覚させる
（18）
ことができるか，できないかである」
知覚に関わる点として，臨場感・空気感がないので，緊張感がなくなってし
まうといった点も考えられる．例えば感情を伝えるにはスタンプや絵文字を使
用することや相槌，笑顔などのリアクションを大きくする必要がある．チャッ
トツールによるテキストコミュニケーションでは意図が伝わりにくいという
障壁もあるが，このような種々の手段で解決していきたい．また，複数人が同
時に喋ることができないので，気軽に雑談ができないといった点も考えられ
る．一方的な講演ではなく，先程述べたオンラインゲーム等の双方向で成り立
つアクティビティを企画しながら気軽にお互い知見を交わせる土壌を構築した
い．オンラインツールの特質として，コミュニケーションを取れるか取れない
かは，まわりの環境やネットワークによって大きく影響されることも挙げられ
る．まわりに人がいる中でヘッドセットをしている状態ではマイクをオンにし
て会話をすることができない，あるいは，ネットワークの回線が不十分でカメ
ラをオンにすると動作が遅くなってしまったり，最悪の場合は回線が切断した
りしてしまうことも考えられる．いかに安定した環境とネットワークを提供す
るかが，非常に重要な鍵となる．以上の問題をクリアすれば，場所の制約がな
いので，時間を合わせやすく，テレビ会議システムの設定が正しくできていれ
ば聞き漏れや資料が見えない問題は発生せず，全てがログとしてアーカイブに
残り次世代の知見として受け継げる可能性も見えてくる．

おわりに
本研究では，コロナ禍における函館高専地域連携協力会の活動とその結果に
ついて考察を行った．
「企業 - 教員間のオンライン懇談会」
「学生や企業に向け

オンラインでの学生のキャリア形成の試みとポストコロナ社会における今後の課題
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たオンライン講演会」
「学生に向けたオンライン企業説明会」を行った．総括と
して，協力会の活動と学生との間に乖離が見られる結果となっていて，学生側
からの意見が得られていない状態では何をすればよいのかが見えず，コミュニ
ケーションが取れていない状態となっていた．したがって，まずは学生側から
のフィードバックが必要である．ドラッカーの『すでに起こった未来』には下
記の記述がある．
「したがって，コミュニケーションを成立させるためには，コミュニケーショ
ンの受け手が，何を見ることを期待し，何を聞くことを期待しているかを送り
手側が知らなければならない．そうして初めて，受け手の期待を利用できるか，
いかなる期待を利用できるかを知ることができる．あるいは，断絶の衝撃，す
なわちコミュニケーションの受け手の期待を粉砕し，期待していないものが起
こりつつあることを認めざるをえなくさせるための衝撃が必要かどうかを知る
（19）
ことができる」
学生が主体的にキャリアを考える土壌を構築するには，企業・学生・学校の
情報の非対称性をなくし，すべての関係する人たちが本音のコミュニケーショ
ンをできたときに行えると考えられる．それには自身の経験からわかっている
こと，すなわち社会人から学生へ「すでに起こった未来」を伝えていくことが
必要となる．
「重要なことは，『すでに起こった未来』を確認することである．すでに起
こってしまい，もはやもとに戻ることのない変化，しかも重大な影響力をもつ
ことになる変化でありながら，まだ一般には認識されていない変化を知覚し，
（20）
かつ分析することである」
また，学生側からも自身の知識を使ってどのようなキャリアを形成したいか
主体的に考えを伝えることが必要となる．本文でも取り上げたが，情報ではな
く，実感を伴った経験の重要さを強調するため追加した上で再び下記の引用を
行いたい．
「変わるのは，どんなスキルや知識を学ぶかだけではない．学び方も大きく変
わる．とくに，『経験学習』の比重が大きくなるだろう．教科書と教室での学習
にとどまらず，実際の活動を通じておこなう学習のことだ．経験学習の価値が
高まるのは，一つには，インターネットとオンライン学習が発展して，単純な
知識なら誰でも簡単に獲得できるようになるからだ．知識の量ではライバルと
差がつかず，その知識を使ってどういう体験をしたかで差がつく時代になるの
（16）
（17）
だ」
そして，学校側からも今まで学校で教えて来なかった学生のキャリア形成の
ために継続学習の能力と意欲を高めることが必要となる．『ポスト資本主義社
会』の記述を引用する．
「しかしこれからは，基礎教育に加え，方法に関わる知識，いままで学校では
教えようとさえしなかったものが必要になる．特に知識社会においては，継続
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学習の方法を身につけておかなければならない．内容そのものよりも継続学習
の能力や意欲のほうが大切である．ポスト資本主義社会では，継続学習が欠か
（21）
せない．学習の習慣が不可欠である」
以上の反省と蓄積のもと，学生・学校・企業がそれぞれの成果を出した時に，
学生のキャリア形成が効率的にできるであろうと考える．
【参考文献】
（1）P・F・ドラッカー．
『プロフェッショナルの条件はじめて読むドラッカー（自己実現編）』
（Kindle の位置 No．2992）．ダイヤモンド社．Kindle 版．
（2）P・F・ドラッカー．
『プロフェッショナルの条件はじめて読むドラッカー（自己実現編）』
（Kindle の位置 No．2999 - 3001）．ダイヤモンド社．Kindle 版．
（3）P・F・ドラッカー．ドラッカー名著集 8『ポスト資本主義社会』
（Kindle の位置 No．3319 3322）．ダイヤモンド社．Kindle 版．
（4）P・F・ドラッカー．ドラッカー名著集 7『断絶の時代』
（Kindle の位置 No．3612 - 3614）．ダ
イヤモンド社．Kindle 版．
（5）総務省 HP：https://www.soumu.go.jp/main_content/000273900 .pdf
（6）P・F・ドラッカー．ドラッカー名著集 7『断絶の時代』
（Kindle の位置 No．3641 - 3643）．ダ
イヤモンド社．Kindle 版．
（7）リクナビ HP：https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/ 12841 /
（8）リンダ・グラットン；アンドリュー・スコット．『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）―100 年
時代の人生戦略』
（Kindle の位置 No．85 - 90）．東洋経済新報社．Kindle 版．
（9）P・F・ドラッカー．ドラッカー名著集 7『断絶の時代』
（Kindle の位置 No．3833 - 3835）．ダ
イヤモンド社．Kindle 版．
（10）P・F・ドラッカー．ドラッカー名著集 7『断絶の時代』
（Kindle の位置 No．3864 - 3866）．ダ
イヤモンド社．Kindle 版．
（11）リンダ・グラットン；アンドリュー・スコット．『LIFE SHIFT
（ライフ・シフト）―100 年
時代の人生戦略』
（Kindle の位置 No．5211 - 5215）．東洋経済新報社．Kindle 版．
（12）P・F・ドラッカー．『テクノロジストの条件はじめて読むドラッカー（技術編）』
（Kindle
の位置 No．977-978）．ダイヤモンド社．Kindle 版．
（13）リクルートエージェント，『リクルートエージェント』アンケート 緊急事態宣言下の中
途採用活動，64 . 8 % が継続 宣言解除後の採用手法に変化の兆しも 88 . 8 % が Web 面接を
引 き 続 き 実 施（2020 / 09 / 30 閲 覧 ）：https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/ 2020 /
200713-01/
（14）エン・ジャパン，22 卒学生 600 名に聞く「オンライン就活」意識調査 ―『iroots』ユー
ザ ー ア ン ケ ー ト 集 計 結 果 ―（2020 / 09 / 30 閲 覧 ）：https://corp.en-japan.com/newsrelease/
2020/23122.html
（15）函館高専地域連携協力会 HP（2020 / 09 / 30 閲覧）：https://hakodate-ct-cooperative.jp/
（16）リンダ・グラットン；アンドリュー・スコット．『LIFE SHIFT
（ライフ・シフト）― 100
年時代の人生戦略』
（Kindle の位置 No．1957 - 1959）．東洋経済新報社．Kindle 版．
（17）リンダ・グラットン；アンドリュー・スコット．『LIFE SHIFT
（ライフ・シフト）― 100
年時代の人生戦略』
（Kindle の位置 No．1959 - 1961）．東洋経済新報社．Kindle 版．
（Kindle の位置 No．2448 （18）P・F・ドラッカー．『すでに起こった未来 ― 変化を読む眼』
2453）．ダイヤモンド社．Kindle 版．
（Kindle の位置 No．2529 （19）P・F・ドラッカー．『すでに起こった未来 ― 変化を読む眼』
2533）．ダイヤモンド社．Kindle 版．
（Kindle の位置 No．3691 （20）P・F・ドラッカー．『すでに起こった未来 ― 変化を読む眼』
3693）．ダイヤモンド社．Kindle 版．
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（21）P・F・ドラッカー．ドラッカー名著集 8『ポスト資本主義社会』
（Kindle の位置 No．33633366）
．ダイヤモンド社．Kindle 版．
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藤原 亮
函館工業高等専門学校生産システム工学科助教．2008 年仙台電波工業高等専門
学校電子制御工学科卒業，2010 年東京工業大学工学部機械知能システム学科卒
業，2012 年東北大学大学院工学研究科電気・通信工学専攻修了，2016 年東京
工業大学機械宇宙システム専攻で博士（工学）を取得．現職に至る．

52

ポストコロナのガストロノミーとウェルビーング― バスク・クリナリー・センター・イノベーション著「ガストロノミー 360°― ポストコロナの4つのシナリオ」からの展開

研究論文

ポストコロナのガストロノミーと
ウェルビーング

―バ
 スク・クリナリー・センター・イノベーション著
「ガストロノミー 360°― ポストコロナの 4 つ
のシナリオ」からの展開

Post COVID-19 Gastronomy and Well-being：
Unfolding from Gastronomy 360°, Four post COVID-19 scenarios

梶原千 歳 Chitose Kajihara

（金井壽宏研究室秘書）

松村星 海 Hoshimi Matsumura

（立命館大学食マネジメント学部）

船 木将 伸 Masanobu Funagi

（立命館大学食マネジメント学部）

金 井文 宏 Fumihiro Kanai

（立命館大学稲盛経営哲学研究センター客員教授）

金井壽 宏 Toshihiro Kanai

（立命館大学食マネジメント学部教授）

Summary
Gastronomy 360°, Four post COVID-19 scenarios written by Basque Culinary
Center inspired us to research on Japanese gastronomy situation under this global
crisis. We combine the Green New Deal and well-being to develop our vision on
gastronomy.

1．はじめに：美食の街サンセバスチャンの宣言
今春，新型コロナウイルスの感染者が 1 日 1 万人近くに急増した EU 各国で
は，国境閉鎖，都市封鎖，外出禁止等，厳しい規制を課す国が多かった．これら
の規制により，スペインでも 6 月には新規感染者が 1 日数百人まで減少した．し
かし，バカンスの季節に入り規制を緩めて経済回復を図ったため，9 月には感
染の「第 2 波」が起こり，感染者は 1 日 1 万人を超え，再度規制を強化している．
この論考では，“食”に関わる世界初のテクノロジー・センターであるバス
ク・クリナリー（1）・センター・イノベーション（スペイン・バスク州サンセバス
チャン市．以下，BCC inn）が制作・提案したポストコロナの社会構想をベース
に，日本におけるポストコロナ社会の“食”の未来を検討する．
2020 年 6 月 30 日，BCC inn は，自身のホームページに，レポート「ガストロ
ノミー 360°― ポストコロナの 4 つのシナリオ」を発表した．新型コロナウイ
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ルス感染症のパンデミック（世界的な大流行）を受けて，コロナ禍による社会
経済の変容を調査し，今後数カ月，数年の 4 つのシナリオを想定した．レポート
の序文には，次のように記されている．
未来が不確実なこのような瞬間に，BCC inn では，私たちのミッションであ
る「民間部門や行政機関に知識を提供することによって，ガストロノミーのバ
リューチェーン（2）を大転換すること」と結びつけて考えるように努め，そうす
ることを通じて，イノベーションを促進する戦略や方針をデザインすることを
支援し，最終的には，経済と社会の発展を促進していきたい．
BCC inn は，「ガストロノミーのバリューチェーンを大転換する」と宣言す
る．つまり，人から自然環境に至る壮大な食の価値連鎖を，イノベーションに
よって大きく変える，と言うのである．
立命館大学食マネジメント学部の金井壽宏ゼミでは，BCC inn のチーフ研究
員兼シェフであるエステファニア・シモン・サシックをオンラインで 7 月に招
き，ポストコロナの「食」のあり方について議論した．シモン・サシックの親し
みやすい人柄や，中南米・アジア・欧州と，異なる文化圏で食の研鑽を積んだ
ユニークなキャリアに触れ，私たちは，彼女が筆頭となり執筆した「ガストロ
ノミー 360°」を読み，共にポストコロナの食について研究をしたいと思った．
ゼミの学生の有志を募り，夏休みにこの翻訳に取りかかり，あわせて，日本の
ケースを調査し始めた．なお，このシモン・サシックの授業は，YouTube の金
井壽宏チャンネルで視聴することができる．
ここで言うガストロノミーは，辞書に記された「美食法，美食学，料理
学」の域に収まらない．BCC inn は，次のように定義している．
ガストロノミーは，単に，素晴らしい食事をすることや，料理すること
だけにとどまらず，非常に多様な主体が介在する関係の集まりであり，共
通の特徴は食であると理解している．従って，その形は，ある状況で起
こった動きが直接その他に影響を与える，相互に接続した変わりやすいも
（生態系）に近い．純粋な料理の話題に加えて，
のからなるエコシステム（3）
ガストロノミーは，自然環境，技術，生産様式，流通，マーケティングや消
費と関係がある．そして，とりわけ，知識やアイデンティティ，近接性，持
続可能性，生物多様性，バランス，健康，食の安全，トレーサビリティ（生
産履歴管理）との対話にも関係している．こうした基盤には，企業，農家，
漁師，家畜オーナー，原産地名称，流通業者，科学者，公共機関，研究セン
ター，女性シェフ，男性シェフ，レストラン，それ以外にも，もっと多くの
人々を加えなければならない．また，この連鎖全体に意味と力を与えてく
れる消費者も忘れてはならない．

＆

ガストロノミー

54

・消費者は，安全性（信頼性）と価格のバランスを求める
伝統的な地元銘柄が好まれる

・民間部門は，消費者と共同利益に対して，有形価値を伝えようとする

ポストコロナのガストロノミーとウェルビーング―
バスク・クリナリー・センター・イノベーション著「ガストロノミー 360°― ポストコロナの4つのシナリオ」からの展開
専門家の社会的評価が高まる
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・生産履歴管理と新しい消費者体験のデジタル化

2．ポストコロナの 4 つのシナリオ
シモン・サシックは，食とガストロノミーにおけるポストコロナの 4 つのシ
ナリオを作成した．以下，
「ガストロノミー 360°
」の第 1 章から抜粋する．（今
後，完訳を発表する予定である．
）
私たちの思いは，特定の未来を予言することではなく，
「前途に横たわるも
の」の複雑さを考えて切り開き，徐々に姿を表してくる問題を探り当て，いく
つかの起こり得る衝撃を予測し，何が明白（かつ「平常通り」）かを疑いながら，
何が理にかなっている（そして，かなっていない）かの限界を探ることに役立
つことである．
目的は，これらのシナリオを一つの出発点として，あなた方の組織で新しい
戦略を試すことだ．この実践は，可能性のある含意を理解し，強くレジリエン
トな行動計画を展開する助けとなるだろう．
（4 つのシナリオは以下の通り．）

マクロ

経済活動の再開

消費者行動
国境の再開

フードシステム
＆

ガストロノミー

ある

マクロ
文脈

消費者行動
国境の再開

消費者行動
国境の再開

フードシステム
＆

ガストロノミー

ない

禁欲的である

ない，輸出入のみ

・外国人労働者の不足により，農業・食品分野が雇用調整される
・中小企業の活動が広範に停止し，失業が広がる
・安価な輸入食品によって，地方市場が崩壊する
・消費者は疑心暗鬼になり，不信が広まる

・製品のカバー範囲は低減し，消費の手に渡るものは必需品に限定され，
価格のみが購入の決め手となる

マクロ

経済活動の再開

感染の連続的な波 ある，制御するために大くの実験が行われる

レベルの EUの経済協力
文脈

トランスフォーメーション（大転換）

再建され，新しい経済活動が出現する

消費者行動
国境の再開

ある，持続可能な開発を条件に
新しい行動

ある，但し人の移動は制限される
・経済，新しい仕事，形態を再び活性化させる刺激．共同と協力

フードシステム
＆

・地元商品の生産と消費によって，にわか景気に沸く
・持続可能性と生物多様性が強調される

・食品廃棄を予測し抑制するために，ビッグデータが活用される

・健康的な食のトレンドが加速する：準菜食主義，代替プロテイン, 適量…

出典：BCC inn

ある

・大企業同士が合併し，オープン・イノベーションが高まる
・マーケティングによって需要が増える

・衛生，収益性，新しい販売経路において，デジタル化が進む

・トレンドが加速する．「意識の高い消費者」と「すぐに食べられるもの」
・「倍かゼロか」，「失われた時を取り戻す」という消費者の態度

遅くて，インフォーマルな経済

規律

3．トランスフォーメーション（大転換）
・シナリオ
あらためて，BCC inn のミッションは，「民間部門や行政機関に知識を提供
することによって，ガストロノミーのバリューチェーンを大転換すること」で
ある．4 つのシナリオの中でも，トランスフォーメーション・シナリオの解説に
は最も紙幅が割かれ，ガストロノミーのバリューチェーンが，イノベーション
によって，どのように大転換されるのかを考える上で，示唆に富んでいる．以
下，「ガストロノミー 360°」の第 5 章から，「シナリオの全体像の鍵」，「食とガ
ストロノミーへの影響」，「チャレンジ」，「あなたの組織にとっての機会」を抜
粋して，紹介する．

感染の連続的な波 緊急事態が長引く

レベルの EUの経済協力

崩壊

・
「DIY」が流行する

以前のパターンに戻る

新しい生物的安全性基準に素早く順応する

経済活動の再開

文脈

無秩序で，支援制度に欠ける

感染の連続的な波 ある，断続的にロックダウン（都市封鎖）が行われる

レベルの EUの経済協力

ガストロノミー

感染の連続的な波 ない

レベルの EUの経済協力
文脈

速い

継続

マクロ

経済活動の再開

ある

より控え目になる

ある、但し厳しい制約あり

・大産業は保護主義的になる

・政府の援助が拡大する（会社から銀行まで）
フードシステム
＆

ガストロノミー

・消費が減り，「中程度」や「伝統的な」商品が好まれる
・消費者は，安全性（信頼性）と価格のバランスを求める
伝統的な地元銘柄が好まれる

・民間部門は，消費者と共同利益に対して，有形価値を伝えようとする
専門家の社会的評価が高まる

・生産履歴管理と新しい消費者体験のデジタル化

マクロ

経済活動の再開

崩壊

感染の連続的な波 ある，断続的にロックダウン（都市封鎖）が行われる

レベルの EUの経済協力
文脈

無秩序で，支援制度に欠ける

消費者行動
国境の再開

ない

禁欲的である

ない，輸出入のみ

・外国人労働者の不足により，農業・食品分野が雇用調整される

〈シナリオの全体像の鍵〉
・国際協力
パンデミックや気候変動の緊急性のようなグローバルな問題を防ぎ，取り
組むため，国家間の透明性と協調性が確立される．多国籍企業は，世界中で
関係している地方の中小企業と連携を進め，競争よりもむしろ協力する．
・グリーン・ニューディールと福祉国家の拡張
パンデミックや気候変動に対してより強く，より平等主義的で包摂的な社
会を築くことに力を入れる．持続可能性の枠組みにおいて，SDGs の達成を
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公約に，経済を再建する．GDP に代わり，社会と環境の幸福の測定基準とな
る新しい指針をつくる．サステナブル・モビリティ，再生可能エネルギー，空
間改修，研究とイノベーション，生物多様性の回復，循環型経済への投資を

産物をよくコントロールし，柔軟に配送先を変更できるようになる．
自給自足を高めるため，都市菜園やベランダ菜園をする．
・循環的かつ協調的な食品加工産業

拡大する．新しい「クライメイト・エコノミー（気候経済）
」の中で，新たに仕
事をつくる．
・農業分野の社会的地位の向上，ローカル・ネットワークの分散化
欠乏が一区切りした後，分散化された現地調達網が現れる．経済価値を導

持続可能性は，企業が採用し発信する有力な価値となる．循環型経済が確
立される．副産物の活用とプラスチックの削減がなされる．作物全体の活用
によって，以前は廃棄されていた部分（例えば，茎，葉など）が，使い尽くさ

く「生活に必要不可欠な分野」で働く専門職業人の価値が広く認識されて，
農家は新たなブランド大使になるだろうか．レジリエンスや流通改善のため
の予測ツールとして，ビッグデータや AI が出現する．3 D や 4 D プリントに
よって，グローバル・ネットワークのサポートの下，地方のニーズが満たさ

れるようになる．
この分野の企業は，力を合わせて，消費者一人ひとりに個別のソリュー
ション（解決案）を提供する．すなわち，ニーズとリソースを最適化したマッ
チングは，需要に応じて，プレイヤー間を流れていく（原材料，パッケージン
グ，チャネル，機械）
．

れていく．
（4）
・自給自足，
「DIY」
の高まり

・グローバル・テクノロジーによる短い経路での流通
より短い流通ルート．ゼロ・エミッション輸送の増加（温室効果ガスの

貧しい食事とライフスタイルに関わる病理（糖尿病と肥満）が，コロナウ
イルス感染者の予後を悪化させるという前例によって，健康と食事制限に対
する高い意識が生まれる．健康的で持続可能な食，プラント・フォワード（野
菜を中心とした食事）のトレンドが加速する．すなわち，ローカルフードや
ラボ栽培，ハイテクな家庭菜園が押し進められる．料理，建築，農業などの趣
味が広がる．サステナブルな実践（リペア，リユース，リサイクル）が目立つ
ようになる．都市から田舎への脱出が加速する．
・加速するトレンド：仕事と教育の新しい形
分布されたより小さなオフィス（分散化）
．リモートワーク（職場のオフィ
スには行かず自宅で仕事を行うこと）が増え，コミュニケーション技術の活
用が増加する．人混みを避けることに焦点を当てた，技術を基盤とした本務
外の活動（プログラミングや金融など）が行われる．ビジネス未来思考とは，
すなわち，変化に直面し，よりレジリエントであるための，より未来志向的
で協力的，かつオープンなビジネス戦略なのである．
〈食とガストロノミー分野への影響〉
・地域生産と生物多様性
地域農業．農村環境の若返りによって，地域経済が上向く．精密農業（セン
サー，人工知能，ロボット工学）が推進され，効率（例えば，資源管理）が高
まる．
作物の生物多様性の増大，伝統品種の回復（忘れられた作物）によって，栄
養に加えて，エコシステムへより大きな遺伝的多様性がもたらされ，作物は
よりしなやかに強くなり，将来のパンデミックに対して緩衝効果が備わる．
シェフが共に働く生産者や仕入先とより多くのコミュニケーションを取る
ことで，小規模生産者の販売チャネルは多様化し，混乱が生じた際には，生

削減）．テクノロジーによって，在庫と需要がよりよく管理される．国際ソ
リューションと地域ソリューションの均衡が保たれる．すなわち，グローバ
ル供給網の効率が改善されるだけでなく，多くの場合，コミュニティ組織を
通じて，エンドユーザーへの地域流通を保証するサポートがなされる．
・直接販売，人から人へ
農家や消費者は，モバイルアプリを使い，e コマースを通じて直接売買す
る新しい手段を探す．生産者にとって，より公正な価格が設定される．産地
で消費のための販売プロモーションが増える．
ショッピング・エリアは市内中心部に戻り，大型ショッピングモールは撤
去される．建物内部や路面において，
「本物の個人的な」新しい店にチャンス
が生まれる．
・エシカル消費
DIY の創造性の黄金時代．すなわち，市民はかつてなくエンパワーメント
され，作品を創るための道具や展示へのアクセスは，とても簡単になる．集
（5）
，代替経済（オルタナティブ・エコノミー），地
産主義（コレクティビズム）
域経済が活性化する．
「adopt a bar」や「when we return」などの集団的救済イニシアティブ．連
帯基金とシェアリング・エコノミー．すなわち，ギフト券，スペースの新しい
活用（オフピーク時のレストランでのコワーキング）
．
コロナウイルス前後での航空旅行の消費の仕方の再考．すなわち，「この
危機がもたらす数少ない良いことの一つは，私たちが自分たちの消費モデル
を再考し，持続可能性に対してより敏感になることでしょう」
．
健康とウェルネス（6）に大きな焦点が当たり，予防医学の一形態として，さ
らなる運動や健康的な食事を通して，免疫を高めることに注目が集まる．衛
生システムの崩壊の減少．
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〈チャレンジ〉
・ 価値観の変化に向かいつつある社会では，消費者はより高品質な製品や，
知覚された長期的な利益を求める．この需要をどのように供給できるだろ
うか．
・ 新しいパラダイム（7）におけるシェフとガストロノミーの役割とは，人々は
より料理をする傾向にあるだけでなく，誰かや何かに，どのように料理す
るのかを教えてもらいたいとも望むことである．シェフの社会的価値が，
大いに目立つようになる．
・ 短期間に 2 つの大きな危機を目にした世代によって，高級フレンチ料理を
めぐるパラダイムは再考される．ランキングやリストでの順位の位置づ
け，および，大きなコンベンションを通して自らの仕事を視覚化するトレ
ンドは続くだろうか．高度に技術が確かな分野では，この新しいシナリオ
をどのように取り入れるだろうか．
・ 技術，倫理，プライバシーの使用は，透明性を持って保証されなければな
らない．どのようなデータが使用され，何が共有されるのだろうか．
・ 大きなリスクは，トランスフォーメーション・シナリオを見極めることが
間に合わず，イノベーションの機会を取り逃してしまうことにある．
〈あなたの組織にとっての機会〉
・デジタル化
個別化されたオンライン・シェフ・サービス．例えば，その人のパントリー
（家庭の食品庫）にある食材を基に，レシピを提案する．
仲介なしに，シェフから社会へカンファレンスの様子や情報が流れる．
シェフのユーザビリティ（使いやすさ，使用性）体験から，器具がデザイン
され，試される．
レストラン空間がデジタル化を実装し，人との触れ合いや知恵，創造性を
必要とはしないが，以前はシェフやサービス・スタッフが行っていたルー
ティン・タスクをテクノロジーが担う．
アップサイクルを目的に，農業食品の副産物や余剰分を交換するプラット
フォームをつくり，商品がバリューチェーンから外れることを防ぐ．
生産者から直接購入するプラットフォームをつくる．ロッカーが新しい受
取り場所になる．
大いに精確で，精度の高い予測データを得るため，バリューチェーンのあ
らゆる段階で人工知能を統合する．
食物とメニューのカーボンフットプリント（8）を分析する．
・オープン・イノベーション
他の分野と同様に，ガストロノミー分野でも，オープン・イノベーション・
システムやリビング・ラボ（9）を通して，市民や民間部門，公共部門が協力す

る．全住民のウェルビーング（10）の改善を目的に，共創を通して，テクノロ
ジーをベースにしたプロトタイプを試し，開発する．
学際的なチームによって，将来的な視野をより鮮明に，かつ，より包括的に
イメージすることができ，組織は世代間の多様な考え方を基に戦略を練る．
・新しい観光
マス・ツーリズムは，アクセス料によって規制され，もはや収益性は大量
取引には向かわない．観光は，都市から農村空間へ移る．アグリ・ツーリズム
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では，食文化だけでなく，農業文化も学ぶために旅行をする．
・新製品開発
研究開発投資を通じて，様々な人口セグメントを識別し，製品を異なる母

長サマリーには，
「リデザイン（再設計）と 3 つの移行」が謳われている．

集団ごとにカスタマイズする．
自宅で仕上げる商品の販売．例えば，都会の庭で種から育てる（農業分野
の B 2C）．

COVID- 19 が人の健康及び経済社会にもたらした影響は大きく，我々は時代
の大きな転換点に立っている．持続可能で強靱な社会経済システムへの変革を
実現するためには，COVID- 19 前の社会に単に戻すのではなく，持続可能でレ

ごみゼロ包装の促進（バイオプラスチック，食用フィルムなど）
・マーケティング・コミュニケーション
マーケティング戦略として，免疫システムに関連する栄養素を商品ラベル
で強調する．
野外での美食，期間限定（ポップアップ）体験．

ジリエントな社会経済へのリデザイン（再設計）が必要である．
このリデザイン（再設計）は，3 つの移行，すなわち「脱炭素社会」への移行，
「循環経済」への移行，
「分散型社会」への移行を基軸とする必要がある．
【「脱炭素社会」への移行】
COVID- 19 からの回復期においてエネルギー需要の増大が見込まれるが，

・新しい空間
都会の主な市場を文化的，社会的，経験的な震源地として復活させ，体験

リーマンショック後の対策と同じ轍（排出量の増加）を踏まないためにも，再
生可能エネルギーの活用の拡大や水素の社会実装等によるエネルギー分野の脱

を体系づけ，新しい地元のベンチャーを紹介していく場にする．
シェアリング・エコノミー．すなわち，自分たちの都市菜園や小さなビジ
ネスなどのために場所を賃借する．
・ガストロノミーと健康
より健康的でより持続可能な製品や，消費者の支持を得られる戦略を開発

炭素，工業・家庭分野のエネルギー消費プロセスにおける脱炭素が喫緊の課題
である．
【「循環経済」への移行】
また，経済復興と気候変動対策 / 環境保全施策をともに進め，環境と成長の
好循環をもたらすことが重要である．このためには，廃棄物の循環利用・適正

することを目指して，味覚と知覚を研究する．
ヘルス・モニタリングのツールとして，身につけられる端末や器具を活用
する．ウェアラブル端末がレストランと通信し，料理のパーソナライズ化を

処理に加え，サプライチェーン全体として，企業によるビジネス戦略としての
資源循環の取組の加速化による資源生産性の向上や，自然資源の持続可能な利
用などを含む，循環経済への移行に向けた，様々な社会経済システムの変革が

可能にする．
技術やウェアラブル端末など，特に使い始めたばかりの高齢者にとって，
アクセスしやすく，使いやすいことを大切にする．

必要である．
【「分散型社会」への移行】
さらに，COVID- 19 の蔓延は，一極集中型の社会の限界もあらわにした面が
ある．感染症対策という視点でも，またテレワーク等の働き方や生活様式の変

4．日本のグリーンニューディール ― 環境と成長の好循環
ここからは，コロナ禍における日本の環境対策と経済対策に触れながら，日
本の食とガストロノミーに起こりつつあるイノベーションを追う．また，BCC
inn から学んだトランスフォーメーション（大転換）の鍵を羅針盤に，食マネジ
メント学部に身を置く私たちが，どのような未来を構想し，行動を計画して，
社会的な価値を生み出すことができるのか，探求したい．
まず，大きな出来事として，新型コロナウイルスからの復興と気候変動・環
境対策に関する「オンライン・プラットフォーム」閣僚級会合が，2020 年 9 月 3
日に開催された．目的は，各国における新型コロナ対策と気候変動・環境対策
に関する具体的な行動や知見を共有すること，コロナ禍においても，気候変動
対策が後退しないよう，世界の機運を高めていくことにある．日本が主催し，
小泉進次郎環境大臣が議長を務めた．開会には，国連グテーレス事務総長と安
倍総理大臣（当時）のメッセージが寄せられた．9 月 11 日に報道発表された議

環境省のリデザイン方針と 3 つの移行

化，デジタル化，自立分散型エネルギーの導入やコミュニティの参加を含め，
社会経済システムを再構築し，分散型社会の構築を推し進めることが重要であ
る．
脱炭素社会への移行については，環境省は，2030 年までに自ら使用する電
力を 100 % 再生可能エネルギーで賄うことを目指している．ゼロカーボン・シ
ティの表明を行う自治体は，6 月時点で 100 を数え，おおよそ人口の過半数であ
る 6 , 500 万人に相当する．
循環経済の身近な例には，京阪神で親しまれる都市型酪農の弓削牧場（神戸
市北区）がある．1980 年代，牛乳の生産調整による乳価の低迷や，過剰生産，売
れ残りの解決策として，弓削牧場は，全国に先駆けてチーズづくりを始めた．
チーズの生産過程で生まれる副産物の乳清（ホエイ）は廃棄処分せず，隣接す
るレストランでホエイシチューとして提供している．ホエイを原料にした石鹸
や化粧水も開発した．牧場の畜糞は，農園の堆肥や，バイオガスプラントでの
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発電に活用している．牧場でできたものは，できるだけ牧場で循環させ，食材
だけでなく，エネルギーの自給自足も目指している．チーズづくりや牧場ウェ
ディングなど，アグリ・ツーリズム（11）にも積極的だ．
分散型社会への移行として注目を浴びるのは，ワーケーション（12）である．和
歌山と奈良が先進県で知られるが，新型コロナの感染拡大で在宅勤務が広がる
中，全国的に誘致の機運が高まっている．三重県伊勢市は，アーティストやク
リエーターに的を絞り，1 〜 2 週間ほどの創作活動を想定し，11 月から実験的
な誘致を始める（
『日本経済新聞』2020 . 9 . 23 朝刊）．鳥取県は，2007 年に人口が
60 万人を下回ったことから，積極的に移住政策に取り組んでいる．その一環と
して，ハードルの高い移住でも，観光だけでもない，
「関係人口」を生み出そう
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ナ禍でオンライン開講となったことです．これまで，距離と交通費のために，
諦めざるを得ませんでしたが，今は住んでいる場所に関係なく，本当に学びた
いことを学ぶチャンスがあります．緊急事態宣言が解除され，バイト先の社員
の方々とは，就活や起業について，話すことが多くなりました．
自宅で過ごす時間が長くなり，食事や睡眠は不規則になってしまいました
が，自由な時間が増えたことは，この危機で得られた恩恵です．今は，将来に役
立つスキルを磨いています．（立命館大学食マネジメント学部 3 回生，船木将
伸）

と，自然豊かな鳥取でのワーケーションを PR する．

厚生労働省は，感染拡大を食い止めるために，徹底した行動変容の重要性を
訴える．手洗いやソーシャル・ディスタンスの確保，3 密（密閉，密集，密接）の

5．新しい生活様式

回避など，「新しい生活様式」に移行していく必要性を呼びかけている．
パラダイム・シフトは，学生一人ひとりの心の内にも起こりつつある．二人

国民一人ひとりの暮らしは，どのように変わったのだろうか．安倍総理大臣
は，2020 年 4 月 7 日に，東京，大阪など 7 都府県に，緊急事態宣言を行い，4 月
16 日に，対象を全国に拡大した．多くの大学が，感染拡大防止の社会的責任を
果たすため，休講もしくはオンライン授業への切り替えに踏み切った．立命館
大学は，4 月 8 日から一斉休講となり，5 月 7 日からはオンライン授業が始まっ
た．秋セメスターも，オンラインが中心となる．学生の暮らしや意識は，どのよ
うに変わったのだろうか．生の声を聞く．
突然，一斉休講となり，キャンパスでのたわいない会話が奪われ，大学のジ
ムにも行けず，コロナ禍で始まった就活は厳しく，落ち込む日もありました．
キャンパスという場を失って初めて，そこが単なる場ではなく，人と人とのコ

の学生（共同著者）は，人とのつながりが，いかに大切だったかを思い知ったと
口を揃える．人工知能（AI）が躍進する時代となっても，人と人との直接的な
コミュニケーションは失いたくないし，お店でのちょっとした会話も好きだ，
と言う．
デジタル・ネイティブ（13）と呼ばれる彼らは，大学や会社でも余暇でも，コ
ミュニティやつながりを持つことが重要と気づいてきている．これが，コロナ
禍の「新しい生活様式」への逆説的な回答である．

6．食のディスラプション（創造的破壊）
新型コロナで食を取り巻く環境も一変した．パラダイム・シフトは，企業に

ミュニティだったと気づきました．
今は，成人バスケット・サークルにいくつか参加し始め，長く付き合ってい

もトランスフォーメーション（大転換）を迫る．ここでは，国内の運輸，外食，
観光など，急速に変化する産業を取り上げる．また，アジアや世界の動向にも
注目し，ガストロノミーの大きな流れを掴みたい．

けるバスケットのコミュニティを探しているところです．それから，音楽が好
きなのですが，音楽の趣味が合う人には，めったに出会えたことがありません．
そこで，Twitter のアカウントをつくりました．コロナが収束したら，一緒にラ
イブへ行けるような人が見つかったらいいな，と思っています．
「会話」は「会って話す」と書くように，リアルに勝るものはありません．こ

外食産業
新型コロナで，食の消費行動は，店から家庭へと移り変わりつつある．外食
産業は大きな打撃を受けた．売り上げの落ち込みが最も激しかったのは居酒屋
だ．一方，ファストフードチェーンなど，テイクアウト業態や，デリバリーに力

の危機で，積極的にコミュニティをつくる意識が芽生えました．（立命館大学
食マネジメント学部 3 回生，松村星海）
外出自粛中に，Zoom でオンライン飲み会を始めました．身近な友人だけで
なく，頻繁に会えなかった東京や地元の鳥取の友人とも，話す機会になりまし
た．しかし，顔が見えているようで見えていないような，物足りなさを感じま
す．
幸運だったことは，東京の学生起業スクールやビジネス・スクールが，コロ

を入れる飲食店は，好調だった（中尾，2020）．ワタミの渡辺美樹会長は，居酒
屋業界の将来について，ワクチンができても 7 割にしか戻らない，地域の 1 番店
しか残らず，他は淘汰されるだろうと予測する．ワタミは，から揚げなどのテ
イクアウトとデリバリー，ファミリー向けの焼肉店を新規に展開する．ロイヤ
ルホールディングスや吉野家ホールディングスなどの大手も，宅配事業に参入
する．
回転寿司チェーン大手「くら寿司」の回復は早い．テイクアウト需要を取り
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込み，客単価が上昇したからだ．感染防止対策では，2021 年 10 月までに，全店
舗へセルフレジを導入する．くら寿司では，インターネットで席の予約ができ，
注文はスマホ，皿はレーンに乗って運ばれ，食べ終わった皿は，テーブルにあ
るポケットに客が自ら入れる．セルフレジの導入によって，入店から退店まで，
一度も従業員と接することがなくなる．完全セルフ化は，2025 年までに行う予
定だったが，新型コロナで前倒しを決めた．
（
『日本経済新聞』2020 . 7 . 3 朝刊）
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コロナ禍でも，以前と変わらず客で賑わっている．日本独特のおひとりさま文
化は，まさに 3 密回避と言える．
地方移住，自給自足 ― 東南アジアの潮流
東京や大阪では，都会生活への不安から，地方移住への関心が高まる．イン

観光産業
国内外で 40 以上のホテルなどを運営する星野リゾートの星野佳路代表は，
観光業が回復するまでには，3 つの段階があると話す．まず回復するのは，周辺

ドネシアでは，観光業の職を失い，農業へ回帰する動きも見られる．タイやシ
ンガポールは，国策として，自給自足の向上を強化する．
インドネシアでは，都会で観光業に従事していた人たちが仕事を失い，農村
へ戻り，耕作放棄地で農業を始めている．インドネシア政府は，1980 年代から
国策として観光開発を推進してきた．地方の住民は仕事を求めて都会へ行き，

地域を旅行する「マイクロ・ツーリズム」
．次は，新幹線や飛行機を使った大都
市圏からの旅行，最後にインバウンド（訪日外国人）だ．日本の観光市場の約 2

農業は廃れ，農村は過疎化が進んだ．新型コロナで，観光に依存する経済と都
市部への一極集中の脆さがあらわになった．村では，都会から帰って来た住民

割は，インバウンドによる．ワクチンが開発されてインバウンドが戻るまで，
日本からの海外旅行の消費を国内旅行に転換できれば，乗り切れると予測す
る．一番大切なことは，徹底的に 3 密を回避することだと言う（『日本経済新聞』
2020 . 6 . 2 朝刊）
．Go To トラベル事業やワーケーションなど，国や自治体の施策
が，国内需要を後押しする．

を受け入れ，就農を支援し，農村を守ろうとしている（『朝日新聞』2020 . 9 . 15
朝刊）．
タイでは，野菜の自給自足が国民運動として広がっている．タイ政府は，3
月末に非常事態宣言を発令した．経済は急激に悪化し，過去最悪の不景気に陥
る恐れがある．内務省コミュニティ開発局は，すぐに育つ野菜を栽培して危機
を乗り切ることを呼びかけた．まず同局幹部が自家栽培を始め，職員にノウハ

運輸産業
コロナ禍の飲食業では，テイクアウト以上に宅配のニーズが増えている．

ウを伝え，住民に広げた．6 月末時点で，全世帯の 6 割が野菜を植えたと言う．
国民運動の根底には，プミポン前タイ国王の経済哲学「足るを知る経済」があ

ウーバー・イーツの事業取り扱いは急激に広がり，街でその姿をよく見かける
ようになった．
JR 東日本は，以前より，地方創生に取り組んできたが，コロナ禍では，困難
に直面する生産者を支援するため，新幹線や特急列車で，農水産物を首都圏に

る．前国王は，世界経済の変化に翻弄されない持続可能な社会づくりを目指し
た．タイでは今あらためて，その教えが見つめ直されている（『日本経済新聞』
2020 .9 .9 夕刊）．
シンガポールでは，2019 年に打ち出された「30・30 プロジェクト」
（2030 年

輸送し，東京駅などで販売するイベントを行う．例えば，長野県のぶどう，秋田
県の枝豆や花き，宮城県の梨，静岡県の鮮魚などだ．今後は，定期化を図り，物
流サービス事業を拡大し，消費者が朝オンラインで注文すれば，その日のうち
に駅や自宅などで受け取れるようにする．

までに食糧自給率を 10 % から 30 % に引き上げる）が，コロナ禍で加速してい
る．シンガポール国立公園局は，市民に野菜や果物の種を無料で配り，公式サ
イトの動画で栽培技術を教え，テレワークの傍らに農作業を学ぼうと呼びかけ
る．同局は，現在の 1000 区画のコミュニティ・ガーデンを 3 倍に増やす計画だ．

おひとりさま文化
日本には，
「おひとりさま文化」がある．欧米と比べても多いワンルームマ
ンション，日本の発明品であるカプセルホテル，個室からなるネットカフェや

食品庁は，野菜を栽培する事業者向けに，公共住宅の空き駐車場の入札を行い，
農地として提供する．シンガポール最大の DBS 銀行は，オフィスビルにコミュ
ニティ農園をつくる．国を挙げて都市型菜園の普及に取り組み，輸入依存から
の脱却を図る（夏氷，2020）
．

漫画喫茶，飲食店も牛丼屋や，席ごとに仕切りがあるラーメン屋など，日本の
都市風景としてすっかり定着している（南後 2016）
．10 年ほど前には，ひとり
カラオケ専門店も現れた．仕事先の飲食店で黙々と美味しい料理を食べるテレ
ビ番組『孤独のグルメ』や，一人酒を楽しむアニメ番組『ワカコ酒』は，ロング
ヒットとなった．
「牛角」の創業者は，一人焼肉の「焼肉ライク」を展開する．
タッチパネルで注文し，一人一つの無煙ロースターがある．喚起力が高いため，

フードテック
世界のフードテックの市場規模は，2025 年までに 700 兆円に達すると言われ
る．フードテックとは，フードとテクノロジーを合わせた造語だ．既存の食産
業にスタートアップや IT 企業が参入し，食とデジタル技術，バイオサイエンス
が飛躍的に融合している．2014 年を境にスタートアップへの投資が急増し，植
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物性代替肉のような新食材開発から食料品デリバリーサービス，ロボットレス
トラン，食のパーソナライゼーションに至るまで，その領域は様々だ．2015 年
以降，欧米では，フードテック・カンファレンスが相次いで開催されている．ど

ある上勝町は，ゼロ・エミッション宣言の町，おばあさんの「葉っぱビジネス」
（葉っぱは京都の料亭で出す和食の彩となる）で有名な町である．JA 東とくし
まも，
「オーガニック・エコ」への取り組みに力を入れると同時に，都市圏の生

のカンファレンスも，特定産業に閉じていないことが特徴である．多岐に亘る
専門家が協働し，食産業の 1 社だけでは到底解決できない社会課題にイノベー
ションを起こそうとしている．

協コープ自然派と連携して，
「エシカル消費」の普及にも取り組んでいる．立命
館大学食マネジメント学部の金井ゼミでも，都市側の消費者としてどのような
コラボができるか，今秋から取り組みを始める予定である．

では，どのような社会課題があるのか．世界のフードシステムの年間市場価
値が 10 兆ドル（約 1 , 077 兆円）であるのに対し，フードシステムが引き起こす
マイナスの影響は 12 兆ドル（約 1 , 292 兆円）にも上る．原因は，3 つの負のコ
ストにある．健康にかかるコスト（肥満や農薬による健康被害，フードデザー
ト（14）など）
，環境にかかるコスト（土壌汚染や異常気象による被害など），経済

【主な参考文献】
Estefania Simon-Sasyk, 2020, Basque Culinary Center Innovation, Gastronomy 360°
, Four post COVID-19 scenarios，
https://innovation.bculinary.com/wp-content/uploads/2020/06/Gastronomy-360-4-scenarios-post-COVID19-BCC-Innovation.pdf?_ga=2.54557997.787476457.1594888040-759829321.1593397029（2020
年 9 月 30 日閲覧）

にかかるコスト（フードロス．全食品のうち 3 分の 1 が廃棄されている）だ．
（田

田中宏隆，岡田亜希子，瀬川明秀，2020『フードテック革命』日経 BP

中，2020）
私たちは今，個人においても，環境や経済においても，よくあること，正しく
あることを必要としている．つまり，ウェルビーングと持続可能な社会への転
換である．

中尾謙介，2020『外食企業「テイクアウト&宅配」で分かれた明暗』
『東洋経済』https://toyokeizai.net/
articles/-/ 358521（2020 年 9 月 30 日閲覧）
中川泉，2020「日本経済がコロナ禍で受けたとてつもない衝撃」
『東洋経済』https://toyokeizai.net/
articles/-/ 366549（2020 年 9 月 30 日閲覧）

7．ウェルビーング ― 食と健康と観光のハーモニー

南後由和，2016『なぜ日本の都市には「おひとりさま空間」が多いのか』明治大学，https://www.
meiji.net/magazine/study/vol 44 _yoshikazu-nango
（2020 年 9 月 30 日閲覧）

ウェルビーングは，個人の権利や自己実現が保障され，身体的，精神的，社
会的に良好な状態にあること，よりよく生きている状態を意味する．この章で
は，「ガストロノミー 360°
」のトランスフォーメーション（大転換）
・シナリオ
で，重要視されている農業のあり方について，先進的な JA の取り組みから考
察する．兵庫県北部の JA たじまでは，2020 年度に終わる中期計画で「地域とと
もに農業を活性化し，但馬の豊かな自然環境と食の安全・安心を守ります」と
いう目標を掲げてきた．これを具現化した事業が，コウノトリ育む農法である．
但馬の自然・野生を象徴するコウノトリは，高度成長期の 1971 年に絶滅した
が，行政や地域の人々の協力により，コウノトリが舞い降りる生き物豊かな水
田を，有機無農薬・減農薬の農法により，生態系を再生，水田への魚道の整備
等を行い，コウノトリの餌場を復活した．その結果，2000 年にスタートしたコ
ウノトリの放鳥・野生復帰は，2020 年 9 月には，累計 225 羽となった．これは，
コウノトリの餌となる魚類や水生昆虫が増え，水田の生物多様性が回復したこ
とを意味する．もちろん，収穫された米は JAS 認定の有機農産物であり，安全・
安心で，身体に良い食べ物である．この米を食べる時に，都会の消費者はコウ
ノトリ育む水田環境や農村風景に思いを馳せるのである．地域の子どもたちも
農業学習で，田んぼに入り，田植えや収穫を楽しんでいる．
「コウノトリ育む農法」を通じて，農家や地域の子どもたち，そして都会の消
費者もウェルビーングを享受できるのである．
もう一つ，先進的な JA 東とくしまの取り組みを紹介する．この JA の管内に

夏氷，2020「政府，市民に野菜の種を配布．食糧自給率 30% を目指す」
『ビッグイシュー日本版』
，
2020 年 9 月 15 日号（Vol．391），15 頁

【注】
（1）料理の，台所の．なお，culinary art は料理法，culinary school は料理学校を意味する．
（2）価値連鎖．原材料の調達，製造，販売，保守などと，支援活動にあたる人事や技術開発など
の間接部門の各機能単位が生み出す価値を分析して，それを最大化するための戦略を検討
する枠組み．
（3）複数の企業が商品開発や事業活動などでパートナーシップを組み，互いの技術や資本を生
かしながら，開発業者・代理店・販売店・宣伝媒体，さらには消費者や社会を巻き込み，
業界の枠や国境を超えて広く共存共栄していく仕組み．本来は，生物とその環境の構成要
素を一つのシステムとして捉える「生態系」を意味する科学用語．
（4）Do It Yourself ― 自分でつくったり修繕したりすること
（5）生産手段の集団による所有に基づく社会経済体制を主張する社会主義的立場．
（6）健康な心身ならびに社会生活を得て，より積極的・創造的な健康を目指し，維持・発展さ
せようとする生活行動をいう．病気の予防を前提として，食生活の改善や適度な運動など
をも含めた総合的なとらえ方である．
（7）ある時代に支配的な物の考え方・認識の枠組み．規範．
（8）原材料の調達から製造，輸送，消費後の廃棄に至るまでの過程で，電力や燃料の消費など
を通してその商品が出す温室効果ガスの量を積み上げ，CO 2 に換算したもの．
（9）新しい技術やサービスの開発に，ユーザーや市民が参加すること．Living（生活空間）が
Lab（実験室）という考え方に基づく．
（10）個人の権利や自己実現が保障され，身体的，精神的，社会的に良好な状態にあること．幸
福で健康な状態．
（11）広義には，都市と農村の交流のこと．実際には，農場で休暇を過ごすこと．日本では一般
に，グリーン・ツーリズムと呼ばれる．
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（12）ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わせた造語で，2000 年頃に米国で広まっ
たとみられる．
（13）生まれたとき，または物心がつく頃にはインターネットやパソコンなどが普及していた
環境で育った世代．日本における商用インターネットは 1990 年代半ばより普及したた
め，おおむねこれ以降に生まれた世代を指す．
（14）所得の低い人ほどカロリーの高い加工食品に頼り，健康的な食事が取れず，栄養失調に
なること．
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現職：金井壽宏研究室秘書，㈱都市文化研究所研究員
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職歴：在アルゼンチン日本大使館広報文化センター，一般社団法人出版文化国
際交流会，一般財団法人大阪市コミュニティ協会・都市コミュニティ研究室研
究員等を経て，現職．
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─北
 海道日本ハムファイターズの試合中継映像
を軸に

What is the Important Matter for Creation a Customer in
Baseball Broadcasting?

種子田 穣
Joe Taneda

（立命館大学スポーツ健康科学部）

Summary
Broadcasting is very important for professional sports. This paper come into focus to
professional baseball broadcasting of the HOKKAIDO NIPPON-HAM FIGHTERS.
It made a comparison between the FIGHTERS pictures of 2014-season and
2016-season. The FIGTERS increases number of TV-camera in the Sapporo-Dome,
the home stadium in 2016-season, from 6 cameras to 12 cameras. Next, it made a
comparison the FIGHTERS pictures of 2016-season to MLB, KBO and High School
Summer Baseball Game in the KOSHIEN-STUDIUM of 2016-season. And it brings
out effective factors for create customer especially casual fan. This point is very
important for development of Japanese professional Baseball, NPB.

1．試合中継映像の分析の意義
ドラッカーは，あらゆる事業の目的は顧客の創造であるという．それは「み
せるスポーツビジネス」であるプロスポーツビジネスにとっても例外ではな
い．ドラッカーは次のように言う．
「企業の目的は，それぞれの企業の外にある．企業は社会の機関であり，その
目的は社会にある．企業の目的の定義は一つしかない．それは顧客の創造であ
る（1）．
」
ここで，「企業」は「事業」とも言い換えることができる．
すなわち，事業を通じて顧客を創造するには，社会を知り，人々のニーズを
把握し，それに応えることが必要であり，それが事業の使命である．
今日の社会は，生活の多くの場面で人と人とのつながりが希薄になり，「個」
が重視される社会である（2）．しかし，社会が成熟した今日は，わが国における
バブル経済崩壊以前のように，右肩上がりの経済成長に従って，雇用が安定し，
生活が豊かになり，将来の夢が描ける時代では必ずしもなくなってきている．
今日の経済的格差の広がりの中で，多くの人々が将来への不安を抱えていると
みることができ，このような社会で人々が孤立するのではなく，お互いのつな
がりを感じ，思いを共有し，元気に日々を過ごすことは，そうした不安を和ら

70

研究論文

げ，心を安らかにするとともに，明日への希望を抱くことにも資すると考えら
れる．プロスポーツを含むスポーツの観戦は，みんながスタジアム，アリーナ
に集い，ともに応援することで，喜び，悔しさ，感動などを共有し，人と人との
つながりを感じさせる．社会のあらゆる組織は，人と人とのつながり，協働に
よって機能するのであり，それは社会が円滑に機能するうえで欠くことのでき
ない機能である．したがって，プロスポーツビジネスは，人々に互いがつなが
る一体感を実感として提供することができ，それはプロスポーツビジネスの社
会への大きな貢献であると考えることができる．そしてそのプロスポーツの
果たす機能が人々のニーズを満たし，プロスポーツビジネスの顧客，すなわち
ファンを創造することになるのである．
プロスポーツビジネスの四大収入は「入場料収入」
「放送権料収入」
「スポン
サーシップ収入」
「ロイヤリティー収入」で，
「入場料収入」以外は直接的には
ファンからもたらされるものではなく，スポーツリーグやチーム，クラブと契
約を交わした企業から支払われるものであるが，それらの収入項目もすべては
ファンがいるからこそもたらされるものであり，プロスポーツにとって，ファ
ンは「顧客のコア」であるということができるであろう．
サービスビジネスであり時間消費型ビジネスであるプロスポーツビジネスに
とって，ともに時間を過ごすことによる経験価値はきわめて重要である（3）．そ
のため，それぞれのプロスポーツチーム，クラブは，工夫を凝らしてスタジア
ム，アリーナの快適性を高め，エンターテインメントの仕組みを積極的に採り
入れて，来場したファンの，再観戦にもつながる経験価値を高めようと努める
ことになった．しかし，それらの事業活動が消費者の心に響き，大きな成果を
上げたとしても，スタジアムやアリーナを訪れて，ゲームを直に観戦して応援
できるファンの人数には限りがある．当然ながら，それはスタジアム，アリー
ナの収容定員に従う．また，通常，人々は生活上のさまざまな制約を受けてお
り，毎試合，スタジアムやアリーナで観戦することも現実的ではない．その点
で，チーム，クラブの放送権料収入にもつながる「試合中継」は特に重要な意
味を持つ．スタジアムやアリーナを訪れることのできないファンは試合中継を
通じた観戦で応援するチームに触れることができ，また，それを通じて新たに
ファンが生まれ，スタジアムやアリーナでの観戦につながることも期待でき
る．
そう考えた時，スタジアムやアリーナでの再観戦につながり，視ることに
よって新たなファンが生まれる契機となり得る試合中継はきわめて重要で，そ
の映像は魅力的なものでなくてはならない．
どのような映像が魅力的であるかは，次の二つの視点から考えることができ
る．
一つめは，スポーツ観戦の本源的価値は，スタジアム，アリーナでの観戦，応
援を通じて，来場者や選手たちと，時間と空間を共有し協働する一体感にある
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ことから，視聴者があたかもスタジアム，アリーナにいるかのような臨場感を
感じる映像であること．
二つめは，敢えて，スタジアム，アリーナでのライブ観戦ではないからこそ
視ることのできる映像であることである．
北海道日本ハムファイターズは，2004 年の北海道へのフランチャイズ移転
以降，さまざまな取り組みを通じて，新たな本拠地でのファンの開拓に努めて
きたが（4），北海道の広大さから，道民がホームスタジアムである札幌市の札幌
ドームに観戦に訪れることは，他の NPB の球団に比してもその物理的距離に
よる困難さがあり，また，移動には経済的負担も伴うことから，既存ファンの
定着を図り，新たなファンを開拓するうえでの試合中継の重要性に着目した．
そこで，試合中継の「量」を増やす取り組みに加え，中継映像の「質」の向上を
志向した（5）．その目的を果たすために，2016 年に球団が自ら高度な仕様の中継
車を購入して，札幌ドームの試合中継時のカメラの台数をそれまでの 6 台から
12 台に増設し，また放映する映像の制作も放送局任せにするのではなく，チー
ムが自ら行ってきた．
しかし，このカメラの増設によって，中継映像が具体的にどのように変わっ
たのか，これまで目に見える形で明らかにはされてこなかった．また，北海道
日本ハムファイターズの中継映像が，他の野球中継とどのように違うのかも明
らかではなかった．
そこで本稿では，北海道日本ハムファイターズのカメラ増設前の 2014 年シー
ズンと増設後の 2016 年シーズンの試合中継映像，そして，北海道日本ハムファ
イターズの 2016 年シーズンの映像と，同シーズンのメジャーリーグベース
ボール（MLB；Major League Baseball）
，韓国プロ野球リーグ（KBO；Korean
Baseball Organization League）
，同年の高校野球「全国高等学校野球選手権大
会」
（夏の甲子園）の映像を比較することによって，それぞれの試合中継映像の
特徴を明らかにすることを試みる．それにより，顧客を創造する野球中継映像
にとって重要なものが何かを考察し，ひいては，本稿が，日本プロ野球全体の
ファン拡大に繋がる試合中継映像の改善に資するものとなるよう努めたい．

2．中継映像分析の方法
分析の対象とした映像は，以下の試合の映像（6）の任意に切り取った一部であ
り，類似したイニングの場面を取り上げている．
〇 2014 年 9 月 27 日（土） 北海道日本ハムファイターズ vs オリックスバファ
ローズ ＠札幌ドーム（収録時間：829 秒）
〇 2016 年 10 月 16 日（日） クライマックスシリーズ FINAL 第 5 戦 北海道日
本ハムファイターズ vs 福岡ダイエーホークス ＠札幌ドーム（収録時間：
1 ,342 秒）
〇 2016 年 11 月 2 日（水） クリーブランド · インディアンス vs シカゴ · カブス
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＠プログレッシブフィールド（収録時間：891 秒）
〇 2016 年 11 月 2 日（水） 韓国シリーズ NC ダイノス vs トゥサン · ベアーズ
＠馬山総合運動場野球場（収録時間：1,419 秒）

回数は 24 回である．ルーズショットは 100 回，548 秒，41％でやはり映像全体
の 4 割を超え，2014 年とほぼ同水準である．さらに，12 台のカメラを中継され
た映像によく使用されたカメラから順位付けし，その上位 3 カメラから撮った

〇 2016 年 8 月 14 日（水） 全国高等学校野球選手権大会決勝
戸光星学院高校 ＠阪神甲子園球場（収録時間：849 秒）

映像が 1 , 342 秒の収録時間に占める割合は 56％，上位 5 カメラのそれは 78％で
あった．
ここで，2014 年の 829 秒間の中継映像の総カット数の 132 カットとリプレイ

東邦高校 vs 八

これらの映像のそれぞれについて，
① あるシーンからカメラが切り替わるまでを 1 カットとして数えた総カッ
ト割り数
② 選手を被写体とした際の，カメラが映す被写体の範囲（ルーズショット，
全身，上半身，バストアップ）ごとのカットの回数とその合計時間（秒

の回数 7 回を 2016 年の映像と比較するために 1 , 342 秒間に換算（1 , 342 / 829）
するとそれぞれ 214 カット，11 回となる．
これらの結果から，カメラの設置台数が増加したことにより，①より多くのア
ングルからの撮影が可能になったこと，②中継映像に使用されている上位カメ
ラの使用占有率が低下し，カメラの使用の分散化が進んだことがわかる．また，

数）
，そして 1 カット当たりの平均秒数
③ リプレイ映像の回数とその内のスロー映像の回数

総カット数が増加するとともに 1 カット当たりの秒数は短縮されている．他方，
フィールドを広く映した，あえて言えば，漫然と映したルーズショットはともに

④ カメラが被写体として観客あるいは観客席（観客のアップ，観客のルーズ
ショット，スタンドの情景を区別（7））を映したカット数

映像全体の 4 割を超えており，改善のポイントの一つであるとみられる．
さらに詳細に見ると，リプレイ映像は，2014 年の中継では，1 回のプレイに
対して，1 度リプレイ映像を放映するのみであるが，2016 年のそれでは，1 回の
プレイに対し，1 度のリプレイだけではなく，シーンによって 1 度から 4 度リプ
レイの映像が放映されている．その結果，当該プレイの選手の動きを再生する

⑤ 守備チームの投手と捕手を 1 フレームに収めた，いわゆる「P-C ライン」
以外のカットの被写体別（8）カット数
⑥ 球場内の同じカメラから収められたとみられるカットの，カットごとの
（9）
放映時間合計の収録映像中に占める占有割合（％）

の 6 項目を，映像の 1 秒ごとに，被写体，アングル（撮影使用カメラ），ライブ
かリプレイかをマトリクス上にプロットして集計し，それらの映像を比較分析
した（10）．

3．中継映像の比較分析と特徴の抽出
3 - 1 北海道日本ハムファイターズ戦の 2014 年と 2016 年の映像の比較
前述のように，札幌ドームに設置された試合中継の際に使用するカメラは，
2014 年の 6 台から 2016 年には 12 台となった．カメラ設置台数の倍加が，中継
映像にどのような変化を生み出したのか，数値から見ることのできる変化を以
下で概観したい．
2014 年の中継映像は，収録された 829 秒間にカット数は 132 カット，その 1
カット当たりの平均時間は 6 . 7 秒，リプレイの回数は 7 回である．ルーズショッ
トは 48 回，346 秒，42％で中継映像全体の 4 割を超える．フィールド以外のスタ
ンドやファンの映像は一度も収められていない．6 台のカメラを中継された映
像によく使用されたカメラから順位付けし，その上位 3 カメラから撮った映像
が 829 秒間の収録時間に占める割合は 64％，上位 5 カメラのそれは 89％であっ
た．
それに対して，2016 年の中継映像は，収録された 1 , 342 秒間のカット数が
253 カット，その 1 カット当たりの平均時間は 5 . 3 秒である．また，リプレイの

だけではなく，選手の表情を捉えた映像などが視られるようになった．また，
北海道日本ハムファイターズ戦の映像におけるリプレイは，すべてのリプレイ
映像のうち，2016 年の 1 回を除き，他の映像はスローモーション映像であり，
リプレイの目的は，好プレイや感動のシーンを繰り返して印象付け強調するこ
とよりも，プレイの検証の意味合いが強いとみられる．収録映像全体の選手の
表情を捉えた映像に着目すると，2014 年の収録映像 829 秒のうち，バストアッ
プ映像の回数 10 回，46 秒で 6％，上半身映像は 75 回，406 秒で 49％．それに対
し 2016 年は，収録映像 1 , 342 秒のうち，バストアップ映像の回数 65 回，275 秒
で 20％，上半身映像は 68 回，385 秒で 29％となり，上半身映像の減少とバスト
アップ映像の大幅増加を見て取ることができ，その結果，試合中継の際，視聴
者は選手の表情を見やすくなった．
また，2014 年には放送されることのなかったスタンドやファンの様子が，
2016 年には 5 回収録されているのは注目するべき変化である．
このように，札幌ドームでの北海道日本ハムファイターズ戦の試合中継映像
は，2016 年に，中継に使用するカメラの台数を，それまでの 6 台から 12 台に二
倍化することで，より多くのアングルから撮影され，カット数の増加と 1 カッ
ト当たりの秒数の短縮で，視ていて変化のある映像になるなど，その映像はい
くつもの点で大きく改善されたことが明らかになった．そこで，その 2016 年
シーズンの北海道日本ハムファイターズ戦の中継映像を，同じ 2016 年シーズ
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ンのメジャーリーグベースボール，韓国プロ野球リーグ，全国高等学校野球選
手権大会（以下，「夏の甲子園」と表記する．
）の中継映像と，先ほどの 2014 年
と 2016 年の北海道日本ハムファイターズ戦と同じ視点で分析して比較したい．

当たりの時間は，「夏の甲子園」を含め，今回の映像の中では最短で，それが映
像のスピード感の演出に繋がっていると考えられる．さらに，カットに映し出
される選手に注目すると，守備に就いている野手を映すカットの割合が，2016

それにより，そこにはどのような違いがみられ，何を学び取ることが中継映像
のさらなる改善につながるのか，次節以降でみることとしたい．

年北海道日本ハムファイターズの映像の 4 . 9％に対して，メジャーリーグベー
スボールのそれは 15 . 9％と高く，打球の飛来に備えて構える野手一人ひとりの
表情がわかるバストアップのカットを 1，2 秒程度で次々に切り替えていくの

3 - 2 メジャーリーグベースボールの試合中継映像の特徴
今回取り上げたプログレッシブフィールドでのメジャーリーグベースボール
の試合中継では，その撮影アングルから，2016 年シーズンの札幌ドームにおけ
る北海道日本ハムファイターズよりさらに数台多い 17 台程度のカメラが使用
されているとみられる．891 秒間の試合中継映像の総カット数は 200 カット，1

も特徴的で，この映像は，スピード感の演出とともに，フィールド上にいるす
べての選手の緊迫した表情を視聴者が読み取ることを可能にしている．これら
の諸点と反比例して，メジャーリーグベースボールの中継映像に占めるルーズ
ショットは，62 回，283 秒，33％で，40％を超える北海道日本ハムファイターズ
の中継映像と比較すると明らかに少なく，これは，メジャーリーグベースボー

カット当たりの平均秒数は 4 . 4 秒，リプレイ回数は 11 回，そして，スタンドや
ファンの様子を映す映像は 15 回である．このうち，総カット数，リプレイ回数

ルの中継には，視聴者を飽きさせない「意図をもった映像」が多いことを意味
するとみられる．

とスタンドやファンの様子を映す映像の回数を，2016 年の北海道日本ハムファ
イターズの試合中継映像と比較するために，1 , 342 秒に換算（1 , 342 / 891）す
ると，それぞれ 301 回，11 回，15 回となる．それらを 2016 年の北海道日本ハム
ファイターズの試合中継映像と比較すると，メジャーリーグベースボールの映
像は，総カット数が多く，1 カット当たりの秒数は短い．また，スタンドやファ

これらの諸点は，メジャーリーグベースボールでは，球場のどこか，一定の
席に着いていたのでは決して視ることのできない映像が多く中継に取り入れら
れていることを示しており，中継映像ならではの魅力を高めているということ
ができる．
それに対して，2016 年の北海道日本ハムファイターズの中継映像と比較し

ンの様子を映す映像のカット数は，2016 年北海道日本ハムファイターズのそれ
の 4 倍を超えていることがわかる．
中継された映像によく使用された上位 3 カメラの使用割合は，北海道日本ハ

て，圧倒的に多いスタンドやファンを映した映像は，視聴者をスタンドの楽し
い雰囲気に巻き込み，また，打席の選手や守備に就く選手の背景に熱狂する
ファンを映しこんだ選手と観客との同時カットは，フィールドとスタンドの一

ムファイターズの 56％に対して 48％，上位 5 カメラの使用割合を比較すると，
北海道日本ハムファイターズが 78％，メジャーリーグベースボールは 66％で，
カメラの台数が 2016 年の北海道日本ハムファイターズよりもさらに多い分，
中継に使用するカメラが分散し，より多様なアングルから撮影された映像が

体感を視聴者に伝える．これらの映像は，視聴者に，あたかも自身が球場のス
タンドに，多くのファンとともにいるかのような臨場感を感じさせる効果を有
するとみることができる．

中継されていると示唆される．また，メジャーリーグベースボールの中継映像
では，日本のプロ野球では規定上，現状では設置できないが，フィールド上の
ベースに特殊な小型カメラを仕込んで撮影した，スライディングでベースに滑
り込む選手をフィールド目線で捉えた映像などの多様な映像が映し出されるこ

3 - 3 韓国プロ野球リーグの試合中継映像の特徴
今回比較の対象とする馬山総合運動場野球場での韓国プロ野球リーグの試合
中継では，メジャーリーグベースボールと同じ 17 台のカメラが使用されている
とみられ，2016 年シーズンの札幌ドーム，北海道日本ハムファイターズ戦より

とも特徴的である．
さらに，選手の表情を捉えた映像に着目すると，メジャーリーグベースボー
ルの中継映像 891 秒のうち，選手の上半身を捉えた映像は，74 回，308 秒，34％
で 2016 年の北海道日本ハムファイターズより 5％多く，バストアップ映像の回

さらに 5 台多い．1 , 419 秒間の試合中継映像の総カット数は 229 カット，1 カッ
ト当たりの平均秒数は 6 . 2 秒，リプレイ回数は 22 回，そして，スタンドやファ
ンの様子を映す映像は 11 回である．それらの指標からは，韓国プロ野球リーグ
の中継映像は，全体として 2016 年の北海道日本ハムファイターズの試合中継

数は 66 回，226 秒，その比率は 25％，バストアップ 1 カット当たり 3 . 42 秒であ
る．このバストアップ映像は，2016 年北海道日本ハムファイターズの中継映像
の 20％より 5％多く，4 . 23 秒より約 0 . 81 秒短い．メジャーリーグベースボール

映像とよく似た傾向にあることがうかがえる．むしろ，韓国プロ野球リーグの
映像の方が総カット数は少なく，1 カット当たりの秒数は長く，視聴者にじっ
くり見せる傾向にある．その傾向が顕著に表れるのはリプレイの場面で，ホー

の中継映像は，今回取り上げたプロ野球映像の中では最もバストアップ比率が
高く，視聴者は選手の表情を読み取りやすいと考えられる．また，その 1 カット

ムランなどのシーンは，いくつものカメラからの映像でアングルを変え，ス
ローモーションを交え何度も繰り返し，打者が打った瞬間のベンチの様子を重
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ねるなど，カットは長いが冗長ではなく，ファンである視聴者の視たい場面を
上手く見せている印象を受ける．また，スタンドやファンの様子を映す映像の
カット数 11 回は，メジャーリーグベースボールには及ばないものの，2016 年

ボール同様，よく考えられ工夫された映像が視聴者に届けられていると考えら
れる．
これらの特徴は，球場でのライブ観戦では観ることのできない，中継映像の

北海道日本ハムファイターズのそれの 2 倍を超えている．ここで特徴的なこと
は，応援する一人ひとりの観客の動作や表情までわかるアップの映像が頻繁に
用いられ，なかでも，F 1 層（11）に含まれるような若い女性ファンの映像が目立

魅力を示すものである．

つ．一般に F 1 層は，消費意欲が高く，新しいトレンドにも敏感なことから，ス

全国高等学校野球選手権大会「夏の甲子園」の試合中継映像には，プロ野球
中継とは異なる際立った特徴がみられる．
「夏の甲子園」の試合中継には，2016 年の北海道日本ハムファイターズのカ
メラ 12 台を少し上回る 14 台程度のカメラが使用されているとみられる．ま
ず，中継映像の特徴を概観すると，849 秒間の試合中継映像の総カット数は

ポーツチームに限らず，多くの企業がビジネスのターゲットとして重視する層
である．彼女たちが友人同士のグループで，応援するチームのアイテムを身に
着け，盛り上がり，熱心に応援する様子が映し出されることは，視聴者に球場
でともに応援するような臨場感を感じさせ，さらに映像に華やかさを付加して
球場での観戦の魅力をよりよく伝える．また，中継を視た女性が球場に足を運
ぶハードルを下げ，男性の観客が多い球場に新たな女性ファンを呼び込む効果
も期待できると考えられる．
中継された映像によく使用された上位 3 カメラの使用割合は，北海道日本ハ
ムファイターズの 56％に対して，メジャーリーグベースボールの 48％をさら
に下回る 39％で，今回取り上げた中継映像の中では最も低く，上位 5 カメラの
それは，北海道日本ハムファイターズの 78％に対して，韓国プロ野球リーグは
メジャーリーグベースボールと同じ 66％で，様々なアングルから対象を映し出
し，カメラワークに動きを感じさせる．また，カメラそれぞれの使用占有率も
低く，17 台すべてのカメラの占有率は 15％を超えていないとみられる．
次に，選手の表情を視ることのできる映像では，韓国プロ野球リーグの中継映
像 1,419 秒のうち，選手の上半身を捉えた映像は，98 回，717 秒で全体の 49％，そ
の割合は 2016 年の北海道日本ハムファイターズより 20％も高いが，他方，バス
トアップ映像の回数は 18 回，106 秒，その比率は 7％，バストアップ 1 カット当た
り 5.89 秒である．このバストアップ映像の示す数値は，北海道日本ハムファイ
ターズのカメラ増設前の 2014 年シーズンの映像の数値に近似している．ここか
ら考えられることは，韓国プロ野球リーグでも選手の表情を捉え，視聴者に見せ
ることを重視してはいるが，バストアップ映像よりも上半身の映像の割合が高
く，フレームの範囲が広い分，選手の表情と動きの双方を見せることができると
も考えられ，それがもたらす意味は検討することが必要であろう．
さらに，出塁した走者を映す映像が，2016 年の北海道日本ハムファイターズの
映像では一度もなく，メジャーリーグベースボールでも 3 回で全体の映像の 2％
に過ぎないのに対して，韓国プロ野球リーグでは 25 回，17.6％と，次にみる「夏
の甲子園」と並んで際立って高く，さらにそれを上回っていることが特徴で，プ
レイする選手たちをより幅広く捉え映し出しているということができる．
韓国プロ野球リーグの中継映像に占めるルーズショットは，85 回，434 秒，
31％で，メジャーリーグベースボールと同水準で低く，メジャーリーグベース

3-4

全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）の試合中継映像の特徴

219 カット，1 カット当たりの平均秒数は 3 . 9 秒，リプレイ回数は 3 回，そして，
スタンドや応援する観客の様子を映す映像は 21 回に上る．このうち，2016 年
の北海道日本ハムファイターズの中継映像と比較するために，リプレイ回数，
総カット数，スタンドやファンの映像の中継回数をそれぞれ 1 , 342 秒に換算
（1 , 342 / 849）すると，リプレイ回数は北海道日本ハムファイターズの 24 回に
対して 5 回，総カット数は 253 回に対して 346 回，スタンドや応援する観客の
映像は 5 回に対し 33 回映し出されていることになる．すなわち，「夏の甲子園」
の中継映像は，2016 年の北海道日本ハムファイターズの中継映像と比較して，
明らかにリプレイの回数が少なく，総カット数が多く，その 1 カット当たりの
秒数は短く，スタンドや応援する観客を映し出した映像の回数が際立って多
い．この比較結果からみると，「夏の甲子園」の中継映像は，プロ野球と比較し
て試合のテンポが速いため，頻繁にリプレイ映像を組み込む時間的余裕はない
が，明らかに総カット数が多く，1 カット当たりの時間が短い．すなわち短時間
で次々と頻繁に切り替わる映像には変化が生じ，視聴者が視て飽きにくい映像
であると考えられる．しかし反面，例えば，ファールボールが続いた場面など，
カメラの切り替え順序がほぼパターン化しており，同じような映像の繰り返し
が，視聴者を退屈に感じさせる可能性がある．また，「夏の甲子園」では，打球
を追う野手の映像が 12％と，今回取り上げた映像の中で最も高く，走者を捉え
た映像も 16 . 1％と KBO の 17 . 6％に次いで多い．これにはフィールドでプレイ
する「高校球児」すべてが主人公であるという考え方が影響していると考えら
れる．さらに，スタンドや応援する観客を映す映像が際立って多いのは，スタ
ンドで応援しているのが，試合をしている高校の生徒や野球部員であり，プロ
野球と比較しても明確に「主役」としてスタンドから「試合に参加している」こ
との影響が大きいことと，出場高校の地元の住民の多くが試合を視聴している
と考えられることから，中継映像の視聴を通じて「共に応援している」と感じ
させる効果を生じさせることが重要であるためだと考えられる．この点は，地
元の住民以外の視聴者にも，あたかも甲子園のスタンドで共に応援しているか
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のような臨場感を付与することになるであろう．
中継された映像によく使用された上位 3 カメラの使用割合は，北海道日本ハ
ムファイターズの 56％に対して，
「夏の甲子園」は 53％，上位 5 カメラの使用

には，それぞれ，視聴者にとって中継映像がさらに魅力的になると考えられる
特徴がみられた．
それぞれの中継映像の魅力をあらためて概観すると，メジャーベースボール

割合は 78％に対して 76％で，カメラの台数が 2 台多いものの，2016 年の北海道
日本ハムファイターズの中継映像とほぼ同傾向である．
また，「夏の甲子園」の中継映像，849 秒のうち，バストアップのカットは 75

の中継映像は，1 カット当たり短く多いカット数，設置カメラ台数の多さを生
かした多様なアングルからの撮影映像や野手などの映像もみられ，その映像か
らは選手の表情が読み取りやすい．また，観客席や応援するファンの映像が映

回，289 秒で全体の 34％，上半身のカットは 49 回，189 秒で全体の 22％である．
これは，2016 年の北海道日本ハムファイターズのバストアップ 20 %，上半身
29％と比較すると，明らかにバストアップの映像の比率が高く，上半身の映像
の比率が低い．その結果，
「夏の甲子園」の映像は，選手の表情が読み取りやす
く，球場のシートからでは観ることのできない映像でありながら，試合の空気

し出され，視聴者にスタンドで応援，観戦する臨場感を感じさせる．
韓国プロ野球リーグの中継映像は，カット数の多さなどはメジャーリーグ
ベースボールに類似しており，出塁した走者の映像回数はメジャーリーグベー
スボールを大きく上回っているが，その際立った特徴は，リプレイ映像とスタ
ンドで応援するファンの映像にある．リプレイ映像では，試合中の好プレイを

感を伝える臨場感のあるものとなっている．
このように，
「夏の甲子園」の中継映像は，各都道府県の代表チームとしての

様々なアングルから，スローモーションを交えて，ファンやベンチの選手や
コーチ陣の表情も織り込みながら何度も再生し，視聴者にそのプレイを印象付

高校野球部の部員たちが一心にプレイし，その高校に在籍する生徒たちがスタ
ンドで応援し，
「みんなが主人公」であって，視聴者は自分の居住する，あるい
は出身地の高校を応援するという性格から，多くの選手が被写体となり，その
表情を読み取れるカットが多く，スタンドや観客の応援する姿も頻繁に映し出
され，野球ファンではない視聴者をも楽しませる工夫が見られた．応援する観

け，見ごたえのある映像を提供している．そのリプレイ映像自体がエンターテ
インメントショーを観るかのようである．また，スタンドの映像では，応援す
る若い女性のグループの映像が多く，それはリーグやチームが考えるマーケ
ティングのターゲットに合致していると考えられ，映像に試合観戦の臨場感を
加えるだけではなく，期待する層の集客効果も期待できるとみられる．

客や優勝の瞬間の撮影にはハンディカメラも使用されており，一体感と臨場感
を強く感じさせる．また，テンポの速い試合運びは，カットの短さ，カット数の
多さにもつながり，それが映像に視聴者を飽きさせないテンポの良さにもつな

「夏の甲子園」の中継映像はさらに特徴的である．テンポよくカットは切り替
わり，被写体は投手，捕手に加え，出塁した走者，野手といったすべてのシュ
チュエーションでの選手に及び，その一人ひとりの表情も鮮明に読み取ること

がっているのではないかと考えられる．

ができる．また，応援するスタンドの情景のカットは，今回取り上げた他の映
像と比較して際立って多く，一人ひとりの表情がはっきりとわかる．
これらの中継映像の特徴を本節の冒頭にあげた二つの視点に照らしてみる
と，つぎの三点が魅力ある野球中継映像を制作するうえでは重要であると考え

４．顧客を創造する野球中継映像におけるイノベーション
2016 年シーズンの北海道日本ハムファイターズの札幌ドームでのホーム
ゲームの試合中継映像は，2014 年シーズンからカメラの設置台数を二倍化する
ことによって，より多くのアングルから撮影し，カット数を増やし，1 カット当
たりの秒数を短縮して，視聴者を飽きさせず，選手の表情の読み取れるカット
を増やすなど，
① スポーツ観戦の本源的価値は，スタジアム，アリーナでの観戦，応援を通
じて，来場者や選手たちと，時間と空間を共有し協働する一体感にあるこ
とから，視聴者があたかもスタジアム，アリーナにいるかのような臨場感
を感じる映像であること．
② 敢えて，スタジアム，アリーナでのライブ観戦ではないからこそ視ること
のできる映像であること．
という冒頭に述べた二つの視点から，様々な改善が認められた．
しかし，比較の対象として分析した 2016 年シーズンのメジャーリーグベー
スボール，韓国プロ野球リーグ，同年の「全国高等学校野球選手権大会」の映像

られる．
① カット数が多いと映像に変化を与え，切れの良い映像になり，カット数が
少ないと視聴者を飽きさせる可能性がある．また，多様なアングルからの
映像は，試合映像に立体的な変化を与え，視聴者を引き込む．
メジャーリーグベースボールの中継映像では，投球と投球の合間を捉え，
野手やベンチ内を映し出している．韓国プロ野球リーグでは，繰り返し
様々なアングルからのリプレイを多く用い，そのリプレイの際に，当該プ
レイの瞬間のベンチの選手たちの表情を折り込むなどの工夫がみられる．
その結果，カット数は多くなり，視ていて面白い映像になっている．ま
た，1 秒，2 秒単位で細かくいろいろなカットを映し出すと漫然とした印
象を排し，視聴者は集中力を切らせることなく視ることができる可能性
がある．また，使用頻度の低いカメラを有効に利用することも，映像に変
化を与えることに貢献するであろう．
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② 投球を行い，捕手捕球や打球処理が行われる，いわゆる「プレイ以外」の
映像が重要である．
映す被写体を投手，打者だけではなく，野手や走者，ベンチ内やスタンド
のファンなど，被写体のバリエーションを増やすことが重要であると考
えられる．また，前項とも関連するが，韓国プロ野球リーグの中継映像の
ように，好プレイなどのリプレイ映像を効果的に用いることもライブの
プレイとは異なった魅力を生み出すことになる．
③ アップで撮られた映像は臨場感や迫力を視聴者に感じさせる．
フィールド上やスタンドでの，選手や観客のより近くで撮影された映像
には臨場感を感じる．
「夏の甲子園」の優勝した瞬間の映像は，ハンディ
カメラを用いてフィールド上で撮影されており，視聴者はフィールド上
の選手と一体となって喜びを分かち合えるような映像であるということ
ができる．また，ハンディカメラの手振れが臨場感を感じさせる点で演出
として有効に機能している．
こうした点を踏まえてプロ野球の中継映像を制作することは，より良い映像
を視聴者に届け，いわゆるプロ野球のコアファン以外の層に，より強く訴えか
けることを可能し，プロ野球における「顧客の創造」に資すると考えられる．
シュンペーターは，のちにイノベーションと呼ばれる新結合が遂行される経
済的リーダーシップに五つの類型を示し，その第一に
「新しい生産物または生産物の新しい品質の創出と実現（12）」
を挙げている．
また，ドラッカーはイノベーションについて，
「イノベーションとは市場や社会における変化である．それは顧客に対しよ
り大きな利益をもたらし，社会に対し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 ．
」
という．
そう考えると，北海道日本ハムファイターズの，中継カメラの台数を増やし，
チーム自らが中継映像を制作して中継映像の質的向上を図る取り組みは，わが
国におけるスポーツ中継映像におけるイノベーションの第一歩であると考え
（13）

られる．そして，本稿で比較の対象として取り上げた，メジャーリーグベース
ボール，韓国プロ野球リーグにも，それぞれのビジネスとしての発展状況，ま
た各国の社会のありようによって同様の契機があってイノベーションが遂行
されたと考えることができるであろう．それら，海外のスポーツリーグから学
び，また「全国高等学校野球選手権大会」のように，その大会の性格ゆえに生ず
る中継映像の際立った特徴から学ぶことによって，北海道日本ハムファイター
ズのみならず，NPB 各球団の試合中継映像の質がさらに向上し，
「顧客の創造」
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が進み，わが国のスポーツ文化が形づくられ広がることが期待される．そのプ
ロセスの中で，プロスポーツビジネスは自らの使命を果たし，よりよく社会に
貢献することができるのであろう．
【付属資料】
①総カット割り数
14シーズン
札幌ドーム

16シーズン
札幌ドーム

16シーズン
MLB

16シーズン
KBO

16 年
「夏の甲子園」

総カット割り数

132

250

205

219

220

1カット当り秒数

6 . 67

5 . 26

4 . 37

6 . 66

3 . 85

②被写体のカット割り数・秒数
14シーズン札幌ドーム

回数

秒数

1（ルーズショット）

48

346

1カット当たりの秒数
7. 21

2（全身）

6

31

5 . 17

3（上半身）

75

406

5 . 41

4（バストアップ）

10

46

4 . 60

16シーズン札幌ドーム

回数

秒数

1カット当たりの秒数

1（ルーズショット）

10 0

548

5 . 48

2（全身）

24

134

5 . 58

3（上半身）

68

385

5 . 66

4（バストアップ）

65

275

4 . 23

16シーズンＭＬＢ

1カット当たりの秒数

回数

秒数

1（ルーズショット）

62

283

4 . 56

2（全身）

23

76

3 . 30

3（上半身）

74

306

4 . 14

4（バストアップ）

66

226

3 . 42

16シーズンＫＢＯ

回数

秒数

1カット当たりの秒数

1（ルーズショット）

85

434

5 . 11

2（全身）

28

161

5 . 75

3（上半身）

98

718

7. 33

4（バストアップ）

18

106

5 . 89
1カット当たりの秒数

16シーズン
「夏の甲子園」

回数

秒数

1（ルーズショット）

86

349

4 . 06

2（全身）

10

22

2 . 20

3（上半身）

49

189

3 . 86

4（バストアップ）

75

289

3 . 85
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③リプレイ数
14 札幌ドーム

16 札幌ドーム

16 MLB

16 KBO

16 夏の甲子園

リプレイ本数

7

24

11

22

3

内スロー本数

7

23

7

12

3

14 札幌

16 札幌

16 MLB

16 KBO

16 夏の甲子園

スタンド描写

0

3

15

0

8

観客
（アップ）

0

2

3

4

13

観客
（ルーズ）

0

1

0

7

0

④観客を放送した回数

⑤ P-Cライン以外のカットの詳細
14 札幌

16 札幌

16 MLB

16 KBO

投手

37
［33 . 9 %］

81
［39 . 7 %］

32
［21 . 2 %］

17
［12 %］

28
［14 . 6 %］

打者

34
［31 . 2 %］

27
［13 . 2 %］

37
［24 . 5%］

25
［17. 6 %］

47
［24 . 5%］

捕手

［
1 0 . 9 %］

［
1 0 . 5%］

［
3 2 %］

9［6 . 3 %］

［
1 0 . 5%］

野手

［
3 2 . 8 %］

10［4 . 9 %］

24
［15 . 9 %］

［
7 4 . 9 %］

［
5 2 . 6 %］

16
［14 . 7 %］

38
［18 . 6 %］

9［6 %］

24
［16 . 9 %］

18
［9 . 4%］

ベンチ
走者

16 夏の甲子園

［
1 0 . 9 %］

0［0 %］

［
3 2 %］

25
［17. 6 %］

31
［16 . 1%］

ブルペン

0［0 %］

0［0 %］

［
3 2 %］

［
1 0 . 7 %］

0［0 %］

観客

0［0 %］

［
2 1%］

［
3 2 %］

［
4 2 . 8 %］

13
［16 . 1%］

スタンド

0［0 %］

［
3 1 . 5%］

12
［7. 9 %］

［
7 4 . 9 %］

［
8 4 . 2 %］

ネクストバッター

［
2 1 . 8 %］

0［0 %］

［
7 4 . 6 %］

0［0 %］

［
1 0 . 5%］

球追い

12
［11%］

15
［7. 4%］

［
8 5 . 3 %］

10［7 %］

23
［12 %］

スコアボード

［
2 1 . 8 %］

18
［8 . 8 %］

0［0 %］

［
1 0 . 7 %］

0［0 %］

その他

［
1 0 . 9 %］

9［4 . 4%］

10［6 . 6 %］

12
［8 . 5%］

17
［8 . 9 %］

109
（10 0 %） 204
［10 0 %］ 151
［10 0 %］ 142
［10 0 %］ 192
［10 0 %］
【注】
（1）Drucker, Peter F.
（1973），訳書（2008）p.73．
（2）今日のわが国の社会のありようについては，種子田穣（2016）pp. 99 - 100 参照．
（3）スポーツビジネスの特性については，種子田穣（2016）pp. 93 - 95，プロスポーツビジネスの
特性については，種子田穣（2014）pp. 166 - 168 参照．
（4）北海道日本ハムファイターズの，フランチャイズの北海道移転以来の顧客創造の営みは，
種子田穣（2019）に著した．
（5）種子田穣（2019）pp. 151 - 152 参照．
（6）2014 年と 2016 年の北海道日本ハムファイターズの試合映像は北海道日本ハムファイター
ズから提供を受け，他の試合映像はインターネット上から入手した．
（7）
「観客のアップ」は一人または数名の観客が映されており，表情が読み取れる映像．「観客
のルーズ」は例えば，少年野球チームの団体など，多くの観客が 1 フレームで映されてい
る映像．「スタンドの情景」は例えば，甲子園球場で言えばアルプススタンド全体を映す
など，スタンドの様子が広く映されている映像．
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（8）
「投手」
「打者」
「捕手」
「野手」
「走者」
「球追い」
「ネクストバッター」
「ブルペン」
「ベンチ」
「ス
コアボード」
「観客」
「スタンド」
「その他」の 13 被写体に区別した．「その他」には，球場外
のファンの様子，球場内コンコースの様子などが含まれる．
（9）札幌ドーム以外の球場の正確なカメラの台数，カメラ位置が不明なため，MLB，KBO と「夏
の甲子園」の中継映像については，カットごとにカメラが映すアングルを慎重に見極め，カ
メラの位置を推定するとともに，その結果としてカメラの台数も推定した．そして，同一の
カメラから撮られたとみられる映像をグルーピングして判断している．判断に際しては，メ
ディア企業でスポーツ中継映像制作に関わってきた専門家を交えた複数で確認し，可能な
限り正確を期し，本稿の内容に影響を与えるような間違いはないと確信している．
（10）それぞれの映像の収録時間が相違することは，試合映像の性格上避けられず，各映像の
二者比較を行う際の「総カット」
「リプレイ」と「スタンドやファンの映像のカット」の回
数比較は，2016 年の北海道日本ハムファイターズ戦の各指標を基準に比較を行うことか
ら，比較対象の「総カット」
「リプレイ」と「スタンドやファンの映像のカット」の回数に，
2016 年の北海道日本ハムファイターズ戦の収録時間が，当該比較対象の映像の収録時間
に占める割合を乗じて換算することにより行った（小数点以下四捨五入）．この方法によ
り，概ね放映される映像の傾向は示すことができたと考えている．なお，2016 年のファイ
ターズ戦と KBO の映像の収録時間は，それぞれ 1 , 342 秒と 1 , 419 秒で，収録時間が比較
的長く，分を単位にすると 1 分余りの差異であったため，換算を行わずに比較した．
（11）
「Female1」層．20 歳から 34 歳までの女性を指す．
（12）Schumpeter,Joseph A.
（1928），訳書（1998）pp.30 - 31 .
（13）Drucker,Peter F.
（1985），訳書（2007）p.308．
【文献】
Drucker, Peter F.（1973）Management, 上田惇生訳（2008）
『マネジメント』
（上），ダイヤモンド社
Drucker, Peter F.（1985）Innovation and Entrepreneurship，上田惇生訳（2007）
『イノベーションと
企業家精神』，ダイヤモンド社
Schumpeter, Joseph A.
（1928）
“Unternehmer”，清成忠男編訳（1998）
『企業家とは何か』東洋経済
新報社
種子田穣（2014）
「プロスポーツにおける顧客創造」
『文明とマネジメント』Vol. 11，ドラッカー
学会年報
種子田穣（2016）
「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」
『文明とマネジメント』Vol. 13，ドラッカー学会年報
種子田穣（2019）
「北海道日本ハムファイターズの顧客創造 ─ 北海道へのフランチャイズ移
転を契機として ─ 」，三浦一郎編著『顧客の創造』，晃洋書房

【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．
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マーケティング・コンセプトにおける
超越論と不可知論

業績が向上する傾向が認められている（4）．
なお，マーケティング・コンセプトという概念については，①顧客志向，②利
益志向（収益の実現）
，③マーケティング・ミックス（4 P）の統合的展開からな

The Transcendental Method of the Marketing Concept and
the Agnosticism: the Dynamics of P.F. Drucker’s Customer
Orientation and the Energetics

ある．

―ドラッカー顧客志向の可能態と現実態

宮内拓智

Takuji Miyauchi

（立命館大学スポーツ健康学部非常勤講師）

Summary
This paper illuminates the transcendental method of the marketing concept and the
agnosticism of the customer orientation. The essential one of P. F. Drucker’s ideas
is the customer oriented marketing concept. The Drucker’s customer orientation of
the marketing concept is very beneficial and very innovative and very meaningful.
However that customer orientation is the difficulty of recognition. Many views of
customer orientation suggest the paradox and the dilemma, the poor practicability,
the understanding impossibility. The customer orientation is infected with the
marketing myopia and the data intoxication, the tricks of the functionalism or the
behaviorism and so on.
Consequently I evaluate about the transcendental method and the agnosticism of the
customer oriented marketing concept. The customer orientation connotes modern
institutional self-reflexivity. The modern institutional self-reflexivity operates the
instability of the conceptual identity. But this factor accelerates breakthrough the
classical planning framework and the entrepreneurial discovery.

1．ドラッカー顧客志向のパラドックス ― 問題意識と課題設定
（1）ドラッカー顧客志向におけるアポリア
ドラッカーは『現代の経営』において，
「顧客は事業の土台であり，事業の存
在を支えるものである」という顧客を起点に置く経営思想を提起した（1）．また，
事業の目的は，利益の極大化ではなく，
「顧客の創造」であり，そのためのマー
ケティングとイノベーションの重要性も同時に主張した（2）．
このドラッカーの洞察は，
「顧客志向」や「消費者志向」，「市場志向」，「マー
ケティング志向」あるいは，単に「マーケティング・コンセプト」とも呼ばれ，
今日まで，多くの経営者・ビジネス・リーダーの支持を得ているだけでなく，
現在のマーケティング論の標準的テキストでも，繰り返し取り上げられてい
る（3）．また，多くの実証研究においても，顧客志向・市場志向が強まれば，企業

る諸概念の集合体全体をさす場合もあり，
「マーケティング・マネジメント」と
呼ばれることもある（5）．さらに，全社諸活動の統合する理念を意味する場合も
そもそも，顧客を事業経営の土台とみなす考え方自体は決して難解な経営思
想・経営理念ではない．顧客志向の発想の必要性を理解することも，複雑な論
理展開が求められる必要もない．しかし，現在でも，顧客志向を学ぶことを必
要としている企業や組織も数多く存在する．また，顧客志向を追求した結果，
一種のパラドックスが生じることもある．例えば，短期的には顧客の意向にそ
ぐわないことが，長期的には顧客の意向にかなうことであったり，その逆で
あったりもする．現在の顧客に向き合うのか，未来の顧客に向き合うのか，顧
客志向とは，具体的に取り組む実践の局面において，複雑な問題が出現してく
る．
（2）環境変化と事業転換のジレンマ：グンゼ株式会社の事例
例えば，日本で 120 余年間，事業継続しているグンゼ株式会社の事例を見て
みよう（6）．グンゼ株式会社は，何鹿郡蚕糸業組合を前身とし，1896 年創業し，
「養蚕業奨励の機関」を会社の使命とし，「優美なる生糸」の生産に取り組み，
1920 年代以降，戦前日本最大の輸出商品である生糸を製造販売する世界規模の
大企業へと成長した．また，戦後は，繊維加工品を主力事業とし，1980 年には，
メリヤス販売量 1 億 9500 万，ストッキング 2 億 5000 万足を販売するマス・マー
ケティング企業として「国民肌着思想」を実現し，市場における圧倒的地位を
築いた．その後，高付加価値化を狙った「ファッション・アパレル・メーカー」
への転換を本格化してきたが，十全な成果を得られず，機能資材を柱とする非
繊維分野への積極的に展開した．
グンゼの永続性は，環境変化に適応した事業転換の典型としての側面を有し
ており，
「企業永続の理論」に適合した内容でもある（7）．「企業永続の理論」は，
「事業定義は永遠のものではない」という命題に基づき，次の 3 つの前提を有し
ている．
第 1 に，企業・組織を取り巻く環境に関する前提で，企業・組織の存在意義
を規定するものである．第 2 に，企業・組織の使命に関する前提で，企業・組織
にとっての意義ある成果を規定するものである．第 3 に，企業・組織の中核的
強みに関する前提で組織の優位性を規定するものである．また，環境，使命，中
核的強みの 3 つの前提は，現実・環境に適合的でなければならないし，それぞ
れ他の前提と適合しなければならない．さらに，事業の定義は，組織全体に知
られ，理解されなければならないし，恒常的に検証されねばならない．
だが，反面，グンゼの事例は，一種のパラドックスでもある．まず，各前提の
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適合性が不確実である．戦前のグンゼは，
「粗の魁（最も最低のもの）」から「優
良なる生糸」作りに成功し，世界規模の生産量を提供するようになった．顧客
の支持・信頼を獲得する戦略的なブランド資産構築と事業拡大を意図するマ

示し，顧客満足の偶然性あるいは社会的評価の偶然性の問題を提起する．さら
に，可能態としての顧客志向と構造的無知との関連性を通じ，機能主義的マー
ケティング思考の特質を明らかにしつつ，形相としての顧客志向と企業家的

ス・マーケティング戦略とを，整合的に結びつけ，しかも，戦後の企業成長にも
結実させた．また，戦後，事業の主力を繊維加工へと転換したグンゼは，日本
を代表する「総合衣料企業」となったが，
「ファッション・アパレル・メーカー」
としての事業転換には不十分であった．マス・マーケティング戦略の成功が，
戦略的ブランド資産構築を妨げ，相反する帰結となった．さらに，「予期せざる

発見との関連性を取り扱い，これらの作業を通じて，顧客志向のマーケティン
グ・コンセプトそのものに再帰性（Reflexivity）
，すなわち「自らの行いやあり
方を事後的に振り返って問い直し，自己の核心部にまで及ぶ性質」に接近した

失敗」と「予期せざる成功」によって，
「脱・繊維産業」
，
「脱・アパレル産業」
へと移行し，
「機能素材メーカー」へと大きく事業内容を変貌させている．
戦略的ブランド資産構築とマス・マーケティング戦略・事業拡大戦略と事業
定義・再定義の三者の関係は，環境の不確実さに応じて，不確定な関係性を示
しているとともに，顧客志向の不確実性をも示している．とりわけ，顧客志向
の位相変化は，「BtoC 型（対消費者型）
」から，
「BtoB 型（対事業者型）
」へと焦
点を変え，日本経済全体の傾向だけでなく，消費財部門から生産財部門に構成
移転する資本主義的生産の発展傾向をも照応している．
（3）顧客志向の可能態と現実態の狭間
畢竟，顧客とは，他者であり，他者の欲望に従属することは，対自存在として
の人間には困難な営みである（8）．顧客志向という，抽象化すれば単純明快な命

い．
また，マーケティング・コンセプトは，再帰性を本性・本質として有してお
り，それは，制度的再帰性と行為の再帰的自己監察の 2 つの回路を通じて機能
し，マーケティング実践における継承と革新あるいは連続と断絶のダイナミズ
ムを生成する理論的・概念的装置でもある．

2．日本におけるマーケティングの地位と役割
（1）
「製品志向」のマーケティングと組織文化
コトラーは，1980 年代当時の日本企業を「世界最強のマーケター」と評価す
る半面，
「製品中心」のマーケティング・コンセプトや組織文化，すなわち，
「他
社より優れた製品」を作り出すこと，あるいは「よいものさえつくれば売れる」
という信念から離れられない現象を指摘している（10）．また，石井は，製造技術

題でも，具体的な個別に状況の中で，実践に移せば，顧客志向の現実と理想，あ
るいは可能態と現実態の間で大きく揺らぐこととなる（9）．この揺らぎこそは，
あるいは混乱と困難こそは，顧客志向の命題を無効化するものというよりも，
理論的革新と存立根拠の新たな意味づけを与える重要な機会として捉える必要

やモノづくりの比重が高い日本企業では，マーケティング資源の固定化や不可
逆的蓄積が進み，資源の有効利用の観点からの現場主義的な競争行動になりや
すいとしている（11）．1980 年代，日本企業は，世界で最も優れた品質の製品を，
適当な価格で提供し，様々な分野でリーダーとしての地位を確立していた．日
本企業は，供給業者との，より長期的な関係を志向した．供給業者に「品質保

がある．
その際，主要な問題は 2 つあると考える．第 1 の問題は，何故，顧客のニーズ
や意向に従うだけでは，マーケティングのプログラムやシステムが十全に機能

証」という考え方を浸透させ，品質上の問題点や設備投資などの情報を提供し，
技術指導や改善指導の努力を怠らなかった．
また，プロセス管理を徹底的に効率化し，在庫や時間を圧縮するリーン生産

しないか．第 2 の問題は，顧客のニーズや意向に従うことだけが顧客志向でな
いとするならば，顧客志向とは，どのようなマーケティングやマネジメントを
意味内容としているものなのか．いわば，マーケティング・コンセプトの存在
意義と存在様式を捉え直すことにある．
本論文では，上記の 2 つの問題を念頭に，顧客志向，すなわち，顧客こそが事

方式，別名，トヨタ生産方式が生み出された．「改善」や「品質管理」，「ジャス
ト・イン・タイム」，「カンバン方式」，「TQC」など，日本の考え方に多くのア
メリカ企業が影響された．これらは，いずれもプロセス・イノベーションに関
わる領域で，日本企業の競争力の重要な源泉であった．
コトラーの評価とは異なるが，アメリカ主導のグローバリゼーションの下，

業の存在を支える土台であると考える経営思想とその実践において，どのよう
な問題性と可能性を内在しているのか，企業家論的方法論の観点から，理論的

多くの困難を抱える日本企業が，マーケティングをどこまで活用できている
のかが問題であるし，また，全社的諸活動をマーケティング・コンセプトの下

に検討・考察し，機能と構図と意味を提示する．
はじめに，日本におけるマーケティングの地位と役割について考察し，
「生
産計画」の延長・拡張としての性格を提示する．次に，コーエン＝ドラッカー，
コトラー，保田，石井などの議論から，顧客志向のマーケティング・コンセプト
の多相性について取り扱い，非決定論的マーケティング世界像の意義と限界を

で統合する「マーケティング中心の経営スタイル」から学ぶべきことも大きな
意味を有している．産業社会から知識社会への構造転換対応が叫ばれて久しい
が，
「モノづくり」の比重が下がっていく中で，新しい生活者向けサービス・イ
ノベーションや担い手である新サービス企業の出現に関して，日本の現状は，
活発なものとは言い難い．この意味で，日本企業において，新しい時代の「顧客
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の創造」を実現するマーケティングとイノベーションにむけての課題は重要で
ある．
（2）日本経済の加工貿易構造：資本財・中間財及び自動車の事例
日本企業の多くが，
「製品中心」あるいは「製品志向」のマーケティングと組
織文化を有していることは，彼らを取り巻く環境要因に規定されているものと
考えられる（12）．

コスト・製品品質，さらには，新製品開発の面でも，競争優位を築いてきた．
しかし，その競争力の源泉として認識されるものは，プロダクト・イノベー
ションというよりは，むしろ「改善」
，
「TQC」などのプロセス・イノベーショ

日本経済の特徴として，加工貿易中心の構造があげられる．戦前，日本の輸

供給力の安定的な可動性の維持と固定性を支えるだけの安定した市場に確保
が，経営上の重要な課題となる．
この経営課題への対応が，日本企業において，マーケティングという機能・
職能として認識され，「生産計画」の延長・拡張，あるいは「生産計画」の「最
高の発展形態」としての「極限値」的な性質が宿っている（13）．日本企業は，過剰

出は国内総生産の 4 割近くを占めるまで成長した．戦後も，1960 年代の高度計
税成長期を経て順調に輸出を伸ばし，輸出大国化し，1985 年には世界シェアの
9％，輸出額 1770 億ドルとなった．その後，1990 年代半ば以降，世界シェアは，
急速に低下し，2000 年 7 . 4％，2016 年 4 . 0％となった．貿易黒字額も，2011 年の
3200 億ドルから，2016 年の 2150 億ドルと 3 割以上，減少した．
しかも，現在の日本においても加工貿易中心の構図は存続している．2016
年 の 輸 出 上 位 10 品 目 を 見 て み る と，①「 乗 用 車（ 金 額 919 億 ド ル，シ ェ ア
14 . 0％）」，②「集積回路（約 332 . 3 億ドル，5 . 1％）
」
，③「自動車用部品（約 323 . 9
億ドル，4 . 9％）
」，④「産業用機械（約 289 . 6 億ドル，4 . 4％）」，⑤「電池・コンデ
ンサー（約 204 . 9 億ドル，3.1％）
」
，⑥「プリント基板（約 163 . 7 億ドル，2 . 5％）」，
⑦「測定・分析・制御機器（163 . 3 億ドル，2 . 5）
」
，⑧「エンジン（約 149 . 4 億ド
ル，2 . 3％）」，⑨「船舶（約 129 億ドル，2 . 0％）
」
，⑩「土木建設用機械（約 97 . 4 億
ドル，1 . 5％）」となっており，輸入全体の 3 割を占める鉱物性燃料等に起因する
貿易赤字の多くは，これら自動車を中心とする輸送機械や資本財・中間財の貿
易黒字で補填している形となっている．
日本企業は，1980 年代後半以降，生産拠点を積極的に海外に移転してきた．
国際協力銀行『わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告書（2017
年）
』によれば，日本の製造業の海外比率は，2001 年度の 24 . 6％から 2016 年度
の 35％まで上昇し，なかでも，自動車 46 . 6％，電子機器製品 42 . 9％と高い水準
となっている．海外生産の増加によって，日本の最終財の輸出は減少したもの
の，部品などの中間財や生産機械などの資本財の輸出がしたため，輸出で外貨
を獲得する，これまでの構造は維持されてきた．他方，1990 年代以降の経済の
グローバル化と各国の技術水準の向上を背景とする新興国・途上国台頭の影響
を受けて，日本の輸出競争力が低下してきており，転換期を迎えつつある．
天然資源の多くを海外に依存する日本は，存続していくためにも，
「貿易立
国」という路線・政策理念を維持していかざるを得ない．また，海外需要を日
本経済に取り込むことにより，設備投資，雇用を拡大し，賃金と家計消費を増
大させるためにも，製造業による外貨獲得が重要な役割を有している．
（3）競争力の源泉としてのプロセス・イノベーションと「改善」の限界
先に述べた通り，日本の輸出構造は，自動車に依存した構造となっている．
日本経済の国際競争力を象徴する自動車産業は，グローバルな舞台で，価格・

ンである．自動車産業だけでなく，日本企業の多くは，強力な拘束力をもつ長
期的な契約関係を築き，生産設備・生産能力や研究開発能力といった供給力を
自社内に取り込み，統合した．いわば，供給力や経営資源を固定化し，これらの

生産を回避することに，その経営努力を傾注してきた．自動車産業の「カンバ
ン方式」は，その代表的な考えで，生産ライン変更の段取り時間を極端なまで
に短縮化するとともに，ライン変更の時間とコストを極小化した結果，小ロッ
ト・多品種の製造システムを確立し，過剰生産の回避に成功した．
その一方で，供給力の固定化に対処するマーケティングの展開方向は，市場
の管理を強化する方法を進め，垂直統合を進め，流通チャネルの末端までを管
理することを通して，最終顧客の動向を把握し，顧客需要の細部にわたって正
確に予測することを可能にした．とりわけ，1980 年代の情報ネットワーク化・
システム化技術の発展にともない，生産を流通やマーケティング・プロセスと
統合する「製販統合」を通じて，流通や顧客からの需要状況について迅速で継
続的な情報収集を図り，これらの情報を生産計画と結び付けることにより，月
次計画から週次・日次計画へと生産計画サイクルを短縮させた．固定的・不可
逆的な経営資源を有する企業の市場需要動態への適応力を，「速度の経済性」
を獲得することで強化した．
逆に言えば，日本企業のマーケティング行動は，供給力・生産力の不可逆的
な蓄積に対応するものであるとともに，経営資源自体の不可逆的な蓄積を促す
ものである．流通系列化や「製販統合」，製品ラインの拡大と製品開発のスピー
ド化などの日本のマーケティング行動の多くは，産業社会の価値観に規定され
ているといえよう．日本の製造業の GDP シェアは 2 割程度であり，製造業就業
比率も 1990 年代なかばの 23％から，2015 年の 16％に低下している．就業者数
でみれば 1000 万人を割り込む可能性が高い（14）．日本社会全体で，産業社会・工
業社会としての性格が希薄化していく中で，価値転換・意識転換が必要とされ
るであろう．
「マーケティング発祥の国」アメリカにおいても，生活者接点の新しいサービ
ス企業が活躍しており，新しい時代を象徴する存在ともなっている．多くの日
本企業とは異なり，アメリカ企業の場合は，
「固定資本をもたない経営」を志向
しており，「マーケティング中心の経営＝マーケティング・カンパニー」の実践
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の歴史が長い（15）．むろん，成功している企業ばかりではない．かえって，マー
ケティング・コンセプト＝顧客志向そのものの理解や定着が進んでいない場合
も少なくない．

3．顧客志向のマーケティング・コンセプトの多相性
ここでは，コーエン＝ドラッカー，コトラー，保田，石井の議論を取り上げ，
顧客志向のマーケティング・コンセプトの実践と成果が，客観的偶然と行為主
体のブリコラージュの相互作用に影響され，社会的に構成された構造であるが
ゆえ，実践として有効に機能するような理解・認識が得られない点に言及し，
顧客志向のマーケティング・コンセプトの多相性と位置付ける．
（1）機能しないマーケティング・コンセプト ― コーエン『ドラッカーの
マーケッターの罪と罰』の「5 つの大罪」
ドラッカーの経営理論を整理編集したコーエンは，多くの企業が陥っている
誤ったマーケティング発想を「マーケティングの 5 つの大罪」として紹介して
いる（16）．その内容としては，①高い利益率と高水準設定価格（「プレミアム価
格」）を追求すること（利益志向の追求）
，②市場が受容する価格をつけること
（現在の均衡価格に固執すること）
，③コスト主導型の価格設定，④過去の勝者
を重視し，モデルとすること，⑤機会より問題を優先することがあげられてお
り，いずれも，唯一のプロフィットセンターである顧客の存在の無視であり，
「顧客志向の忘却」であり，現実としては多くの企業で，顧客志向の理念は，実
現されていないし，組織として理解・認識されてもいない．
ドラッカーは，顧客創造という社会的有用性あるいは社会的価値の立場か
ら，利益最大化説を重要な誤謬とみなした．ドラッカーによれば，企業・事業
の基本的機能として，マーケティングとイノベーションが位置づけられてお
り，マーケティングは，最終成果の観点＝顧客の観点からみた，企業・事業そ
のものであり，それゆえ，マーケティングに対する配慮と責任は企業の隅々ま
で浸透しなければならないものとされる．その際，強調されることが，企業・
事業の基本は利益ではなく，顧客の創造であり，顧客創造こそ企業の唯一の存
在理由であり，顧客の欲求・要求を満たすために，社会は，企業に富を創造す
る資源をゆだねることとなる．
また，マーケティングは事業全体を包含・包摂するため，マーケティングの
諸相を総体的に捉える「トータル・マーケティング・アプローチ」あるいはホリ
スティク・マーケティング概念で認識しなければならない．顧客ニーズを充た
すことを目的として，すべての事業部門を統合させる根本原理は，マーケティ
ングの核心部分に組み込まれ，マーケティング・コンセプトと呼ばれるように
なる．
マーケティング・コンセプトと同時に，製品，価格，流通，販売促進といった
マーケティング諸活動を，顧客や消費者の動向に適合させて，統一的に管理す
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るマーケティング・マネジメントの概念は，1950 年代のアメリカにおいて成立
した．
アメリカ企業の場合，マーケティング・マネジメントは，コストに敏感に反
応し，収益性や売上高などのマーケティング・マネジャーの目的に応じた，合
理的な意思決定を志向している．そして，マーケティングの基本的な指標とし
て流通在庫水準が重要な意味を持ち，需要適合の手段として，素早くかつ大胆
に，販売促進や価格条件，流通チャネルの変更を実行する．このことは，アメ
リカ企業にとって，マーケティング・マネジメントという職能・機能が，短期
的な市場需給アンバランスを即時的に解消する手段であると同時に，他の諸職
能・機能とは独立した一つの意思決定領域となっていることを意味する．
こうしたスタイルが可能になる条件としては，マーケティング諸手段・諸資
源のコストとその効果との関係が明確であること，また，マーケティング諸手
段・諸資源・諸用役の調達が容易で，マーケティングに必要な資源の成長・衰
退のスピードも速いことがあげられる．アメリカ企業における競争力の重要な
源泉のひとつは，市場機会に，経営諸資源を適応・動員させるスピードが極め
て速い点があげられる．この意味で，アメリカ企業は，
「資源の高い可動性・機
動性を生かしたマーケティング」を特徴とし，
「固定資本を持たない経営」を志
向している．それゆえに，アメリカ企業のマーケティングは，利益志向やコス
ト志向などの組織内部環境の圧力によって，顧客志向が抑圧される傾向を生み
出す環境にあるといえよう．
（2）機能しないマーケティング・マネジメント ― コトラー『マーケティン
グの 10 の大罪』
アメリカ型のマーケティング・マネジメントは，マーケティング・コンセプ
トを機能不全にするだけでなく，マーケティング・マネジメント自身も，重大
な機能不全に陥る要因となる．
コトラーによれば，多くの企業では，マーケティング・プロセス全般に，責任
を負うマーケティング部門の存在は極めてまれであり，実際には，各部門が断
片的に機能を担い，非効果的・非効率的なマーケティングが展開されている．
こうしたマーケティングの効果性と効率性を損ねている要因を，コトラーは特
定し，「10 大罪」と名付けた（17）．それは，①市場の定義が不明確で顧客主導に
なっていないこと，②標的顧客層を十分理解していないこと，③競合に対する
認識が不足していること，④利害関係者との関係を適切に管理できないこと，
⑤新たな機会を見出せないこと，⑥マーケティング計画およびその策定プロセ
スが十全に機能しないこと，⑦商品・サービスを十分に絞り込めていないこと，
⑧ブランド構築力やコミュニケーション能力が低いこと，⑨効果的・効率的に，
マーケティングを推進できる組織になっていないこと，⑩テクノロジーを活用
しきれないことである．
言い換えれば，分業主義的な組織管理を基礎とした，目的合理的・実証主義
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る．保田によれば，市場獲得支配のためのマーケティング諸活動・諸政策，あ
るいはマーケティング戦略は，独占資本にとって有用な諸見解・諸概念・考え
方，すなわち，一定のイデオロギーによって支えられている（18）．この場合，イ

的なスタイルのアメリカ型マーケティングの限界である．専門特化した職能・
機能分野として，優れたマーケティング部門を持つことが，マーケティングの
理想型ではない．マーケティング部門が，マーケティングの重要性を認識し，
積極的にマーケティングを実践していても，組織全体が，マーケティング・コ
ンセプトや顧客志向を有していなければ，顧客からの支持を獲得することがで

デオロギーは思想体系を意味する，一般的で中立的な意味ではなく，特定の社
会的・経済的目的を推進するために，通常，無意識に考え出された思想体系あ

きない．また，ブランドの重要性は認識していても，ブランドの資産的価値を
高める具体的なプログラムやシステムを組織全体で構築するためには多くの困
難がある．

るいは思考様式である．通常，この種の思想体系・思考様式は，客観的実在と
その合法則性を追求するのではなく，問題解決のための有用な「知的道具・装
置」の追求であり，一定の功利的・実用的視角から屈折しているため，「真理」

また，目的合理主義・実証主義的なマーケティングのスタイルは，行動の軸
となる事業定義が必要不可欠であり，それは，現実の制約から自由なコンセプ
トであることが意味を持つ．目的や戦略の形成において資源制約を少なくし，
行動のダイナミズムを確保するためである．逆に，事業コンセプトの不在や不
正確さは，マーケティング戦略や経営戦略の成功の妨げとなる．少なくない企

を捉えられない「虚偽意識」でもある．
すなわち，マーケティングの場合には，市場政策・市場行動としての側面お
よび思想・イデオロギーとしての側面の統一物として，独占資本の経済目的達
成の重要な手段として存在する．このようなマーケティングの思想的・イデオ
ロギー的側面を，マーケティング・イデオロギーとするならば，
「消費者志向」
，

業では，マーケティングの出発点である STP が十分に機能しておらず，市場や
顧客の特性を把握した絞り込みもできていない．また，直接的な競争相手だけ

「顧客志向」はその典型であるとしている．また，その特性は，①「経営の基本
哲学」
，②「社会的責任論」，③「独占資本と消費者大衆の利害の調和」論として

でなく，間接的・潜在的な競争相手や新たに登場する破壊的技術に注意する企
業は少ない．むしろ，
「マーケティング・マイオピア」に陥り，潜在的な競争相
手への警戒を怠り，深刻な危機にさらされることとなる．さらに，組織の枠や
閉塞感にとらわれ，新たな事業機会を発見することができない．
同時に，目的合理主義的・実証主義的なスタイルは，市場機会への機敏な反

の性格であり，④主観主義的・観念論的性格としての「資本主義弁護論・擁護
論」の一種であるとする．
とくに，「消費者中心志向（顧客志向と同義）
」は，マーケティング・コンセプ
トの本質的要素をなしており，第二次世界大戦後の技術革新によって激化した
資本主義の諸矛盾，とりわけ市場問題を，資本家的に「解決」することを求める

応と機動的な資源配分・資源動員を目的としながらも大きな制約を抱えてい
る．それは，新しい市場機会そのものの発見にかかわるものであり，また，新し
い市場機会を発見したとしても，瞬時に反応し，事業を起こすことは当面不可

独占資本の，現実の切実な要請に応える，一つの経営理念＝イデオロギーであ
る．そこでは，コペルニクスの地動説になぞらえて，「ビジネス・ユニバースの
絶対的中枢」として，消費者を位置付けている．

能であろう．
（3）マーケティングにおける無意識的深層と意識的表層 ― 保田芳昭「マー
ケティング・イデオロギー＝虚偽意識」論
これまで見た通り，日本型のマーケティングは，
「生産計画」の延長・拡張に

生産中心志向から消費者中心志向へのコペルニクス的転換という表現は，現
代の資本主義経済の本質を転倒させた倒錯した表現であるとする．第 1 の含意
は，現代の国家独占資本主義の下での消費者大衆に対する支配と収奪を隠蔽
し，消費者を眩惑する幻想としての側面である．第 2 に，生産と消費の矛盾が激

あるものであり，他方，アメリカ型のマーケティングは，機動性・流動性重視
の展開で，目的や戦略の形成が不十分であれば，マーケティング・コンセプト
やマーケティング・マネジメントの，いずれも十全に機能しないおそれが生じ

しくなり，そこでの独占資本が自己の生産する巨量の商品の市場を拡大・支配
し，独占利潤を現実的に獲得するために，消費者を啓発し，操作する必要性，す
なわち，市場問題の激化へのブルジョア的反映としての側面である．したがっ
て，マーケティング・コンセプトは，単に欺瞞的な幻想をふりまくだけでなく，

る．日米双方のマーケティングも，多くの場合，顧客志向の理念は，あくまで
も，可能性にとどまったままである．
このことは，どのような意味を有するものと考えればよいだろうか．可能態
から現実態へと移行し，自らの内在的本質を実現する過渡的な過程における，
マーケティング・コンセプトの構成性と不確実性と不可能性の表現として捉え
られるべきであろうか．
ここでは，森下理論に依拠し，独自のマーケティング理論を展開した保田芳
昭の「マーケティング・イデオロギー＝虚偽意識」論を取り上げ，考察してみ

消費者を操作・支配するための有力な思想的武器として最大限に活用される．
その思想的影響力の下，消費者大衆の体制内化を意図し，個別経営的には，
企業組織の改編と機能の統合化と，生産と流通の両面にわたって合理化を推進
し，また，独占的高利潤の最大限の追求に合致するように，消費者の欲求を「創
造」し，「開発」し，誘導・操作・支配・管理するための，より巧妙で，より体
系的な独占資本の消費者大衆収奪政策の基本的な経営理念にほかならないとす
る．
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支配・操作というポリティカルな要素の評価と，「欺瞞」
，
「幻影」とよばれ
る意識形態・様式の要素を，今日の状況の下で，どのように評価するのか．マ
ルクス主義は，生産システムと階級利害対立の弁証法的展開として歴史を解釈
した．我々が，純粋に合理的真理だと考えられるものでも，実際には，隠された
階級的利害を反映しているという思想を提起した．したがって，「真理」を忠実
に表現していると主張するイデオロギーは，いずれも，実際には，既存の望ま
れる経済的・社会的秩序の正当化に他ならない．言い換えれば，マーケティン
グは，無意識に支配される深層と，意識化されている表層の二重構造であると
いえる．
しかし，現実そのものは，解釈抜きでは無意味・無価値であるから，イデオ
ロギーとは，現実を解釈する語り方であり，認識と生活との不可分の一要素で
もある．この意味で，イデオロギーは，
「事実」や「真実」そのものではなく，出
来事に対する一定の見方や解釈を推進するために作られた「物語」であり，「神
話」を意味する
（4）非決定論的マーケティング世界における偶有性と認知的転回 ― 石井淳
蔵『マーケティングの神話』と社会構成主義
伝統的・典型的なマーケティングの考え方における「神話的性格」を明示し，
「環境適応の論理」や「原因・結果の論理」
，
「実証主義へ志向」，「目的・手段に
ついての合理性の仮定」なども「構成された物語」として，マーケティング研究
における脱実証主義の立場を提起したのが，石井である（19）．石井によれば，成
功するマーケティング実践は，社会によって事後的に構成された「物語＝神話」
であり，必ずしも，製品開発プロセスにおいて合理性が成立するとは限らず，
「偶有性の論理」に強く影響される．また，当初，企業が設定するコンセプトや
ターゲットも見誤りが多く，顧客・消費者と商品との関係においても多様な意
味づけが生成してしまう．こうした企業内外での揺らぎ・断層は，顧客・消費
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て，「意図せざる結果」を生じさせる．また，種々のマーケティング政策が策
定される時，その根拠となる仮説的市場像が設定されても，市場の現実によっ
て，絶えざる修正・訂正が行われる．さらに，「神の視点」をもつ「無限の認識
者」を想定したものでなければ，企業の経営戦略の根拠は，根源的には，擬制
化・仮構化されたものであり，環境分析や情報収集にも限界があるにもかかわ
らず，「分析麻痺症候群」に陥る危険がある．
「マーケティングはみずから適応するべき需要を創造する」という命題は，一
種のパラドックスである．究極的には根拠がないマーケティングや経営戦略の
実現や根拠づけのためになされるマーケティング・リサーチや環境分析など
も，現実を汲み尽すことはできない．いずれにせよ，根源的に，判断の根拠が
ないにもかかわらず，判断の準拠枠＝規範が必要であり，コミュニケーション
概念の下での，当事者＝主体間の相互承認の循環を繰り返す「自己言及のパラ
ドックス」によって，「擬制・仮構（フィクション）」，あるいは「見せかけの必
然性」が生み出される．同時に，この自己言及の連鎖が，パラドックスのそのも
のの隠蔽となる．すわなち，石井のマーケティング理解は，相対主義と社会構
成主義と反実在論による，日本のマーケティング研究の伝統における，決定論
的潮流あるいは歴史的必然を追求する方法論の超克をめざしている．他方，
「意
図せざる結果」や「偶有性」を取り扱おうとする石井理論は，一種の「奇跡論
法」でもある．
反実在論の立場は，
《理論の決定不全性》を根本原理としており，合理的基準
によって，この根本原理を疑うことができる．合理的基準としては，①豊饒性，
②他の理論との整合性と統合性，③単純さと構成美，④新奇な予言・予測可能
性，⑤応用可能性，⑥理解の容易性などである．また，少なくとも，対象につい
ての実在論と法則についての実在論とに区別することも重要となる．この意味
で，認知的転回を求めるものである．マーケティング研究において，決定論批

者の欲望の不定形性・不確定性・不安定性（
「欲望のあいまいさ」
）に起因して
いる．「合理性」や「因果性」
，
「科学性」は，マーケティングの成功によって，
いわば後付けでなされた「物語＝神話」である．
また，実証主義的・目的合理主義的なモダン・マーケティングとは異なる，
ポスト・モダン（脱近代合理主義）および脱実証主義の立場から，「世界をど

判を受け止めた形で，
《実在・理解可能性・因果性》の立場から，マーケティン
グの多相性，あるいは実在の多相性についての認識を包含する展開が必要であ
ろう．

のように構成し，構成された世界についての存在了解をどのように獲得する
のか」を問う存在論の視点を，マーケティング理論に導入し，社会構築主義的

企業家の活動は，予測不可能で，無秩序なものに見える．しかし，経済計算で
きる諸要素をすべて計算しつくした後に残る非合理的なものを直視する企業家
精神こそ，市場経済において勝ち残る者が具備する精神である（20）．不確実性と

マーケティング理解のパラダイムを提唱した．社会構築主義とは，
《言語》こ
そ《現実》を決定するという「言語論的転回」を自らの基本的立場とし，《現実》
は，当事者間の相互作用＝コミュニケーションを通じて，社会的に構成されて
いるという視点を強調する点に本質がある．
この観点から，マーケティング・プロセスは，コミュニケーション・プロセス
として捉えられ，コミュニケーションそのものの「曖昧さ」と「不定さ」によっ

4．顧客志向についての位相と転移

未知性の世界における企業行動を支配する《実践理性》であり，
《現在から未来
への跳躍》にかかわる．だから，大胆さや衝動，予感などは，企業家的成功およ
び失敗の素材である．
また，企業家的発見において，是正される無知とは，経済主体自身が，自分が
無知だということにまったく気が付いていないということである．この種の無
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知は，高いコストをかけて慎重な学習を行うことによって，「正当化」されるも
のではない．企業家的発見は，見過ごされたことに機敏に気付くことであり，
実際に明らかであるものに気づくことに不思議にも失敗しているものの弁明で
はない．
マーケティング・コンセプトの実践的展開において生じる失敗は，単なる行
為者の無自覚や不注意，あるいは計画的制御・統制の不徹底の問題などとして，
属人的経験至上主義的に捉えられる傾向にある（21）．その一方で，戦略や命題の
一般性や客観性の追求に偏りがちなマーケティングの実践と研究の影響から，
モデルやシステムの法則性への固執，必然性の仮構による大局観の喪失や決定
論的・運命論的・法則論的発想への拘泥など，法則至上主義立場による失敗も
生み出される（22）．この意味で，マーケティング・コンセプトにおいては，属人
的経験至上主義か，法則至上主義か，あるいは特殊局在的なものか，普遍的な
ものかの「断層」が存在する．
さらに，社会的な相互作用によって，状況の誕生と消滅が繰り広げられ，顧
客志向を要諦としたマーケティングの実践と理論の刷新が図られる反面，
「他
でもありえた可能性」という「無の可能性」の様相にかえって拘泥し，主体自身
の中でなく，他者の中に，マーケティングの存在意義・存立根拠を求め，マー
ケティングの虚構性への偏向が生じる（23）．
マーケティングの多相性を前提とし，虚構性を意識しつつも，マーケティン
グ世界像を構成する諸要素間の特性，すなわち，構造に焦点を当てるならば，
マーケティングの内在的本質が，無規定な可能性にとどまる可能態から，それ
が実現し完成した現実態への移行の過程を検討してみよう．
4 . 1．可能態としての顧客志向と構造的無知
（1）マーケティング・マイオピアの陥穽 ― 事業観の曖昧性と多義性
企業がどこに向かっているのか，どこに向かうべきかという質問に答えるた
めには，多くの事柄を考慮しなければならない．自らの進むべき目的・目標が
わからなければ，方途はいくらでもあり，
「迷路」に入り込んでしまう．顧客や
社会について確実にわかっていることは，絶えず変化しているという点のみで
ある．経営者あるいはマーケティング担当者の事業観には，絶えず，曖昧性や
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を調整し，マーケティングの要請と他部門の要請を調整する機能を有している
ため，マーケティング・コンセプトの見極める努力の重要性を認識する必要が
ある．
また，レビットが提唱するマーケティング・マイオピア（マーケティング近
視眼）は，マーケティング論の基本概念のひとつとして広く知られている（25）．
レビットは，アメリカの鉄道会社を典型事例として，ひとつの産業あるいは企
業の衰退は，ニーズの消滅だけでなく，存在しているニーズをとらえ損ねてい
る企業組織ないしは経営者のマイオピアによって生じると述べている．鉄道会
社の場合では，「製品・サービス」を基準とした分類枠組みではなく，顧客に提
供している「機能・価値」を基軸とした分類枠組みを用いて，自社の事業を「人
やモノの移動」という新しい次元で再定義するべきであったとする．レビット
の議論は，「製品・サービス」から「機能・価値」へと，手段と目的の関連を捉
え直すことで，企業の経営者やマーケティング担当者に，視野の広がりや柔軟
性を与え，事業の新しい展望や可能性を見いだすことができることを示してい
る．逆に言えば，マイオピアによって，企業は新しい成長の可能性を見逃して
いるだけでなく，
「横並びに同質競争」＝競争の同質化を招きやすい．
しかも，マイオピアをもたらすのは，
「誤った知識・情報」に由来するもので
はない．
「鉄道会社の事業は，鉄道業である」という知識は，「正しい知識・情
報」である．しかし，企業経営者やマーケティング担当者，自らの思考や行為，
あるいは会自社の企業活動を内省し，新しい次元の実践を想起するものではな
い．
顧客志向によって，顧客のニーズや意思，行為を捉えることによって，マー
ケティングの確実な計画と統制が可能になるが，計画的な統制の徹底だけが目
的ではない．顧客志向とは，企業にとっての問題解決の手段・政策というより
は，問題の提起であり，内省的対話を作り出すことに主眼がある．
（2）マーケティング・リサーチの罠 ― 顧客理解の不可知性と恣意性
マーケティングにおいては，顧客と市場を知ることが不可欠である．つまり，
企業は，顧客のニーズや行動を理解し，顧客と企業両方の利益を実現する方法
で，顧客を迅速かつ効率的に満足させなければならない（26）．そのため，多くの

多義性が入り込み，経営的成功の妨げとなる．
レビットによれば，マーケティング・コンセプトが誤用され，企業経営上の
問題を引き起こす原因ともなっていると指摘している（24）．その理由は，マーケ

企業では，マーケティング・リサーチに取り組むこととなる．また，あらゆる
マーケティング意思決定では，その基礎となる情報面においても，結果の予測
の面でも不確実性を含んでおり，マーケティング・リサーチは，このような不
確実性を低減させ，経営者やマーケティング担当者の意思決定を支援する（27）．

ティング・コンセプトが導入されるとき，確固とした知識と体系的な活動が持
ち込まれていないこと，または，機能と役割に関しての過大なマーケティング
信奉が持ち込まれたことにあり，顧客を創造し，維持する目的で組織されたプ
ロセスとして，事業・企業を捉えるマーケティング・コンセプトの本来性を損
ねているからである．また，マーケティング・コンセプトは，顧客と企業・会社

しかし，マーケティング・リサーチは，「万能の道具」ではない．マーケティ
ング・リサーチは，人間の複雑な行動は単純な反応を複数組み合わせた結果と
捉え，人間の行動における観察可能な部分だけに焦点をあえて，証明不可能な
《内面＝心》を扱うことを回避する．客観的に観察され，集計化された数量デー
タに依拠していれば，企業経営者やマーケティング担当者，あるいは研究者が
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間違いのない事実にたどり着けるわけではない．
「集計化の罠」
，
「疑似相関」
，
「理論負荷性」
，「帰納推理の限界」など，これらの限界を忘れて，普遍的法則の
成立を前提とした思考や実践に執着した時，マーケティング・マイオピアに陥
る．しかも，誤った知識がマーケティング・マイオピアを導くのではない．マー
ケティング・リサーチの形式的な高度化や精緻化を進めても，マーケティン
グ・マイオピアを強化する役割しか果たさない．実証主義と帰納主義を特徴と
する「科学的経営のドグマ」である．
石井によれば，企業が緻密なマーケティング・リサーチによって実証的に裏
付けられた商品を次々と販売しているだけでは，企業収益の悪化をもたらしか
ねないとする．企業が全体としてまとまりのない商品群を抱え込んでしまうか
らである（28）．マーケティング・リサーチにおいて，顧客理解の不可知性と恣意
性がかえって表現される．
（3）機能主義・行動主義マーケティングと構造的無知
マーケティングの概念は，19 世紀末から 20 世紀初頭に確認でき，大量生産と
大量流通が可能となった産業社会に出現した，新しい現象であり，新しい課題
である．しかし，マーケティング・コンセプトなどの現代的な概念枠組みの原
型が整いだすのが，1950 年代から 60 年代にかけての時期である（29）．例えば，ケ
イスの「マーケティング革命」では，顧客を「ビジネス・ユニバースの中心」と
位置付けるとともに，生産志向，販売志向，マーケティング志向と 3 つのマネジ
メントのフェーズを対比させて，マーケティング・コンセプトという概念に言
及し，その社会的普及に貢献した（30）．また，マーケティングを，複数の機能の
最適組み合わせの問題として捉えることの必要性への認識が進み，マーケティ
ング・ミックスという概念への理解が深まっていった（31）．とくに，マッカー
シーは，
「4 つの P」というユニットで捉えるアイデアを提示した（32）．
そこでは，機能主義的思考が採用され，制御変数と非制御変数の 2 つの変数
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し，予測するため，彼らの心理を把握するだけでなく，顧客決定論という形で，
市場動向・社会現象を，人間心理・心情に還元して捉えようとする転倒が生じ
る．
身体感覚としてある個別性について，様々な属性に還元し，様々な観念に分
配・接合していくことができる心理学的人間観は，機能主義的人間観でもある．
そして，機能主義の論理的帰結は，外面性の強度と内面性の強度の相関である．
実体としての内容を持たない主体は，反応することのみが自己確信・自己確認
する原理となる．だから，機能主義は，どのような関数で，自己や環境を構成す
るかを問うものであり，方法論的に外部性や未知性を排除している．
顧客あるいは消費者の意思や行為は，あらゆる事態を見通した上で，確立さ
れたり，実行されたりするわけではない．この見通しの悪さ，言い換えれば限
定合理性によって，行為の社会的合成と時間的順序展開を経て，《意図せざる
結果》が生み出される．人間の意思や選好・嗜好は社会的相互作用の中で形成
される性質のものである．
また，マーケティング・プログラムの確実な計画制御，あるいは企業活動の
有効性を，事前に測定・予測することが可能となるには，先行指標としての，
顧客の心理や内面の把握情報の確実性が求められ，一種のデータ至上主義と観
測可能なデータの有限性を超える正当化志向が働く．
自然現象と異なり，社会現象では，理論を，法則的な因果関係を扱う普遍命
題の体系として限界を抱えているし，マーケティングや企業経営の実践が依拠
しているのは，普遍法則ではなく，個別の状況における，局所的な因果関係で
ある．したがって，その実践には個別の現場での経験の蓄積とともに，狭い経
験主義による狭い視野・視界から解き放すための「分析・分類の枠組み」とし
ての理論的なものが必要となる．
顧客志向の真の焦点は，顧客の意思や行為ではなく，それらの源泉となる諸

を通して，環境界を把握し，自己や自己の環境の有限性や受動性の克服を試み
る．機能主義において，インプットとアウトプット，あるいは刺激と反応にお
ける一定の規則性・傾向性こそが，システムの実体性を構成するものであって，
内内面性・内部や主体などが存在しない，いわばブラックボックスである．さ
らに，行動主義となると，行動・態度・外貌が内実を規定する．結局は，アウト

要因の間で揺れ動く因果の構造である．実践理性の世界であるマーケティング
において，
「プロクルステスの寝台」はしくじる．言い換えれば，顧客志向とは，
企業にとっての問題解決の手段・策というより，企業内外に作り出した反省的
対話を通じて，問題を提起することにある．

プットとインプットの関係がすべてを決めてしまう思考枠組みを前提とし受け
入れ，人間を単純な記号処理を行うだけの存在として捉えてしまう．すなわち，

4 . 2．形相としての顧客志向と企業家的発見
（1）潜在的ニーズの顕在化と企業家的発見 ―「見えないもの」を見る
事業の土台・基盤として顧客を位置付けた場合でも，人間の意思や選好・思
考が社会的相互作用の蓄積の中で形成されるため，消費は社会的に動機づけら
れたものとなる．社会的に動機づけられた消費を捉えた概念や理論は，顕示的
消費など多数あるが，代表的なもののひとつにガルブレイスの依存効果があげ
られる（33）．依存効果とは，現代の産業社会に出現した企業と消費者との間の相
互作用関係であり，欲望を充足する過程が，同時に欲望を創造する過程である

機能主義・行動主義の帰結として，分析的知性が抑圧される．
市場動向を含む / 社会現象は人間の心理・心情や認識だけに還元できないに
もかかわらず，分析的知性の抑圧は，心理主義・心情主義および彼らと結びつ
いた自己中心性を生み出すこととなる．企業経営やマーケティング担当者の理
解が，顧客志向を消費者調査などによって把握した顧客の意向に従って企業経
営を展開することとしているならば，顧客あるいは消費者の購買行動を説明
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特別な構造を有している．それは，自律的に決定された顧客のニーズに受動的
に対応する存在として企業を捉えていないだけでなく，顧客のニーズを競合他
社よりも効果的かつ効率的に満たすことができるかどうかに，事業の成否をゆ
だねるような，単純な消費者決定論・顧客決定論を否定している（34）．また，消
費者操作による企業決定論の世界でもなく，豊かな社会における多様な選択や
競争による相殺や説得への消費者の抵抗が生じる．
依存効果に着目し，顧客志向を理解すれば，顧客あるいは消費者そのものを
直接操作することが困難であっても，顧客のニーズの具体的な形成のプロセ
スに企業が介入し，一定の範囲で操作が可能となる．いわば，マーケティング
は，顧客の変化に受動的に対応するだけでなく，変化の先を行く活動が重要と
なる．顧客の欲求が欲求である限り，それは顧客自身の内面でのことにすぎず，
マーケティングなどの企業活動によってのみ，潜在的な欲求やニーズが有効需
要に変えられて，潜在顧客が顧客となり，顧客創造が行われる．顧客自身が気
づいていない要求だけでなく，気づいている要求でも有効需要にかえることは
困難な作業である．
顕在的なニーズの有効需要化は，顧客志向の典型のひとつである．例えば，
コンビニエンス・ストア・チェーンのセブンイレブン社は，
「仮説」と「検証」
のビジネス・サイクルのための道具として，単品管理と多様な諸条件と販売実
績との因果関係を調べる分析システムを利用している（35）．このサイクルは，競
争力の源泉であり，産業的発展の基盤である．この場合，他人によって利用さ
れていない機会を利用することであり，市場の不均衡の発見とその解消を図る
市場プロセスを担う企業家的行為，すなわち，企業家的発見と企業家的機敏性
を体現しているとともに，本質的に，不可知で，根本的な，将来の不確実性と
結びついている（36）．この意味で，企業家精神の発揮としてのイノベーションと
マーケティングに照応している．
企業家的発見とは，一種の洞察力であり，行為者の「心象風景・心に映った
環境イメージ」にほかならない．現実の世界は不確実性に満ちた世界であり，
事前に発見できるような客観的事実は乏しく，環境イメージの形成の仕方次第
で，活動の成否は大きく異なる．逆に言えば，人間が，いかに，自分をとりま
く世界を知覚しているのか．人間の社会生活を，意味論の観点から，生態学的
ニッチと起業論的ニッチを，記号要素の選択と結合によって表現することを通
じて，生活世界からの《合図（Cues）
》を，巧みに解釈している（37）．
ドラッカーによれば，予期せぬ出来事は重要なイノベーション機会のひとつ
である（38）．偶然の察知による予期せぬ発見を通じて，多様性と創造性を発揮し
つつも，あるひとつの可能性に収斂させる．未知性と偶有性を有する生活世界
において，異質な要素の結合は，異化作用と自己言及性を内包し，創発性の淵
源となる．言い換えれば，新しい知識による世界の捉え直しあるいは世界の再
構成に他ならない．
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（2）分析的知性と古典的計画論の超克 ―《フレーム問題》と時間性
先に述べた通り，機能主義は，基本的に，制御変数と非制御変数の 2 つの変
数で世界を捉えていく．制御できないものを，制御できるものを使って，相対
的に支配し，自分の有限性や受動性，環境の有限性を突破する試みである．予
定の行動とは異なる実際の行動，あるいは不意の出来事や偶然といった変化に
対応する制御を，フィードバックという（39）．これは，結果を，目的にもとづい
て反省するプロセスであり，通常，偶然性を排除するマネジメント・サイクル
（Plan-Do-See-Check）と異なり，偶然性への対応＝チャンス・オペレーション
を含むものである．
また，フィードバックのプロセスは，結果を見て，態度を変更する人間の思
考のプロセスとも相似形である．人間は，人間が，人間であるために，人間的
であることのすべてが自明ではないに，無自覚である．だから，自己中心性を
排除する経験主義的立場が重要となり，分析的知性によって，自己の基準を無
思慮・無自覚に適応させないことは，予定の行動にしか対応できない機械的な
ふるまいを排除するために重要となる．限界を持つ人間の認識にとって誤謬は
本質的なものである．状況によって，真理と誤謬は相互転化し，真理の逸脱と
して誤謬はある．「すべての誤謬は真理の理解を助ける」，この箴言は今日でも
重要な意味を持っている．相対的な誤謬によって絶対的な誤謬を回避すること
ができる．「大きな失敗をしないために，小さな失敗をする」ことは，失敗を排
除・回避することだけに傾注するよりも有意義である．
さらに，機能主義的な思考は，要素還元主義でもあり，主題的な行動・操作
を求める．主題主義的な行動・操作を起こすと，ほぼ無限にちかい「関連事項・
例外事項（Side Effect）」が生じる《フレーム問題》が発生する（40）．通常，《フ
レーム問題》は，
「有限の能力しか持たない情報処理の主体にとって，膨大な情
報を完璧に扱くことができない」という，情報量の問題として取り扱われる．
《フレーム問題》は，単に，量の問題だけでなく，環境の時間性の問題でもある．
主題の決定の問題は，あれこれの行動・操作の《現在》ではなく，その行動・操
作にとっての《未来》であるような時点に，存在の現実性を確保する．言い換え
れば，《未来》からの逆投影として，
「かつてあったもの」として発見される．
機能主義・行動主義を行動原理とするマーケティングは，古典的計画論の世
界でもある．マーケティング・システムとは，垂直的統合を前提としている意
味で，生産と流通の社会的分業の止揚を重要な内容のひとつとしている．同時
に，マーケティングは，市場競争への対応と顧客需要の異質性への対応から，
総合的なマネジメントを展開する．通常，マーケティング・マネジメントは，予
め想定された市場と企業との間の刺激・反応を繰り返す関数モデルによる，プ
ランニング・計画化の過程として捉えられてきた．
古典的な計画論では，「望ましい将来像」あるいは，「理想像」を描き，そこ
に到達するための手段・方法・プロセスを見いだすことを常としていた．新し
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いアプローチでは，時間とともに，我々が知りえない方向に向かって展開する
ことを率直に認めるとともに，そのメカニズムを理解する能力をどのように高
めることができるかということについて議論を深める必要がある．

第 1 に，産業社会初期に対応した「マーケティング Ver. 1 . 0」であり，
「製品
志向・新製品志向」あるいは「販売志向」のタイプである．第 2 に，産業社会後
期（大衆消費社会）の「マーケティング Ver. 2 . 0」であり，「マーケティング志

とりわけ，不確実性の時代には，計画の原理はもっと多様で柔軟なものに変
化しなければならないだろう．社会変化を引き起こしている戦略的重要性を持
つ要素の理解とそのダイナミズムの理解が重要である．計画立案者は，現象の

向・消費者志向・顧客志向」あるいは「顧客参加型」
，
「体験型」
，
「経験価値型」
，
「感情型」と多様化してきている．第 3 に，IT 革命期（過渡期）の「マーケティン
グ Ver. 3 . 0」で，「価値主導型」あるいは「社会志向」であり，
「精神型」，「ホ

相互作用の本質や複雑な動的過程を支配する原理について深い理解のもと，現
象の変化に決定的な影響を与える戦略的重要性要因について，適切に評価する
必要がある．

リスティク・マーケティング」，「CSR（企業の社会的責任）」，「CSV
（共有価値
創造）
」など多様なキーワードで特徴づけられる．第四に，知識社会における
「マーケティング Ver. 4 . 0」で，「自己実現」や「オムニチャネル管理」，「顧客
エンゲージメント」などのキーワードが特徴づける．
この種のマーケティング観は，時代状況に対応したマーケティング類型とし

5．むすびにかえて
（1）顧客志向の再帰性 ― 顧客志向は問い続けられる
通常，顧客志向とは，顧客の意思や行為を捉えることによって，マーケティ
ング・マネジメントの確実な計画・統制が可能になることを説く命題として理
解され，マーケティング・コンセプトと同意語とされる．そこには，一種のパ
ラドックスとトートロジーが繰り返されている．ドラッカーやコトラーなど
「マーケティングの泰斗」のマーケティング・コンセプト評価の変遷と顧客回帰
がそのことを示している．顧客志向あるいはマーケティング・コンセプトの論
理構造に内在する性質にもとづくものと考える．
第 1 に，顧客志向は，社会的に構成される．石井が指摘するように，企業の
様々な事業展開が，マーケティングとして，経営的成功後の後付けとして意味
づけられる．第 2 に，顧客志向の不可知性で多くの場合，その実体を厳密に規定
することは極めて困難である．時代の変遷はもちろんの事，経営環境に関わる
多様な要因によっても，その意味内容が変容してしまう．第 3 に，顧客志向の再
帰性，すなわち，顧客志向は，常に，反省的に問い直され，批判される性質をあ
らかじめ有している．それゆえ，顧客志向は，決してゴールに到達しない．ど
のような理想的な状態のマーケティングであっても，その判断の根拠に強く疑
いのまなざしを向けられる可能性を潜在させている．逆に言えば，顧客志向は，
企業経営における《行為の再帰的モニタリング》のひとつであり，主体は自ら
の行為を事後的に振り返って意味づけるのが常態であり，その意味内容も多義
的なものとなる（41）．また，顧客志向は，マーケティング・システムにおいて，専
門家システムから供給される知識そのものが適用される《制度的再帰性》とし
て機能する（42）．マクロレベルの再帰性は，社会システムのあり様を照応する．
（2）マーケティング思考と洞察力
多くの場合，マーケティング理解において，
「製品志向」から「販売志向」へ，
「販売志向」から「顧客志向」へ，さらには「顧客志向」から「社会志向」という
発展段階論的理解がなされる．例えば，コトラーは，次のようなマーケティン
グの発展形態を想定している（43）．

て，系統発生的であると同時に，個別企業の発展段階を示す個別発生的なもの
として捉えている．マーケティング主体として，自らの行為の意味を問い直し，
不確実性と不安にさらされるようになるとともに，顧客志向が登場する．顧客
志向は，常に，反省的に問い直され，批判される性格を予め持っている．この
意味で，一種のトートロジーであり，原点回帰を求めるものでもある．マーケ
ティングが，不安解消装置としての機能することが期待される．
顧客志向は，必ずしも正しいとは限らない（44）．状況によっては，大きな誤謬
を生じることとなる．まず，第一に，当事者として活動する内部者と，結果だけ
を見る外部者との間に生じる認識上のギャップによって，「未来の顧客・未来
の市場」や「新しい競争者・新しい産業」は創造されないばかりか，見えない他
者との相互作用によって，
「閉ざされた世界」に思考は幽閉されることとなる．
必然でもなく不可能でもない様相がマーケティングの領域となるならば，異
化作用によって，マーケティング・マイオピアを克服するとともに，世界像を
刷新する必要がある．その際，マーケティング思考において，2 つの原理が意識
される必要がある（45）．ひとつが隣接性の原理であり，結合，換喩，メトニーに
代表される世界原理でもある．もうひとつが，類似性の原理であり，選択，換
喩．メタファーに代表される言語原理である．これらの原理によって，意味拡
張・意味転換させ，新しい知識による世界の捉え直しあるいは世界の再構成が
なされる．とりわけ，実存的経験価値と歴史的文化価値の探求には，多様で重
層的な思考が求められる．
顧客志向の再帰性を，制度的再帰性の観点から捉えれば，マーケティングへ
の様々な批判的まなざしを位置付けることが可能となる．

［注］
（1）この点に関しては，P.F. ドラッカー著（上田惇生訳）
『現代の経営（上）』ダイヤモンド社，
2002 年を参照．
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2002 年及び P.F. ドラッカー著（有賀祐子訳）
『マネジメント（Ⅰ）』日経 BP，2008 年を参照．
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た，経営の失敗だけによるものだけではないことに言及する．クリステンセン
（2001）は，成功したイノベーターが，優れた経営をおこなっていてもなお，市場
での地位を失ってしまう場合があることに着目し，以下のように指摘している．

―ク
 リステンセンの理論の到達点と
ドラッカー研究への寄与を中心に

Innovation and Customer Value: Focusing on Achievement Point
of Christensen’s Theory and Contribution to Drucker Research

西川英臣

Hideomi Nishikawa
（立命館大学 BKC 社系研究機構客員研究員）

Summary
By examining “the theory of disruptive innovation,” this paper has clarified that
Christensen’s theoretical characteristics focus on customers and customer needs.
It has clarified that both Christensen and Drucker argue that the focus on customer
value is essential for the realization of innovation, although the term is different.
It has contributed to the enrichment of customer value theory in Drucker research
by considering the reasons that prevent the realization of management focusing on
customer value in the description of Christensen.

はじめに
クレイトン M．クリステンセンは非常に有名な経営思想家である（1）．彼の生
み出した概念である「イノベーションのジレンマ」は，経営学を学ぶ学生や製
造業で働く人は，1 度は聞いたことがあるのではないだろうか．
クリステンセンは 2020 年 1 月 23 日に惜しくもこの世を去った（2）．それに際
して，クリステンセンの諸研究を改めて読む機会を持った．読んでいるうちに，
クリステンセンの洞察の鋭さに驚くとともに，その特徴ともいうべきものに理
解できるようになってきた．また，その諸研究のなかに顧客志向のマーケティ
ングに関するプリミティブな議論を見出すことができることに気付いた．
そこで本稿ではクリステンセンが提起した「破壊的イノベーションの理論」
を整理することを通して，その特徴を示したい．そして，その特徴を掘り下げ
ることで，ドラッカー研究における新しい論点を見出すことを目的としたい．

1．優良企業が失敗するのはなぜか？
クリステンセン（2001）は，多くの経営者が尊敬して手本とし，革新と実行
力で知られている優良企業，いわゆるイノベーターであっても，ある種の市場
や技術の変化に直面した際に，対応できず失敗するケースが見られることを取
り上げる．そして，こうしたケースの失敗の理由が，例えば顧客の軽視といっ

右記のような（筆者補足 ― シアーズ・ローバックとデジタル・イクイッ
プメントが挙げられている）優良経営企業の場合，すぐれた経営こそが，業
界リーダーの座を失った最大の理由である．これらの企業は，顧客の意見に
耳を傾け，顧客が求める製品を増産し，改良するために新技術に積極的に投
資したからこそ，市場の動向を注意深く調査し，システマティックに最も収
益率の高そうなイノベーションに投資配分したからこそ，リーダーの地位を
失ったのだ．
これを突きつめると，現在広く認められている優良経営の原則の多くが，
特定の状況にしか適していないことになる．顧客の意見に耳を傾けることが
まちがっている場合，性能が低く，収益率の低い製品の開発に投資すること
が正しい場合，主流市場ではなく小規模な市場を積極的に開拓することが正
しい場合がある．
（クリステンセン（2001）5-6 頁）
この「優良企業が失敗するのは，優良経営の原則に従っているためである」
というパラドキシカルな仮説を説明する論理として提起したのが，「破壊的イ
ノベーションの理論」である（3）．

2．持続的イノベーションと破壊的イノベーション
「破壊的イノベーションの理論」の説明に入る前に，その基礎となるイノベー
ションをクリステンセンがどのように定義しているかについてふれたい．
クリステンセン（2001）では，イノベーションは「技術の変化」として定義さ
れている．そして，ここにおける「技術」とは，「組織が労働力，資本，原材料，
情報を，価値の高い製品やサービスに変えるプロセス」であり，エンジニアリ
ングだけでなくマーケティング，投資，マネジメントなどのプロセスを包括し，
製造業以外の企業にも適用できるものとして定義されている（クリステンセン
（2001）6 頁）
．
また，クリステンセン（2001）はイノベーションを「持続的イノベーション」
と「破壊的イノベーション」の 2 つに区分している．
第1節

持続的イノベーションの定義

クリステンセン（2001）は「持続的イノベーションは，従来製品よりも優れ
た性能で，要求の厳しいハイエンドの顧客獲得を狙うもの」と定義している
（クリステンセン等（2003）39 - 40 頁）．ここにおける性能とは，航空機における
航続距離，テレビにおける画質のように，「顧客がそれまで重視してきた特性」
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を意味している（クリステンセン等（2014）6 頁）
．つまり，ある製品・サービス
分野において「顧客がそれまで重視してきた特性」を高めるために行われる製
品・サービスの改良が，持続的イノベーションであるといえる．
破壊的イノベーションの定義
他方で，クリステンセン（2001）は，破壊的イノベーションを「少なくとも
短期的には，製品の性能を引き下げる効果を持つイノベーション」と定義して
いる（クリステンセン（2001）9 頁）
．また，クリステンセン等（2003）では「現
在手に入る製品ほどには優れていない製品やサービスを売り出すこと」によっ
て，
「新しい顧客やそれほど要求が厳しくない顧客にもアピールする」と定
義している（クリステンセン等（2003）39 - 40 頁）
．さらに，クリステンセン等
（2014）は，破壊的イノベーションが「新しい価値提案を実現する」と定義して
いる（クリステンセン等（2014）6 頁）
．そして，クリステンセンは，破壊的イノ
ベーションを利用した製品・サービスが「通常は低価格，シンプル，小型で，使
い勝手がよい場合が多い」という特徴を持つことに言及している（クリステン
セン（2001）9 頁）
．
つまり，破壊的イノベーションは，ある製品・サービス分野において，既存
の製品・サービスと比べれば「顧客がそれまで重視してきた特性」という意味
での性能は低いものの，異なる特性を付加した新製品・新サービスによって，
新しい価値を実現するイノベーションであるといえる．この破壊的イノベー
ションは，さらに「ローエンド型破壊的イノベーション」と「新市場型破壊的イ
ノベーション」の 2 つに区分されるが，これについては後述する（4）．
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「新規顧客や魅力のない顧客群に安く売れる，シンプルで便利な製品を商品化
することが課題である状況」で有効であるとされている．
つまり，クリステンセンは，持続的イノベーションと破壊的イノベーション
のどちらが有効となるかは，顧客や市場の状況に依存していることを指摘して
いるといえる．

3．破壊的イノベーションの理論
クリステンセン（2001）は破壊的イノベーションの理論を説明するモデルとし
て，図 1 を提示している．破壊的イノベーションの理論はその後発展を遂げ，ク
リステンセン等（2003）では，破壊的イノベーションは「ローエンド型破壊的イ
ノベーション」と「新市場型破壊的イノベーション」の 2 つに区分されている．
図 1 は，この 2 つのうちローエンド型破壊的イノベーションを説明するモデルと
して理解することができる．つまり，図 1 は破壊的イノベーションの理論の一部
を説明するものでしかない．また，クリステンセン等（2003）では「新市場型破
壊的イノベーション」を含めたモデルの図も存在する．しかし，破壊的イノベー
ションを説明するにあたっては，まずローエンド型破壊的イノベーションのみ
のモデルをもとに説明をはじめた方がわかりやすいため，図 1 を採用する．
第2節

ローエンド型破壊的イノベーションのモデル

図 1 の図中の y 軸（縦軸）は，前述したある製品・サービス分野において「顧
客がそれまで重視してきた特性」という意味での性能を示す．これを以下では
便宜上，性能αと呼んでいる．x 軸（横軸）は時間を示している（5）．また図中に

持続的イノベーションと破壊的イノベーションの担い手と状況
クリステンセン等（2003）は，「持続的イノベーションの状況，つまり企業が

は 2 種類の線が敷かれている．1 つは実線であり，これは企業による性能αの向
上を示す線，つまり製品・サービスが時間とともに改良されていく様子を示し
ている．2 本の実線のうち，上の実線は持続的イノベーションによる性能αの

魅力ある顧客に高く売れる，より良い製品をつくることで競い合う状況では，
ほぼ必ず既存企業が勝つことがわかった．これに対して破壊的イノベーション
の状況，つまり新規顧客や魅力のない顧客群に安く売れる，シンプルで便利な
製品を商品化することが課題である状況では，新規参入者が既存企業を負かす
確率が高い」と述べている（クリステンセン等（2003）36 - 37 頁）．

向上，下の実線は破壊的イノベーションによる性能αの向上を示している．
もう 1 つは，性能αに対する顧客のニーズが，どのように移り変わっている
かを示す点線である．2 本の点線で示されている．2 本の点線のうち上の点線
は，要求が最も厳しいハイエンド（最上層）の顧客の性能αに対するニーズを
示す．下の点線は，最も要求の甘いローエンド（最下層）の顧客の性能αに対す

この記述は 2 つのことを示している．それは第 1 に，それぞれのイノベーショ
ンの担い手である．上記では持続的イノベーションでは既存企業，つまり既に

るニーズを示している．図中ではハイエンドとローエンドの 2 本の点線が示さ
れているが，クリステンセンは，掘削機の破壊的イノベーションを示す事例の
図では 3 本，鉄鋼の事例の図では 4 本の点線を描いている（6）．つまり，図中の点

その製品・サービス分野で成功を収めている実績ある企業が担い手となり，破
壊的イノベーションでは新規参入企業が担い手となることが多いとしている．
第 2 に，持 続 的 イ ノ ベ ー シ ョ ン と 破 壊 的 イ ノ ベ ー シ ョ ン で は，有 効 と
な る 状 況 が 異 な る と い う こ と で あ る．上 記 で は，持 続 的 イ ノ ベ ー シ ョ ン
は「魅力ある顧客に高く売れる，より良い製品をつくることで競い合う状
況」において有効であるとされている．他方で，破壊的イノベーションは，

線が 2 本であるのは簡素化したものにすぎない．これは，ハイエンドとローエ
ンドの間に多くの顧客と顧客階層が存在していることを想起させる．
次に実線と点線の見方について言及したい．x 軸（横軸）の同じ時点におい
て，実線の性能αが，点線の性能αより低い場合は，顧客が企業の製品・サー
ビスの性能αに満足していないことを示す．逆に，実線の性能αが，点線の性
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2）
「破壊的技術の性能は，現在は市場の需要を下回るかもしれないが，明日
には十分な競争力を持つ可能性がある」こと．
前述した持続的イノベーションの主な担い手が，既に実績ある優良企業，破
壊的イノベーションの主な担い手が，新規参入企業であることを踏まえ，その
上でこれら 2 つの点を若干補足する．図 1 は，実績ある企業が，持続的イノベー
ションによって，性能αを高め続けた結果，それを利用した既存の製品・サー

市場のローエンドで
求められる性能

ビスは，時間経過とともに次第に多くの顧客にとって性能過剰になることを意
味している．つまり，既に性能αに対するニーズを過度に満たされている顧客
は，さらなる性能αの向上によって生じる割増価格を支払おうとは考えなくな
るのである．
クリステンセン等（2014）は，こうした「既存顧客が使いこなせる価値に比
べて，製品・サービスが性能過剰になり，したがって高価になりすぎたとき」
に，ローエンド型破壊的イノベーションが起こると述べている（クリステンセ

図1

ローエンド型破壊的イノベーションのモデル
出所：クリステンセン（2001）6 頁 図 0 . 1 をもとに筆者作成．

ン等（2014）4 頁）
．
第3節

ローエンド型破壊的イノベーションの 6 つのステップ

能αより高い場合は，顧客が企業の製品・サービスの性能αに十分以上に満足し
ていることを示す．

ここで，図 1 とこれまでの議論をもとに，ローエンド型破壊的イノベーショ
ンの論理を 6 つのステップで説明してみたい．

図 1 の破壊的イノベーションを示す下の実線が始まっている箇所を見てほし
い．この時点では，下の実線の性能αは下の点線の性能αより低い位置にある．
これはその時点では，破壊的イノベーションによって生み出された新製品が，

（1）新規参入企業が，低コストビジネスモデルを構築し，実績ある企業と比
べて，性能αは低いが低価格な新しい製品・サービスを，主流市場のロー
エンドにいる「過保護にされた」顧客（7）をターゲットとして，提供し始め
る（8）．

ハイエンドの顧客はおろか，ローエンドの顧客の性能αに対するニーズさえも
満足させていないことを示す．他方で，その時点の上の実線の性能αは，下の
点線の性能αよりは高く，上の点線の性能αよりは低い位置にある．これは，
その時点で，ハイエンドの顧客は，持続的イノベーションによって改良された
既存製品の性能αに満足していないものの，ローエンドの顧客は，それに十分
以上に満足していることを示す．
注目してもらいたいのは，図中の実線と点線では傾きが異なっている点であ
る．これは，時間経過とともに，企業の製品・サービスの改良による性能αの
上昇スピードが，顧客の性能αに対するニーズの上昇スピードを上回ることを
示している．その理由として，クリステンセン等（2003）は「企業が，市場の上
位層にいてまだ満足していない顧客に対して，高い利益率で売れるより良い製
品をつくろうと，つねにしのぎを削っているからだ」と指摘している（クリス
テンセン等（2003）39 頁）
．
また，クリステンセンは両者の上昇スピードの違いに関連して，次の 2 つの
ことを指摘している（クリステンセン（2001）10 頁）．
1）
「顧客が必要とする以上の，ひいては顧客が対価を支払おうと思う以上の
ものを提供してしまう」状況が生じること．

（2）相対的にみて低価格で提供される新規参入企業の新製品・サービスが，
性能αを高め，主流市場のローエンドの顧客の性能αに対するニーズを
満足させるようになる．
（3）実績ある企業は，性能αに対するニーズが厳しい，つまり割増価格を支
払ってくれる利益率の高い，上位市場の顧客の獲得を目指す．また，既
存の製品・サービスの性能αに対するニーズが低い，つまり利益率性の
低い，市場のローエンド（あるいは下位市場）のシェア獲得をめぐって，
新規参入企業と価格競争することを回避するため，ローエンド（あるい
は下位市場）から撤退する（9）．新規参入企業は実績ある企業に代わって，
ローエンド（あるいは下位市場）を支配するようになる．
（4）新規参入企業が，収益性の高い上位市場におけるシェア獲得を目指して，
新製品・サービスを改良し，性能αのさらなる向上を図る．新規参入企業
が，性能αに対する上位市場の顧客のニーズを満足させる新製品・サー
ビスの開発に成功し，上位市場におけるシェアを獲得するようになる（10）．
（5）
（3）と（4）が市場のハイエンドに到達するまで繰り返されると，実績あ
る企業の既存製品・サービスの性能αは，主流市場のほとんどの顧客に
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とって性能過剰となる．性能αに対するニーズを過度に満たされた顧客
は，それ以上の性能α向上に対する割増価格を支払おうとしなくなる．
この状況で割増価格を得るためには，別の改良が必要になる（11）．
（6）新規参入企業の新製品・サービスが，主流市場のほとんどの顧客の性能
αに対するニーズを満足させるようになると，相対的にみて低コスト・
低価格な新規参入企業の新製品・サービスが，主流市場においてシェア
の大半を占めるようになる（12）．それにより，新規参入企業は実績ある企
業に取って代わり，主流市場のほとんどを支配するようになる．
上記のステップを通して，ローエンド型破壊的イノベーションは，既存の主
流市場を大きく変える．これが破壊的イノベーションの一部である，ローエン
ド型破壊的イノベーションのモデルを説明する論理である．
第4節

新市場型破壊的イノベーションのモデル

クリステンセン等（2003）は，この図 1 のローエンド型破壊的イノベーショ
ンのモデルをもとに，新たに z 軸（奥行）を設け，そこに新市場型破壊的イノ
ベーションのモデルを加えることで，図 2 のような破壊的イノベーションのモ
デルを提示している．
ローエンド型破壊的イノベーションは，実績ある企業の既存製品・サービス
によってニーズを過度に満たされた「過保護にされた」顧客をターゲットとし
て，新規参入企業が低コストビジネスモデルを新しく構築し，相対的にみて低
価格で製品・サービスを提供するものであった．つまり，既に存在する主流市
場（図 2 の奥の 2 本の点線の間）の顧客をターゲットとするものであった．
他方で，図 2 のように，新市場型破壊的イノベーションは，既存の主流市場
においてそれまで消費者ではなかった人々，つまり「無消費」をターゲットす
るものである．クリステンセン等（2003）はある製品・サービスにおける消費
が発生していない，つまり無消費の状況が発生する理由として，2 つの理由を
挙げている．それは第 1 に，その製品・サービスをつうじて「片づけるべき用事
がない」場合である．第 2 に「用事を片づけたいが，市販製品が高すぎたり，複
雑すぎたりするため自力で出来ずにいる」場合である．そしてその上で，新市
場型破壊的イノベーションが，後者の意味での無消費，言い換えれば潜在的な
顧客をターゲットとすることに言及している（クリステンセン等（2003）126 127 頁）．
図 2 の z 軸について，クリステンセン等（2003）は「このグラフで前方に伸び
る第三次元は，消費と競争が行われる新しい環境を表している．つまり新しい
バリュー・ネットワークである．これは，従来その製品を購入し利用するため
の金やスキルを持たなかった新しい顧客か，または製品が利用される新しい環
（13）
境かのどちらかである」と説明している（クリステンセン等（2003）56 頁）
．
そして，これを簡潔に「無消費者または無消費の機会」
（クリステンセン等

図2

破壊的イノベーションのモデルの第 3 次元

出所：クリステンセン等（2003）55 頁図 2 - 3，及びクリステンセン等（2014）6 頁図 1 -1 をもと
に筆者作成．

（2003）55 頁図 2—3），あるいは「無消費者または無消費の状況」
（クリステンセ
ン等（2014）6 頁図 1-1）と表現している．
図 2 の z 軸において，持続的イノベーション等とは異なる場所に位置する新
市場型破壊的イノベーションのモデルの y 軸（縦軸）には，製品・サービスの性
能αとは異なる性能尺度（性能β）が設けられている．これは，新市場型破壊的
イノベーションがターゲットとする無消費者の最も重視するものが，主流市場
の顧客が重視する性能αとは異なっていることを示している（14）．
新市場型破壊的イノベーションの標的となる潜在的な顧客は，上記のように
その製品・サービスを使用して「片づけるべき用事」があるのに，既存製品・
サービスの価格の高さや複雑性，重量などを何らかの理由から，既存製品・
サービスを購入してこなかった人々である．それ故に，新市場型破壊的イノ
ベーションにおいては，潜在的な顧客がその製品・サービスを消費するのを阻
んできた理由をうまく解消できるかどうかが重要になってくる．つまり，潜在
的なニーズを満足させるか否かがポイントである．それを測るための尺度が異
なる性能尺度βである．この異なる性能尺度βとなるのは，例えば値ごろ感，
単純性，携帯性などが考えられる（15）．
クリステンセン等（2003）は，新市場型破壊的イノベーションの標的となる
潜在的な顧客の性能αに対するニーズが，かなり低いことに言及している．そ
の理由として，潜在的な顧客が，まったく何もない状態と比較して，その破
壊的な製品・サービスを評価することがあげられている（クリステンセン等
（2003）137 頁）．
図 2 では，z 軸を通じて，ローエンド型破壊的イノベーションと新市場型破
壊的イノベーションはつながっている．その理由として，クリステンセン等
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（2003）は「破壊は新市場型とローエンド型アプローチのハイブリッド（混成）
であることが多い」ことをあげている（クリステンセン等（2003）163 頁）．
第5節

新市場型破壊的イノベーションのステップ

上記の議論をもとに，新市場型破壊的イノベーションの論理を 6 つのステッ
プにわけて説明してみたい．
（1）新規参入企業が，新しい技術を用いて，それまで無消費の状況にあった
潜在的な顧客をターゲットとして，簡単に利用できる新製品・サービス
を手頃な価格で提供し始める（16）．
（2）新規参入企業の新製品・サービスが，潜在的な顧客を現実の顧客に変え，
新市場に足がかりを築く．この新製品・サービスの性能αは，新市場に足
がかりを築いた段階では，実績ある企業が提供する既存製品・サービスの
主流市場にいる既存顧客の性能αに対するニーズよりも低い場合もある．
（3）新規参入企業は，新製品・サービスの市場開拓を進め，新市場において確
固たる地位を築くに至るまで成長する．新規参入企業の新市場における
成長は，即座に主流市場にいる既存顧客の需要に影響を与えるものでは
ないため，実績ある企業は脅威を感じられず，無視してしまう．
（4）新規参入企業が，新製品・サービスを改良した結果，実績ある企業の既存
製品・サービスの主流市場のローエンドにいる，既存顧客の性能αに対
するニーズを，次第に満たすようになる．実績ある企業は利益率の低い
主流市場のローエンドで，新規参入企業と競争することを回避するため
に，ローエンドから撤退する（17）．
（5）ローエンド型破壊的イノベーションと同様に，新規参入企業の新製品・
サービスの性能αが主流市場のほとんどの顧客の性能αに対するニーズ
を満足させるようになるまで，新規参入企業が追い，それを回避するた
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トとして始まった破壊的イノベーションが，結果的に新しい市場を生み出すこ
ともあり得るかもしれない．
しかしながら，2 つの破壊的イノベーションの論理はいずれも，業界をリー
ドしてきた実績ある企業をのみこみ，市場の片隅に追いやってしまう点で共通
している．実績ある企業が，破壊的イノベーションに直面すると，下位市場か
ら撤退したり，新しい市場に脅威を感じず放置したりして，うまく対処できな
いことが示されている点で共通している．

4．資源・プロセス・価値基準の理論（RPV 理論）
なぜ実績ある企業は破壊的イノベーションにのみこまれてしまうのであろう
か．クリステンセンは実績ある企業が破壊的イノベーションに直面した際に，
うまく対処できない理由を説明するものとして，資源・プロセス・価値基準の
理論（RPV 理論）を提示する．クリステンセンは，資源（企業がもっているも
の）
，プロセス（企業が仕事を行う方法），価値基準（企業がしたいこと）が合わ
さって，組織としての強み，弱み，死角を決定していることに言及する（クリス
テンセン等（2014）7 頁）．図 3 は資源，プロセス，価値基準の要素の具体例を示
したものである．
繰り返しになるが，実績ある企業は，持続的イノベーションの有力な担い
手であり，持続的イノベーションを強みとしている．逆に言えば，持続的イノ
ベーションに成功しているから，業界をリードする実績ある企業となったので
ある．
クリステンセン等（2014）は，
「既存企業が持続的イノベーションをマスター
できるのは，そのようなイノベーションを優先させる価値基準と，まさにこの
タイプのイノベーションに対処するために設計されたプロセスと資源をもって

めに実績ある企業がさらなる上位市場へ進出する，という事象が繰り返
される．
（6）顧客が，製品・サービス性能の向上に割増価格を支払ってもよいと思え
る対象，つまり競争基盤となる顧客が重視する特性が，性能αから性能
βに変わる（18）．こうして顧客ニーズが変化すると，新規参入企業の新製
品・サービスが主流市場においてシェアの大半を占めるようになり，新
規参入企業が実績ある企業に取って代わる．
クリステンセン等（2003）は，現実の破壊的イノベーションは新市場型と
ローエンド型のアプローチのハイブリッドであるとしている．上記のステップ
は，無消費の状況にいる潜在的な顧客をターゲットとしてはじまった破壊的イ
ノベーションが，新しい市場を生み出すだけでなく，既存市場を大きく変える
という帰結となっている．現実の破壊的イノベーションは上記のステップのよ
うに必ずしも固定的なものではなく，主流市場のローエンドの顧客をターゲッ
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図3

資源・プロセス・価値基準
出所：クリステンセン等（2014）8 頁図 1 - 2 を抜粋．

118

研究論文

いるからだ．その同じ既存企業が，破壊的イノベーションを前にして失敗する
のは，企業の価値基準が破壊的イノベーションを優先せず，既存のプロセスが
なすべきことをする助けにならないからだ」と指摘している（クリステンセン
等（2014）8 頁）
．

5．イノベーションのジレンマ
冒頭で，「優良企業が失敗するのは，優良経営の原則に従っているためであ
る」というクリステンセンの指摘を取り上げた．これは言い換えれば，持続的
イノベーションを強みとする実績ある企業は，自らの価値基準に従って，「顧
客の意見に耳を傾け，顧客が求める製品を増産し，改良するために新技術に積
極的に投資」し，
「市場の動向を注意深く調査し，システマティックに最も収益
率の高そうなイノベーションに投資配分」することに高い優先順位をつける．
クリステンセン（2001）はこの点について，さらに「すぐれた資源配分プロ
セスは，顧客が望まない案は排除するようにできている．このような意思決定
プロセスが機能した場合，顧客が製品を望まなければ，その製品に資金は割り
当てられない．顧客が望めば，資金は割り当てられる．大企業においては，物事
はこのように機能しなければならない．顧客が求めるものに投資しなければな
らないし，それをうまくやれば，ますます成功する」と指摘している（クリステ
ンセン（2001）149 頁）
．
逆に，実績ある企業が，わざわざ既存製品・サービスの主流市場にいる既存
顧客，とりわけ利益率が最も高いハイエンドの顧客の声を半ば無視してまで，
「性能が低く，収益率の低い製品の開発に投資する」ことに高い優先順位をつけ
ることは難しい．また，実績ある企業が，既存製品・サービスの主流市場の顧
客をわきにおいて，未だ存在しない新しい市場や主流市場ほどの収益性が見込
めない「小規模な市場を積極的に開拓する」ことに集中することも難しい．
つまり，実績ある企業は，持続的イノベーションの成功をもたらしてきた原
則である既に顕在化している「最も収益性の高い顧客が求める製品やサービス
に積極的に投資する」という価値基準に従っている（クリステンセン（2001）
21 頁）．だからこそ，その原則から外れる潜在的な顧客や「過保護にされた」顧
客をターゲットとする破壊的イノベーションを主導したり，直面したときに対
処するのが難しい．これがクリステンセンの提起した概念として名高い「イノ
ベーション（あるいはイノベーター）のジレンマ」である．
第 6 節 「破壊的イノベーションの理論」における顧客
クリステンセンが提唱した「破壊的イノベーションの理論」，ないし「イノ
ベーションのジレンマ」の中心には，顧客が位置付けられている．
例えば，前述において，持続的イノベーションが既存製品・サービスの性能
向上に対する主流市場の上位層の顧客ニーズに立脚したものであることを示し
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た．また，ローエンド型破壊的イノベーションが，既存製品・サービスの性能
向上に割増価格を支払うことに対する主流市場の顧客の不満に立脚している
ことを示した．また，新市場型破壊的イノベーションは，
「片づけるべき用事
（ジョブ）」がありながら，既存製品・サービスのもつ特性から無消費の状況に
とどまっている潜在的な顧客をターゲットするところから始まっていることを
示した．そして，「イノベーションのジレンマ」は，持続的イノベーションに適
した実績ある企業のプロセスや価値基準が，破壊的イノベーションによっても
たらされる顧客や顧客ニーズの変化の中で，通用しなくなる結果として，陥る
ものであることを示した．
クリステンセン（2001）は「優良企業の資源配分のパターンは，実質的に，
顧客が支配している」
（クリステンセン（2001）144 頁），また「企業の投資パ
ターンを本質的に支配するのは，経営者ではなく顧客である」
（クリステンセン
（2001）149 頁）と指摘している．そして，それ故に「企業になにができてなに
ができないかを実質的に決定するのは，企業の顧客である」と述べている（ク
リステンセン（2001）147 頁）
．あらゆる企業活動が活動に伴う原資を必要とし，
それはイノベーション活動も例外ではない．
これらの指摘は，クリステンセンのイノベーション理論の中心に「顧客の存
在が企業のイノベーション活動に関わる意思決定に決定的な影響を与え，それ
故に良くも悪くもイノベーション活動を方向づけ，その成否に決定的な影響を
与える」という考え方があることを端的に示している．そして，これはクリス
テンセンの理論的特徴を示している（19）．
また，クリステンセン（2001）は破壊的イノベーションの事例の検討を通し
て，「実績ある企業が破壊的技術に直面したとき，開発における最大の課題は
技術的なものであり，既存の市場に合うように破壊的技術を改良することだと
考えるのが普通である．破壊的技術の商品化に成功した企業は，開発における
最大の課題は，マーケティング上のものであり，製品の破壊的な特性が有利に
なる次元で競争が発生する市場を開拓するか，見つけることだと考える」こと
を明らかにしている（クリステンセン（2001）257 頁）．ここにおいて，破壊的
イノベーションにおける最大の焦点は，技術的課題にではなく，マーケティン
グ的課題に置かれるべきことが示されている．
以上の点から，顧客，ないしは顧客ニーズの観点を取り入れ，企業のマーケ
ティング上の課題に焦点を当てたイノベーション理論を展開した点にクリステ
ンセンの独自性があると考えられる．

6．
「片づけるべき用事（ジョブ）
」
クリステンセンは，破壊的イノベーションの機会を予測し，成功に結びつけ
るためには，顧客が「片づけるべき用事（ジョブ）」を考察の基本することを
提唱している（クリステンセン等（2003）90 - 91 頁，およびクリステンセン等
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（2017）17 頁）．上記でも「片づけるべき用事（ジョブ）
」という用語は，新市場
型破壊的イノベーションを説明するにあたって出ているが，ここでその内容を
掘り下げてみたい．
第7節

ミルクシェークの「片づけるべき用事（ジョブ）」

クリステンセンは「片づけるべき用事（ジョブ）」を説明するにあたって，ク
イック・サービス型レストランチェーンのミルクシェークの事例を取り上げ
ている．この事例では同じミルクシェークという製品が，早朝に訪れる顧客と
昼・夕方に訪れる顧客とでは違うジョブを解決するために「雇用」されている
ことが指摘されている．
クリステンセンによると，朝に訪れる顧客は，通勤客であり，空腹を満たす
ためだけでなく，「通勤時間が長く退屈なので，職場に向かう車のなかで何か
楽しめる」，「こぼす心配なく，片手でうまく飲める」ために，ミルクシェーク
を購入していた．他方で，昼・夕方に訪れる顧客は，子ども連れの親であり，
「子供をなだめ，自分が愛情に満ちた親であることを確認する無難な方法」とし
てミルクシェークを購入していた．続けて，クリステンセン等（2003）は，
「ク
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てもたらされるジョブの解決策を購入すると捉えるべきことが明確化されてい
る．また，クリステンセン等（2017）はジョブの基本定義として以下を記述し
ている．
・ ジョブとは，特定の状況で人あるいは人の集まりが追求する進歩である．
・ 成功するイノベーションは，顧客のなし遂げたい進歩を可能にし，困難を
解消し，満たされていない念願を成就する．また，それまでは物足りない
解決策しかなかったジョブ，あるいは解決策が存在しなかったジョブを片
づける．
・ ジョブは機能面だけでとらえることはできない．社会的および感情的側面
も重要であり，こちらのほうが機能面より強く作用する場合もある．
・ ジョブは日々の生活のなかで発生するので，その文脈を説明する「状況」
が定義の中心に来る．イノベーションを生むのに不可欠な構成要素は，顧
客の特性でもプロダクトの属性でもなく，
「状況」である．
・ 片づけるべきジョブは，継続し反復するものである．独立したイベントで
あることはめったにない．
（クリステンセン等（2017）62 頁）

イック・サービスの朝の競争相手は，本当は何なのだろう．彼らの統計データ
では，ミルクシェークの売上を競合チェーンの売上と比較している．だが顧客
の頭のなかでは，朝のミルクシェークと競合するのは，退屈，ベーグル，バナ
ナ，ドーナツ，朝食用インスタント・ドリンク，そしてコーヒーといったところ
だ．だが夜になれば，ミルクシェークの競争相手は，クッキー，アイスクリー
ム，それに今度買ってあげると約束したが子供が思い出さないよう祈るオモ
（20）
チャなどになる」と述べている（クリステンセン等（2003）93 - 98 頁）
．
上記の事例では，製品と「片づけるべき用事（ジョブ）
」が異なるものである
ことを示されている．
第 8 節 「片づけるべき用事（ジョブ）
」の定義

クリステンセン等（2017）では，ジョブを上記のように定義したうえで，①
顧客のジョブの特定，②特定したジョブを完璧に片づけられる解決策の構築，
③ジョブを中心とした組織の構築，に関する方法，重要ポイント，注意点など
が記述されている．しかしながら，本稿ではジョブという考え方そのものにつ
いて考察を加えたい．

7．ジョブの解決と価値
顧客が購入するのは製品・サービスではなく，製品・サービスを通じてもた
らされるジョブの解決であるというクリステンセンの考え方は，顧客が求めて
いるのは製品・サービスではなく，製品・サービスがもたらす価値であるとい

クリステンセン等（2017）は「片づけるべき用事（ジョブ）
」の中核となる考
えを次のように述べている．

う考え方を想起させるものである．
こうした考え方を企業経営の世界に浸透させた人物として最も知られている
のは，T. レビットと P．F．ドラッカーであろう．

ジョブの中核には，単純だが強力な知見が込められている．顧客はある特

レビット（1971）は「人がカネをつかうのは，商品やサービスを手に入れる
ためではなくて，買おうとする商品やサービスが自分にもたらしてくれると信
じる期待価値を手に入れるためである．人は四分の一インチの穴を買うので
あって，四分の一インチ・ドリルを買うのではない．これこそがマーケティン
グ視点なのである」と述べる（レビット（1971）4 頁）．またレビット（2007）は

定の商品を購入するのではなく，進歩するために，それらを生活に引き入れ
るというものだ．この「進歩」のことを，顧客が片づけるべき「ジョブ」と呼
び，ジョブを解決するために顧客は商品を「雇用」するという比喩的な言い
方をしている．この概念を理解すれば，顧客のジョブを発見するという考え
方が直観的にわかるようになる．
（クリステンセン等（2017）17 頁）．
ここでは，顧客は製品・サービスそのものではなく，製品・サービスを通じ

鉄道会社や映画会社の衰退を事例として取り上げながら，その衰退の理由を戦
略的近視眼，つまり顧客ではなく製品・サービスを中心に事業を定義したため
であると説明している．その上で「売ろうとするのは，製品やサービスそのも
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のだけではない．それがどのようなかたちで，いつ，どのような状況下で，どの
ような取引条件により，どのように顧客に提供されるのか，ということも含め
て，すべてを売ろうとするのだ．最も重要なことは，企業が売ろうとするもの
が，売り手によって決まるのではなくて，買い手によって決まるという点であ
る」と述べている（レビット（2007）19 頁）
．
ドラッカー（2006）は「企業が何かを決定するのは顧客である．財やサービ
スへの支払いを行うことによって，経済的な資源を富に変え，ものを商品にか
えるのは顧客だけである．企業がみずから生み出していると考えるものが重要
なのではない．顧客が買っていると考えるもの，価値と考えるものが重要であ
る．企業が成功するか否かを決めるのは，それらのものである」と述べている
（ドラッカー（2006）46-47 頁）
．
また，ドラッカー（2007）の「第 19 章 顧客創造戦略」では，自らの顧客価値
論を展開している．まずこの章の冒頭部分は以下のように始まっている．
これまで述べてきた企業家戦略は，いずれもイノベーションの導入の仕方
が戦略だった．次に述べる戦略はイノベーション自体が戦略である．製品な
りサービスは，昔からあるものでよい．その昔からある製品やサービスを新
しい何かに変える．効用や価値，あるいは経済的な特性を変えるのである．
物理的にはいかなる変化も起こさなくてよい．しかし経済的にはまったく
新しい価値を創造する．それらの企業家戦略には一つの共通項がある．いず
れも顧客を創造する．顧客の創造こそつねに事業が目的とするものである．
さらには，あらゆる経済活動が究極の目的とするものである．
（ドラッカー
（2007）296 頁）
そして，この戦略としてのイノベーションとして，製品・サービスの新しい
効用を創造する「効用戦略」
，製品・サービスの価格設定を顧客の価値に合わせ
る「価格戦略」，製品・サービスを顧客の事情に合わせる「事情戦略」
，顧客が価
値とするものを提供する「価値戦略」の 4 つを取り上げ，それぞれ論じられてい
る．
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の部分において顧客創造戦略は「イノベーション自体」としている点である．
もう 1 つは，終りに近い部分で顧客にとっての効用，価格，事情，価値を徹底的
に問うことからスタートすることは「マーケティングの初歩」としている点で
ある．2 つはつなげると，顧客の効用，価格，事情，価値を徹底的に問うことか
らスタートすることは「マーケティングの初歩であり，かつイノベーションそ
のものである」と指摘しているように解釈できる．
以上のレビットとドラッカーの顧客価値の記述は，クリステンセンの顧客の
「片づけるべき用事（ジョブ）
」の記述と酷似している．3 者は顧客が購入する
のは製品・サービスではなく，製品・サービスを通じてもたらされるジョブの
解決（あるいは価値）としている．また，3 者は顧客を定性的に捉えて，顧客に
とっての片づけるべきジョブ（あるいは価値）を徹底的に検討することの重要
性について言及している．そして，顧客価値からスタートすることがイノベー
ションとなるというドラッカーの考えは，顧客の「片づけるべき用事（ジョ
ブ）
」を考察の基本とすることがイノベーションにつながるというクリステン
センの考えと同じものである．つまり，用語は異なるものの主張の核心部は同
じである．

8．
「マーケティングの初歩」が実行できない理由
上記のように同じ主張が半世紀以上の時を経てなお見られている．興味深い
のはこれが守られていないという指摘されている点も同じであることである．
ドラッカー（2007）は彼のいうところの「マーケティングの初歩」について，
「40 年もマーケティングが説かれ，教えられ，信奉されながら，それを実行する
ものがあまりに少ない理由は私にも説明できない」と述べている（ドラッカー
（2007）307 頁）
．
他方でクリステンセンは自らが買い物客を観察し，「片づけるべきジョブ」
をもとにマーガリンが実際に消費者の心の中で何と競合しているかを分析し，
その結果をユニリーバの経営幹部に披露したときのことを次のように述べてい
る．

この章の終わりに近い部分で，次のような箇所がある．

その日，部屋にいたユニリーバの幹部陣が教養豊かな熟練のリーダーだっ
たことは疑いようもない．しかし彼らの反応の薄さを見るうちに，どれだけ

読者の多くは「それはマーケティングの初歩にすぎない」というかもしれ
ない．そのとおりである．マーケティングの初歩以外の何ものでもない．顧
客にとっての効用，顧客にとっての価格，顧客にとっての事情，顧客にとっ
ての価値からスタートすることは，マーケティングのすべてである．
（ドラッ
カー（2007）307 頁）

多くの企業が，イノベーションの固定観念にとりつかれて，いったん後戻り
したり，正しい質問をしているかどうかを見直したりすることがむずかしい
状況にいるのだろうと私は心配になった．幹部陣のまわりには自社製品の
データが氾濫している．市場シェアの細かい数字も，市場ごとに売れ行きが
どうちがうかも，何百種類もの項目ごとの利益率もよく把握している．しか

上記のドラッカー（2007）の引用のなかで 2 つの点に注目したい．1 つは冒頭

しこうしたデータは，顧客と商品そのものにフォーカスしていて，その商品
が顧客のジョブをどんなふうに解決しているかについては教えてくれない．
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自社製品に対する顧客満足度も，顧客のジョブをよりうまく片づける方法
についての手がかりは与えてくれない．それなのに，多くの企業が顧客満足
度をつうじて，成功を追跡し測定しようとする．
（クリステンセン等（2017）

ンのジレンマと同じ理由である．

40 - 41 頁）

本稿では，「破壊的イノベーションの理論」，ないし「イノベーションのジレ
ンマ」を検討する中で，イノベーションの成否を左右するものとして顧客や顧

「40 年もマーケティングが説かれ，教えられ，信奉されながら，それを実行す
るものがあまりに少ない理由は私にも説明できない」というドラッカーの述懐
について検討した三浦（2011）は，その理由として，マーケティング部門の権
限強化に対する企業内他部門からの圧力と，成熟化社会において複雑化した顧
客ニーズを把握の困難性を指摘している（三浦（2011）47 - 49 頁）．
これらに加えて，クリステンセンの上記の記述は別の理由を示唆している．
上記でクリステンセンは企業が「顧客のジョブ」にフォーカスしたデータを取
集できていない点を指摘している．また，企業が「顧客のジョブ」にフォーカス
することを忘れる理由として，①能動的データと受動的データの誤謬，②見か
け上の成長の理由，③確証データの誤謬の 3 つを取り上げ，以下のように説明
している．
能動的データと受動的データの誤謬 ― 規模を拡大中の企業は，ジョブの
奥深い複雑さを特色づけるデータ（受動的データ）を重要視しつづける代わ
りに，業務に関係したデータ（能動的データ）を生成しはじめ，その見かけ上
の客観性と精密さに誘惑されやすい．これにより，企業は片づけるべきジョ
ブより，プロダクトや顧客特性を中心にした組織に変貌してしまう．
見かけ上の成長の誤謬 ― 企業が大きな投資をおこなうとき，顧客に売る
プロダクトの数を増やしたり，解決するジョブの種類を広げたりして，成長
を勢いづけようとしがちだ．これをわれわれは「見かけ上の成長」と呼んで
いる．見かけ上の成長は，中核のジョブを丁寧に解決していく状態とは正反
対に位置する．
確証データの誤謬 ― 既存のビジネスモデルに合うようなデータをマネ
ジャーが生成しようとする．
（クリステンセン等（2017）292 - 293 頁）
上記の①と③は企業内で採用されやすいデータを収集してしまうことによ
り，「顧客のジョブ」にフォーカスしたデータを取れないことを示している．そ
して，①，②，③はいずれも企業内のプロセスや価値基準が，
「顧客のジョブ」
にフォーカスすることを妨げていることをも示している．つまり，
「40 年も
マーケティングが説かれ，教えられ，信奉されながら，それを実行するものが
あまりに少ない理由」の一部は，持続的イノベーションに最適化した資源・プ
ロセス・価値基準を持つ実績ある企業が，破壊的イノベーションを回避，ある
いは放置してしまうのと同じ理由で説明できるのである．それはイノベーショ

おわりに

客ニーズに焦点を当てた点に，クリステンセンの理論的特徴あることを示し
た．
また，クリステンセンがイノベーションのための考察の基本としている「顧
客のジョブ」へのフォーカスという論点が，用語は違うもののドラッカーやレ
ビットの顧客価値へのフォーカスという論点と本質的に同じであることを明ら
かにした．
そして，クリステンセンの記述をもとに，顧客価値にフォーカスした企業経
営の実現を阻む理由を考察することで，ドラッカー研究の顧客価値論の豊富化
に寄与した．
他方で，本稿におけるイノベーションと顧客価値をめぐる議論は，もっぱら
クリステンセンとドラッカーの記述を取り上げ，比較することに留まってい
る．このイノベーションと顧客価値をめぐる議論は，少なくともシュンペー
ターにまで遡ることができ，先行研究において，その系譜的関係の検討の必要
性が指摘されている（21）．しかしながら，この点については稿を改めたい．
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クリステンセンの「破壊的イノベーションの理論」をめぐる理論的変遷については扱って
いない．その用語が広く知られている一方で，「破壊的イノベーションの理論」の内容は
ただでさえ複雑で理解しにくく，説明が難しい．そして，本稿は，クリステンセンの研究の
全貌を明らかにすることではなく，あくまでクリステンセンの特徴を示し，掘り下げるこ
とを目的としている．これらの理由から説明をより複雑で難解なものにする理論的変遷に
ついては意図的に扱っていない．
（4）文中で記述したようにクリステンセンが取り上げた破壊的イノベーションは，「ローエ
ンド型破壊的イノベーション」と「新市場型破壊的イノベーション」の 2 つである．なお，
本文中では取り上げないが，三藤（2016）では，他の研究者によって，上記の 2 つにハイエ
ンド型の破壊的なイノベーションを加えることや，破壊的なイノベーションを別の基準
に従って区分し直すことを主張する動きがみられることが指摘されている（三藤（2016）
170 頁および 177 頁）．
（5）クリステンセン（2001）をもとにした図 1 のモデルでは縦軸を表す製品の性能は一次元的
に表現されており，図上で一つの製品の性能を表している．また，文中の説明のようにこ
の製品の性能は「顧客がそれまで重視してきた特性」という意味での性能を示している．
さらに，後述するように，このモデルの点線の軌跡は時間経過に伴う顧客の性能に対する
ニーズが変化することを示している．しかしながら，「顧客がそれまで重視してきた特性」
が複数あることも考えられるし，顧客が重視する特性がそれまでとは別のものに変化する
ことも考えられる．その場合，顧客はどの特性を最も重視するか比較考量して決めるだろ
う．つまり，図上で一つの製品の性能を表すにすぎない図 1 は，製品に対する顧客のニーズ
を単純化しすぎていると考えられる．なお，クリステンセン等（2003）他をもとにした図 2
の三次元的なモデルにおいては，全面と奥面で異なる性能尺度が設けられており，上記の
点は改善をみせている．
（6）クリステンセン（2001）104 頁図 3.3，および 136 頁図 4.3 を参照してもらいたい .
（7）クリステンセン等（2003）は「過保護にされた」顧客を「本来のバリュー・ネットワーク
のローエンドにいる，最も収益性が低く，ニーズを過度に満たされた」顧客と定義し，ロー
エンド破壊的イノベーションがこの「過保護にされた」顧客を攻略するものであることに
言及している（クリステンセン等（2003）57 頁）．
（8）クリステンセン等（2003）はローエンド型破壊的イノベーションが「低い粗利益率でも魅
力的な利益を実現するための，間接費を削減する改良と，資産を早く回転させるための，
製造プロセスやビジネス・プロセスの改良の組み合わせであることが多い」と述べている
（クリステンセン等（2003）65 頁）．また，クリステンセン等（2014）はローエンド型破壊
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的イノベーションが，「既存顧客に相対的に単純な製品を低価格で提供することから始ま
る」ことに言及している（クリステンセン等（2014）6 頁）．
（9）実績ある企業（既存企業）のローエンド（下位市場）からの撤退については，後述の新市場
型破壊的イノベーションのステップ（4）でも言及している．詳細については本稿脚注 12
を参照してもらいたい．
（10）クリステンセン等（2003）は新規参入企業の破壊的イノベーションによって生み出され
た新製品の上位市場への進出について，「足がかりの獲得は，戦争の緒戦にすぎない．刺
激的な成長が始まるのは，イノベーションが向上して，既存企業の製品に取って代わる
ときだ．初期のイノベーションに対して，これを持続的向上という．これは収益性のさら
に高い顧客のニーズを満たすために，背伸びをすることで実現する向上である」と言及
している（クリステンセン等（2003）101 頁）．
（11）クリステンセン等（2003）は製品が性能過剰に陥った際に，顧客が割増価格を支払う対
象となる改良の種類が変わることを指摘している（クリステンセン等（2003）161 - 162
頁）．
（12）クリステンセン等（2003）は「ローエンド型破壊者にとってのマーケティング上の課題
は，低コストのビジネスモデルを上位市場にまで拡張し，収益性の高い顧客が片づけよ
うとしている用事をこなす製品にも適用することだ」と述べている（クリステンセン等
（2003）101 頁）．
（13）文中で記述されているクリステンセンの「バリュー・ネットワーク」概念については，詳
細がクリステンセン（2001）64 - 66 頁に記述されているので，参照してもらいたい．
（14）図 2 の z 軸の尺度に関して，クリステンセンの説明は不十分であるように思われる．例え
ば，この z 軸に関して，三藤（2016）は「この軸はいささかわかりにくい．原点からの距離
にはあまり意味がない．強いて言えば，原点から遠ざかるにしたがって，主流市場におけ
るバリュー・ネットワーク（VN）との相違が拡大することを意味している」
（三藤（2016）
161 頁）と述べている．また，
「通常の座標軸と異なり，定量的な数値が付与されていな
いのみならず，性能軸の指標は主流市場を表す平面とは異なる．座標軸の取り方が裁量
的であるばかりでなく，主流市場のバリュー・ネットワークからの距離が主観的に決め
られている」点を問題視している（三藤（2016）176 頁）．
（15）異なる性能尺度βとして文中で挙げた「値ごろ感，単純性，携帯性」についてはクリステ
ンセン等（2003）129 頁図 4 - 1 を参考に記述した．
（16）クリステンセン等（2003）は，新市場型破壊的イノベーションの重要な要素についての
言及の中で「破壊を実現する技術のなかには，非常に高度なものもある．だが，破壊者は
その技術を利用して，誰でも購入し利用できる，シンプルで便利な製品をつくる．製品
が新たな成長を生み出すのは，『誰でも使える』からこそだ．金やスキルをそれほど持た
ない人々でも消費を始められるのだ」と述べている（クリステンセン等（2003）137 - 138
頁）．
（17）クリステンセン等（2003）は「新市場型破壊は，当初その独自のバリュー・ネットワーク
のなかで無消費と対抗するが，性能が向上するにつれ，主流のバリュー・ネットワークの
顧客を，最も要求の甘い階層から始めて，次々と新しいバリュー・ネットワークのなかに
引きずり込むようになる．この破壊的イノベーションは，主流市場を侵略するのではな
い．逆に，新製品を使う方が便利だと気付いた顧客を主流市場から引きずり出し，新市場
へと引きずり込むのだ．新市場型破壊では競争相手が無消費という状況なので，既存の
リーダー企業は，破壊が最終段階に至るまでまったく痛みを覚えず，脅威もほとんど感
じない．実際，破壊者が本来のバリュー・ネットワークのローエンドから顧客を引きず
り出し始めると，大手企業はかえってせいせいする．自分たちの独壇場である上位市場
に移行する際，一時的にだが，利ざやの薄い収益源を破壊者に明け渡す代わりに，持続的
イノベーションで高い利益をあげるからだ」と言及している（クリステンセン等（2003）
58 頁）．この言及の中には，①新市場型破壊的イノベーションとローエンド型破壊的イノ
ベーションが地続きのものであること，②高い利益をあげられるより上位市場に集中す
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る既存企業は，新規参入企業による新市場型破壊に脅威を感じず無視したり，ローエン
ド型破壊を前に利ざやの薄い収益源を明け渡して逃走したりすること，が指摘されてい
る．
（18）本稿脚注 9 を参照してもらいたい．
（19）クリステンセンのイノベーション理論の特徴が顧客ニーズに焦点を当てた点にあること
を指摘したものとして，例えば三藤（2016）がある．三藤（2016）はクリステンセンの破
壊的イノベーションを検討し，進化論というハーバード大学を中心とした技術経営研究
者の基本的な考え方を踏襲しながら，そこに「顧客のニーズ変化を導入しつつ総合して
いる」点に，その特徴的があることを指摘している（三藤（2016）179 頁）．
（20）このミルクシェイクの事例はクリステンセン等（2003）93 - 98 頁だけでなく，クリステン
セン等（2017）30 - 36 頁でも同じ主旨で取り上げられているが，より詳細であるため前者
の記述を引用している．
（21）三浦（2011）は，本文中でも一部取り上げたドラッカーの 2 つの基本的機能（マーケティ
ングとイノベーション）に関する議論がシュンペーターの新結合を下敷きにしたもの
であることを指摘している．池田（2019）はドラッカーだけでなく，レビットの「マーケ
ティング近視眼」も新旧結合や創造的破壊に則って解釈できるものであり，彼らの思想
と独墺経済学との系譜的関係の検討を今後の課題として取り上げるべきことに言及して
いる（池田（2019）108 頁）．また池田（2019）はシュンペーターの旧結合を現行のビジネ
スモデル，新結合をビジネスモデルイノベーション（BMI）と解釈し，新結合が成功・普
及し，旧結合へと変わるプロセスを，BMI が現行のビジネスモデルに転化するプロセス
として説明している（池田（2019）98-100 頁）．この説明は，破壊的イノベーションによっ
て新規参入企業が実績ある企業に取って代わるというクリステンセンの論点を想起させ
るものであり，興味深い．

【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，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．
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マネジメント・スコアカードが求める
自由で機能する社会

―サ
 ービス・エコシステム概念から考察する
経済的価値と社会的価値の共創

The Freedom and Functioning Society Required by Management
Scorecards: Co-creation of Economic Value and Social Value
Based on the Concept of Service Ecosystem

佐藤幸夫
Yukio Sato

（多摩大学医療・介護ソリューション研究所フェロー）

Summary
This paper introduces Drucker’s Management Scorecard as a framework for realizing
the freedom and functional society. Corporate social responsibility has increased due
to globalization and pluralism. The constraints of various societies do not hinder the
growth of companies, but the role of companies is to contribute to society through
harmony with various societies. Drucker’s Management Scorecard is a perspective
for recognizing different societies. By grasping the management scorecard from
the concept of service ecosystem, companies can recognize the perspective for cocreating economic value and social value.

1．はじめに
社会のグローバル化を背景に拡大する資本主義経済は，多様な市場ニーズ
を満たすとともに地球規模の環境問題や，格差，差別などの社会的課題の要因
にも加担している．この様な現代社会において，改めてドラッカーが希求した
「自由で機能する社会」を問うことは大きな意義がある．ドラッカーはマネジメ
ントについて，「本業で成果をあげることであり，生産的な仕事によって働く
人たちが成果をあげるようにすることであり，自らの事業によるインパクトを
処理しつつ社会的な貢献を行うことである．」
（『マネジメント』上（1）p. 34）と述
べている．この言葉は，ドラッカーが求めた「自由で機能する社会」を実現する
ためにマネジメントに課せられた役割である．組織は自らの事業によって生じ
させた負の影響を解消させるとともに社会的貢献を行うことが求められる．ド
ラッカーは「あらゆる組織が社会の質に責任をもち，社会的な価値と信条と目
的の実現を，本業への制約条件としてではなく正常な活動の主たる目的としな
ければならない．」
（『マネジメント』上 p. 38）と述べ，組織活動の目的として社
会貢献を行うことで「自由で機能する社会」が実現されることを期待したので
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ある．
現代社会には，組織が解消すべき多くの社会的課題が存在する．これら社会
的課題は，様々な利害関係が複雑に絡み合い，その解決には社会的文脈を読み
解くことが不可欠である．ドラッカーが求めた「自由で機能する社会」を実現
するためには，この複雑な社会的文脈を認識し組織活動との共通認識へと導く
ことが重要である．この様な組織活動を通じて，経済的価値と社会的価値が共
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会」の実現を目指し，
「社会の一般理論」二要件を提示した．
「社会の一般理論」
二要件とは，①人間一人ひとりに社会的な地位と役割を与えること，②社会上
の決定的権力が正当であること，と定義され「自由で機能する社会」やその後
のマネジメント理論へと受け継がれる．ドラッカーは『経済人の終わり』で人
間モデルとしての経済人や社会モデルとしての経済社会，経済至上主義社会に
ついて終焉を宣言し，続く『産業人の未来』で人間モデルとしての産業人や社

るマネジメント・スコアカードについて言及する．

会モデルとしての産業社会，非経済至上主義社会について期待を寄せた．
ドラッカーは，産業社会の中で企業が果たすべき役割を「自由で機能する社
（5）
（6）
（7）
会」と定め，『企業とは何か』
，『現代の経営』
，『マネジメント』
（『ドラッ

2．ドラッカーが求めた「自由で機能する社会」

（8）
（9）
カー名著集 13 マネジメント 上，中，下 ― 課題，責任，実践』）
を通じてマ
（10）
ネジメント論へと展開させた．ドラッカーは『ポスト資本主義社会』
では社

創されるのである．本稿では，ドラッカーが求めた「自由で機能する社会」を振
り返るとともに，「自由で機能する社会」を実現するための有効なツールであ

本章では，マネジメント・スコアカード（以下，MSC）の背景となる「自由で
機能する社会」について検討する．
「自由で機能する社会」とは，ドラッカーが
マネジメントを発明するに至ったドラッカー思想の源流であり，マネジメント
によりもたらすべき『豊かな社会』への羅針盤である．ドラッカーは『豊かな
（2）
社会』について『ネクスト・ソサエティ』
第Ⅰ部第 3 章「雇用の変貌」の中で，
ガルブレイスの「ゆたかな社会」を引用して「これからの知識社会においては，
きわめて多くの人間が，おそらく過半数の人間が，金銭的な安定よりもはるか
に重要なこと，すなわち自らの社会的な位置づけと豊かさを実感することにな
る．
」と述べている．ドラッカーは，知識社会の到来と知識労働者による新たな
発展を予想したが，その代償として知識社会における競争にともなう心理的な
圧力と精神的なストレスをあげている．我々は，経済的にゆとりのある生活だ
けでなく非経済的な豊かさを享受できる社会を目指さなければならない．ド
ラッカーは精神的，社会的な価値を得るために，コミュニティでのボランティ
ア活動，地元のオーケストラへの参加，小さな町での公職など仕事以外の関心
事を育てておく必要性を述べている．世界の中には，経済的な豊かさが十分に
得られていない国々も存在しているのも事実であるが，ある程度の経済的な豊
かさを実現した段階で，個々の国民の精神的，社会的な豊かさを目指すことが
必要である．
「自由で機能する社会」には，経済的価値のみに縛られない経済的
価値と精神的，社会的価値との共創が求められる．
「自由で機能する社会」については，ドラッカー初期の著書『経済人の終わ
（3）
（4）
から『産業人の未来』
の中で多く語られている．19 世紀に専制主義から
り』
民主主義への転換を機に，資本主義社会が発展を遂げたが，資本主義社会は人
類に対して持続的な豊かさをもたらすことはできなかった．経済的格差の拡大
や不況，失業など経済至上主義的として新たな社会的課題が浮上した．その後，
世界大戦を契機としてファシズム専制主義やマルクス社会主義など新たなイデ
オロギーが登場するが，現代社会の悪魔である不況や失業を解消することはで
きなかった．この様な社会を傍観していたドラッカーは，「非経済至上主義社

会全体を把握すること，
『ネクスト・ソサエティ』では経済中心の思考から企業
でもない行政でもない社会セクターを維持する知識労働者の重要性を説いてい
る．この様なドラッカーのマネジメント論の展開は，組織外の様々なステーク
ホルダーを取り込み地域コミュニティとして「自由で機能する社会」を構築す
ること志向している．

3．ドラッカーのマネジメント・スコアカード
本章では MSC の本質を探るためにドラッカーの書籍からその背景を紹介す
る．ドラッカーは『現代の経営』の中で，マネジメントの本質について述べると
ともに企業に不可欠な機能としてマーケティングとイノベーションを挙げてい
る．
『現代の経営』では，それら機能が効果的に機能できるようにマネジメン
トの果たす役割とその重要性を示した．ドラッカーは，企業を 3 つの次元（経済
的，社会的，公的な機関）で捉え「第一に，自らの外部，すなわち顧客のために
成果を生み出す経済的な機関としてとらえた．第二に，人を雇用し，育成し，報
酬を与え，彼らを生産的な存在とするための機関，したがって統治能力と価値
体系をもち，権限と責任の関係を規定する社会的関係としてとらえた．第三に，
社会とコミュニティに根ざすがゆえに公益を考えるべき公的機関としてとら
えた．
」
（
『現代の経営』上，まえがき）と述べている．企業は，社会的責任を果た
すため社会から受ける脅威や制約を正確に認識する必要があり，これら社会的
環境に配慮して企業の使命（ミッションや目標の達成）と社会的責任をバラン
スさせることが求められる．MSC の基本概念はドラッカーが著した『現代の経
営』にその根幹を読み解くことができる．MSC は企業が社会的責任を果たすた
めの事業定義や目標設定，測定，評価，その為のマネジメント活用という一連
のフレームである．その内容は，『現代の経営』上，第 6 章「われわれの事業は
何か」
（p. 63）で述べられている「われわれの事業は何か」，「顧客は誰か」，「顧
客にとっての価値は何か」，「われわれの事業は何になるか」，「われわれの事
業は何であるべきか」という「5 つの重要な質問」，第 7 章「事業の目標」
（p. 82）
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で述べられている「マーケティング，イノベーション，生産性，資金と資源，利
益，マネジメント能力，人的資源，社会的責任という「8 つの重要領域目標」
，第
11 章「自己管理による目標管理」
（p. 166）で述べられている経営管理者と部下
の間で行われる自己目標管理，
『現代の経営』下，結論「マネジメントの責任」
（p.263）で述べられている「マネジメントの社会的責任」である．これら重要な
要素を一連のフレームで示したものが MSC である．
ドラッカーは『マネジメント』の中でも MSC の根幹である企業の社会的責
任，事業の目的，8 つの重要領域目標，自己目標管理について述べている．
『マ
ネジメント』上，第 7 章「目的とミッション」
（p. 91）で述べられている「われ
われの事業は何か」
，
「顧客は誰か」
，
「顧客にとっての価値は何か」，「われわ
れの事業は何になるか」
，
「われわれの事業は何であるべきか」
，第 8 章「目標」
（p. 123）で述べられている「マーケティング，イノベーション，人的資源，資
金，物的資源，生産性，社会的責任，必要条件としての利益」
，
『マネジメント』
中，第 34 章「自己目標管理」
（p. 69）で述べられている上司と部下との間で行わ
れる自己目標管理である．また，MSC にとって重要な企業の社会的責任につ
いて，更に多くの頁を割いて述べられている．
『マネジメント』上，第 4 章「マ
ネジメントの役割」
（p. 42）で述べられている「社会に与えるインパクトの処理
と社会的な貢献」
，第 25 章「社会に与えるインパクトの処理と社会への貢献」
（p. 369）や第 26 章「社会的責任の限界」
（p. 394）
，
『マネジメント』下，結論「マ
ネジメントの正当性」
（p. 297）で述べられている企業の社会的責任や社会的責
任が問われる正当性についての記述である．
藤島はドラッカーが唱えた MSC についていち早く注目しその体系を紹介し
（11）
にて，「MSC
ている．藤島は「
『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」
はコンサルタントとしてのドラッカーの“私的なツール”であったこと．同時
に『現代の経営』に書かれているマネジメント論をより具体的，実践的に経営
に適応させたいという意図があったように考えられる．
」
（p. 36）と述べている．
藤島は「MSC の 4 要素」
（p. 39）として「1）事業の使命を定義し再定義するこ
と，2）ただ単に事業の組織の存在に留まるのでなく，事業の繁栄に結びつく主
要な事業領域を定義し，また再定義すること，3）事業とそれぞれの事業領域に
おいて目標を設定すること，4）直接的な行動によって成果を生むように以上
の主要な目標をバランスさせること」を述べている．更に，MSC 策定の流れを

図表 1

マネジメント・スコアカードの体系

いていく．藤島は，ドラッカーとの書簡のやり取りや『現代の経営』などを通じ
て，ドラッカーの私的ツールであった MSC を体系化し，現代の MSC 研究の礎
を創った．MSC 策定の流れは第 1，2 ステップとして経済的価値と社会的価値
の共創を実現するための事業活動を定める．このステップでは MSC の 4 要素を
考慮したミッション，ビジョン，目標を検討する．その後のステップでは 4 つの
．
フィールドに対して 8 つの目標を定める（図表 1 参照）
（12）
森岡は「マネジメント・スコアカードの可能性」
の中で，「MSC とは事業
定義の評価に加え経営能力の評価と組織活動の評価の 3 視点から組織体のマネ
ジメントの目標設定および経営活動の状況（パフォーマンス）をフィードバッ
クするだけでなく，自ら（個人と組織）の目標とミッションを継続的に実現す
るためのひとつのマネジメント・ツールである．」
（p. 20）と述べている．また，
（13）
「企業の社会的責任を実現する MSC」 の中で，「MSC の定義：ドラッカーが

6 つのステップ（「MSC 策定の流れ」p. 42）で紹介している．MSC の策定は第 1
ステップとして「ミッション・ビジョン」を策定し，第 2 ステップとして「事業

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．」
（p. 13）と述べ
ると共に，MSC が目指すものとして「①自由で機能する社会の実現『産業人の

と事業領域の設定」，
「重点目標と計画の設定」を行い，第 3 ステップとして「4
つのフィールド（財務目標，事業目標，組織目標，創造性と社会性）に対して 8
つの目標（利益および利益計画，資金と資源，顧客 / 市場，事業領域 / 定義，イ
ノベーション，生産性，人的成長，社会的責任）設定」を行い，
「事業戦略の策
定」
，
「事業ユニット単位の目標設定と見直し」
，
「個人別目標設定と評価」と続

未来』引用，②社会貢献・責任経営 『マネジメント』引用，③ネクスト・ソサ
エティへの指針 『ネクスト・ソサエティ』引用」を挙げている．
森 岡 は「 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
（14）
（MSC）の誕生〜」
の中で，MSC について「ドラッカーが『現代の経営』で
体系化したマネジメントは，フレーム（枠組み）で表わすことができる．この
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フレームワークを学ぶことがマネジメントを理解し実践する第一歩である．
」
（p. 194）と述べている．また『現代の経営』の中で MSC が体系化されるに至っ
た経緯の他，
『経済人の終わり』や『企業とは何か』，『新しい社会と新しい経
営』，『現代の経営』などから，社会的背景やドラッカーのマネジメントに対す
る見解を紹介している．森岡は，当時のドラッカーが体系化した MSC について
「自由で機能する産業社会を実現するために，企業人が行うべきマネジメント
を効果的に機能させるためのフレームである」と定義している．更に，「マネジ
（15）
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〜」
の
中で，MSC の成長過程について，ドラッカーの『変貌する産業社会』
，
『創造す

る経営者』，『経営者の条件』
，
『断絶の時代』
，
『マネジメント ― 課題，責任，
実践』から，マネジメントに求められる社会的要請の変化と共に拡張されたマ
ネジメント領域について言及している．ドラッカーは産業社会の中で企業が果
たすべき経済的責任を担うべくマネジメントの重要性を述べてきたが，米国社
会における組織の多様化や多元化の進展，公的機関や非営利組織等の公的サー
ビスの拡大を背景に，現代社会におけるマネジメントの社会的要請の変化を捉
え，マネジメントの役割について「個々の組織の存続や繁栄よりもはるかに多
くのことが，その（マネジメントの）成否の如何にかかっている．
」
『マネジメン
ト』上のまえがき）と述べている．我々は，資本主義を背景に巨大化する現代企
業について，企業活動による社会的インパクトの解消を求めるだけでなく，よ
り積極的に社会的課題の解消を支援するべく企業の社会的責任が求められる現
状を認識すべきである．グローバル化により全体主義的に統合された規範や規
制が社会を統制するのではなく，独立した多様性を有する多元主義的な社会を

図表 2

マネジメント・スコアカードの体系図の比較

4．マネジメント・スコアカードに不可欠な社会的視点と多元社会
の関係
（17）
ドラッカーは『断絶の時代』
の中で，現代社会に断絶をもたらす要因とし

考慮したマネジメントを行うことが重要である．
森岡は MSC 体系図（16）として自由で機能する社会を構築するためのマネジメ
ント・スコアカードの意義を訴求している．ドラッカーがマネジメントに求め

て「新技術や新産業」
，
「グローバル化」
，
「多元化」
，
「知識社会」を挙げている．
新技術や新産業では，イノベーションにより今日の重要産業や大事業の陳腐化
が起こる．グローバル化では，多国籍社会，多国籍企業の活動により社会が変

た Integrity や社会的責任は，自由で機能するための社会に不可欠な要素であ
り，具体的な事業活動を導く指針として「5 つの重要な質問」を問い，
「8 つの
重要領域目標」を定め，その活動を「マネージャーの評価表」や「マネージャー
ズ・レター」を用いて日々共有することで，組織の社会的責任を果たすのであ
る．藤島が示した体系（左側）も森岡が示した体系（右側）もともに事業の使命

貌する．多元化では，社会と政治が変わる．知識社会では，重要な資源となっ
た知識により，新たな資本主義が台頭する．断絶する現代社会の中で顕在化す
る多元社会は，企業の社会的責任を実現するために考慮すべき視点である．ド
ラッカーは多元社会について「社会にかかわる理論を意味あるものとするため
には，今日の社会が無数の組織からなる多元社会であって，一つの巨大な太陽

から事業目標を定めすことで企業の社会的責任を目指している（図表 2 参照）．
企業に求められる社会的責任は，グローバル化を背景に増大した社会的イン
パクトを背景にその領域は確実に広がっている．巨大なグローバル市場から生

と惑星群ではなく無数の太陽群からなる星雲であるとする認識が必要である．
」
（
『断絶の時代』p. 172）と述べている．ドラッカーは「かつての多元社会」につ

じる社会的要請は，全体としての調和を維持しつつ多様性を踏まえたローカル
な対応が求められる．ドラッカーは，この様な複雑な現代社会を多元社会と捉
えて，企業が多元社会の中で様々な社会的制約を認識し，企業の社会的責任を
果たすことを求めている．次章では，
「自由で機能する社会」を実現するために
考慮すべき多元社会について概観する．

いて，
「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
述べるのに対して，「新しい多元社会」では，「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
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できない．
」
（
『断絶の時代』p. 172）と述べている．現代社会における多元社会で
は，意思疎通や共通認識が困難な状況を認識し，お互いのコミュニケーション
がより重要であることを理解すべきである．更に，組織や社会の相互依存性や

より高次の次元から捉えることができる．MSC は「自由で機能する社会」を実
現するためのツールであるが，MSC の実効性を担保するためには自身が置か
れている多元社会を認識することが不可欠である．ドラッカーは，我々に考慮

共生という考え方が必要であり，ドラッカーは「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）と述べている．「かつての多

しなければいけない多元社会の課題と「自由で機能する社会」を構築するため
の MSC を授けてくれたが，多元社会を認識するためのツールまでは示してく
れなかった．本稿の目的は，
「自由で機能する社会」を構築するために考慮しな

元社会」では一つの価値観の基に社会が構成されていたが，
「新しい多元社会」
では他の社会では理解できないような価値観の基に社会が構成されてきたこと
を認識しなければならない．つまり異なる目的，価値観を持った社会と相互依
存関係を維持しながら社会活動を行わなければならないのである．現代社会に
おける組織には，組織間の依存関係の高まりと共に，そこから生ずる摩擦や不
信，対立を覚悟しなければならない．この様な社会環境を踏まえてドラッカー
は「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．
ドラッカーは多元性の視点で，現代企業における知識組織を捉えている．専門
化した多くの組織を統率するには，個々の知識労働者が自ら意思決定を行い，
自らの知識に責任をもって使うことが求められると述べると共に，
「組織の社
会的責任」について，
「あらゆる組織が力をもち，その力を行使する．したがっ
てあらゆる組織が自らの行動に責任をもつ．
」
（
『断絶の時代』p. 201）と述べて
いる．組織の責任に関する第一の原則として「従業員への影響を可能なかぎり
抑えることである．」
（
『断絶の時代』p. 203）
，組織の責任に関する第二の原則と

ければならない多元社会を認識するための視点としてサービス・エコシステム
概念を提案する．次章では，サービス・ドミナント・ロジックから派生したサー
ビス・エコシステム概念と多元社会について紹介する．

5．サービス・エコシステム概念と多元社会
サービス・ドミナント・ロジック（以下 S-D ロジック）とは，バーゴとラッ
シュが提示した新たなサービス概念（18）である．S-D ロジックでは，従来のサー
ビスを複数形のサービシィーズと捉えるとともに単数形のサービスを「
（単数
形の）サービスを他者あるいは自身のベネフィットのために，行為，プロセス，
パフォーマンスを通じて，専門化されたコンピタンス（オペラント資源として
（19）
（p. 59）と定義している．新たなサー
のナレッジ・スキル）を応用すること．」
ビス概念では，サービスをスキルやナレッジの適用として捉えている．企業が
提供する有形財の製品や無形財のサービス自体を価値と捉えるのでなく，サー
ビスを通じてスキルやナレッジを適用することで価値が創造されると捉えた
のである．S-D ロジックは，当初 8 つの基本的前提（FP）として定義されたが，
その後数度の追加，修正が加えられ，2016 年には 5 つ目の公理として「価値共
創はアクターが創造した制度と制度的配列を通じて調整される（PF 11）
」を追
加（20）され 11 の基本的前提として定義されている．
S-D ロジックから派生したサービス・エコシステム概念は，公理 5（基本的前

して「自らのもたらす影響を事前に知り予防することである．」
（『断絶の時代』
p.203）と示している．
ヨーロッパで進んだ統合の流れは，多元社会の実現に向けて世界的な注目を
集めており，グローバル化により生じた社会的課題の解決策として大きな可能
性を秘めている．グローバル化によりヒト，モノ，カネ，情報の流動化が進み，

提 FP 11）から導かれる．バーゴらは，サービス・エコシステム概念を「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」と定義し，4 つの構成要素として①相対的に自己完結的，②資源統
合アクターの自己調整的なシステム，③共通の制度的ロジック，④サービス交

巨大グローバル企業の社会的影響力が増大している．統合された単一の秩序や
文化，価値観，制度，規則により社会を統合する全体主義的な流れは，多様な主

換を通じた相互的な価値創造，などを示している．サービス・エコシステム概
念では，サービス交換というミクロ的な現場で行われている価値共創活動を一

義，主張との共生を目指す多元社会と対極にあり，共生社会という一体性の崩
壊を招く危険性を有している．現代社会に求められている「自由で機能する社
会」とは，他社を排除する絶対的な単一価値観への強制的統合でなく，異質で
多様なアイデンティティを有する人々の志向を尊重し，相互依存関係を構築し
共生できる社会である．多元社会とはこの様な異質な存在との共生を認める多
様性をもった社会観であり，多元社会を認識することで，自身が属する社会を

次元的に捉えるのでなく，複数の階層で構築された多次元的な社会として価値
共創を捉えている．サービス交換が行われているミクロレベルの上層部には，
市場や業界などを想定したメソレベルの階層，そして最上部には，地球や自然
というマクロレベルの階層が存在している．下位の組織が上位の組織へ入れ子
状に存在して，重層的な構造をもつと捉えている．この様な複雑な構造に至っ
た背景には，現代社会の経済活動が一部の企業や業界内に留まらず地域社会，
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ス・エコシステム概念では，社会的文脈から制約を受ける人間の主観的価値を
捉えようとする試みである．ドラッカーは組織を自由で機能する社会を構築す
るための社会的な仕組みと捉え，その役割を広く社会に求め MSC を策定した
ことを考えれば，その活用に社会的視点を有するサービス・エコシステム概念
を活用することは，MSC 策定の参考となりうる．次章では，本稿のまとめとし
て MSC を活用する際にサービス・エコシステム概念を用いる意義について論
ずる．

6．サ ービス・エコシステム概念から読み解くマネジメント・
スコアカード
多元社会やサービス・エコシステム概念という視点は，企業が考慮すべき社
会環境を認識するために必要な視点である．多元性やサービス・エコシステム
図表 3

サービス・ドミナント • ロジックの社会観

環境にまで影響を生じさせていることが考えられる．この様な思考は，社会科
学としてのマーケティングと生物学における生態学や生態系，エコシステムと
の融合である．S-D ロジックの公理から導かれたサービス・エコシステム概念
（図表 3 参照）とは，従来の企業と顧客間における経済的価値の共創というミク
ロ的な視点から多様な社会的文脈や資源との統合を背景とするマクロ的な社会
活動としてサービスを捉えている．この様な社会観の拡張は，多元社会を捉え
る視点として有用性が高い．
村松（21）は，サービス・ドミナント・ロジックについ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るためにネットワークとい
う思考を導入することで，文脈価値概念の精緻化が進んだと述べている．更に，
サービスの背景に存在する社会的文脈として個々のアクターの主観的な意識の
他，社会環境，制度や習慣なども含まれる．サービス・エコシステム概念では，
ネットワーク内で共創される価値は顧客が主観的に得るものであるが，その背
景には価値共創に影響を与える制度配列という社会的文脈が存在すると解する
のである．サービスを通じて各アクターが得る文脈価値は個人的認識によって
決定されるだけでなく，より広い社会的認識の中で共創されるのである．バー
ゴとラッシュは，文脈価値に影響を与える制度について，「行動を可能にした
り制約したり，また社会生活を予測することを可能にしたり，意味あるものに
したりする．人によって作られたルール，規範，信念のこと．」と定義してお
り，社会構築主義的な思考を読み取ることができる．サービス・エコシステム
概念は，入れ子状に存在するマクロ，メソ，ミクロといった重層的な社会階層
を持った多元主義的な思考と主観的価値に社会構築主義的な制度や制度配列
が価値共創に大きな影響を与えていることを示している．従来のマーケティン
グでは，経済市場を対象とした経済的価値を中心に論じられてきたが，サービ

概念という考え方は MSC を実践導入する手掛かりと考えることが可能であり，
その親和性は高いと言える．ドラッカーが『断絶の時代』や『マネジメント』の
中で述べている「多元社会」という視点は，サービス・エコシステム概念の重層
的で相互に制約や影響を与え合う社会観と類似した視点である．また，ドラッ
（22）
の中で述べている「経済連鎖全体（エコノミッ
カーは『明日を支配するもの』
ク・チェーン）」という視点は，企業が自社に関係のあるサプライ・チェーンの
みを考慮するのではなく産業全体の関係性を認識する必要性として「経済連鎖
としてのコストの管理が不可欠となる．それどころか，経済連鎖全体のコスト
だけでなく，経営戦略や製品企画をはじめとするあらゆる活動について，個別
の企業の法的な枠組みを越えて，事業のプロセス全体を組織し，管理すること
が必要になる．」
（『明日を支配するもの』p. 133）と述べている．ドラッカーは社
会生態学者としての視点から，企業活動を単に自社内の資源を有効に活用し市
場へ提供するという体制から，企業外の業界や市場，行政や顧客の購買意向，
社会全体のこうした経済連携全体を経済連鎖全体（エコノミック・チェーン）
として認識した上で，企業活動を行う体制として捉えたのである．ドラッカー
が示した「エコノミック・チェーン」や「多元社会」という視点と同様に「サー
ビス・エコシステム概念」という視点から MSC を俯瞰することで，MSC の実
効性や有用性をより高める手掛かりとなる．
MSC のフレームワークでは，サービス・エコシステム概念と同様にマクロ
レベル（地球レベルや広義の社会の中での関係性），メソレベル（地域社会や市
場，業界の中での関係性），ミクロレベル（個々のサービスプロセスや企業の中
の関係性）という多層的なレベルでの関係性を認識することができる．マクロ
レベルの関係性を認識するために，MSC フレームワークの上段では，企業の目
的を明確化するために「5 つの重要な質問」から事業の使命を定義する．この定
義は市場や社会環境を考慮して必要に応じて再定義を行い現在の社会ニーズ
から乖離しないように注意することが必要である．メソレベルの関係性を認識

140

研究論文

マネジメント・スコアカードが求める自由で機能する社会 ― サービス・エコシステム概念から考察する経済的価値と社会的価値の共創

141

するために，MSC フレームワークの中段では，事業活動により企業やステーク
ホルダーの価値共創が実現されるために「8 つの重要領域目標（測定と評価）
」
から主要な事業領域を定義すると共に定期的に再定義を行い適切な事業活動
が行われるように心掛けることが必要である．ミクロレベルの関係性を認識す
るために，MSC フレームワークの下段では，主要な事業領域の目標を個人の
MSC へ展開する．個人の MSC とは，上司と部下による自己目標管理を通じて
行動計画を策定，フィードバックする手法であり，具体的には「マネージャー
の評価表（投資，人事，イノベーション，戦略）
」
，
「マネージャーの 5 つの仕事
（OOMMD）
」
，
「マネージャーズ・レター」等を活用することで組織の社会的責
任から事業理念，事業目標，個人の活動へと一連の流れとして共有されること
を目指している．
最後に，「5 つの重要な質問」を定義する際に考慮すべき社会的価値を認識す
る視点をサービス・エコシステム概念から述べることとする．最初に行うべき
ことは，MSC の目的でもある「自由で機能する社会」を実現するための「社会」
のマクロ的定義である．組織が存在する前提となる「社会」を理解することな
く「組織」や「顧客」を定義することはできない．この「社会」には，
「組織」や
「顧客」が存在する地域社会や個々の活動が関係する環境や自然など幅広く認
識することが重要である．次に行うべきことは，
「5 つの重要な質問」で示され
ている「われわれ」と「顧客」について具体的に定義する．現代社会の組織活動
が行われる経済市場の中で「われわれ」
，
「顧客」を明確に定義（メソ的）するこ
とで，組織の社会的意義と顧客が求める価値の一致を目指すのである．これら
の定義を前提として，組織と顧客のミクロ的な行動を通じた価値共創が行われ
る．共創されるべき価値は，顧客が主観的判断することになるが，この主観的

図表 4

サービス・エコシステム概念とドラッカーの社会観

なるフレームワークである．本稿では，マネジメント・スコアカードを活用す
る際に組織が社会との関係性や影響を認識するための視点としてサービス・エ
コシステム概念を用いた．ドラッカーが有していた社会観とサービス・エコシ
ステム概念は，地域社会における組織活動と社会との関係性を重層的に捉える
視点である（図表 4 参照）．マネジメント・スコアカードの一連の流れは，組織
の使命としての「自由で機能する社会」の構築や「社会的課題の解消」，「市場
や顧客の創造」を通じて成果をあげることである．そのために，組織の構成員

判断に制約と影響を生じさせる社会的文脈を理解することが重要である．つま
り最後に行うべきこととして，
「われわれ」と「顧客」に影響を与えている制度

に地位と役割を与えて自組織の社会に対するマイナスインパクトを最小限にし
て成果を最大化する活動が行われる．サービス・エコシステム概念では，顧客の
主観的な価値を実現するために組織内外のネットワークを介して資源統合が行

や制度配列を抽出することである．組織活動の目的に影響を与える収益や構成
員の自己実現，社会貢献など組織が顧客価値創造に際して共創すべき要素は多
岐に及ぶ．更に社会から課されている法規や納税義務，地域社会への貢献など
考慮すべき要素を具体的に列挙，制約や影響の大きさを認識する必要がある．
「われわれ」と「顧客」に対する社会的制約と影響を考慮することは，ミクロ的

われるマクロ的な視点でサービスを捉えている．自組織や顧客を越えた資源統
合ネットワークでは，様々な制度配列による制約や支援を受けて顧客の主観的
価値が創造されるプロセスを認識することが可能となる．現代社会では，人種や
宗教，国境を越えて世界レベルで対処しなければならない感染症や環境問題，グ
ローバル企業が及ぼす世界的な影響，条約や法規制や慣習，文化などローカルな

な組織活動である価値共創とマクロ的な社会的文脈との接続であり，この接続
が適切に機能することで持続可能な社会を構築するのである．持続可能な社
会とは，経済的価値と社会的価値が共存する社会であり，ドラッカーが希求し

制約との調和，組織活動としてのサービスを介して満たすべき顧客の欲求には
多様性を持った対応が求められる．組織が社会の中でその役割を果たし社会の

た「自由で機能する社会」である．この持続可能な社会の中で人間に「地位」と
「役割」を与えるのが組織の役割である．
ドラッカーのマネジメント・スコアカードは，単に組織活動にマネジメント
を導入するだけでなく，企業の社会的責任としての社会貢献や組織の重要な資
源としての構成員が地位と役割を得て自己実現を果たすことができる羅針盤と

機関として活動することで自由で機能する社会が実現するのである．

7．考察と今後の課題
本稿では，MSC の視点を理解するために，MSC に関する先行研究やドラッ
カーの書籍から MSC について概観するとともにマーケティング分野で研究が
進められているサービス・エコシステム概念やドラッカーが唱えた多元社会の

142

研究論文

視点を踏まえた社会観について検討した．更に，MSC 導入に際して社会的文脈
を認識するための視点としてサービス・エコシステム概念を採用し，顧客や組
織活動を定める際の視点として用いることを提案した．本提案は概念的議論で
あるが，サービス・エコシステム概念や多元社会の視点を有する MSC の社会的
意義を再確認すると共にサービス・エコシステム概念と MSC の社会的認知の
向上につながれば幸いである．
現在，サービス・エコシステム概念や MSC について，実践導入や研究報告の
事例はまだ少ない．本稿でも MSC の視点としてサービス・エコシステム概念を
用いることの意義について概念的に述べたに過ぎない．今後は，MSC の実務へ
の導入事例や関連研究が増えることを期待する．
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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，ヘルスケアビジネスにおけるサービス・マーケティング，
消費者志向経営や倫理的消費，SDGs 導入，企業の社会的責任 他．
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・エコシステム概念）との統合の有用性につい
て研究．
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官民連携事業と地域振興

自治体

指定管理者運営施設数

うち民間企業等

比率

― 指定管理者による公共施設運営の要点と課題

都道府県

6 , 847 施設

2 , 617 施設

38 . 2％

Public-private Partnership Business and Regional Promotion:
Study on the Points and Problems of Public Facilities Management
by Designated Managers

政令指定都市

8 , 057 施設

3 , 734 施設

46 . 3％

市区町村

61 , 364 施設

24 , 451 施設

39 . 8％

合計

76 , 268 施設

30 , 802 施設

40 . 4％

薄木伸康

Nobuyasu Usuki
（清水建設㈱）

Summary
As a public-private partnership, the number of designated managers adopted by
private companies is increasing.
However, when a private company entrusts the maintenance and operation of
public facilities, the following opinions occur. It may not be possible to guarantee
the operation of public facilities in line with the mission of public facilities and
the position as a promotion center for local arts, culture, welfare and education.
Therefore, the examination of the desirable utilization policy of the designated
manager system is an issue.
In this paper, we clarify the roles and goals of designated managers in the
maintenance and operation of public facilities that are run by private businesses to
revitalize the area.
Furthermore, using the designated management of the Cultural Hall as an example,
we will consider how to utilize our know-how within a limited budget and how to
satisfy the welfare of residents and realize regional promotion. At the same time, we
will study the trade-off between improvement of benefits and efficiency included in
the designated manager system.

図1-1

また，対象となる公共施設も多様となり，レクリエーション・スポーツ施設，
産業振興施設，基盤施設，文教施設及び社会福祉施設にまんべんなく民間企業
が運営主体となっており，民間企業による公共施設の運営が地方自治法の改正
．
以来順調に浸透していると言える（図 1-2 参照）

指定管理者制度は，住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するた
めの施設である公共施設について，民間事業者等が有するノウハウを活用する
ことにより，住民サービスの質の向上を図っていくことで，施設の設置の目的
を効果的に達成するため（1），2003 年の地方自治法の改正により，公共施設の管
理運営を対象に導入された制度で，これにより株式会社や NPO 法人等の民間
企業が指定管理者として管理を行うことが可能となった．総務省の資料によ
ると，2018 年 4 月現在では，指定管理者制度が導入されている施設数は全国で
76 , 268 施設であり，そのうち 4 割の施設で民間企業（株式会社，NPO 法人，学
（2）
校法人，医療法人等）が指定管理者として運営を行っている（図 1-1 参照）
.

民間企業

種別
施設区分

一般社団等

自治体

公共的団体 地縁団体

合計

株式会社

NPO 法人

その他

レクリエーション・
スポーツ

4 , 982

1 , 553

2 , 339

4 , 523

79

9 09

830

15 , 215

産業振興

1 , 839

254

1 , 138

928

17

1 , 367

971

6 , 514

基盤

7, 297

437

4 , 893

10 , 133

112

1 , 459

2 , 10 6

26 , 437

文教

1 , 520

661

1 , 470

2 , 383

39

1 , 092

8 , 398

15 , 563

704

876

839

1 , 603

21

7, 314

1 , 877

13 , 234

16 , 342

3 , 781

10 , 679

19 , 570

268

12 , 141

14 , 182

76 , 963

社会福祉

図1-2

（1）
PPP/PFI 事業の運営における指定管理者制度の浸透

指定管理者による運営施設数（2018 年 4 月現在）

出典：総務省自治行政局行政経営支援室『『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する
調査結果』の概要』
（2019） p. 1 より編集

合計

1．はじめに
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施設区分ごとの運営主体数（2018 年 4 月現在，種別については複数回答あり）

出典：総務省自治行政局行政経営支援室『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する
調査結果』
（2019） p. 4 より編集

（2）本稿の目的
官民連携事業としての民間企業による指定管理者制度の採用数は増加傾向に
あるものの，民間企業に公共施設の維持管理・運営を任せた場合，公共施設の
使命，地域の芸術，文化，福祉や教育の振興拠点としての位置づけに沿う形で
の運営が必ずしも担保されないのではないか，ということが一方では危惧され
ており，指定管理者制度の望ましい活用方策の検討が課題となっている（3）．
本稿では，民間事業者が地域活性化を主眼とする公共施設の維持管理・運営
について，指定管理者としての役割と目標を明確にしつつ，限られた予算の中
でいかにノウハウを発揮し，どのような形で住民の福利厚生を満足し地域振興
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を実現していくかという考察を，文化ホールの指定管理者を一つの事例により
行うとともに，指定管理者制度が内包する福利厚生の向上と効率性の二律背反
性についても検討する．

2．指定管理者制度の概要
（1）指定管理者とは
指定管理者制度については拙稿（2018）において纏めているがその概要を
整理してみたい 1．指定管理者制度は，2003 年改正の地方自治法第 244 条に基
づいて導入され，公的機関が整備した公的施設の管理を民間事業者も含めた
幅広い団体に，行政処分の一種である「指定」を行うことで公共施設の管理
権限を委任することが可能となった．
指定管理者制度を採用する自治体は，指定管理者を指定する手続き，指定
管理者が行う管理の基準，業務の範囲等の必要事項を条例において規定した
うえで，指定管理者を選定し市町村議会の議決を経た後に行政処分として
「指定」する．指定管理者となった民間事業者は，公共施設の利用料金を自ら
の収入として収受すること，条例の規定内で，自治体の承認を得て自ら料金
を設定すること，個々の使用許可を行政処分として行うこと，がそれぞれ可
能である．自治体は，公共施設設置者としての責任を果たす立場から指定管
理者を監督する．また，指定管理者の指定は，期間を定めて行われる．これ
は，公共施設の管理が最小のコストで最大の効果を上げているかなど，自治
体に対して管理の状況を見直す機会を与えるためである．
指定管理者制度を導入することとした場合に条例で定めるべき事項は，指
定の手続，管理の基準（休館日，開館時間，使用制限の要件）
，業務の具体的
範囲（施設・設備の維持管理，使用許可）となっている．また，指定管理者に
よる業務遂行を確実なものとするため，自治体は，管理業務の実施状況や利
用状況，管理経費等の収支状況等，管理の実態を自治体が把握するための事
業報告書の提出を指示し，指定の取消し・業務の停止命令等の指示・監督を
行うことができる．
（2）指定管理者の対象
指定管理者は，地方自治法第 244 条の 2 第 3 項により，
「法人その他の団体
であって当該普通地方公共団体が指定するもの」と定義され個人以外であり
さえすればよく，法人格や公益性・非営利性の有無等は何ら要件とされない．
行政機関が指定する者に対して，法令により処分権限まで付与するという仕
組みは，既存の立法例において既に存在していたことなどから，指定管理者
1.
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より詳細については，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.167-169 を参照
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制度においても自治体が指定する者に行政処分を行わせることができるよう
制度設計がなされている．
（3）対象となる「公の施設」
対象となる「公の施設」は，
「住民の福祉を増進する目的をもってその利用
に供するための施設」と定義され，「公の施設」は，住民の利用に供し，住民
の福祉を増進するための施設等の要件を満たすものとされている．導入され
ている公共施設には医療・社会福祉施設が多く，次いで図書館，美術館など
の文教施設，レクリエーションやスポーツ施設など比較的大規模な施設が多
いという特徴がある（図 2-1 参照）
．
区分

施設の種別

体育館，武道場等，競技場
（野球場，テニスコート等），プール，海水浴場，
レクリエーション・
宿泊休養施設
（ホテル，国民宿舎等），休養施設
（公衆浴場，海・山の家
スポーツ施設
等），キャンプ場，学校施設
（照明管理，一部開放等）等
産業振興施設

産業情報提供施設，展示場施設，見本市施設，開放型研究施設等

基盤施設

公園，公営住宅，駐車場・駐輪場，水道施設，下水道終末処理場，港湾
施設
（漁港，コンテナ，旅客船ターミナル等），霊園，斎場等

文教施設

図書館，博物館
（美術館，科学館，歴史館，動物園等），公民館・市民会
館，文化会館，合宿所，研修所
（青少年の家を含む）等

社会福祉施設

病院，診療所，特別養護老人ホーム，介護支援センター，福祉・保健セン
ター，児童クラブ，学童館等，保育園等

図2-1

指定管理者が運営する公共施設の種別

出典：総務省自治行政局行政経営支援室『「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関
する調査結果」の概要』
（2018）前文より編集

3．公共と指定管理者との協定
（1）運営期間に渡って適用される基本協定
自治体が指定管理者を選定したのち，事業目的実現のため，自治体が要求
するサービスの水準を明確にし，民間事業者に対して求める成果を詳細にわ
たって明記する基本協定が締結される．
基本協定では，自治体及び指定管理者が相互に協力し，公共施設等を適正
かつ円滑に維持管理・運営するために必要な基本事項を定めることを目的と
し，公共施設の維持管理・運営に関して自治体が本条例に規定する指定管理
者として指定管理者を指定する意義は，公の施設の設置の目的を効果的に達
成する点にあることを確認する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になる．これらを踏まえた指定管
理者基本協定書の主な構成は図 3-1 のとおりである．
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項目

主な内容
事業目的，指定管理者の指定の意義，定義・解釈・信義誠実の原則等

総則

公共施設等の維持管理・運営義務等，年度協定，維持管理・運
営業務の範囲

維持管理・運営業務の範 維持管理・運営業務の範囲，自治体が行う業務の範囲，業務実
囲と実施条件
施条件・変更
維持管理・運営業務の実施

業務従事者，維持管理・運営業務の実施，事前準備，保険の付保
暴力団からの不当介入の排除，情報管理，利用の承認等

業務実施に係る自治体の 事業計画書等，業務報告書，随時報告，調査等
確認事項
自治体による事業評価の実施，協議等，改善要求措置
維持管理運営等業務費

維持管理運営等業務費・変更，参加費，使用料

損害 賠 償及び法 令 等の 損害賠償，第三者への賠償，不可抗力発生時の対応
変更又は不可抗力
法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除
維持管理・運営期間の満了

業務引継ぎ等，前払金，原状回復義務，備品等及び文書等の扱い

期間満了以前の指定の取 指定取消し・取消しの効果等，協定失効，期間満了時の取扱い
消し等
法令変更・不可抗力・行政執行上の判断等による指定取消し等
その他

地位及び権利義務の譲渡等，監査，経理及び帳簿等保管年限，
協定変更
災害等対応，近隣関係，情報公開，市内企業への優先発注等

図 3-1

自治体と指定管理者による協定の構成例

出典：平塚市『見附台周辺地区整備・管理運営事業（A・C ブロック）指定管理者基本協定書
（案）
』
（2018）より編集

（2）基本協定書の概要
基本協定は，多くの自治体では指定管理者との契約の全事業期間に適用さ
れる「基本協定書」と各年度に個別具体的に実施される業務内容，指定管理
料及び納付金等については「年度協定書」を締結する（4）．基本協定書では，総
括的事項，指定管理業務の実施に関する事項，指定管理料等に関する事項，
指定管理業務の実施に伴うリスク分担，業務の報告及び監督に関する事項，
個人情報保護事項，一般的規定事項及びその基本的な考え方を記載するのが
一般的である（5）．ここでは，平塚市で実際に締結されている基本協定書の公
表されている案によりその内容を概観することとする．
①事業計画書の作成
指定管理者は，毎年度末など一定期間ごとに，翌年度に係る事業計画書
及び収支予算書を提出し，さらに自治体との複数回の協議を行ったうえで
翌年度に係る主催事業企画書及び自主事業企画書を自治体に提出する．
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②実施状況の報告
指定管理者は，維持管理・運営業務の実施状況等に関して，1）前事業年
度の事業報告書，2）前月度の月例業務報告書，3）前事業年度の利用状況分
析報告書，4）前事業年度の自己評価書，5）主催事業報告書，6）自主事業報
告書をそれぞれ自治体に提出して，自治体の確認を得なければならないと
されている．また，必要があると認めるときは，各書類の内容又はこれに
関連する事項について，指定管理者に対して書面による報告又は口頭によ
る説明を求めることができるものとされている．また，書類の内容の変更
又は追加等が発生するときは，自治体と指定管理者の協議により決定し，
指定管理者は当該変更又は追加に関する書類を自治体に提出するものとさ
れている．
③事業内容の変更，指定取り消し
各書類の内容の変更又は追加等が発生するときは，自治体と指定管理者
の協議により決定し，指定管理者は当該変更又は追加に関する書類を自治
体に提出するものとされている．また，指定管理者は，自治体が年度の途
中において指定管理者に対する指定を取り消した場合には，指定が取り消
された日から一定の期間内に当該年度の初日から当該指定が取り消された
日までの各書類を提出しなければならないとされている．
④随時報告，調査
自治体は，地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定に基づき，指定管理者
が行う維持管理・運営業務の処理状況について，随時に指定管理者に報告
を求め，及び実地について調査を行うために立ち入ることができるものと
されている．また，指定管理者は，この規定により自治体から報告を求め
られた場合は，速やかに報告書を作成し，提出しなければならないとされ
ている．
⑤損害賠償
指定管理者は，維持管理・運営業務の実施に関し自治体に損害を与えた
ときは，その損害を賠償しなければならない．また，指定管理者は，維持管
理・運営業務の実施に関し，第三者に損害を与え，当該第三者からその損
害賠償を求められたときは，その損害を賠償しなければならない．自治体
は，指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者
に対して賠償したときは，指定管理者に対して，賠償した金額及びその他
賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとされている．
⑥不可抗力発生時の対応
指定管理者は，不可抗力が発生した場合は，不可抗力の影響を早期に除
去すべく早急に対応措置をとり，不可抗力による損害等を最小限にするよ
う努めなければならないとされている．
⑦法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除
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法令等の変更又は不可抗力により，協定に従った維持管理・運営業務の
履行が不可能となった場合，指定管理者は，自治体に対してその旨を書面
で通知するものとし，自治体及び指定管理者は，協定の変更，損害等の負
担等につき協議するものとされている．なお，指定管理者は，法令等の変
更又は不可抗力により影響を受ける限度において協定に定める義務を免れ
るものとされている．
前項の履行不能事由が発生した日から一定期間内に前項の協議が調わな
い場合，自治体は，法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を指定管
理者に対して通知し，指定管理者はこれに従い本事業を継続するものとさ
れている．
指定管理者が法令等の変更又は不可抗力により維持管理・運営業務の一
部を実施できなかった場合は，自治体は，指定管理者との協議の上，指定
管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を維持管理
運営等業務費から減額することができるものとされている．
このように基本協定では，自治体が指定管理者に一定の範囲での維持管
理・運営業務における裁量を認めつつ，計画の作成と実績の報告を詳細に義
務付け，当初計画通りの実績を得られない場合のペナルティや契約解除への
過程，事故や損害の発生時における帰責者事由を明確にさせることや，自治
体と指定管理者でのリスクの分担などを詳細に定めることが一般的である．

4．指定管理者による運営企画提案の実例

塚市では，2003 年に「中心市街地（平塚駅西口・見附台周辺地区）まちづくり
計画」を策定し，対象地区における土地利用の基本方向を「公園など市民の憩
いの場としての機能と，文化・交流等の魅力ある公共サービス機能が融合した
複合土地利用」とし，再整備に向けた準備を進めた．また，2004 年度には「土
地利用市民アイデア募集」を実施して，広く市民の意見を把握するとともに，
2005 年からは，市民が参加する「見附台周辺地区まちづくり委員会」における
検討を開始し，2006 年に「見附台周辺地区土地利用基本構想」を策定した（6）．
基本構想を踏まえ，2008 年に「見附台周辺地区土地利用基本計画」を策定し，
段階的に検討を進め，問題解決に向け，見附台周辺地区整備事業を推進した．
2012 年に策定した「見附台周辺地区土地利用計画―整備方針―」で条件整理を
行った各項目について，2013 年度に実施した見附台周辺地区整備事業 PFI 導入
可能性調査で検証した．
その結果，民間活力を導入した整備手法では，市が施設を整備した場合に比
べ費用面での財政圧縮効果は一定量見込めるものの，市の財政に多大な影響を
与えることが明らかとなったため，主に事業費の縮減及び平塚市民センターの
耐震補強の検討を行うこととした．
その後，2017 年には「見附台周辺地区土地利用計画―改訂整備方針―」では，
その検討結果を踏まえ，内容の一部を見直し，本事業の実現性を高めるために
必要な改訂を行った（7）．
この改訂では，整備事業のメリット・デメリットをまとめ，整備事業を進め
る場合，新文化センター整備による集客力アップのほか，商業・業務等の施設
や公園を一体で整備することで，地域の賑わいの創出や市全体への活性化に繋
がり，経済への波及効果が高まると結論付け，また，民間活力の導入により，公
費負担が大幅に削減できることが見込まれるとともに，老朽化した各公共施

（1）文化ホール施設整備までの経緯
ここでは指定管理者による公共施設の運
営企画の実例として，自治体所有の文化ホー
ル運営の指定管理者選定時の提案例を取り

設が最新の設備や機能を備え，新たなホールが整備できることで収益性も高ま
り，費用対効果は高く，施設利用者の満足度の向上に寄与すること，バリアフ
リー化及びユニバーサルデザインが導入され，市民が利用しやすい施設になる
ものと結論付けた．
反面，整備事業の実施により，要求水準書の策定や，施設の設計・整備に 4 年

上げる．神奈川県平塚市の見附台周辺地区
は，平塚駅西口から徒歩 5 分の中心市街地
にある約 2 . 5 ha の公共用地であり，従来は，
平塚市民センターや崇善公民館，見附台公園
や見附台緑地など，市民だけでなく，市外か

を要し，長期間ホールの使用ができなくなること，規模や設備の内容によって
は多額の公費負担が必要となることや，ホールの規模の縮小に伴い，従来通り

らの来街者にも広く親しまれているエリア
であった（図 4-1 参照）
．
しかし，これらの公共施設のいくつかは老
朽化が進み，更新の時期が模索されてきてい
るのとともに，中心市街地の長引く衰退傾向
のなかで，魅力にあふれた賑わいと集客のま
ちづくりへの期待が高まっていた．そこで平
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図4-1

 塚市見附台地区事業対象
平
地の現況利用図

出典：平塚市『見附台周辺地区整備
（2018）
だより―創刊号―』

の利用方法が難しくなる場合があることも指摘した．これらを踏まえ，平塚市
民センターの耐震化に比べ，整備事業を進めることによる市民満足度の向上，
最新の設備や機能を備えた施設が地域に与える経済効果や費用対効果などを考
慮し，新文化センターの整備事業を進めることと結論付けた（8）．
（2）市による事業手法の決定
事業手法の選定については，PPP・PRE 等の民間活力の導入手法や公的不
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動産の有効活用を十分に検討したうえで，特に民間のノウハウ等が最大の効
率を発揮する手法を採用することとした．民間活力の導入手法には，PFI 方
式を始め様々な手法が存在するが，その手法によって得られる効果も差があ
る．その中で民間事業者の持つ独自の創意工夫が，行政の側の持つノウハウ
と高い相乗効果を現す手法として挙げられるものに PPP と PRE（公的不動
産）を組み合わせたものがあり，PPP と PRE のそれぞれの手法は互いに矛盾
するものではなく，事業の組み立て方により公的負担を軽減することが可能
となるものである．
以上のことから，事業費用の大幅な縮減が見込める手法である「PRE の有
効活用等の民間提案活用型 PPP 事業」を本整備事業の事業手法とした．具体
的には，整備事業の対象となる市所有地に必要な定期借地権を設定し，民間
事業者が公共施設を設計，建設を行い，民間事業者が施設を所有しながら本
施設全体の維持管理，運営を行う手法であり，運営事業者が指定管理者とな
るものである（9）
（図 4-2 参照）
．
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メントには様々な意見があったが，特に街づくりの観点からの声が大きく，
例えば「新文化センターを主体とする複合公共施設の地下は駐車場（見附台
公園部分も含む），下層階（1 階，2 階等）は商業施設として，平塚駅からの常
に人の流れをつくることで，駅前商店街もあわせて活性化するよう考慮して
ほしい．新文化センター等だけでは，常に人の流れをつくることは出来ない」
という意見があった．
これに対しては市も十分な検討を行っており，中心商店街との関係につい
ては，上記基本計画の中で，商店街と一体となった回遊ネットワークを作る
としており，見附台周辺地区を賑わいの拠点の 1 つとし，ここに訪れた人が
中心市街地に流れるといった回遊性を考えていること，駅西口から安心して
移動できる環境整備を行うことも検討していくこと，を回答している．また，
合わせて駐車場の配置や複合公共施設の余剰床の活用については，民間提案
に委ねたいと回答している（10）．
（4）事業コンセプトの設定
これらの検討を踏まえた公募で選定された民間事業者の提案によると，事
業のコンセプトを「多彩な文化活動を行う文化創造拠点と商業施設の相乗効
果によって，賑わいと交流が育まれ，周辺地域へ新たな賑わい・活動を波及
させる」としている．具体的には，新文化センター，見附台公園・緑地等，余
剰地活用・自転車等駐
車場事業について事業
全体が一体となった相
乗効果の発現を促すた
め，「 回 遊 性・ 賑 わ い
の創出」，「利便性の向
上」
，
「自然と歴史資源
を活かしたまちなみの
創出」，「防災・安全性
の向上」を軸とした活
動を提案している（図
4-3，4-4 参照）．

図 4-2

図 4 - 3 -1

平塚文化芸術ホールイメージ

出典：平塚市『見附台周辺地区整備だより―第 3 号―』
（2020）

見附台地区整備・管理運営事業のスキーム

出典：平塚市『見附台周辺地区整備・管理運営事業（A・C ブロッ
ク）募集要項』
（2018）p.26

（3）市民の意見のヒアリング
平塚市では積極的に市民参加のワークショップや意見交換会などを開催
し，市民の意見の取り込みを図り，パブリックコメントも数回募集した．コ

図4-3-2 見
 附台周辺地区整備・管理運営事業（A・C ブ
ロック）事業コンセプト
出典：平塚市『見附台周辺地区整備だより―第 2 号―』
（2018）
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図 4- 5 平
 塚文化芸術ホール事業者による芸術文化事業・普及振興事業の企
画提案
出典：平塚市『見附台周辺地区整備だより―第 3 号―』
（2020）

図 4-4

平塚文化芸術ホール民間事業者による提案概要
出典：平塚市『見附台周辺地区整備だより―第 3 号―』
（2020）

（5）芸術文化事業・普及振興事業の企画
民間事業者は，指定管理者としての運営業務について，市民の市民による
市民のための文化を通じ，
「ふれあい，伝えあい，結びあい」によって平塚文
化を創造し発信する企画を立ち上げ，実施するという提案をしている．基本
的な考え方と工夫や配慮は以下のとおりである（図 4-5 参照）．
①「平塚市文化振興指針」に基づく事業指針
「ひらつか文化を担う人づくり」
，
「アーティストの支援」
，
「ひらつか文
化の場づくり」
，
「文化を支える共同の仕組みづくり」の 4 目標を中心に据
えた 5 つの事業方針を設定する．
②「いつも何かやっている」事業展開の工夫
平塚市まちづくり財団の連携事業とも調整し，「いつも何かやっている」
印象を与える年間の事業展開をシーズン性や曜日にも配慮してバランスよ
く組み立てる．
賑わい創出に効果的な事業，地域の文化活動団体と連携した取り組みや
方策
③まちに新たな賑わいを生む 4 大フェスティバルの開催
5 つの事業方針を効果的かつ総合的に実現するため，
「音楽」
，「子ども
と家族」
，「市民創造」
，
「舞台表現」をテーマにまちに賑わいを生むフェス
ティバルを開催する．
④湘南ベルマーレスポーツクラブとの連携による賑わい創出と魅力の発信

「ベルマーレワンダーランド」との連携イベントの開催やスポーツ体験，
パークヨガなど，子育てや健康に役立つ教室等を定期的に開催する．
これらの運営業務について，豊富な業務実績のある企業が参画しており，明
確なスタッフ配置が示されている点，市民と文化事業を繋ぐ「賑わい創出担当」
の配置や，アートマネジメント等の専門家とのネットワーク形成を生かして文
化事業を実施する点，地元のアーティストや市民が参加するイベントについて
具体的な提案がある点，が選定時に評価されている（11）．

5．指定管理者制度の問題点
（1）指定管理者制度が抱える二律背反性
これまで見てきたように，指定管理者制度は，多様化する住民ニーズによ
り効果的，効率的に対応するため，公の施設の管理運営に民間の能力を活用
しつつ，住民サービスの向上を図るとともに，経費の節減等を図ることを目
的とするものであるが，指定管理者には，「公共性・公益性の確保と民間的
経営手法の導入」
「サービスの向上と経費削減」という二律背反する課題を抱
えつつ，限られた指定期間内においてこれを実現することの困難さがつきま
とっている．具体的な事例として，指定管理者制度が始まって 2 年が経過し
た時期に京都市職員山口耕平氏から提起された京都市体育協会（現公益財団
法人京都市スポーツ協会）による指定管理者制度の問題点を取り上げる．
（2）指定管理料の逓減
京都市文化市民局所管の市スポーツ施設は，2005 年に指定管理者の公募
と選定が行われ，西京極総合運動公園北側区域（陸上競技場兼球技場（現在
はネーミングライツにより「たけびしスタジアム京都」
（図 5-1 参照）
，補助
競技場及び野球場）
，宝が池公園運動施設（球技場，テニスコート）
（図 5-2 参
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照）及びその周辺区域，市民スポーツ会館及び体育館，武道センター（図 5-3
参照）及び有料運動公園（15 施設）と 2007 年に新設された伏見桃山城運動公
園が市体育協会により，管理運営されることとなった．市体育協会が指定管
理者となったこれらのスポーツ施設のうち，西京極総合運動公園の各施設及
び宝が池公園運動施設球技場は，施設の利用に係る料金が指定管理者の収入
となる「利用料金制度」が導入され，市からの少額の指定管理料のもとで，創
意と工夫，経営努力で「売上」を上げれば，そのまま指定管理者の収入増につ
ながる仕組みとなっている．
京都市から市体育協会に支払われる指定管理料は，指定管理初年度（2006
年度）は約 5 億 2 , 500 万円であったが 2 年目の 2007 年度は約 5 億 300 万円で，
2 , 200 万円が削減された．さらに 2008 年度の指定管理料は約 4 億 9 , 000 万円
で，2007 年度に比べて 1,800 万円の減となった．
このように指定管理料は毎年度約 4％ずつ削減され続け，指定管理最終年
度の 2010 年には約 4 億 5 , 100 万円にまで落ち込むこととなる．毎年度 2 , 000
万円ずつ収入が減り，5 年間合計で 2 億円近くもの収入減となる中で厳しい
経費削減を求められている．
さらに，次期の指定管理期間においては 5 年目の指定管理料が基礎数値と
なると推測されたため，更に一層厳しい経営努力が求められる懸念が生じ
た（12）．
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（3）指定管理期間
京都市スポーツ施設の指定管理期間は，2006 年度から 2010 年度までの 5
年間と定められていた．この 5 年という限られた期間の中でスポーツ施設の
管理運営を行わなければならず，2011 年度以降については継続して指定管理
者となる保証もない中では長期にわたる計画的な人員の雇用ができない恐れ
があった．そのため，職員の大半は期間限定の嘱託職員か，人材派遣会社か
ら派遣されるスタッフで賄われており，多くの職員が雇用への不安や待遇へ
の不満を抱えながら勤務している状態であった．また，5 年間の短いスパン
では十分な人材育成もできず，派遣職員は入れ替わりが激しいため，ノウハ
ウの蓄積もできないという問題も生じていた．
（4）施設の老朽化
指定管理者が指定管理者として管理運営しているスポーツ施設は，1988 年
に開催された京都国体のために大規模な改修が行われて以来，市の財政悪化
等により設備の更新が計画どおりになされなかったり，メンテナンスが十分
でなかったことで，耐用年数が経過したり，利用に堪えない設備が多かった．
例えば，西京極陸上競技場の電光掲示板は J リーグのゲーム当日に点灯せ
ず，故障の原因となった部品も古いため製造中止になっており，ようやく代
替の部品でしのいでいる状態であった．また，人工芝のテニスコートは通常
8 年から 10 年で張り替えなければならないが，傷んだ箇所だけの部分補修を
繰り返してきたために継ぎはぎだらけの状態となり，補修した個所とコート
に段差ができて利用者からのクレームが絶えない状態となっていた．
指定管理者では，指定管理者として管理運営を開始した直後の 2006 年度
当初に，全施設の点検・調査を行い，老朽化した箇所，利用者の安全が確保
できない箇所をピックアップし，市に対して改修を要求した．本来，施設改

図 5-1

たけびしスタジアム京都

出典：京都市 HP

修は設置者である市が行うものであるが，改修のための予算が確保できず，
これまで放置・先送りされてきたものであり，これらの深刻な老朽化問題は
指定管理者にとって非常に困難な問題である．
（5）経費削減の努力
スポーツ施設を管理運営する上で，どうしても必要になるのは施設の清掃
やゴミ処理，樹木の剪定，除草，設備の保守管理など，年間を通しての業務委
託である．指定管理者では管理経費節減の一環として，委託契約の大幅な見

図 5-2

宝が池公園運動施設体育館

出典：公益社団法人日本プロサッカー
リーグ HP

図 5-3

京都市武道センター

出典：公益財団法人京都市スポーツ協会 HP

直しを行い，これまで毎年度同じ業者と契約していた委託先業者との関係を
いったんクリアにし，入札によって選定することとした．入札ができない業
務についても，仕様の変更や業務の抱き合わせなどにより委託金額の圧縮を
図った．入札や業者との折衝は，経験のない中で試行錯誤の繰り返しであっ
たが，これにより大幅な経費削減を実現している．

158

研究論文

さらに，経費削減の一環として，2006 年度末に施設管理の職員を嘱託職員
から人材派遣会社の派遣スタッフに切り替え，人件費の抑制を図った．2007
年 4 月からは各運動公園施設とも新しい体制での施設運営となり，1 年を経
てようやく安定した．しかし，委託料や人件費にこれ以上の経費節減の余地
はない状況が続き，一層の支出抑制は困難な状況である．
（6）利用料金収入増加の施策
指定管理を受けたスポーツ施設のうち，利用料金制度が取り入れられた運
動施設については，利用料金の増減が指定管理者の収入に直結する施設であ
る．この施設の利用をいかに増加させ，利用料金を確保するのかが大きな課
題となっている．
そのため，補助競技場において実施されていたトラックの個人利用を見直
し，利用開始時間を 9 時から 7 時に早めるとともに，補助競技場で大会等の利
用日には陸上競技場兼球技場のメイントラックを開放することにより，ほぼ
毎日，利用できるよう改めている．併せて，個人利用の料金を値下げし，利用
者の拡大を図っている．
また，宝が池公園の球技場は，9 時から 17 時までしか利用できず，午前・
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新設，熱中症防止のための日除け屋根の設置など安全確保のための工事を
行った．
この制度の制定により，スポーツ施設の改修等については一定の予算の裏
付けができ，施設の老朽化・安全対策が進むものの，6 , 000 万円を超える工
事や修繕について，施設を利用する競技団体や関係者と調整を行い，設計書
や仕様書を作り，入札を行い，工程監理を行うという業務を指定管理者職員
が行う負担は大きい．また，駐車場有料化に伴い，競技大会運営車両の駐車
位置の調整という新たな仕事や，駐車場を有料化したことへの利用者の苦情
対応もしなくてはならず，事務量が大幅に増えている．
（8）人材育成の強化，労務環境の問題
京都市体育協会の職員構成は，2008 年 4 月現在，市派遣職員 3 人，プロパー
職員 5 人，嘱託職員 20 人，派遣職員 54 人，臨時職員 1 人となっている．事務
局長以下の補職者は市派遣職員及びプロパー職員の 8 人である．このうち，
施設管理を担当する管理課職員は，市派遣職員である管理課長を除くと，嘱
託職員 12 人，派遣会社からの派遣職員 41 人である．
事務局の職員は派遣職員を嘱託職員に採用，1 年の嘱託期間を 3 年に延長
するなど，雇用の安定を図り人材育成に力を入れているが，
．事務処理能力だ

午後の時間枠，全面単位の利用区分に限られており，利用しづらい貸出方法
となっていたため，供用時間を 8 時から日没まで，1 時間単位でしかも半面利
用も可能となるよう利用枠の改善を行い，利用者数の増加を図った．このよ
うな利用者の利便性と満足度を高める工夫と，陸上競技場兼球技場をホーム
とする京都サンガ F.C. の J 1 への躍進とが相まって，2007 年度の利用料金収

労務環境については，文化施設においても問題提起されている．可児市文
化創造センター（図 5-4 参照）の衛紀生館長兼劇場総監督は，指定管理者制

入は増収となった．
西京極野球場や陸上競技場兼球技場は，全国規模の競技大会やプロの試合
が開催される関西一円でも有数の大規模競技施設である．こうした施設をフ

度が「雇用問題」や「格差問題」でもあると指摘している．管理費を削るため
に職員から館長まで契約職員であったり，非常勤職員とアルバイトばかりと
いう形で管理費を削減する公共施設や，週 29 時間という雇用条件で非常勤

ルに活用することができれば理想的ではあるが，過密な利用はグラウンド状
態や天然芝の育成を悪くするなどの悪影響も懸念されている．
（7）施設改修等交付金制度の導入
スポーツ施設の老朽化や安全対策が，市の予算削減により十分に行われて

職員を働かせるという公共施設がある，と衛氏は批判している．労働時間が
週 30 時間に達すると社会保険に加入しなければならない責任義務が雇用者
に発生するためそれを回避するからである．従って，このような公共施設は，
社会保険にかかる経済的負担をなくすための「週 29 時間勤務」をさせている
ということになる．脱法行為ではないものの，実態を反映していないケース

いない問題を解消する手法として，これまで無料だったスポーツ施設の駐車
場を，有料駐車場として整備し，これによって市が収入する土地賃借料を財

である．「官から民へ」の「指定管理者制度」という傾向の下でこのような事
象が少なからず生じている可能性がある．

源とする「スポーツ施設改修等負担金交付制度」が 2007 年度に創設された．
この制度は，本来，市が実施すべきスポーツ施設の改修等を，市の事前承
認のもとで指定管理者が行った場合に，改修等に要した費用が交付されるも
のである．これにより，初年度の 2007 年度には約 6 , 000 万円を超える負担金
が交付され，テニスコートの人工芝張替え，野球場グラウンドの整備など老
朽化した設備の修繕や，野球場からのファールボール飛び出し防止ネットの

衛氏はさらに，
「
『官から民へ』という時，
『民は正義』のように思われがち
であるが，効率的な運営は『民間』にしかできないように多くの人が思い込
んでいるという背景があるのではないか．」と効率性を重視する風潮を批判
している．
「官」であっても，
「民」であっても，地域にとって，あるいは地域
住民にとって，不利益になる運営は良いものではない．衛氏はこのような状
態は「設置した責任を負わない自治体は『失政』を認めているに等しいので

けでなく，接遇や服務規律等の研修を繰り返し行い，これからの施設管理を
しっかりと行うため，全職員の一層のレベルアップを図る必要がある（13）．
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にされている事例が多い（16），と言われている．「内部効率性」だけでなく，公
共施設を整備する本来の目的を今一度再考察する必要性があると言える．
（2）指定管理者が適正な利益を得る事業となっているか
自治体と民間事業者という異なる立場同士が，指定管理者制度を通じて良
い成果を得るには，互いの立場や考え方を理解し，活用し，良い結果を生み
図 5-4

可児市文化創造センター
出典：可児市文化創造センター HP

す．住民の利益と安全を守る義務が自治体には厳然とあります．
『行財政改
革』
，『官から民へ』の美名に隠れて住民の不利益となる事態が進行していま
す．私たちはしっかりと監視していかなければない」としている（14）．

6．まとめ
（1）指定管理者制度の理念の浸透が図れ，住民への公共サービスが適正に行
われているか
地方自治法第 244 条が改正された直後に出された総務省自治行政局長の

出す努力を続けなければならない．公の施設の持続的な管理，施設における
サービスの維持・向上及び施設利用者の満足度向上を実現していくために
は，指定管理者の持つノウハウの活用と新たな創意工夫など，日々の努力が
不可欠である．そのための指定管理者のモチベーションを堅持するための根
本要素が「指定管理者にとっての適正な利益」であることを，自治体側も指
定管理者側も再認識すべきである．
指定管理者として実際の施設運営に携わっている団体が集まり，指定管理
者制度および公の施設の管理運営に関し，知識，技術，ノウハウを高めるため
に情報共有をしている一般社団法人指定管理者協会は，2019 年に全国の指定
管理者を調査し，指定管理者の適正な利益に対する考え方をまとめている（17）．
それによると，指定管理者が企業努力によって得られる「利益」の源泉は，

通知には，指定管理者制度を「多様化する住民ニーズにより効果的，効率的
に対応するため，公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ，住民サービス
の向上を図るとともに，経費の節減等を図ることを目的とするもの」とあ
る（15）．住民への公共サービスに関わる経費を節減して，より効果的・効率的
にサービスを供給することを目的としているが，この制度の目的を達成して
いるのかを検証してみる必要がある．

「利用料金制度で企業努力によって利用者が増となった利用料金増加分」，
「事業で支出を上回った収入を確保した場合の売り上げ」，「当初査定された
予算額を企業努力で経費削減（節減）できた差額分」，「指定管理者が持つノ
ウハウの発揮による住民サービスの向上に見合うインセンティブ」
，
「施設利
用者への便利供与としての自動販売機や関連グッズの販売手数料」から構成
されるとされている（18）．

上述のとおり，指定管理者制度には，
「内部効率性」と「外部効率性」の二
つの側面がある．
「内部効率性」とは人件費，施設管理費などの固定費を低減
化してサービスの低コスト化を図ることであり，
「外部効率化」は，その公共

これらの利益を確保するためには民間事業者としての経営改善や情報収
集，職員の経営能力の向上，職員の自己実現を通した業務に対する意欲の向
上や市民サービスの向上など，多面的な課題がある．また，公共施設運営責

サービスが地域社会のニーズに適合しているか否かの効率性である．
指定管理者制度は，
「内部効率性」と「外部効率性」の両立を目指すもので
あるが，直営よりもコストを削減することが主な目標となり，
「内部効率性」
のみが追求され，雇用環境が不安定となる可能性が高くなっている．
「外部
効率性」は，一部の例外を除いて自治体からの仕様書の数量的充足は達成し

任者として，自治体の課題を共に担い，文化行政や生涯学習の一翼を担って
社会に貢献するという自覚も求められる．指定管理事業をひとつの企業活動
として捉え，維持管理・運営経費に加え本社等の間接経費や利益を含んだ収
支構造を自治体に理解してもらうことが不可欠であり，自治体と指定管理者
が相互に情報を開示して理解し合い，事業を継続させることが重要である．

てはいるものの，利用者が直接感じる質的な満足度を満たしているか必ずし
も明言できない例も多い．

さらに，指定管理者として，企業努力を目に見える形のお金の流れとして収
支構造に反映させ，監査委員会，議会及び住民にそれらを理解してもらう努

特に利用料金収入が維持管理運営費用の一部しか賄えないホール，美術
館，博物館といった施設においては，自治体の自己資金や交付金等の国の補
助により施設整備し，文化芸術活動による社会的な課題の解決を目指すとい
うそれら施設の本質的な理念が，収入の少ない事業であるというごく近視眼
的な理由で疎かにされていたり，その必要性は認めていているものの後回し

力が必要となっている（19）．今後は，指定管理者側から住民に対して経営につ
いての積極的な情報開示を行い，住民も参加して公共施設運営の効率性と収
益性の両立を実現するための意見交換を行い，積極的に取り込むことで，地
域から常に理解される指定管理者であることが求められるのではないかと考
える．
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Summary
What companies are now demanding is business management that can contribute
to the sound development of society. This is the time of a major shift from growthoriented principles to sustainable-oriented principles. How can we survive a society
with a low birthrate and an aging society that we have never experienced before? We
have to take on the challenge of having “management”, the great legacy of Drucker.
Therefore, this time, we introduce Dr. Masakazu Mizutani’s “Four Principles of
Management Value”, which became a pioneer of business ethics in Japan, and
confirm the common idea with Drucker Management, and it is behind the MSC left
by Drucker. I approached the essence of management behind the MSC that Drucker
left behind.

はじめに
昨年，ドラッカーの原著翻訳のほとんどを担当された上田惇生先生が亡くな
られた．ドラッカーをもっとも理解し，ドラッカー自身も自分の分身と称した
方である．ドラッカーを研究するものとして，昨年は大きな節目の年であった．
生前，上田惇生先生と親しかった方が集まり，日比谷公園内にある松本楼にて
偲ぶ会を催した．微力ながらその会の司会進行役を務めさせて頂いた．名誉あ
る役割を頂いたことに感謝している．
さて，マネジメントを発見したドラッカーが亡くなってから，今年で 15 年目
になる．果たして我々はドラッカー・マネジメントをどこまで理解し，どこま
で社会に浸透できたのであろうか．この課題にドラッカー学会の藤島氏と森岡
氏の二人の理事が精力的に取り組まれている．ドラッカーが残したマネジメン
トのツールである“MSC
（マネジメント・スコアカード）”を分析し，実践に活
かした事例を紹介されている．
企業に今，求められているものは，社会の健全な発展に貢献できる事業経営
である．成長至上主義からサスティナブル重視主義への大転換の時である．少
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子高齢社会という，これまで経験したことのない社会をどう乗り切っていくの
か．ドラッカーが残してくれた偉大な遺産である「マネジメント」をもって挑
まなければならない．

社会はいかにあるべきかである．それを阻害しているものが，経済をすべての
基盤においた「経済至上主義」にあることに気が付くのである．
資本主義も社会主義も，そしてすがったはずの全体主義もすべて経済至上主

そこで今回は，日本における経営倫理の先駆けとなった水谷雅一氏の「経
営価値四原理システム」の紹介し，ドラッカー・マネジメントとの共通思想を
確認しながら，ドラッカーが残した MSC の背景にあるマネジメントの神髄に

義に他ならなかった．経済至上主義社会では人も社会も豊かになれないことを
悟ったドラッカーは非経済至上主義社会への移行の必要性を感じるようにな
り，その手段として編み出したのが「マネジメント」であった．

迫ってみたい．

1954 年に発刊された『現代の経営』にマネジメントの実践について詳細に書
かれている．このマネジメントを手段として，経済至上主義社会から人と社会
を大切にした「自由で機能する社会」の構築へと邁進していくのであった．

1．ドラッカー・マネジメントとは何か
1．
「マネジメント」の発見までの経緯
1909 年，ドラッカーはオーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンに生
まれた．ドラッカーが物心付いた 1914 年ヨーロッパにおいて第一次世界大戦
が勃発した．短期間で終わるとの予測をはるかに超えて 4 年間の長期の戦争と
なった．悲劇だったのは，このころ科学技術の進歩によって大量破壊兵器が登
場したことである．2000 万人の死傷者を出したこの戦争によりヨーロッパは壊
滅的な被害を受けることになる．
ドラッカー自身も後述しているように最大の不幸は，建物の破壊以上に次の
時代を再建すべき優秀な人材を無くしたことであった．文明の崩壊とそれを立
て直す人材の消失というダブルパンチをもろに喰ったのである．
この大戦により，ドラッカーが生まれた戦前のオーストリア・ハンガリー帝
国は破れ，共和国体制の小国へと移っていった．
同盟国であったドイツ帝国も敗戦国としてのスタートを余儀なくされた．敗
戦国に課せられた多額の賠償金を返すためにドイツ国民は苦難の環境に置かれ
ていった．政治体制はワイマール憲法という極めて民主的である社会主義的政
治体制を取ったもののドイツ国民はいつまでたっても豊かになれない時代が続
いた．
そこに彗星のごとく登場したのがヒトラーであった．ドイツ人のアイデン
ティティを刺激し国民を言葉巧みに洗脳していった．そして共に経済を至上と
する資本主義と社会主義に失望していたドイツ国民が選んだのはヒトラー率い
るナチスの全体主義だった．しかし，実態は全体のために個人が犠牲になるよ
うな社会，常に他国への侵略の上に成り立つ社会だった．
ヨーロッパの伝統の基本的価値たる自由と平等さえも破壊されてしまうので
はないかという恐怖感をドラッカーは抱いた．この全体主義の恐怖の起源を告
発したのが 1939 年に発刊された処女作『経済人の終わり』である．その根底に
あるものは近代西洋合理主義そのものへの懐疑と批判である．そこには解決策
はなく傍観者ドラッカーの焦燥感のみであった．
ドラッカーの根本視点は，常に人間と社会のあり方に注がれている．原点命
題は，社会において人間がいかに幸せに生きていけるのか，そしてそのために

2．『現代の経営』
（1954）から『ポスト資本主義社会』
（1993）まで
この書籍（『現代の経営』1954 年）は世界の経営者たちを勇気づけた．日本
も例外ではなかった．高度成長期はドラッカーが提示した「マネジメント」に
よって，企業人は自らの利益を上げるだけでなく，日本社会やコミュニティの
ために頑張ろうと，どれほど勇気づけられたことか．人間として働くことへの
強力な動機付けを与えられた日本人は，戦後高度経済成長を成し遂げたのであ
る．
しかし，
“過ぎたるは及ばざるがごとし”のたとえ通りに人と社会を幸せに
するはずの「マネジメント」はいつしか経済的成功の影の部分が大きくなって
いった．公害問題，消費者問題そしてバブル崩壊後はリストラ問題である．世
界に目を向ければ，アメリカを代表する超優良企業であったエンロンがアメ
リカ史上最大の企業スキャンダルで破綻となり，市場システムの大不信へと繋
がっていった．
「マネジメント」は諸刃の剣である．非経済至上主義社会を目指して編み出さ
れたはずの「マネジメント」はいつしか経済至上主義社会の権化となっていっ
た．さらに MBA 取得のコンサルタントや売名行為の経済評論家がドラッカー
「マネジメント」の機能面だけを強調し，いかに金を儲けるかのノウハウ本を多
数世に出した．
このため，ドラッカーの思想とは程遠い，人と社会を無視した冷徹な経営，
効率性と競争性を極度に高める世界へと突き進んでいった．結果，社員は疲弊
し，企業不正・不祥事につながり市民の企業不信は社会不安へと広がっていく
のである．
繰り返しになるが，ドラッカーが希求した「非経済至上主義社会」は実現ど
ころか，人と社会のために編み出したはずの「マネジメント」はいつしか機能
面のみが強調され，あたかも経済至上主義の権化となったのである．これはま
さにドラッカーにとっての悲劇であった．
ドラッカーは我が子「マネジメント」をわが手に取り戻すべく『非営利組織
の経営』を 1990 年に世に出した．金儲けのための効率性と競争性だけを追求す
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るのではなく，企業のミッションに軸足を置いて人間性と社会性を重視した経
営を求めたのである．そして最後の総仕上げとして出したのが 3 年後の 1993 年
に発刊された『ポスト資本主義社会』である．これは本来なら 1973 年に出され
た大書『マネジメント』でマネジメントの理論体系は終わっていたはずだった
が，その後のコントロール不能となった「マネジメント」
，世俗にまみれた「マ
ネジメント」を矯正すべく 20 年ぶりに完結編としてあらためて非経済至上主
義社会への道標を提示したのである．

2．MSC
（マネジメント・スコアカード）
1．MSC とは何か
ドラッカーが開発した MSC
（マネジメント・スコアカード）は，5 つの質問
を基盤とした 8 つの目標をもとにマネジメントの 3 つの役割を遂行するための
ツールとして名著『現代の経営』で紹介されている．
5 つの質問とは①ミッション（目的）は何か？ ②顧客は誰か？
価値は？ ④成果（アウトカム）は？ ⑤戦略は？ である．

③顧客の

ドラッカーは事業を定義し，ミッションを明確にすることが成功の秘訣だと
している．
「我々の事業は何か，何であるべきか」を定義することで，目標が明確にな
り，集中できると言及している．
ある意味ドラッカー・マネジメントは「質問によるマネジメント」である．
組織内でコミュニケーションを密にしてベクトルを一つにする．原著は「ask」
という語彙だらけである．質問こそがマネジメントだと言わんばかりである．
次に 8 つの目標として①マーケティング ②イノベーション ③生産性 ④
資金と資源 ⑤管理職の仕事ぶりとその育成 ⑥一般従業員の仕事ぶりと行動
⑦社会的責任 ⑧利益（条件として）を挙げている．④の資源にはモノだけ
でなく管理職・従業員の技能や知識全般の能力も含んでいる．これらの目標で
事業の全貌を把握し，個々の行動がチェックできると同時にとるべき行動と意
思決定の評価ができる
としている．また現場においては活動の評価と成果の向上にもつなげること
ができるとした．
それでは何故目標が 8 つも必要なのかについて，ドラッカーは次のように解
説している．
「マネジメントの役割は，①本業の使命を果たすこと（経済的責任） ②働く
人を生かすこと（人材育成責任） ③社会的責任を果たすこと（CSR）の 3 つで
ある．これら 3 つの役割をカバーするには上記 8 つの目標を立ててバランスさ
せることが重要である」
（図Ⅰ）と言及した．
もちろん目標の前に「我々の事業は何か」を問いかけて目的・ミッションに
よる集中と選択が必要である．そうすることで自分たちの顧客の存在が身近に

図Ⅰ

なり，やるべき作業が鮮明になり，目標がより具現化できる．さらに目標が明
確になることで従業員のモチベーションも上がるとしている．
目標の一つである利益についてドラッカーは「事業継続のための条件であ
る．しかしどれよりも大切な目標である．なければ事業そのものが成り立たな
い」と言及した．
8 つの目標の使い方と考え方については，5 つの質問をミッション（目的）
，目
標，アクションプランというように，より具体化した計画を立てることで社員
間の連携とモチベーションを向上させるツールとして活用するとした．これを
以て継続すべきことと変化させなければならないことが明確になり，進捗を計
る KPI（キー・パフォーマンス・インデックス）も明確化することができる．こ
のあたりをドラッカーは期待したようだ．
8 つの目標については，「立つ場所を与えてくれれば世界を持ち上げて見せ
る」と言い放った古代の偉大な科学者アルキメデスの言葉を引用しながら，具
体的な注意にも言及している．
マーケティングの目標は複数存在する．たとえば戦略基盤である集中の目標
と市場地位の目標については市場全体が拡大する方法を選択し，最大ではなく
最適な地位を目指すとしている．
イノベーションの目標には，
① 製品サービスにおけるイノベーション
② 市場におけるイノベーション
③ 流通におけるイノベーション
の 3 つがあるとし，目標を立てる上での注意事項とし，マーケティングの目
標を達成する上で必要なイノベーションと技術進歩によって期待できることを
予測することだと紹介している．
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人的資源・資金・物的資源のそれぞれの目標を立てるとき注意することは，
自らの需要と市場の 2 つの方向から設定する．
生産性については「生産性とは難しいコンセプトである．だが，それは事業

2．MSC による自己目標管理
目標管理については，「目標管理の最大の利点は経営管理者が自らの仕事ぶ
りを自ら管理することが可能となることである．自己管理によって適当に流す

にとって中心的なコンセプトである．生産性の目標がなければ事業は方向性を
失う．」と言及した．そして生産性の目標を計る尺度として「付加価値」が唯一
の尺度だとした．

のではなく最善を尽くしたいという強い動機がもたらされる．より高い目標と
より広い視野がもたらされる．
」
（
『現代の経営』p. 196）とドラッカーは言及し
ている．

社会的責任を目標として設定する必要性については，企業が内部ではなく，
社外（社会）を意識するためにも必要不可欠だとした．一つは自らの組織が社
会に与える影響への対応である．社会にマイナスとなる影響はゼロに近づけな
ければならない．もう一つが組織の強みを生かして社会の課題に対応すること
である．現在では社会的責任に関する国際規格である ISO 26000 や CSR そして

これら 8 つの目標は各自が自己の目標として管理しなければならないとし
た．ストレッチな目標を立て，セルフ・コントロール（自己管理）すること，そ
れは MSC が持つ思想でもある．
もう一つ MSC に関して重要なこととして上司と部下のコミュニケーション
がある．ドラッカーは部下に上司への要望事をレターとして提出することを薦

SDGs などを企業は意識することが当たり前になっているが，ドラッカーは 70
年ほど前にすでに企業の目標として社会的責任の必要性について詳しく言及し

めている．その名も「マネジャー・レター」である．いつも部下の話を聴く姿
勢を持っている上司には，部下も話がし易くなる．そうなると部下から上司へ

ている（図Ⅱ）．
更に，ドラッカーは社会的責任の目標を立てることのリスクについても言及
している．能力を超えたことに手を出すことや，不必要な権限を持ってはいけ
ないとしている．取るべきでないコストを背負い込むことになるからである．
ドラッカーはこれを社会的無責任だと喝破した．これは避けなければならな

の情報の流れが良くなるのである．そういう上司はタイムリーな情報を入手で
き，優れた管理スキルを持つことが可能となる．
軍隊で言うところのコマンド＆コントロール（指揮と統制）の考え方である．
コマンド（指揮）とは上司から部下へのコミュニケーション．それに対して，コ
ントロール（統制）は部下から上司へのコミュニケーションである．上方向に

い．
ベネフィットとしては，新たな機会と成りうる（挑戦），健全な社会・維持
（インパクトをゼロ）そして社会的企業理念の具体化である組織文化の醸成が

情報が流れることでコントロール（統制）が可能になる．コントロールは「管
理」と訳されることもある．部下から上司へ情報が流れるようにすることが，
「マネジメントの原則」なのである．

ある．これは従業員のモチベーションアップとコンプライアンスの向上に有効
な手段だとしている．

昨今，パワー・ハラスメントが注目されパワハラ防止法（2020 年 6 月）なるも
のが施行された．上司によるパワハラは，部下との意思疎通を阻害する．つまり
「パワハラをすると部下から上司への情報が伝わらなくなる」のである．しかし
ドラッカーが提唱したマネジャー・レターが機能すれば，上司と部下の信頼関係
は強固になる．MSC の活用はパワハラ問題の解決にも役に立つのである．
MSC の 8 つの目標を細胞にたとえると（図Ⅲ）のように，核の部分がマネジ
メントの役割としての経済的責任に該当し，マネジメントの正当性に位置する
細胞質が人材育成責任と社会的責任と見ることができる．
核と細胞質は不可分の関係である．2 つを以て細胞を形成するのである．8 つ
の目標は責任を中心においた連動した活動指標である．そしてその細胞を生か
すには栄養素としての人間の血の通った人間らしい経営行動が必要である．風
通し，チームワーク，人間力，真摯さ，動機付け等はサスティナブルな経営，つ

図Ⅱ

まりドラッカー・マネジメントの要諦である．
これまで解説したように，MSC には定量的な環境要因の分析だけでなく，個
人のモチベーション，成長，ミッション，精神性など人に関わる定性的な主体
要因が多分に含まれていることを理解すべきである．MSC をツールとしてマ
ネジメントを実践しても，上司によって大きな差が出るのはこのためである．
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上述したようにドラッカー・マネジメントの実行のためのツールである
MSC は，事業を自ら定義し，5 つの重要な質問と 8 つの重要領域目標を立て，部
下には要望事（マネジャーズ・レター）を書いてもらい，上司はサーバントリー
ダーとして部下の活動を支援することで威力を発揮する．組織は，ピラミッド
型からフラット型へと移行し，情報の流れをスムーズにすることで上司の意思
決定に好影響を与える．
企業はまずもって，本業から利益を出すことは，社会から人・もの・カネと
いう資源を頂いている以上，企業にとっての経済的責任なのである．次に上司
は部下の強みを伸ばし，人材を育成していくことは，この上なく重要なことで
ある．お互いが信頼し，パートナーとしてリスペクトし合いながら，育成のた
めの責任を果たすこと，つまり人材育成責任である．そして，これら二つの責
任を包括するのが，組織の社会的責任である．この社会的責任を基盤とした経
図Ⅲ

ドラッカーは，マネジメントを再現性があるサイエンスであると同時に主体
要因をもった人間学でもあると位置付けている．つまり客観的な体系であると
ともに個人の信条と経験の体系なのである．
3．
「自由で機能する社会」の実現に向けて―MSC（マネジメント・スコア
カード）の再考―
1 で述べたように，経済至上主義社会から非経済至上主義社会へと移行させ
るための手段として編み出したはずの「マネジメント」が，実は経済至上主義
を助長する結果となったことはまことに皮肉なことである．どこかでボタンの
掛け違いが起きたのである．人間の強欲が目を曇らせているのかもしれない．
そこで本当のドラッカー・マネジメントを理解するために「マネジメント」の
浸透に用いたツールである MSC の中身を正しく知ることで本来のあるべき
「マネジメント」の姿を理解できるのではないだろうか．
藤島氏は「社会の進歩・変革に貢献する組織体として，自ら設定したミッ
ションと目標に向けて，永続し繁栄を追求する統合型経営システム」であると
MSC を定義している．さらに新しい企業価値の創造にも触れている．「社会と
企業体は同一の基本的信条と原理に基づいて組織されなければならない．企業
体の信条と価値観が社会のそれと矛盾する場合は健全な産業社会は成立しな
い．新しい企業価値は社会と顧客の要望に応えることによって生まれる」と言
及している．
森岡氏は「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」と定義して
いる．さらに「自由で機能する社会，そして一人ひとりが市民として多様な生
き方ができる市民社会を基盤とするツール」だと提示している．

図Ⅳ

営こそがドラッカー・マネジメントの神髄であり，真骨頂でもある（図Ⅳ）．
社会は空気ではなく，企業を見つめる生き物である．常に企業は社会目線で自
分たちを見つめる謙虚さが要求されているのである．若き日のドラッカーがみ
た全体主義の悪夢のような社会を二度と作ってはいけないという信念がここに
込められているのである．企業にとって社会は常に健全でなければならない．健
全な経営は健全な社会なしには成り立たないとドラッカーは言及している．
ドラッカー・マネジメントは経済至上主義社会ではなく，非経済至上主義社
会を実現するための手段である．MSC の中身を分析すればそれは歴然とした
事実なのである．MSC を理解し，身に付けて実践することが，即ドラッカー・
マネジメントの実践なのである．
ドラッカー・マネジメントの機能面だけを捉えるのではなく，ドラッカーの
思想，すなわち「自由で機能する社会」の実現に向けて，我々はドラッカーが残
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ないのである．

ドラッカーはこの成功事例を次のように分析している．「事業の定義が明確
に理解されない限り，いかなる企業といえども成り行きに左右されてしまう．
自らが何であり，自らの価値，主義，信条が何であるかを知らなければ自らを

4．マーク＆スペンサー社の成功事例から MSC の本質を知る
1920 年代，第一次世界大戦が終結し平和な時代に入っていった．市民には生
活への余裕が広がり，ヨーロッパはファッションを気にする社会へと環境変化

変えることはできない」と言及している．
これはドラッカーが『現代の経営』
（1954 年）の中で提唱した MSC
（マネジメ
ント・スコアカード）に命を吹き込んだ好事例として紹介したのである．組織

が起きていた．イギリスも例外ではなかった．繊維メーカーは戦時の経験を通
し，安くて良いものを生産する能力を身に付け，レーヨン，アセテートなどの
新素材が開発されていった．

の中の全員が使命と理念に共鳴したときに“感動あるマネジメント”になると
した．MSC は形だけのノウハウものではなく，理念・社訓・ミッションまで立
ち返えらなければならないことを伝えたかったのである．

そんな中，雑貨店チェーンのマークス・スペンサー社はこの時代に我々は何
ができるかを真剣に考え抜いた．社訓を「自分たちは単なる小売業ではない」
とし，ミッションを「イギリス社会の階級打破，勤労者も上流階級の品物を手
にできるように低価格かつ高品質なものを提供する」とした．そして具体的に
目標を立てていった．

3．経営価値四原理システム（水谷理論）
1．経営経済性と経営公共性による拡大均衡モデル
20 世紀に入り，本格的な組織社会へと移行した．働く人たちは組織の中に地
位と役割が規定され，生きがいをもった活動が可能となった．

顧客を決定（マーケティング）
，新しいメーカーの発掘，消費者研究所を設立
（イノベーション）し，生産性，資源・資金，人材（管理職，従業員）
，そして利
益（条件）等々，自分たちの事業の定義を意味のある目標まで具現化したので

ここ 100 年を見渡すとあらゆる組織の中で，企業ほど成功した組織はない
とドラッカーは言及した．企業は，目的と目標を持ち，サービスや製品を社会
に提供し，社会を豊かにしてきた．あるときは行き過ぎに注意が入ったときも

ある．そして雑貨小売業からアパレル関係に商品を絞り込む，集中戦略へと移
行した．
結果的にイギリス No 1 の衣料小売り業者になるのだが，1920 年代の社会変
革の機会を認識し対応した企業は，マークス＆スペンサー社だけではなかっ
た．しかし，事業の定義を意味のある目標まで持って行った企業は他にはな

あった．しかし，総じて企業は競争性と効率性を向上させるノウハウを構築し，
生産性を上げてきた．それで結果的に社会は繁栄発展し，生活は便利になり，
国民は豊かな生活を享受できたのである．
しかし，グローバル化の波は，さらなる経済優先の効率性と短期の利益追求
による競争性の渦の中に企業を巻き込んでいった．経済優先の効率性は長時間

かった．組織の使命を考え抜き，それを目に見える形で明確な目標を設定し実
行したのはマークス＆スペンサー社だけだった（図Ⅴ）
．

労働や不当労働行為，そして過労死などの働く人たちの人間性に悪影響を及ぼ
した．競争性を高めた利益至上主義もまた短期の利益獲得が至上命題となり，
独禁法違反（談合，取引問題）
，利益誘導型献金，外国人不法就労，総会屋（反社
会的勢力）との癒着，地球環境破壊等々の負の影響が目立つ結果となった．
社会は法律による規制強化の要求とともに，企業を見る目が厳しくなった．
たとえ法の網をかいくぐったとしても社会はそういう企業に対して社会からの
退場を命じるのである．企業はこのことを真摯に捉えなければならない．人・
モノ・金という資源を活用させてもらっていることを謙虚な態度で捉えなけれ
ばならない．
法律にばかり目を向けるのではなく，法律が出来た背景を理解して，社会の
要請がどう広がっているかを認識していく能力を持たなければならない．法律
は社会における最低限のハードルである．社会からの要請という本当のハード
ルを常に意識し見つめなければならない．
いや一歩進んで社会の課題の改善に向けて自ら一歩進み出ることも大切であ

図Ⅴ

る．人に人徳があるように，会社にも社徳がある．社会からの要求に応えるこ
とがまずは大事なのである．さらに一歩進み出て社会課題に挑戦することで社

174

研究論文

経営倫理とドラッカー・マネジメント ― 経営価値四原理システムとMSC（マネジメント・スコアカード）

175

会はその企業に「徳」を見出すのである．社会と企業の本当の信頼はこの“社
徳”を通して構築される．
現代企業は様々なステークホルダーと接している．ステークホルダーの悩み

が大切である．社会をより良くするために自社の強みを活かすことである．
マイケル・ポーターが提唱した CSV
（共有価値の創造）もこれに近い考え方
である．社会の課題に挑戦することが，自社の競争性の向上につながるのであ

や要望に真摯に向き合うことが大切である．このような姿勢はそこで働く人に
も好影響を与えるのである．ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティ（多様
性）は，働く人の効率性とモチベーションを同時に向上させる手段となるだろ

る．競争性と社会性を相反するものではなく，企業活動は本来，二つは相乗効
果をなすものなのである．この二つの拡大均衡こそが本来の企業活動であり，
ドラッカーが求めた組織社会（非経済至上主義社会）なのである．

う．さらに会社への帰属意識とロイヤリティを高めるのである．
この正のスパイラルがこれからの組織の中に不可欠である．働く人たちを豊
かな気分にさせて，かつ会社の成長と発展につながるように生産性を上げるの
である．会社は効率性と人間性のバランスばかりを気にしていては駄目なので
ある．お互いがウイン・ウインの関係こそがこれからの社会に求められるもの

それでは次に経営経済性と経営公共性の同時に拡大均衡させるシステムを考
案された水谷雅一氏の「経営価値四原理システム」について解説する．

である．
上記（図Ⅵ）に示すように，効率性と人間性を拡大均衡することを大前提と

実践センター（BERC）そして日本経営倫理士協会（ACBEE）の創始者である
水谷雅一氏が上述した内容を“経営価値四原理システム”として 1990 年代に発

捉える会社運営を旨としなければならない．同じことは競争性と社会性の関係
においても同じことである．これまでは競争性の行き過ぎが社会性への悪影響
を及ぼすという捉え方が一般的であった．この一般的な考え方はどこから来る
のだろうか．
これは自社の利益が最優先で，社会は二の次もしくは社会など空気同然とで

表された．
競争性と社会性，効率性と人間性という一見，拮抗するこの 4 つの価値のバ
ランスを拡大均衡的に発展させていくことが，これからの経営に求められてい
るとした．
当時，21 世紀が近づくにつれ，企業の幹部の統治能力が厳しく問われている

も思いこんでいる（無意識に）ことが原因なのである．その態度を無くすには
社会を見る目線を 180 度変える必要がある．コペルニクス的な大転換である．
自社の利益からスタートするのではなく，社会の要求からスタートすべきであ

時代となった．これまでのように経済至上主義を前提にしていると社会は企業
に退場を迫ってくる．経済性だけでなく，社会と人を意識した公共性を経営の
中に意識的に取り込み，かつそれらをドライバーとして経済性をより拡大する

る．
一見するとマーケティングは社会の要求の調査だと言えなくもない．しか
し，大切なのは考え方である．社会の中の一組織だということを認識すること

ことが大切だと言及した．経済性と公共性の拡大均衡モデル社会，そこには社
会と人からスタートしマネジメントを発見したドラッカーが希求したポスト資
本主義社会（非経済至上主義社会）と同根の思想哲学がある．

図Ⅵ

2．経営価値四原理システムとは
すでに 20 年以上の歴史と実績がある日本経営倫理学会（JABES）
，経営倫理

図Ⅶ
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バランス感覚を持った広い視野と先々を考慮することができる経営者たちがイ
ノベーションに取り組むことで拡大的均衡が可能となるのである．
事業を取り巻くステークホルダーとの共感，社会の公器としての公共性を
持った経済性の追求こそが責任ある経営なのである．そうした経営は社会に受
け入れられ，信用と信頼の組織となり，発展と繁栄が約束されると水谷雅一氏
は説いている．
3．人類の共通善を求めるシステム ― 経営価値四原理システム
「経営価値四原理システム」の概念について掘り下げて説明する．競争性の対

図Ⅷ

極には社会性があり，効率性の対極には人間性が存在すると水谷氏は説く．企
業も競争が行き過ぎると社会に多大な負の影響として，公害，環境破壊，欠陥・
有害商品，誇大広告，カルテル等々の不正を犯してしまう．
また同じように，効率を高め過ぎれば人間を不幸にして行くこともある．長
時間労働，過労死，うつ，自殺等々である．本来，経済活動には人間の行為とし

この経営価値四原理システムは，自己中心的な経営経済性（効率性と競争性）
と共感を基盤とする経営公共性（人間性と社会性）を拡大均衡するものである．

ての自由が保障されるべきであり，人間の尊厳を尊重することは経済活動の
発展の基本である．経済活動は人間が人間らしくあるための人の行為，つまり

つまり，経営経済性と同等以上に経営公共性にも重きを置いた経営の実践なの
である．
必要なことは社会性・人間性を“主”とした経営価値の訴求なのである．競
争性・効率性は“従”
，社会性・人間性が“主”の関係は崩してはならない．逆
に経済性の追求を“主”として公共性を“従”にした経営思想は不正の温床に
なってしまう．社会を利益追求，利益の最大化のための隠れ蓑することにもな

“リーセントワーク”である．これがなければ人間は豊かさを論ずることはでき
ない．
経済活動の基本は損得ではなく創意と奉仕と感謝である．創造性は財・サー
ビス，そして人々を喜ばせる（感謝）流れを作る．お金の流れは人と人とを結び
付け，みんなで幸せになることを可能にする力がある．真の経済発展は互恵関
係である．リスクを分かち合うことで，行政・企業・消費者がそれぞれの立場

りかねない．社会を犠牲にした自己中心な企業活動と見なされる．そして社会
からの信用がなくなっていくのである．公共性が“主”であり，経済性が“従”

で人間のための経済制度を追求するのである．
本来，経済のグローバル化は人類の平和に貢献できるものである．しかし現

の関係が大前提でなければならない．
そうは言ってもの現実，人は競争社会の中では必然的に自己中心の行動をし
てしまうものである．しかし，これを否定しては現実の人間社会は成り立たな
い．水か高いところから低きに流れるがごとくである．これもまた現実の問題

実にはグローバル化によって貧富の差の拡大，利害の対立，紛争の要因にも
なっている．ゼロサムゲームではいつまで経ってもこのジレンマからは抜け出
せない．処方箋はあるのか．処方箋はある．共通善（公益）である．
競争性と効率性から発生する負の影響を極力ゼロに近づけることは企業の役

である．
また逆に競争と効率を無視して公共性を優先するあまり経済性が激減して
は意味がない．経済性も今以上に拡大し，公共性に悪影響を起こさない，もし
くは好影響すら与えることが経営価値四原理システムで言うところの「拡大均

割としてのマストの社会的責任である．米国では，不祥事が起きるたびに「共
通善（公益）
」
（Common Good）なる単語が新聞紙面をにぎわす．企業の存在は
この共有善を通して社会を豊かにする機関のはずが，いつしか「自己中心的な
善」を求めすぎて本来の善を忘れた経済至上主義の世界に固執している．社会

衡」なのである．
そのためには，経営革新（イノベーション）が必須である．過去の延長線上の
業務ではなく，あらたな工夫やアイディアで四原理の拡大均衡を進めるのであ
る．つまり，競争性を高めるための社会イノベーション，効率性を上げるため

と人間への共感なきところに，
「共通善」は存在しえないのである．
資本主義の父と称され，ドラッカーが尊敬した渋沢栄一は「経済道徳合一
説」を説いた．渋沢に「公益」の意識を強く持たせたのはスエズ運河の開削工
事だった．請け負っていたいのがフランスの一私企業だったことに渋沢は驚い

の業務イノベーションを常に意識した経営が不可欠なのである．
組織の意思決定者はまずは四原理の「バランス感覚」が要求される．そして

た．自分の利益だけでなく，広く公益にも責任をもった行動をすることが先進
国の条件だと悟ったのである．
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また渋沢にも影響を与えた二松學舍大学の創立者である三島中州の「義利合
一論」では義と利を分けて考えるべきではない．真の利は義から生まれる結果
であると説いている．

からは社会が何を要求しているかを経営戦略に組み込み，社会と企業がお互い
に Win-Win の関係を構築する必要がある．
昨今の世界では資本主義の再定義だとか，企業活動の在り方を見直す議論が

つまり共通善（公益）を目指すことで，連帯におけるグローバリゼーション，
疎外することのないグローバリゼーションを確実にしていく課題に挑むのであ
る．挑まなければならない．

目立っているが，今日直面する社会課題への対応は，政府や慈善活動だけでは
だれの目からみても不可能である．前述したように資本主義社会が始まって以
来，世の中で一番成功した組織は何かといえば，それは企業である．社会に対

経営価値四原理システムは，より良い社会にしていくことを主の目的であ
り，そのために手段として経済性を活用するのである．水谷雅一氏の思想の出
発点もまた社会と人権である．ドラッカー・マネジメントも水谷理論に近い，
それは社会を意識したものであり，利益至上主義，株主至上主義を否定してい
るのである．

して大きな力を持った企業が先頭に立って本気で変えていかない限り，資本主
義は変革できないだろう．
そういう意味では企業も参画に躍起になってきた国連が定めた持続可能な開
発目標（SDGs）への取り組みは評価に値するだろう．これは企業への長期投資
家の投資判断が影響しているようだ．彼らは ESG
（環境・社会・企業統治）投

4．企業の経営倫理とビジネス戦略

資へ舵を切り出した．ユニバーサル・オーナー（年金基金等）や運用を委託され
ているアセットマネジャーの間では ESG の情報をもとに企業を選別する動き

1．脱・株主第一主義への挑戦 ― ドラッカー・マネジメントの再考
米国企業の間で株主最優先の経営方針を改める動きが出てきた．行き過ぎた
利益重視を反省し，従業員などの利害関係者や環境・社会問題に目配りしよう
としている．企業経営の原点に立ち返る動きが目立ってきた．
米経営者団体「ビジネス・ラウンドテーブル」において 2019 年 8 月に「企業
の目的」を再定義し，1997 年以降の株主第一主義を改めて，すべての利害関係
（ステークホルダー）を重視しなければならないと宣言した．加盟企業のトップ
はこの声明にサインをした．
さらに世界中の経営者が集まる「ダボス会議」において「ステークホルダー
主義」が提唱された．経営者はまずは株主と顧客，従業員に利益をもたらす，そ
して地域社会にも貢献するというものである．企業は株主還元，または公益の
「どちらか」を追求するのではなく，
「両方」を求められる時代となった．
つまり経営価値四原理システムで紹介した経営経済性と経営公共性の同時達
成ができなければ，顧客や従業員から受け入れられなくなり，経営者は退任を
余儀なくされるのである．
ESG 投資は今後ますます盛況になっていくし，ESG への対応を明確に打ち
出せない企業は長期投資家から敬遠され資金難へと陥っていくだろう．企業経
営者は取り巻く環境変化へ対応が急務である．企業を取り巻く環境のパラダイ
ムが変わったのである．この認識を持たないと大きなしっぺ返しを食らうだろ
う．
企業は社会を今まで以上に意識しなければならない．「企業から社会を見る」
というパラダイムから「社会から企業を見る」というパラダイムへ変化が起
こっているのである．
これまでの企業の株主第一主義は利益至上主義である．利益至上主義では企
業が如何に利益を上げるかであって，社会がどうなるかは二の次である．これ

が広まっている．
企業においてもこれまでの環境報告書や CSR 報告書の充実もさることなが
ら，先進企業では長期投資家向けとして経営戦略と ESG 戦略を併せた統合報告
書の充実を図っている．
ドラッカーが 1954 年に上梓した『現代の経営』にはすでに MSC をツールと
したマネジメントのあり方が明確に示されている．今ことさらの様に脱・株主
第一主義だとか，非利益至上主義だとか叫ばれているが，70 年前のこの書籍に
はステークホルダー主義が言及されている．
しかし，日本の高度成長期を支えたドラッカー・マネジメントはいつしか機
能面が強調されて本来の社会の公器としての企業のあり方を見失ってきたよう
だ．もう一度，ドラッカーが遺した遺産ともいえる「マネジメント」の神髄を再
確認し，経営ツールである MSC を実践しなければならない．
近年のグローバル化はマネジメント自体を利益優先の手段にしてしまったよ
うだ．だがここに来て，時代がやっとドラッカー・マネジメントに追いついた
ようだ．マネジメントの役割である 3 つの責任として，ドラッカーは経済的責
任と人材育成責任，そして社会的責任を上げ，具体的指標として MSC を提唱し
たはずである．
経営者を取り巻く環境はまさにドラッカーの悲劇と言われた機能面だけを利
用したマネジメントから，忘れられていた本来のドラッカー・マネジメントを
取り戻すチャンスである．
ドラッカーが追い求めたポスト資本主義社会へと働く人たちの価値観の変化
の醸成を図りたい．
2．従来モデルから 21 世紀型モデルへのビジネス戦略の転換
日本におけるビジネス戦略が大きく変わろうとしている．「旧来の古い価値
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観」は高度成長期のモデルともいえる．男性が外で働き，女性は専業主婦そし
て子供 2 人モデル（日本の 1960 年・70 年代モデル）である．この旧来モデルは，
労働人口が多く，高齢者が少ない時代の労働モデルとして，日本の高度成長期

女性が進出しても，高度成長期のような長時間労働では人件費が高騰するだ
けでなく，将来を担う子供の育児の時間が確保できない．女性が働きやすい環
境ができても，アルバイト的な短時間労働では，男女参画のシナジー効果が出

を支え経済発展に機能した．
この時代は重工業の比率が高かったので，肉体労働や比較的危険度が高い職
種が多かったことも男性が外で働くのに適していた．また競争に勝つためには

ない．もっと能力を活用して男性以上の高い生産性を発揮できる社会環境が必
要である．成果（アウトカム）を短時間労働で上げるためには生産性の向上が
欠かせない．そのための人材育成への投資はマストである．

早く，安く，大量にものを作ることが要求された．当然時間の長さが成果に直
結した．労働力は余っているので長時間労働に耐えることを労働者に会社は要
求した時代だった．
その代わり会社は労働者の終身を保証する保険年金システムを機能させ，年
功序列の昇格で忠誠心を高めていった．
“雇用と老後を保証するから，24 時間

また高齢者人口が増えることで，労働者は子育て以外にも親の介護等々で時
間が取られることとなり，会社は労働者の長時間労働が望めない環境となって
いる．短時間で成果を出すためには会社の人材開発プログラムだけでなく，労
働者自身が業務イノベーター
（革新者）を目指すことを肝要である．
ドラッカー的にいうと「知識労働者」である．自律的に業務に取り組み，自律

働けますか”の世界があった．働く人はそれに耐えられる均一労働者が好まれ
た．しかも定期大量採用の男性によるモノカルチャーな世界である．効率と競

的に家族と社会に関わっていくことが求められてきたのである．女性だけでな
く，障がい者や病気を抱えている人，親の介護が必要な人たちも気軽に社会参

争中心のビジネス成長戦略が機能した社会だったのである．
しかし，90 年代を境にこのモデルでは成長は出来ないことは明らかとなっ
てきた．人口の高齢化が進み，少子化には歯止めが利かない，労働人口の減少
の時代に入ったのである．高度成長期のような人口インセンティブがなくなっ
た．社会は重工業からサービス産業に転換し，男性以外でも生産性をあげるこ

画できる社会が求められる．従来のエコノミック・アニマルと言われた男性だ
けのモノカルチャーでは成り立たない．しかるに会社は少子高齢社会にあった
労働環境の整備がマストとなってきたのである．
また上述の「経営価値四原理システム」で紹介したように，組織は社会性と
人間性を加味した経営公共性が必要な時代へとパラダイムシフトが起きてい

とができる産業構造に変わっていった．
つまり女性も社会に出て，男性以上に活躍する環境が整ってきたのである．
日本の最大の社会問題である少子高齢化による労働人口の減少を男女ともに働

る．がむしゃらに働き，競争と効率だけでは組織の発展はないし，優秀な人材
も集まらない．集まらないどころか少子高齢社会ではダイバーシティの組織体
でない男性社員中心の組織では機能しなくなる．さらに今まで以上に創造性が

くことでカバーする体制が可能となってきたのである（図Ⅸ）
．

重視される社会環境下では男性社員だけのモノカルチャーな世界では創造性
から生まれるイノベーションがあまり期待できない．時代は量的にも質的にも

図Ⅸ

図Ⅹ

182

研究論文

経営倫理とドラッカー・マネジメント ― 経営価値四原理システムとMSC（マネジメント・スコアカード）

183

「経営価値四原理システム」つまり公共性と経済性の拡大均衡を要求している
のである（図Ⅹ）．今，日本で起こっている少子高齢社会問題は，皮肉なことに
意識的にではなく，必然的な要求なのである．

まとめ ― 時代は今，経営倫理とドラッカー・マネジメント
従来の効率と競争中心のビジネス成長戦略，これはこれで 60 年代〜 80 年代
での環境には適していた．現に日本は多少の弊害はあったが，大いに経済的に
は発展したのである．
しかし，上記の（図Ⅸ）が示すように社会，人口，技術，産業を取り巻く環境
が変わってきたのである．それに対応した 21 世紀型モデルの構築は必須なの
である．旧来の古い価値観によるビジネス成長モデルから，効率と競争だけで
なく人間と社会をも重視するビジネス戦略に移行しなければならない（図Ⅹ）
．
経営倫理とは経済性だけでなく，公共性も同等以上に重視することであるな
ら，まさに時代は経営倫理なしには機能しない社会になったとも言える．それ

図Ⅻ

だけに水谷理論の「経営価値四原理システム」は時代が必然的に求めたシステ
ムだと言えるだろう．
「勝てる組織と充実した人生」を手に入れることができ
るシステムである．これはドラッカー・マネジメントも同義である．マネジメ
ントの 3 つの役割として①本業の使命を果たす（経済的責任）
，②社員を育成し
成長させる（人材育成責任）
，そして③社会的責任と示した（図Ⅺ）
．
ドラッカーの思想は社会が機能し豊かになること，そして人が自己実現を通

高度成長期は男性中心，長時間労働，モノカルチャーの世界，水谷理論でい
うところの「競争性と効率性」重視，ドラッカー・マネジメントでいうところ
の役割に当てはめれば経済的責任と人材育成責任を果たせば成長できた時代

じて心豊かになることを原点としている．人と社会からスタートした思想から
編み出されたものが「マネジメント」なのである．そういう意味では水谷氏の

記の 5 つの変化であり，至急の対応を要求されている．
① 企業不祥事による市民社会から批判の増大
② 経済成熟化による市民関心事の変化
③ 自由主義経済の一層の進展による規制廃止・緩和への対応
④ グローバル化の進展に伴う国際ルールへの適応

「経営価値四原理システム」
（図Ⅻ）もドラッカーの「マネジメント」も，時代が
要求した経営手法なのである．

だった．
しかし，90 年代を境に社会環境が変わった．少子高齢社会への加速とこれま
での男性中心の労働環境では機能しなくなってきた．さらに見逃せないのが下

⑤ 地球環境保全の必要
ドラッカーは 1954 年発刊の『現代の経営』の中で MSC を紹介し，マネジメ
ントの浸透を提唱した．しかし，日本では高度成長期であり競争と効率を全面
に出した機能面重視の解釈による経営が進められた．社会責任，社会の公器と
しての存在意識が十分ではなかったことが，成熟社会へ移行するときに大きな
ほころびとなって表面化しているのも事実である．

図Ⅺ

ドラッカー思想の出発点は社会と人間にある．如何に健全に社会と人間が機
能するか，つまり「自由で機能する社会」の実現こそがドラッカーが求めた社
会であった．自由で機能する社会とは，自らの責任を背負って自らの意思で選
択し，価値ある行動を取れる社会のことである．それを実現するためにマネジ
メントを創出し，MSC をツールとして編み出したのである．
この投稿文を書いている今，新型コロナの拡大は続いている．国内も海外も
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収束の目途が立っていないのが現状だ．国民は今までにない行動変容が求めら
れる．在宅勤務（テレワーク，リモートワーク）
，オンライン会議が飛躍的に拡
大している．これまで技術的には可能であったが，すぐの必要性を感じなかっ
たが，新型コロナは，10 年かけて来るべき新しい世界を，ぱっと現実のものに
した．収束しても後戻りはできない．ニューノーマル（新常識）を模索していか
なければならない．
コロナ禍は我々に社会の維持の大切さを気付かせてくれたようだ．特に若い
世代を中心に社会への貢献意識が高まっていくだろう．新しい社会では本気で
社会にコミットする企業でなければ生き残れないだろう．社会のニーズを満た
すだけでなく，社会のプラスになっていくことを考える企業でないと存在価値
がなくなっていく．人と社会からスタートしたドラッカー・マネジメント，そ
して公共性の拡大をベースに経済発展を推進する水谷理論（経営価値四原理シ
ステム），どちらもこれから始まるニューノーマルな社会で真の価値を生み出
す思想システムである．
最後に投稿を進めて頂いたドラッカー学会の理事であり，ドラッカー「マネ
ジメント」読書会の主催者である森岡謙仁氏に感謝申し上げる．また森岡理事
におかれては，これまで MSC の研究を 10 年以上継続され，数々の成果物を輩
出された．今回の執筆でも多々参考にさせて頂いた．すべて秀逸の限りである．
【参考資料】
（1）ピーター・ドラッカー『マネジメント（上）』ダイヤモンド社，2008 年
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ドラッカーのマネジメント理論における
integrity 概念
― キルケゴールとシュタールを手がかりに

The Concept of Integrity in Drucker’s Management Theory:
Focusing on “The Unfashionable Kierkegaard” and “Friedrich
Julius Stahl”

齊尾恭子

Kyoko SAIO

（明治大学サービス創新研究所）

Summary
“Lebensstil”, which is the undercurrent for the concept of integrity in Drucker’s
management theory, has been examined. The purpose is to see the commonality with
it and “Lebensstil” that educators should have. The method is a literature review
using two books, “The Unfashionable Kierkegaard ” and “Friedrich Julius Stahl ”.
As a result, “Lebensstil”, which is the undercurrent for the concept of integrity, was
found out to be “Lebensstil” that means to bear various horizontal conflicts in this
world, have continual awareness of the vertical relationship with God, and humbly
fulfill the responsibilities. This is considered to be common to “Lebensstil” that
educators should have.

1．はじめに
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文部科学省の方針であるため反論はしないが，人の多様な育ちや学びを支える
場に「ビジネス界の画一的な管理手法」を「無理に導入しようとしている」とい
う誤解が存在するためである．
（2）目的
本稿では，ドラッカーのマネジメントに関する知見の根底に流れている「生
への構え」ともいうべき物事への対し方（態度）について検討することにする．
ドラッカーがいうところのマネジメントに携わる者がもつべき「生への構え」
と，教育に携わる者（特に産業構造の変化など抗うことのできない状況への対
応を余儀なくされている教職員）が持つべき「生への構え」との間に，共通性が
あるのではないかと考えるためである．
そこで，ドラッカーの知見の根底に流れる「生への構え」として，真っ先に
浮かぶのは，全体主義への対抗が絶え間なくあるという点である（藻利，1959）
（三戸，2002）
（井坂，2010）
（仲正，2018）．全体主義への対抗を常に意識すると
いう点については，教育に携わる者にとっても共通の認識であろう．本稿では，
ドラッカーが，全体主義への対抗を意識から生み出した，人が組織に所属しな
がらも自由で自律した存在であることを可能にする手法としての「マネジメン
ト」に注目するのではなく，「マネジメント」を担う「マネージャー」の最も重
要な資質「integrity」に注目する．ドラッカーがどのように「integrity」を構成
したのかを明らかにすることで，ドラッカーの知見の底流にある「生への構え」
と，教育に携わる者がもつべき生きる構えとの間の関係性がどのようなものか
検討する．

（1）問題意識
筆者は 20 数年間，中等，高等教育の現場において，様々な教育改革に携わっ
てきた．教育改革の現場で，急激な外部環境の変化に対応可能な新実践の開

（3）方法
ドラッカーがどのように「integrity」をマネジメントの主要概念として生
成するに至ったのか，文献を用いて「integrity」を原理的に検討する．まずは
「integrity」の語についての一般的な用法と語源を確認し，
「integrity」につい

発・試行・実施・定常化を行うためには，これまでの教育実践の積み重ねや個々
の教職員の信念を尊重しながら，その一方で開発・試行・実施・定常化の取り
組みを進める必要があり，その匙加減に常に難渋した．その際に，ドラッカー

て，彼の著作である『現代の経営』
（1954）と『マネジメント』
（1973）に確認す
る．社会と個人の葛藤をテーマにした（重本，2019）という「もうひとりのキル
ケゴール」
（1949）と，
『フリードリヒ・ユリウス・シュタール 保守的国家論と

の人と組織に関するマネジメントの知見が，いかに意義深く具体的な指針をも
たらすものであるかについて，直感的に手ごたえを感じる場面の連続であっ
た．とはいえ，
「ドラッカーはビジネス界のものである」という根強いイメージ
から，教育現場で，ドラッカーの知見について口にすることが躊躇われる雰囲
気があったことは否めなかった．しかし，昨今では，中等，高等教育改革におけ

歴史の発展』
（1933）を検討する．

る学びの質の保証のために，カリキュラムマネジメントの実施が求められるな
ど，その様相が大きく変わりつつある．だからといってこの状況が喜ばしいと
はいえない状況がある．教育現場に対するマネジメント理論の援用について，

2．ドラッカーのマネジメント理論における「integrity」とは
「integrity」は，難解な言葉としてよくあげられるが，「マネジメント」理
論におけるコア概念でもあるため，「integrity」は避けて通れない．日本人は
「integrity」を「honesty」と混同してとらえがちだという指摘もある．そこで
「integrity」と「honesty」の一般的な用法と語源を確認し，次に，ドラッカーが
著作において「integrity」をどのように定義しているか確認する．
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（1）
「integrity」が語として持つ意味は
ジーニアス英和辞典（南出，2014）では，
「integrity」は，完全，無傷，統合，
まとまっているという意味からの派生から，真摯さ，誠実さ，高潔さ，という意
を持つ言葉であるとされている．OnlineEtymologyDictionary では，「honesty」
の語源は「honos」であり，
「名誉」がその意の中心であり，
「（世俗から信用さ
れる）名誉，栄誉，体面」
，
「
（高い地位の人などの好意，交際を受ける）光栄，
特権，栄光，道義心」という形で用いられるようになったという．ここから，
「honesty」のもつ意味である，正直，誠実．というのは，世俗的に信用の暑い高
位にある人物から，名誉や栄光を受けるに値する人の態度が「正直」
，
「誠実」
だということで，現在の意で用いられている．
以上のことから，
「integrity」も「honesty」も，
「正直さ」
「誠実さ」という
同じ日本語で訳されるが，それぞれの言葉の語源には大きな隔たりがあり，
「integrity」は「honesty」が意識する「世俗にいる身分の高い人」ではない，
「人
を超えた存在である神」に対して改まるという語であり，神のような人智を越
えた存在とのかかわりが含まれている語と考えられる．
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知ったうえで総力を発揮することを決心することである．
」としている．
以上から，ドラッカーのいう「真摯さ（integrity）」には，人智を超えた神の
視線を意識することで，自らの不完全さを自覚し，その反省から自らの最高の
ものを引き出す姿勢が含まれていることがわかり，ドラッカーが，honesty で
はなく，あえて「真摯さ（integrity）
」を，マネージャーの欠かすことのできな
い資質を示す語として選択した意図がわかる．
上記（1）
（2）のここまでの検討により，ドラッカーの考える「integrity」と
は，誠実さであり，規範的なふるまいであり，そして，何より，人智を超えた
「神」を常に意識し，自らの不完全さを直視する謙虚さを持ちながら，責任を遂
行するという態度や生きる構えを指す言葉だと考えられる．

3．社会の問題を「社会を超越した次元」から考えるのはなぜか
（1）ドラッカーとキルケゴール
「integrity」という言葉は，この世のものを超えた「神」とのやりとりを含

（2）ドラッカーは「真摯さ（integrity）
」をどのようにとらえているか
ドラッカーが自著において，どのように「integrity」をとらえているのか．
『現代の経営』
（1954）で，マネージャー（経営管理者）の資質としての「真摯

む言葉である．ではなぜ，ドラッカーは，現世の社会における組織のマネー
ジャーにとって不可欠な資質を，社会を超越したような次元を含む「integrity」
としたのだろうか．
『すでに起こった未来』
（1993）において，ドラッカーは，19 歳のころにキル
ケゴールを読み「自分の仕事は社会にかかわるものとなるが，社会の中にとど

さ」を．組織成員にとって「すべての規範になりうる人格をもつもの」として挙
げており，また，真摯さは習得できない．仕事についたときにもっていなけれ

まりきることはなく，社会を超越した実存にかかわる次元でかかわりつづけざ
るをえない仕事になる」としている．

ば，あとで身に着けることはできず，ごまかしがきかない．一緒に働けば，真摯
さは数週間でわかり真摯さの欠如だけは許されないとした．
『マネジメント』
（1973）では，真摯さに欠けるものは，いかに知識があり，
才気があり，仕事ができようとも，組織を腐敗させ，企業にとって最も価値あ
る資産たる人材を台無しにし，組織の文化を破壊し，業績を低下させる．特に
トップマネジメントへの昇進においては，真摯さを重視すべきであり，よき

そして，『もう一人のキルケゴール』
（1949）では，『経済人の終わり』
（1939）
で予想していた全体主義の危険性が，第二次世界大戦後に予想をはるかに超え
たことに絶望し「被創造物たる人類の実存にかかわる精神的・人間的次元の確
認としてこの論文を書き，希望を確認するために書いた」とした．
以下，ドラッカーが，第二次世界大戦後に全体主義が引き起こした大惨事
の衝撃に踏み耐えるために，自らが物事を考える際の「構え」がいかように

「マネジメント」の執行のためには，組織内に組織の文化が精神の領域に属する
ものであり，その基盤が真摯さにあることを明確にするような 5 つの行動規範

始まったのかについて自省した『もう一人のキルケゴール』
（1949）における
「integrity」を検討する．

が必要だとし，その一つとして，人事においては，真摯さを絶対条件とするこ
と．かつそれはすでに身に着けているべきものであって，後日身に着ければよ
いというものではないことを明確にすること，として「真摯さ（integrity）
」に
ついて言及している．

（2）
『もう一人のキルケゴール』
（1949）から見る「integrity」
ドラッカーは，全体主義の蔓延の背景を，19 世紀以降主流となった個々の人
間は自律的な存在ではなく，社会によって規定される存在であり，社会なくし

ドラッカーは「integrity」を構成するよきマネージャー特有の「4 つの姿勢」
をあげている．その中では「責任を持つ．つまり，神が見ている，人の行為は必
ず誰かが見ていることを意識すること．自ら成果をあげる存在にできるのは，
自らだけである．果たすべき責任は，自ら最高のものを引き出すことである．
責任ある存在になるということは，自らをふりかえり，自らの欠ける部分を

て人間の実存は不可能であるという思想であるとし，全体主義の蔓延の回避の
ために，キルケゴールが提起した精神の領域における個人の実存と，社会にお
ける個人の実存の次元の異なりからくる同時的実存の「緊張状態」に注目した．
キルケゴール（1813 - 1855）は，近代の合理主義思想が行き詰まり，新しい現
代思想の模索がはじまった危機の時代に，
「社会はいかにして可能か」につい
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てのみ問うような時代の趨勢に逆らって，
「人間の実存はいかにして可能か」
を改めて問いなおしたデンマークの実存思想の開祖である．
ドラッカーは，キルケゴールに触れ，人間の実存が社会の中にしかなければ，

をマネジメントの主要概念として生成するに至ったのか．もともと法学者で
あったドラッカーが，国家や市民社会，自由主義について，法・政治思想史的
に掘り下げて論じた思想家としての原点（仲正，2018）である論文『フリード

死を意識したとき社会における自らの実存について意味を見出せなくなり，絶
望に至ることになる．人間の自由は当然の前提ではないという「人間の実存は
いかにして可能か」という問いと「社会はいかにして可能か」という問いを同

リヒ・ユリウス・シュタール保守的国家論と歴史の発展』
（1933）を検討する．

時に問い続けることが必要だと考えた．つまり，全体主義における個人の生命
は，社会という肉体の一つの細胞とされるため，集合的再生の一つの過程でど
のように死んでいくかというような自己犠牲のみ求められ，無価値となり，絶
望に至る．だからこそ，現世の社会のことがらを考える際に，社会の中にとど
まらない，社会を超越した次元からの検討を必要とした．次に，ドラッカーは，

24 歳のドラッカーは，全体主義が市民に熱狂的に迎えられていることを危惧
し，伝統的保守派の象徴であるシュタールを再評価することでナチス党に異を
となえるために『フリードリヒ・ユリウス・シュタール保守的国家論と歴史の
発展』
（1933）を著した．フリードリッヒ・ユリウス・シュタールは，1802 年，ド
イツのミュンヘンに生まれたユダヤ人の法哲学者であり政治家でもあり，その

人間の実存は，「絶望の中ではない実存，悲劇のなかではない実存として可能」
だとし，「信仰における実存として可能」とした点に注目した．その「信仰」と

姿勢は，政治的には保守派，思想的には合理主義，宗教的には，ユダヤ教からの
改宗プロテスタントである．この時期，第一次世界大戦の敗北とドイツ革命の

は，人間は神の創造物であり，自律的な存在でも主人でもなく，目的でも中心
でもないが，しかし責任と自由をもつ存在であるということの認識をもつこと
であり，絶望・苦難・苦痛をともなう終わりなき戦いに身を投じていることで
ある．また，真摯な思考と学習，厳格な規律と節制，謙虚さと絶対意思へたゆま
ず仕えることとした．そして，全体主義へ対抗可能な生き方を支えるふるまい

勃発によってドイツ帝国が倒れ，ワイマール共和国が成立（1918）し，世界大
恐慌（1929）など，不安定な状況が続き，ナチス党が台頭し，この本は発禁処分
となった．
この本では，ドラッカーは，全体主義への対抗手段としての「マネジメント」
にはまだ至っていないが，
「マネジメント」の起源となる全体主義への対抗策

としての「信仰」は，絶望を知るものであれば誰でも手にすることができると
した．ドラッカーは，全体主義に対抗可能な生き方の在り様を考え，社会にお
ける市民として生きる限り「絶望」は避けられない，それを精神における個人

としてシュタールのめざした「保守主義的国家論」や「活力ある保守主義」につ
いて検討している．

として生きることを意識すれば，その絶望を起点に「信仰」をもつことで，絶望
に陥り続けることなく生きることが可能となるとした．これを実現するために
は，精神における個人の実存と社会における市民の実存を同時に生きるような
「緊張状態」に身を置くことが重要だとし，その「緊張状態」に身を置く生き方

（2）
「保守主義的国家論」とは
「保守主義的国家論」は，シュタールが革命で経験した激しい体験とその結果
から，保守主義が今後どのように自己の政治的立場と見解を新しい状況に適応
させつつ定式化していくかについて取りまとめたものである．

を支えるふるまいを「信仰」とした．
以上のことから，社会の中の市民としての実存だけでは，絶望にからめとら
れてしまうため，何か大きな力によって生かされているという精神における個
人の実存の感覚を持っていなければ，絶望を起点にした「信仰」をもって生き

シュタールが「保守主義的国家論」の政治原理を構築した時期は，ビスマル
クによるドイツ統一前夜の保守主義，自由主義，民主主義が拮抗する「名望家
政治時代（1848 - 1870）」と呼ばれている．この時代のプロイセン邦国内は，三
月革命と第一次産業革命による産業構造の変化に伴う諸勢力の闘争により混迷

ていくことができない．社会の次元を超越した「大いなる力」とのやりとりを
前提とする意を含み持つ「integrity」と，ドラッカーの考える全体主義へ対抗
可能な生き方を支えるふるまいとしての「信仰」の在り方は重なる点が多いと
考えられる．

を極めていた．このような時期にシュタールが著した『法哲学』における政治
原理の論理構造は，権力を，社会を超越した宗教的倫理的に限定する法治主義
的側面と社会における権力主義的側面との二元性を重んじる点が特徴とされて
おり，また，シュタールの『君主主義原理』においては，王侯貴族が支持する身

4．
「integrity」とシュタールの「保守的国家論」との関連

分制と新しく台頭したブルジョワジーが熱望する議会制という二つの相反する
新旧原理の統一が特徴であるとされている（望田，1972）
．
シュタールは，諸勢力への対応（保守主義層の内部抗争，欽定憲法をめぐる

ドラッカーの一貫した問題意識として「全体主義への対抗」があり，その問
題意識の中から「マネジメント」理論を生み出し，マネジメントを執り行うも
のにとっては「integrity」が不可欠であるとした．彼がどのように「integrity」

（1）ドラッカーとシュタール

国王との対立，ヘーゲル左派との対立，第一次産業革命によって台頭してきた
富裕ブルジョワジー層からなる自由主義者や，貧困労働者層を中心とする民主
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主義者）として，自らが当初上梓していた『法哲学』を原理とし『君主主義原
理』で具体化した観念を，
「保守主義的国家論」
（1850）として，新たに取りまと
めた．
この「保守主義的国家論」にはいくつかのテーマがあるが，ドラッカーの注
目した点は以下の 3 点である．
1 点目は，
「社会の古い基礎を保持しつつ，新しい要求を満足させる」という
発想法を保守主義的思考方法だとし，定式化したとしている点である．
2 点目は，保守主義における政治の担い手とされる貴族概念の拡張解釈と，
その使命を明確化した点である．貴族概念の拡張解釈とは，第一次産業革命の
進行にともない台頭してきた新しい勢力を，従来のユンカーのような世襲的貴
族階級だけでなく，工業上，技術上，軍事上の功績によって大都市や大都市所
有に基盤をもつ都市および農村の新しい市民的貴族を認めたことである．これ
にともない，あたらしく加わる市民的貴族と堕落しがちであった世襲的貴族
を，使命の明確化という形で新たに定位し，次のような使命の遂行を求めた．
神への人格的献身と忠誠を保持すること，地方住民の信頼と愛情の的となり，
すべての政治・社会問題において，頼りになる中心になることである．
「保守
主義的国家論」においてシュタールは，貴族主義的政治が，全人間社会を貫く
永遠の法則としている．しかし，産業革命の進行が開始されこれを存続するた
めには，新たな勢力を体制内に向かい入れる必要があり，また旧貴族自体が高
い宗教的倫理的精神性と政治的資質とを保持しなければならない．シュタール
の考える旧貴族階級の適応と自己存続のための探究の結果だろう．
3 点目は，新興市民貴族（自由主義者）への対抗から生まれた「保守主義的社
会政策論」である．シュタールは，
「社会主義は，それ自体では人類が到達した
もっとも恐ろしい背教であるにしても，社会主義がわれわれの考えるところに
とって，偉大な心理を含んでいることを排除しない」として，以下を取り入れ
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もつ全体主義との，解決しがたい対立を，革命ではない形での調整のヒントが
あると考えていたようだ．
ドラッカーいわく，シュタールの「保守主義的国家論」に照らせば，「歴史の
進行」を否定することなく，つまり，過去を否定せずに，現在を未来のためだと
考えることなしに，過去，現在，未来について説明することができるという．ド
ラッカーが注目しているのは，シュタールのいうところの，保守主義者であれ
ば基本的な経験である「崇高かつ神聖な不変の秩序，人間の認識から隔絶され，
人間には実現できない秩序のため」に人間が生きているという前提で，物事を
考えるという点である．そうすると，過去に生じたもの，現在の発展，そして
その先にある未来についても，それらを必要以上に美化したり貶めたりするこ
となく，ただ単に「成果」と認識することができる．すると，それらをすべて，
人々がつくりあげてきた伝統として，革命の破壊行為から守ることができる．
過去，現在，未来をすべて尊重しながら秩序の中で生きることが可能となる．
また，このように考えると，「崇高かつ神聖な不変の秩序」のもとでは，既存の
ものや現在おこっているものには，意味や価値が存在するわけではなくなるた
めに，歴史が進んでいく中で秩序は次第に崩壊し，そのために明日よりも昨日
のほうがよかったという悲観的な見解に陥ることも回避できるとしている．
このように，ドラッカーは，シュタールの「保守主義的国家論」における「崇
高かつ神聖な不変の秩序」のもとに生きる前提があれば，同時代に存在するあ
らゆる勢力をこの秩序のもとに集めて統合することができ，暴力的な革命の回
避が可能となるという見通しを持っている．そして，この「崇高かつ神聖な不
変の秩序」のもとに生きる前提を支えるものは，各人が「人間は不完全である」
という自覚をもつことにあるという考えに至っている．
以上のように，シュタールの「保守主義的国家論」をドラッカーがどのよう
に検討してきたのかについてみてきた．シュタールの「保守主義的国家論」と

ている．無制限の競争は非難されるべきで，生計と所有とを保護する制度が必
要であるとする点（自由競争の否定的結果を非難）
，協同の力に注目している点
（協同の力で資本の優越に対抗する）
，権力を農業労働者の代表，手工業の親方，
同業者組合，工場主にあたえ，そのかわりに，彼らには彼らに従属しているも
のに対する責任を持たせる，そして一定の保護をなすことを義務づけるとした

「integrity」の関係としては，保守主義的国家論の担い手は，高い宗教的倫理的
精神性と政治的資質とを保持しなければならないとされ，ここに，「integrity」
のルーツを求めることができる．

点（経済的エリートを政治的エリートとし，責任と保護の政治を確立すること
で，社会問題の回避をねらう）である．シュタールは，保守的社会政策の展開に
よって，保守勢力と下層の市民たちがともに新興ブルジョワジーをおさえるた

ドラッカーの考える「integrity」とは，語源として，神のような人智を越えた
存在とのかかわりが含まれており，人智を超えた「神」を常に意識し，自らの不
完全さを直視する謙虚さを持ちながら，責任を遂行するという態度や生きる構

めの理論を準備することになったといえる．
以上が，シュタールが政治的，経済的な革命の動乱の中で生み出した「保守
主義的国家論」の概要である．
ドラッカーは，シュタールの「保守主義的国家論」には，ビスマルク以降のプ
ロイセンを支えてきた保守主義と，当時台頭してきた「歴史の進行」を根底に

えを指す言葉である「信仰」をもつことで，絶望に陥り続けることなく生きる
ことが可能となり．精神における個人の実存と社会における市民の実存という
次元の異なる実存を同時に生きるような「緊張状態」に身を置くことが必要で
あるとした．また，対立する諸勢力を統合しなければならない担い手は，高い
宗教的倫理的精神性と政治的資質とを保持しなければならない．

5．おわりに
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ドラッカーが，「integrity」を構成する上で，
「神」や「信仰」という人智を超
えた存在を用いざるをえなかったのは，全体主義が熱狂をもって人々に迎え入
れられた特殊な時代を生きたため，当時の人々にとって抗しがたい魅力にあふ
れた全体主義への対抗についての論理を展開する上で，
「命がけの跳躍」を行
う必要があったのではないか．
ドラッカーの「integrity」の底流にある「生への構え」は，先行きが不透明な
時代に特有の水平次元における様々な「緊張状態」に踏み耐え，人智を越える
ような垂直的な関係性を意識し，謙虚に責務を遂行する人の在り様であり，こ
れは，教育改革現場の混沌に関わる者がもつべき生きる構えに共通しているの
ではないだろうか．

6．展望
本稿では，キルケゴールとシュタールに関するドラッカーの著作の検討を
通じて，
「integrity」に注目した．結果，
「integrity」が神の完全性を前にして，
自己の不完全さを直視し，完全になろうとする謙虚さであり，また，不十分な
理念が支配する現実を，誠実にあきらめることなく繰り返し，突破していこう
とする強さでもあることがわかった．同時に，ドラッカーが，シュタールの政
治活動の特質を，諸勢力の対立を悪ととらえずに，新たな次元のアイデアを創
出するよき機会だとしていることがわかった．ここで想起されるのは，ドラッ
カーが「マネジメントの預言者」として評価し，影響を受けたというメアリー・
パーカー・フォレットのマネジメント論における「建設的対立」概念である．
フォレットのマネジメント理論のコア概念は，組織内外における様々な対立の
「統合」にある（三戸，1995）
．奇しくも「統合」の言語は，
「integration」であり，
「integrity」と語源を同じくする．次稿では，フォレットの「integration」を用
いて「integrity」を検討したい．
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ップデザイナー／職歴：私立中高一貫校教諭，京都市教育委員会新任研修講師
（独立行政法人教職支援機構委託事業），関西大学教育開発支援センター研究員，
島根大学准教授（山陰地域ソーシャルラーニングセンター専任教員兼務），大阪
電気通信大学教育開発支援センター准教授を経て現職／関心領域：知識基盤型
社会における大学初年次教育の授業デザインとそのカスタマイズ支援方法の開
発に注力してきたが，現在は，教育改革現場の支援に携わる者の在り様に関心が
ある．
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Peter F. Drucker - conservative christian Anarchist:
A dialogue between Peter Paschek and Winfried Weber
Summary
Drucker called himself a conservative-christian anarchist. Conservative because he
saw reform as a decisive political principle and did not believe in a heavenly society
on earth. Christian because for him there was something that was above society, and
anarchist because he considered order and form to be essential as elements of human
coexistence in a society, but profoundly rejected order as an end in itself.

To be published in:
Civilization and Management, Vol. 17, December 2020
1. (WW) Peter, you just published a book with the title “Peter F. Drucker conservative christian Anarchist”. Can you explain us this conflicting selfdescription of Peter Drucker?
(PP) It may sound conflicting on first sight, but as I fortunately shared a deep
friendship with Peter, it never came up my mind to see his self-description that
way.
But let me explain it in detail. - In our book titled- Cardinal Virtues of effective
Leadership - which Peter and I edited in 2004 (unfortunately it wasn’t published in
Japanese, but in Korean and Chinese) we both had a dialogue instead of an epilogue
at the end. In the beginning I asked Peter, that he once in an interview at the age of
70 referred to Henry Adams’s to be a conservative christian Anarchist, saying that
he is getting close to this. Peter answers as follows:
A conservative christian Anarchist, yes, that’s what I am, more or less! The older I
get, the more I become sceptical towards the the promises to save mankind through
society.
I think, that one of the most important experiences we made within the last fifty
years, is, that we aren’t able to build a paradise on earth. There is no perfect
Society, but only a bearable one. We can improve, but not perfecting - and this is
a conservative concept. But it is also a christian one, because it puts its focus on
the Individual and because of its belief that, there is something beyond Society.
Therefore I am christian-conservative and Anarchist in the sense, that I more and
more distrust power. For me the basic sin of mankind is the lust for power, not
sex, sex is not a sin. In this sense I am an Anarchist. But unlike the Anarchists, I
accept the need for a political order (the Justice State). Wilhelm von Humboldt,
the political philosopher, I most respect,wrote a wonderful book on the myth of
the French Revolution, when he was 23. In it there was an essay titled - Ideas on
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a trial to define the limits of the effectiveness of the State - This is the center of
my interest. This question was the reason for me to concentrate my work on the
enterprise and on the other autonomous institutions of our Society, which had taken
over social tasks and thus limiting the power of the State. Therefore I call myself
a conservative christian Anarchist, however in the special sense, as I described it
above.
2. (WW) The world’s reception on Peter Drucker is focussed on his work on
management. But when we take an overview management was neither his first nor
has it been his foremost cause. Is Peter Drucker’s work completely misunderstood?
(PP) I used to say: Peter Drucker- often quoted, partially read, barely understood!
But more and more, I thought, that this was too arrogant, till our friend Timo
Meynhardt told me about his meeting with Harry Mintzberg at the Global Drucker
Forum in Vienna 2018. Timo cited from the introduction of Peter Drucker’s book A functioning Society. There Peter wrote: I am best known, especially in the United
States, as a writer on Management.: But Management was neither my first nor has
it been my foremost concern. I only became interested in it because of my work on
community and society.
Hearing this Henry Mintzberg was taken by complete surprise and he said to Timo:
Thank you so much! Now I finally understand Peter Drucker! - Since the day Timo
told me about his meeting with Henry, I resumed saying: Peter Drucker - often
quoted.......
But I wouldn’t say that Peter Drucker’s work was completely misunderstood.
The problem is, that the Management Teaching and Management Thinking in the
US but also in our country and in the most countries of the West does not view
Management as social function, as social Institution. Contrary to this Management
in Japan always was seen as societal institution.
3. (WW) Since decades Peter Drucker’s work finds its most resonance in EastAsia. The first Peter Drucker Society has been founded in Japan. There seems to
be a soulmate relationship between Peter Drucker and the Japanese civil society.
Drucker had his first lectures at Bennington College on Japanese art in the 1940ies,
long before he travelled there. Later he published books on management and its
function for society which Atsuo Ueda translated in Japanese and who was one
of the world’s renowned authorities on Drucker’s philosophy. In 1959 Drucker
gave his first speeches in Hakone Spa and then came back to Japan every year for
several weeks, until 1996 when he was 86 years old. Drucker foresaw the potential
of Japanese economy, see his Harvard Business Review article “What we can learn
from Japanese Management” (1971). His relationship to Japanese executives he
explains in the foreword to the Japanese edition of Innovation and Entrepreneurship
(1980): “Great time has passed since I started minute observation of Japan. I visited
Japan regularly for more than 25 years. (…) Corporate executives whom I got to
know in Japan are my friends, not my clients.”
What is your comment on the fact, that Drucker’s books were bestsellers first in
Japan (long before the US and Europe) and the deepest understanding of Drucker’s
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entire work came and comes from East-Asia?
(PP) Peter Drucker always stressed, that the Japanese have been the first, who
listened to him. One Answer why, I already gave above.
And there is another important reason. Let me put it this way - Peter once wrote
an article for the Wall Street Journal titled - Don’t change culture, use it ! - This is
exactly what the Japanese did with Peter Drucker’s ideas. They didn’t change their
traditions.
They improved them. They developed their culture through integrating Peter’s
concept of management as social task. And exactly this was a major reason for
Japan’s outstanding economic performance in 1970ties and 1980ties. Remember
Richard Pascale’s best-selling book: The art of Japanese Management.
But viewing Japans current situations, which seems not far away from ours, I would
like to recommend, that it’s time to reinvent these Japanese strengths - reinvent in
the meaning of bring into use again.
4. (WW) One chapter of your book is titled “Between skepticism and hope - a
conservative christian Anarchist and the wasted 20th Century”. How would
you summarize Peter Drucker’s thoughts for a functioning society and for the
responsibility of today’s Management?
(PP) Peter Drucker once said - I’m not a pessimist and I tried to become an
optimist. I haven’t achieved in yet, but I won’t give up.
What would be his guiding principle for us, you ask:
First of all: to improve our Society towards a functioning Society which for Peter is a
bearable Society for nearly everyone, a Society, in which everyone respects the right of
a livable life of the other. A Society of social cohesion. A Society of Fair Unequality!
And the responsibility of management as Society’s major leadership group in
aiming at this functioning Society?
In 2001 Peter Drucker wrote: In the half century after the Second World War, the
business corporation has brilliantly proved itself as an economic organization, that
is as creator of wealth and jobs. In the next society, the biggest challenge for the
large company, especially for the multinational may be its social legitimacy: its
values, its mission, its vision.
For Peter Drucker, the enterprise is not only economic tool, but as a social
institution, it is also a political tool. As a consequence of this, he defines the
Manager’s social responsibility as follows:
The manager is a servant. His master is the institution he manages and his first
responsibility must therefore be to it. His first task is to make the institution,
whether business, hospital, school or university perform its function and make the
contribution for the sake of which it exists.
The institutional performance of its specific mission is also society’s first need and
interest. Performance of its function is the institution’s first social responsibility.
Unless it discharges its performance responsibility, it cannot discharge anything
else. A bankrupt business is not a desirable employer and is unlikely to be good
neighbour in a community.
And then Peter Drucker asks: In a society of one-purpose organizations who takes
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care of the common wheal? - and his answer:
This particular problem, which has been central to pluralism at any time, underlies
the new demand to be socially responsible. In a pluralist society every institution
becomes a political institution and is defined by its constituencies: A constituency
is a group that can impede an institution and can veto its decisions: It cannot as a
rule get an institution to act, but it can stymie and block it.
In a pluralist society, all institutions are of necessity political institutions. All are
multi- constituencies institutions. – The Reform managers of all institutions will
have to think politically in such a pluralist society.
According to Peter Drucker the manager’s political responsibility therefore has to
imply the following:
The manager of institutions must establish himself as the representative of
the common good. He can no longer depend on the political process to be the
integrating force, he himself has to become the integrator.
And this means that the manager of any institution (but particularly of business)
should think through what the policy should be in the general interest and to
provide social cohesion. He has to do this before there is a problem, before he
reacts to somebody else’s proposal, before there is an issue. And then he has to
become the proponent, the educator, the advocat.
And it is top management above all that will have to concern itself with the
turbulences in the environment, the world economy and the need for the enterprise
in its care to take the lead in respect to political process, political concepts and
social policies.
5. (WW) Peter, thank you so much for sharing your insights of Peter Drucker’s legacy
on the major challenges of today’s societies. We are inviting our Japanese friends
to start a discussion with us on Peter Drucker’s work and the strenghtening of a
bearable society.
The Authors:

Peter Paschek, a management consultant, has been a close friend to Peter Drucker for
more than thirty years. Together they published and edited the book “Kardinaltugenden
effektiver Führung” (Frankfurt, 2004 - translated in Korean and Chinese). Peter is a member
of Mannheim’s Peter Drucker Society and a lecturer at Technical University of Munich and
University of Leipzig.
Winfried Weber is a professor of management at Mannheim University of Applied Sciences and
director of Mannheim Institute of Applied Management Research. In his 2004 dissertation he
worked out that Peter Drucker is the most influential management thinker in German speaking
countries and congratulated Peter Drucker on that fact. Winfried is founder and president of
Mannheim’s Peter Drucker Society and a honorary member of Japan’s Drucker Workshop.

This dialogue should be seen as general introduction into the work of Peter Drucker.
On this basis a discussion between the Drucker Workshop of Japan and the two of us
and with our friends from Mannheim’s Peter Drucker Society on major challenges of
today’s societies could follow up.
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ドイツにおけるユダヤ人問題

ドイツにおけるユダヤ人問題

第 2 に，概要である．ユダヤ人問題という論争的な主題を伴うのは疑いのな
い事実である．ドラッカーはドイツにおけるユダヤ人問題に見る，フランスや
イギリス，あるいは東欧とは異なる側面を見出していくのであるが，ひいては

The Jewish Question in Germany

井坂康志

Yasushi Isaka

（本会理事，ものつくり大学）

Summary
Peter Drucker wrote mostly unknown short book in his early years of Frankfurt.
In Die Judenfrage in Deutschland, Jewish Question in Germany, he questioned his
personal experiences of the Nazis’ occupations in Europe, and thus had forseen the
Jewish holocost and German Soviet Union War. He had several important insights in
the concept of collapsing European civillaization and it made him gainig managerial
mindset, the practical insights in rebuilding society for growing the free, functioning,
and plural elements in society after leaving Europe. This paper summarises the topics
of Die Judenfrage in Deutschland and reflecton the continuity with other writings in
his European period of 30’s.

序
ドラッカー 1936 年の著作に「ドイツにおけるユダヤ人問題」がある．ドラッ
カー研究史においても一つの謎と言ってよい書物であり，論及されることもほ
とんどなかったばかりか，長らく存在さえ一部の研究者にしか知られていな
かった．
そもそもドラッカーによるドイツ時代の政治的著作は，浩瀚なマネジメント
領域の知的業績と比較して，顧みられる頻度は高いとは言えなかった．
しかし，筆者はドラッカーによって主として戦後に築かれたマネジメント関
連の著作群と初期になされた政治的著作との間の連続性を重視し，かえって地
続きであるとの立場をとってきた．したがって，本論の主張内容に踏み込むこ
とによって，いっそうドラッカーの生涯にわたる知的連続性を明示できるとの
期待を持ちうる．
上記の問題意識から，4 つの観点から考察を進めていくことになる．
第 1 は，本書執筆の時期と意図との関係を明らかとすることである．
1933 年に刊行され，ただちにナチスにより禁書とされ焚書された「シュター
ル論」同様に，全編ドイツ語で記述されたドラッカーの数少ない著作の一つで
ある．1936 年にウィーンで出版されるものの，冒頭に「一ドイツ市民として」
の記述からも伺われるように，主張内容はドイツ人としての立ち位置からなさ
れており，同様の観点からすれば，執筆時期は「シュタール論」とほぼ同時期の
1931 〜 33 年と比定しうるであろう．
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後に展開されるナチス全体主義の起源の闡明と強力な異議申し立ての意志に貫
かれるのは間違いのないところである．
第 3 に，本書の持つ他の政治的著作との関係性を明らかとする点である．ド
ラッカーの執筆者としての活動を見る限り，ヨーロッパ時代になされたものが
強い主題上の関連を持つと考えられる．とするならば，
「シュタール論」
（1933）
およびアメリカで刊行されることになる『経済人の終わり』
（1939）の記述内容
から，本論の主要な意図を探ることは妥当と考えてよいであろう．
第四に，世に問うことを通して，いかなる政治的発言，もしくはそれに伴う
時代批判をなそうとしたかにかかわる主張ポイントの課題である．同様の点
は，戦後に主として企業経営の分野でなした業績との執筆意図上の関連をはか
るうえで，避けて通ることのできない論点である．

1．執筆時期と意図
「ドイツにおけるユダヤ人問題」の原題は，英語表記では，Die Judenfrage in
Deutschland
（ 英文 Jewish Question in Germany）であり，日本語ではやや意味合
いがまぎらわしいのだが，ドイツにおけるユダヤ人についての探究といった
ニュアンスが読み取れる．いわゆるユダヤ人の問題性を明らかにするというも
のではなく，ユダヤ人問題がなぜ生じたかへの論究を中心とする書物である．
28 頁ほどの小著であり，形式からすれば評論に近い．しかもドラッカーによ
る後年の著作同様に，学術的なアプローチとはいえず，むしろドイツに生きる
一人としての生身の声を強く響かせている．
事実，他の著作と大きく異なる印象を与えるのは，ドラッカー個人の見解が
固有の社会的立ち位置とともに前面に出る点にあると言ってよいであろう．な
ぜなら，本書冒頭において，父アドルフに捧げられること，さらに「ドイツに生
きる一人のユダヤ人として」
，まさにユダヤ人の側からの意思表明として書か
れた事実が明記されるためである．
ドラッカーの民族的出自については，従来様々な憶測を含む見解が表明され
ており，宗教的来歴も含めほとんど知られることがなかった．ヨーロッパを逃
れてアメリカに亡命し，当地で世界を相手にした言論を展開したイメージから
も，ドラッカーをユダヤ人とする見解はかねてより俗説に近いものも含め，し
ばしば表明されてきたが，自身の民族的出自を明確に述べたのは，本書冒頭の
みと考えられる．
構想されたのは 1930 年以後と考えられる．ドラッカーは 1909 年にオースト
リアのウィーンに出生し，シュヴァルツヴァルト小学校を経て，デブリング・
ギムナジウムを卒業する 1927 年まで故郷で過ごし，後に単身でドイツのハン
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ブルグにわたり，木綿商社での見習いという最初の職業を経験する．約 1 年半
後の 1928 年にフランクフルトに移り，金融分析を中心とする職務に就くもの
の，世界恐慌によって一時失職し，間もなく『フランクフルター・ゲネラル・ア
ンツァイガー』紙記者としてのキャリアを始める．

り，行間に横たわる意図を丁寧に読み取っていく必要があるのは疑いえない．
次に，同書で展開される主要内容を見ていくこととしたい．

ジャーナリストとしての活動時期は，ほぼナチスが党勢を拡大していく時期
と軌を一にしており，ドラッカー自身もナチス幹部へのインタビューを行うな

さて，次に記述内容に入っていくことにしたい．28 頁の小冊子と言いながら
も，4 部に分かれ，主張ポイントはきわめて明快に整理される．以下ではそれぞ

ど，日常圏においてナチスの伸長を理解し始めた時期でもあった．さらに同時期
はジャーナリスト生活の傍ら，フランクフルト大学に籍を置き，国際法の研究活
動を行ってもおり，明瞭な成果として 31 年には政治学で博士号を取得する．
上記からも，フランクフルト時代の 1930 年のあたりは，ドラッカーにとって
知識人としての基盤形成の時代にあたっていたとともに，ナチズムへの観察と

れの部の構成について見ていくことにしたい．なお，部のタイトルは原書には
付されていないが，筆者が自身の理解のために付した便宜的なものである．

応答を時代からの課題として受け止めた一時期であったことは明らかであろ
う．同様の点は，ジャーナリスト兼学究として，ナチズムへの直接的応答を避
け，19 世紀の思想潮流を鏡として 1930 年代を考察するという，半ば間接的と

化への違和感である．ナチスの標榜する人種理論はいかなる意味においても政
治社会の決定要因とはなりえないとし，次の点を指摘する（2）．
・ ドイツと他の国々の全体主義は，ユダヤ人への対応において異なる．

もいえる知的企てにドラッカーを駆り立てた一つの背景をなすと見られる．
代表的な著作の一つは，
「フリードリヒ・ユリウス・シュタール ― 保守主義
的国家論の歴史的展開」である．ドラッカーが著作として取り上げることを試
みた三名の人物，すなわちフンボルト，ラドヴィッツ，シュタールの中のシュ
タールを取り上げたものであって，33 頁の小著とはいえ，ナチス時代のドイツ
に生きる一人の知識人としての中心的な命題を表出した点において特筆すべき
ものがある．
主題は，ナチズムという過激な革命主義的原理を伴う政治システムを，ヨー
ロッパにおける保守主義の原理をもって対抗していく点にある．考察対象とし
てのシュタールは，19 世紀前半に活躍したユダヤ系知識人であり，自らはプロ
テスタントに改宗しつつも，ドイツ統一に顕著な業績のあった人物として考察
対象とされる．
本書において，ドラッカーの保守主義主題としての継続と変革（continuity
and change）が，シュタールにあって政治的意図と相まって適切に表現される
として，かかる 19 世紀に存在した政治活動をもって，20 世紀のナチズムへの抵
抗への試みと理解することが可能であるが，同様の意図は，ナチスの正確に理
解するところとなり，禁書となり，焚書となる（1）．
だが，ドラッカーのドイツ時代の著作で焚書となったのは「シュタール」の
みではない．もう一つの著作「ドイツにおけるユダヤ人問題」もまた，ナチスに
よる禁書指定を受け，焚書されることとなった．
要約するならば，
「ドイツにおけるユダヤ人問題」は，ドラッカーにおける第
二の焚書を招いた著作であり，主題が，一定の論争性と反ナチス的言論を内包
する著作であることは明らかと言ってよい．むろん，本書もまた，「シュタール
論」同様に，ナチスへの直接的批判を回避する，慎重な展開方法がとらえてお

2．
「ドイツにおけるユダヤ人問題」の主要内容

（1）ドイツの反ユダヤ主義の起源
第一部で記述されるのは，まずもって，執筆時進行中であった国家社会主義

・ 反ユダヤ主義は，ユダヤ人の側の宗教や文化等の問題によるのではなく，
反ユダヤ主義を措定した側の問題である．したがって，ユダヤ人について
論じることにさほど意味はなく，論じるべきはドイツについてである．
・ ユダヤ人がなぜ敵意をもって遇されるかを時代状況との関連で考察するの
が目的である．
・ 同時に，現在進行中の政治的社会的状況を理解するには，歴史を虚心坦懐
に考察しなければならない．
第一部での基本的な執筆上の立ち位置は，ドイツ国内から見た国家社会主義
であり，同時にどの中核となる人種隔離政策である．本書には，1933 年の時代
状況が一つの定点として記述されることから，正確な執筆時は 1933 〜 1934 年
あたりと考えられ，彼自身身はウィーンもしくはロンドンに置きつつも，ドイ
ツ時代の生々しい記憶とともにあった時代であったと見ることが可能であろ
う．
言うまでもなく，ドイツの採用するユダヤ人への虐待を伴う政策措置に対し
て批判的であり，それらの進展に一定の歯止めをかけるために，ドイツ国民に
対して訴えるべく筆を執ったという意思の所在を見ることができる．
1933 年当時のドイツにおいて，何よりも「客観的な自己認識」をもつことが
初めでなければならず，内省を伴う現実観察の必要を説く．同時に，
「変わるこ
となきドイツの人々への愛に依拠しつつも，冷静で偏見にとらわれぬことを願
う」とする，元ドイツ市民としての率直な心境の吐露も垣間見られる．
（2）ユダヤ人問題とユダヤ人解放
第二部では，ドラッカー自身の観察によるユダヤ人問題の由来が記述され
る．中心的課題を取り扱うだけに，ページ数，課題ともに最も大きな位置を占
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める．
本論では，第二部をさらに三つの節に分けて概要を示していくこととした
い．なお，部のタイトルおよび節は原書には存在せず，筆者による便宜である
点にご留意いただきたい．
①フランス革命と反ユダヤ主義
すでに示したように，本書で一貫して主張されるのは，反ユダヤ主義の原因
とは，ユダヤ人の側には存在しないとする点である．反対に，原因は，ユダヤ人
を社会の成員として，同化することに失敗したドイツ社会の側にある．
というのも，ユダヤ人は固有の共同体の成員として生活を送ってきた経緯が
あり，多くの点において市民的な権利を付与されるのはフランス革命後のこと
である．ユダヤ人側の政治社会的運動や要求の結果というよりも，近代化して
いく歴史的原理の転換の結果であって，波及効果の一端としてユダヤ人解放お
よび後のユダヤ人問題の生起へとつながっていくとする考察に表れる．
同時に，反ユダヤ主義は歴史的に見てもさほど古いものではなく，近代以降
の産物であることは種々の文献でも指摘されてきた．ドラッカーは，反ユダヤ
主義とは，フランス革命の自由・平等・博愛に先導される急速な近代化および
ブルジョア自由主義化に付随する現象であったと主張する．すなわち，フラン
ス革命による近代化の原理は，以前の歴史において市民的階層から排除してき
てユダヤ人を一般市民として受容し，同化していく社会的な要請を生むことに
なっていく．
本来ユダヤ人共同体は，キリスト教社会の内部においても，一神教による宗
教と社会との二重性を身に帯びていたが，ユダヤ人解放の結果として，共同体
が絆を喪失し，ユダヤ人自身が脱ユダヤ化せざるをえなくなっていった背景が
指摘される．
②ユダヤ人の職業と同化問題
結果として，ユダヤ人の同化問題が急速に訴状に上がることになる．ユダヤ
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ジョア自由主義の浸透の結果として生起したものとする見解を表明する．
同様の点は，脱共同体化を迫られた結果として，社会主義をはじめとするイ
デオロギーの指導者がユダヤ人から多く出たことの一方での理由ともなる．
③ユダヤ人の社会階層移動
ドラッカーは，自らが身を置くフランクフルトを例に挙げて，ドイツのブル
ジョア特性の高さと抑圧の相関関係を指摘する．
さらに，ドイツにおいては，ユダヤ人の社会階層移動は本来は認められてお
らず，官僚，大学教授，判事などのへの進出は禁じられていたものの，やがて，
シュタールに典型的に見られるように，大規模なプロテスタント改宗運動の結
果，旧来のユダヤ人であっても，法律家や大学教授，さらには政治家にまで進
出する者が表れていったとする．同時に，商業階級に属していたユダヤ人もま
た，経済的富裕化を背景として，広く紳士階級を構成するようになっていった．
ドイツにおいては自由主義的傾向を認容する寛容な社会的風土が存在した
が，他方で，ユダヤ人は二重の意味で定点を欠く社会的位置づけとなっていく．
すなわち，信仰共同体は破壊され，同時に，ブルジョアにおいても急激な社会
的地位の上昇から社会的な関係性を欠く状況が生まれた．他のヨーロッパ諸国
と比較するならば，著しい相違として表れ，ドイツにおける反ユダヤ主義を固
有のものとしてとして，次のように表現する．
「他国におけるユダヤ人問題が肌にかかった砂だとするならば，ドイツにお
ける目にかかった砂であった．わずかと言えども耐え難い苦しみをもたらす砂
（3）
だった」
④ワイマール期におけるユダヤ人指導者
かくして，非ユダヤ化されたユダヤ人ほどにユダヤ性が強調される時代が，
ワイマール期にいたって顕著になった．多くのユダヤ人にとって，ドイツは精
神の故郷であった．にもかかわらず，社会主義指導者や国家的なリーダーは，

人は解放以前は歴史的に信仰共同体に所属したことから，キリスト教社会の担
うことの少ない職業，主として商業，金融業，法律家，医師などを選択せざるを
えなかった．いずれもが，ブルジョア的職業であった点をドラッカーは指摘す
る．
というのも，ユダヤ人は長らくユダヤ共同体の成員であったために，解放後，

ユダヤ人として強く識別されることとなった．とりわけ顕著なのが，ヴァル
ター・ラーテナウである（4）．ラーテナウは実業家であるとともに，政治家であ
り，第一次世界大戦の戦時指導者としてドイツ国民から認められる存在であっ
たが，自由主義を推し進めることが，典型的ユダヤ人の所業としてついには暗
殺される．
同様の現象は，ドイツにおける左翼ばかりでなく，ジャーナリズムなどにも

各国の市民社会に同化するに際しても，主たる職業はすでにキリスト教徒に
よって占められており，一般市民の忌避する職業としての金融業，ユダヤ聖職
者にとっての法律，医学などのいわゆる知識的職業以外に就業することが困難
であった．
まさに同様の点が，ユダヤ人をドイツ社会において極度に自由主義的，ブル
ジョア的にしていったとする．さらには，社会や共同体におけるユダヤ人の排
除・抑圧の課題とは，ユダヤ人自身の言動のもたらしたものではなく，ブル

見ることができる．いずれにせよ，ドラッカーの認めるユダヤ人問題とは，ユ
ダヤ人自身の民族特性や固有性に発するものではなく，自由主義的ブルジョア
の投影として意味を持つものと考えなければ意味をなさない．
⑤ナチス政策についての論評
やがてナチスは，大規模なユダヤ人ゲットーを再建する可能性がある．強制
的であるとともに，いかなる共同体的意味合いももたないものとなるでろう
し，信仰とも関係のないものとなるだろう．ユダヤ人問題を破壊と追放によっ
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て解決しようとする試みと考えることができるだろう．
もちろん混血のユダヤ人がかかるゲットーを受け入れるはずはない．まずユ
ダヤ人の側の切望は，破壊や排斥ではなく，ドイツ社会にフルメンバーとして

抜き差しならぬものであった様子を伺うことができる．
フランクフルト時代末期である 1933 年 3 月あたりまでには，
「シュタール論」
はほぼ脱稿しており，校正のやりとりがなされていたこと，『経済人の終わり』

受け入れられることである．ドラッカーの上げる数字によれば，ユダヤ共同体
に属する 60 万ほどがドイツに居住するばかりか，大きな数字で 400 万，知識人
のブルジョアの 30％をユダヤ人が占めており，かかる巨大人口を擁するユダヤ

の着想がほぼ出来上がっていた．ただし，本書においても，
「ドイツにおけるユ
ダヤ人問題」への言及はなされておらず，執筆時期の正確な特定は今もって困
難である．

人はよきドイツ人であることを許されずにいる．
⑥ナチズム批判
ナチズムは，ユダヤ人とともに，あらゆる個の精神的自由を排斥する．精神
の歴史的土台を破壊する．そしてまさにこの精神や倫理，実存の否定こそがナ
チズムの本質であると考えられる．ユダヤ人問題の解決は政治的課題として以

上記の文献をもとに，「ドイツにおけるユダヤ人問題」における問題意識が，
他の著作とどのように関連するかを見ていくこととしたい．

上の精神的諸力をいかにするかという課題をも含んでいる．同様の観点から，
ドイツの国家的理念を今一度思い返す必要があるが，国家社会主義はドイツの

らも政治法学叢書 100 号として，意義深く世に出た書物であった．モーア社は
現在も政治学やユダヤ問題などのテーマで，出版活動を継続している．

正統な理念とは相いれない．ユダヤ人ははからずも，否定的国家綱領の犠牲と
なったわけだが，今からでも理念や崇高な精神を取り戻すことができれば，身
に受けた苦痛も無駄ではなかったと考える．

3．他著作との関連

ドラッカーが，シュタールという 19 世紀の知識人に狙いを定めたのには，単
に政治学徒としての関心以上のものがあり，
「春秋の筆法」とも言うべき，歴史
的考察を通し，ひるがえって高度な時局批判として企まれた点から見なければ
意味をなさない．
結果として正確にナチスの解するところとなり，焚書とされたことはすでに

次に，1930 年代前半におけるドラッカーの発言内容は，どのように関連し
合っていたのだろうか．同時期に着手された著作は，いずれもが政治社会を主
題としており，後のマネジメント関連への関心を伺うことは困難である．

述べたところである．同書の中でも，シュタールという自由主義的な政治社会
状況の中で，ユダヤ人でありながら，ユダヤ人共同体を脱し，プロテスタント
への改宗を経た一人の知識人の思想展開を考察することを通して，保守主義の

しかし，いずれもが，政治社会の破綻に伴う危機への認識に端を発しており，
第二次大戦から戦後にかけての産業社会の帰趨を見極めた彼にとって，中心と
なる企業経営の発展が全体の伸長にとって重要な意義を持つと考えるならば，

展開に破壊的要因をなすナチズムへの処方せんの提示と見ることができる．
言うまでもなく本論においても，主題として取り上げられるのは，19 世紀と
いう自由主義的ユダヤ人であるシュタールがどのように生き，どのように状況
に働きかけていったかにある．同書は，シュタールの評伝でもなければ，シュ

底流をなす問題意識には一貫性を見出すことも可能であろう．
「ドイツにおけるユダヤ人問題」と同時期に着手された著作は，
「シュタール
論」
『経済人の終わり』をあげることが可能である．実際に三著作の問題意識は
反ナチスからの社会の再生を目途とした点において，一貫した思考上の枠組み
を供する．
また，執筆時期は後の 1979 年となるものの，もう一つ参照しうる著作があ
る．半自伝ともされる『傍観者の時代』である．同著は，ドラッカーが目にした
オーストリア，ドイツ，イギリス，アメリカの人と世相を短編集的にまとめた
一風変わった来歴の書であり，第二次世界大戦勃発時の真珠湾攻撃の報を耳に
した場面で閉じられる．
「シュタール論」
『経済人の終わり』の執筆動機に伴う言及が見られる「子羊」
の章においては，新聞社の同僚であったヘンシュと称するナチス党員とのやり
とりや，勤務先の大学に乗り込んでくるナチス・コミッサールの暴力的恫喝な
どの場面が生々しく描かれることから，当時のドラッカーをめぐる生活環境が

（1）
「シュタール論」
1933 年，テュービンゲンのモーア社から出版され，小冊子の形態をとりなが

タール思想の研究書とさえ呼べないものとなる．記述されるのは，ドラッカー
の眼がとらえたシュタールの探索の所在と 20 世紀的応用の可能性に限定して
記述される点は注目に値する．
最終的に，シュタールは，ユダヤ人としての共同体を脱し，プロテスタント
であるばかりでなく，進歩的な議会主義支持者として，法学者もしくは政治家
として，理論と実践両面から 19 世紀の政治社会を切り開いた人物として特筆
される．シュタールはユダヤ人共同体を脱し，市民的同化をはかるためにプロ
テスタントに改宗し，さらにはユダヤ人には禁じられていた政治家や大学教授
などの地位を得て，ついにはドイツ統一への指針を理論と実践を通した時代精
神の体現者として映っていたことが伺われるであろう．
（2）
『経済人の終わり』
『経済人の終わり』は，1930 年代から草稿に着手しつつ，ついにニューヨーク
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に渡ってから，1939 年に刊行にいたった実質的な処女作である．主要内容はい
くつかの主題によって提示されるが，とりわけ，ナチス国家によるユダヤ人の
殲滅政策を予見する点において，注目すべきものがある．同様に，本書におい

彼を打ちのめしたのは，ナチス・コミッサールの下品さや蛮勇，卑劣さでは
なかった．良心として尊敬を集めていた生化学者が，何ら有効な意見もなく，
自らの研究費についての保身的な問いしか口にしなかった．知識人の裏切りを

ては，すでに述べたユダヤ人問題への認識を基礎とした，一層時事評論的な訴
求内容を伴う言説が提示される．
表題にあるように，
「経済人」という 19 世紀的な人間像やそれに伴う価値観
信条が有効性を喪失したことによって，20 世紀初頭の精神に真空が生じ，正統

見た．
もう一つは，新聞社の同僚にしてナチス党員ヘンシュが荷造りする彼のもと
にやってきたことである．ヘンシュは，自らの生まれの貧しさを嘆き，能力の

性の空白が生じた点が指摘される．かかる空白をいかにして埋めるかが喫緊の
政治的課題として生じ，結果として，精神の真空の苦痛から耐えることのでき
なかった大衆の欲求が，ナチズムへの熱狂的な支持を生んだとされる．
ナチズムへの指示のなかで，19 世紀のブルジョア商業主義的なエトスが，ユ
ダヤ人の存在に仮託されることによって，社会からの排除殲滅対象として政策
的に選定されていくことになり，やがては強制収容所による虐殺が現実化する
であろうとの見通しをドラッカーは述べる（5）．
（3）
『傍観者の時代』
自伝に似た体裁をとる．20 世紀の前半，ヨーロッパからアメリカにいたる遍
歴の中で，目にしてきた世界を人を中心に描き出す．とりわけ，「怪物ヘンシュ
と子羊シェイファーの物語」のなかで，往時のドラッカーの時代への印象が色
濃く記述される（6）．
怪物ヘンシュと子羊シェイファーの物語は，戦後のニューヨークでふと目に
した新聞記事から始まる．第二次大戦末期，フランクフルトの地下壕で自決し
たある青年の記事だった．
一つはフランクフルトで新聞記者と大学講師を兼任していた時代である．新
聞と大学，ともに知識と言葉を守るべき機関に身を置いていた．言葉が魂の武
器なのだとすれば，自らの武器庫に何があるかを見定める必要に迫られてい
た．同時に，手にしていた武器を有効に鍛え上げるべき必要にも迫られていた．
時は，自由の精神が呪縛せられた年，すなわち 1933 年のドイツ，ナチスが政
権を獲った年である．遅くともギムナジウム時代にヒトラーの『我が闘争』を
読んでおり，冗談でも隠喩でも寓話でもシンボルでもレトリックでもないこと
をなぜか知っていた．
フランクフルト大学と新聞に何が起こったかナチスが政権をとったなら，彼
らが行うことは一つしかない．
『我が闘争』に書かれたプログラムを誠実かつ
丁寧に，心を込めて粛々と実行する．もちろんドラッカーはドイツを去ること
を決意する．ところが，最後の日に 2 つの夢魔が彼を襲う．どこかで執り行われ
た忌むべき黒魔術の悪霊がとうとう足下までしのびよってきたのを悟った瞬間
だった．リベラルで勇名を馳せるフランクフルト大学拡大教授会にナチスのコ
ミッサールが踏み込んだ．

欠如にため息をつく．さりとてひとかどの者になる野望を捨て去れない．すべ
てが本音だった．野蛮な悪を見出したのではない．心の奥に巣くう果てしない
虚無，何ものによっても癒しがたい精神の廃墟を見出したのだった．救済を求
めてやまぬ病める魂にふれたからだった．
フランクフルトを去り，短期間ウィーンにとどまってから，ロンドンに渡る．
知人からある名物ジャーナリストの話を聞く．シェイファーである．シェイ
ファーは一流のジャーナリストとして転地先のニューヨークでも圧倒的名声を
手にしていたが，それらを捨て，ナチス治下のドイツに戻り，ベルリンの有力
紙の編集長に就任するのだという．周囲はもちろん反対する．けれども，シェ
イファーは翻意しない．シェイファーのよりどころは良心である．自らが正義
と良心をもってナチスを回心させうると信じる．
シェイファーには経験も理念も実績も，およそジャーナリストが持つべき
あらゆる資質が備わっている．だからこそ，自らの魂の武器たる言葉をもって
ナチスを教導しようと考えた．善意に満ちた教育的指導，これこそがシェイ
ファーが目論んだことだった．あえて言うまでもないことながら，賢明さを自
覚する人間の掲げる正義ほどに卑小でやっかいで始末に負えないものはない．
もちろんシェイファーはナチスにいいように使われ，やがて捨てられる．
最後に，ドラッカーはアレントの有名な一節「悪の陳腐さ」を引用する．
『イェルサレムのアイヒマン』の副題としても知られるフレーズだが，戦後アイ
ヒマンをナチスの戦犯とする裁判で，アレントがそれを傍聴し発したものであ
る．一般の印象に反してアイヒマンにはなんら極悪非道の相貌も動機も能力も
存在しなかった．むしろアイヒマンはナチスのきわめて有能なテクノクラート
として上層部からの命令に忠実に従い，自らの職務を勤勉かつ誠実に果たして
いた．問題は職務内容だけだった．大量のユダヤ人を隔離し，鉄道で輸送し，収
容し，虐殺することが命令の内容だったからだ．ドラッカーはアレントを批判
する．陳腐なのは悪ではない．人である．悪そのものはあくまでもはかりしれ
ず強大なのだと．

4．主張点
ナチスへの抵抗を，近代合理主義の一つの逢着点と見なし，同様の点を自ら
の思想的定点と定めたふしがある．やがてドラッカーはナチズムとの直接対決
を回避し，ドイツを脱出してイギリスにわたることになる．
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筆者が重要と考えるのは，
「シュタール」
「ユダヤ人問題」
「経済人の終わり」
は同一線上の問題意識に貫かれる点である．いずれも高度な政治的論点をドイ
ツ社会に対して投げかけており，全体主義からの脱出，もしくは救出を促す筆

しかし，即座に返ってきたメールは，「翻訳出版は不可」とのことであった．
不可とする理由については一切の付記はなかった．断固拒否との印象をもたざ
るをえないものであった．

法である．というのも，いずれの著書においても共通する主題は，高度な政治
性とともに，近代性の暴威への警告にあると思われる．
政治的主張については改めて言うまでもないであろう．30 年代ドイツの内部

ただし，文献が公である以上，翻訳出版について権利者は不可を意思表示で
きても，研究対象とすることまでは妨げられない．筆者は個人的に日本語に翻
訳し，ドラッカーの主張の展開を探ろうと努めてきた．

から，強烈な水圧を身に受けてジャーナリスト活動および評論活動を継続して
おり，33 年にはついに亡命という方法を選択する．背景には，近代合理主義の
暴威が，外に対しては独ソ戦として，内に対してはホロコーストとして，とも
に絶滅の究極の選択にドイツを走らせたことがある．
ドラッカーが三著作で 19 世紀に形成された極端な合理主義について丹念に

ドラッカーの初期における問題意識は，ドイツ在住者の生の視点から，最も
先鋭的に本論に表れると考えられる．とりわけ，ワイマール期以降，社会の中
で最も抑圧度合いの高かったユダヤ人の視点から記述される点に表れる．ドイ
ツに内在する政治社会的矛盾とともに，近代以降のヨーロッパ全体の矛盾まで
をも正確に指し示すと感じられる．

紙幅を割くのは端的な表れであろう．
「ドイツにおけるユダヤ人問題」では，
既述の通り，フランス革命以降に現出した自由主義，科学主義とともに，ブル

同じく全体主義への批判的考察を行ったハンナ・アレントが，自らのユダヤ
性を言論上のアイデンティティに定めたのとは反対に，ドラッカーにあって，

ジョア的な商業主義の時代潮流を記述する．同時期は他方でロマン主義や保守
主義なども対抗的な思想潮流として一定の流れを形成しつつある時期であり，
さらには過激な社会主義，共産主義などのイデオロギー形成の一時期にも当た
る．
一連の思想的混濁が暴発にいたったのが 20 世紀の 30 年代と見ていたことが，

ユダヤ性は注意深く隠されていると筆者は感じてきた．むしろ民族的出自や宗
教的信条などの，個の実存にかかわる要因は，ドラッカーにあっては中立の覆
いを意図的にかぶせられてきたし，ドラッカー自身が，発言や著作において，
注意深く論及を避けていたように思われる．
むろん，個の民族的出自や宗教的信条が，一般的な会話において，論及自体

議論に高度なアクチュアリティを付与する．時にクールな論説の体裁をとりつ
つも，時代の熱度を極度にまで高める．
ユダヤ人問題とは，彼自身との密接な課題であったとともに，当時の時代状

が不作法であり，時には品位に欠ける話題であることを認めるのに，筆者とし
てもやぶさかではない．しかし，20 世紀というまさしく民族やそれにともなう
イデオロギーが凄惨な対立と破壊を招いた時代において，同様の話題を意識的

況における最も高い訴求性を伴う論件であったこともかかわりを持つ．

に避けることが，言論人としての責任回避につながらないか，筆者としては一
抹の懸念を覚えないわけにはいかない．かりに，論者の主題が，マネジメント
や経営といった，一見すると価値中立的なものであったとしても，いかなる対
象も，とりうるパースペクティブにおいて，思想性から脱することは不可能で

結語
「ドイツにおけるユダヤ人問題」はかねてより筆者にとって気になる著作で
あった．しばしば，欧米の研究書の文献に挙げられるのを目にしており，ユダ
ヤ人問題をタイトルにもつところからも強い関心をもち続けてきたが，長らく
入手がかなわなかったばかりか，あまりに言及がなされないことに実在にさえ
疑いをもたざるをえない気持ちにさえなっていた．
2011 年にドイツのマンハイム応用社会科学大学のヴィンフリード・ヴェー
バー氏から，同書のコピーを寄贈いただいたときは，喜びを超えて強い驚きを
覚えた．やがて，同書はドラッカー・インスティテュートなどでの電子アーカ
イブも確認されるほどに存在は知られるようになった．
元筑波大学准教授で現ドイツ大使館勤務のマルティン・ポール氏とのやりと
りのなかで，原文をドイツ語で読んでいただき，主張内容には，従来のドラッ
カー像とは異なるヨーロッパ時代に光を当てた新たな側面が示されることを知
るにいたった．ポール氏とは，翻訳をも視野に入れた検討が行われ，権利者へ
の照会が行われた．

ある．
同様の観点から，ドラッカーがヨーロッパ時代にユダヤ人問題を時論的に論
及した著作をもっていたとするのは，ドラッカーのもつもう一つの側面，すな
わち一人のユダヤ人としていかにして全体主義社会に立ち向かったかとの，一
個の実存の所在を指し示すものと見ることが可能であろう．
同様の観点は，他方で全体から可能な限り中立的に生態を眺めることを推奨
する社会生態学的視座と決して対立するものではないと筆者は考える．なぜな
ら，ヨーロッパ社会の内部に身を置きながらも，社会をありのままの生態とし
て観察することは十分に可能であり，アメリカ産業社会にいながらも，企業の
マネジメントの観察を可能ならしめた変わることのない視点である．
本稿では，「ドイツにおけるユダヤ人問題」の発言に伴うドラッカーの意図
を可能な限り明らかにしようと試みたが，展開内容について十分に考察を深め
ることはできなかった．稿を改める必要があろう．
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特別論稿

ニューノーマル時代のオーケストラの楽譜
―ドラ
 ッカーが書いた未完成交響曲の総譜
（マネジメント・スコアカード）

The New Normal Era Orchestra Scorecard:
The Full Score of The Unfinished Symphony, written by
Peter F. Drucker: Management Scorecard (MSC)

森岡謙仁

Kenji Morioka
（本会理事）

Summary
Coronavirus Pandemic reveals social dysfunction. The days of living with
anxiety about life and economy continue. At the same time, it seems that it is
supporting digitalization and advancing the knowledge society. On the other hand,
“discontinuity” and “division” are widespread in society. This is the awareness of
the problem in this paper as to how to restore the health of society. The issue is how
each leader and management can solve the organizational and social dysfunctions
highlighted by the Corona Disaster. In particular, I will talk about Japanese society.
This article is based on Drucker's lifelong systematic management and ideas. The
MSC (Management Scorecard) presented here is also Drucker’s word. I intend
to meet the demands of the digital society after Drucker's death. Nevertheless,
management is the responsibility of creating an organization that functions as an
independent existence and produces results. And the responsibility to create a free
and functioning society has not changed. I hope that the number of performers of the
“Unfinished Symphony” in the title of this article will increase.

［概要］
コロナ禍は，社会の機能不全を明らかにした．生命と経済の不安をかかえて
生活する日々が続いている．同時にデジタル化を後押しし，知識社会を進展さ
せているかに見える．一方，
“断絶”と“分断”が社会に蔓延している．社会の
健全性を回復させるにはどのようにすればよいのか，これが本稿の問題意識
である．コロナ禍が浮き彫りにした組織と社会の機能不全を，それぞれのリー
ダーやマネジメントは如何に解決できるかという課題である．特に日本社会に
ついて述べる．
本稿は，ドラッカーが生涯をかけて体系化したマネジメントとその思想を
基礎にしている．ここで述べる MSC
（マネジメント・スコアカード）もドラッ
カーの言葉である．ドラッカー亡き後のデジタル社会の要求を踏まえて追記し
改善を行った．しかし，マネジメントは，自立した存在として機能し成果をあ
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げる組織をつくること，自由で機能する社会をつくる責任をもつことに変わり
はなかった．本稿のタイトルにある“未完成交響曲”の演奏者が増えることを
期待している．
なお，MSC については，明治大学リバティアカデミーにて，当会代表理事の
阪井和男教授コーディネーター，当会理事の藤島秀記先生のキーノート講演に
よる“ドラッカーが説いたマネジメント・スコアカードの実践”公開講座（2015
年〜 2018 年，2019 年はコロナの影響で中止，2020 年 2 月 20 日に開催予定）に
おいて，講義する機会に恵まれました．お二人の先生方には，心より謝意を表
します．
［0．本稿の定義］
“自由で機能する社会”に貢献するマネジメントの知見とフレームワーク
を提供する．
［1．目的使命］
ドラッカーのマネジメント思想のフレームワークとして MSC を示すとと
もに，ニューノーマル時代のマネジメントに貢献する．
［2．顧客は誰か］
マネジメントとリーダーおよび，地位・肩書ではなく実質的にその役割を
目指す人
［3．顧客が求める価値は何か］
自らのマネジメント変革（トランスフォーメーション）の知見と行動の機
会を得ること
［4．筆者の成果は何か］
ドラッカーのマネジメントを体現しようとする意欲をもった人の数と対人
口比率の増加
［5．計画は何か］
MSC の継続的研究とその研究成果を用いたマネジメント教育の推進

〈はじめに〉
ある居酒屋では，オンライン飲み会専用の席を設けた所，1 か月目で全売り
上げの 10 % を超えたという報道がなされた．会社でも家庭でもオンライン飲み
会をする環境が整わない客が意外に多いのだと，店の担当者が答えていた．コ
ロナ禍の影響は居酒屋の風景を変えただけではない．国や行政が休業要請はし
たが，適時に補償が届かないために事業者の経営危機を救えない．同様に病床
数の拡大を要求するが補償が不十分で病院経営の危機を招くなど，社会の機能
不全が明らかになった．一般の事業者や病院，保健所など医療機関だけではな
い，公立の学校教育機関においてもオンラインでの学習環境が整っていないな
どが明るみに出た．不測のコロナ禍が，これまでも指摘されていたデジタル化
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の遅れも含めて社会の機能不全をあぶり出した．このような社会は健全な状態
だとは言えない．
ドラッカーは，『マネジメント』
（上，p 371）でこう述べている．
「健全な企

切り発車のように東京を除外し「Go to トラベル・キャンペーン」を政府主導で
開始した（7 月 22 日）．感染者数が高止まりする状況の中，国民は“感染と経済
の不安”をかかえながら，「三密を避ける」
「ソーシャルディンタンス」が国民

業，健全な大学，健全な病院は，不健全な社会では機能し得ないからである．マ
ネジメントが社会の病をつくったわけではない．しかし，社会の健康はマネジ
メントにとって不可欠である．
」と，また同書 p 392 では，社会の病を指摘した

の共通語となったニューノーマル（新常態）時代を今も過ごしている．
（2）ソーシャルディスタンス
三密を避けるという生活行動の変化は，疫学的意味の飛沫感染を避けるソー

上で，
「それらの問題は，組織のマネジメントにとって重大事である．企業の健
康はマネジメントの責任である．企業の健康は社会の病とは両立しない．企業
が健康であるためには，健全な，少なくとも機能する社会が必要である．社会
の健全さこそ，企業が成功し成長するための前提である……それらの問題につ
いては，組織のマネジメントたる者は，他の誰が有効な手立てを講じているか

シャルディスタンス（人と人との距離を 2m 以上離す，Social Distancing：社会
的距離のこと）を，ニューノーマルという新しい生活様式として社会に定着さ
せた．具体的には，行列で並ぶときにはソーシャルディンタンスをとる，マス
ク着用，手洗いとうがいの励行，フェイスシールドの着用，アクリル板の設置
など，感染予防対策を日常習慣にして感染リスクの低減を図りつつ経済活動を

をチェックすべきである．
」と述べている．他の組織に無関心でいることを，ド
ラッカーは許さない．
“社会が悪い”として“社会に対する関心”を捨ててはい

行うこと，というニューノーマルの生活様式である．身近な例として，今年の
お盆に起こったニューノーマルをあげてみよう．ここでの主な感染リスクは，

けない．
日本社会の健全性を回復させるにはどのように貢献したら良いのか，これが
本稿の問題意識である．コロナ禍が浮き彫りにした組織と社会の機能不全を，
それぞれのリーダーやマネジメントは如何に解決できるかという課題である．

親子三代以上の家族間と親族間の感染であるが，旧友との再会もあるだろう．
① 帰省の合意が必要……帰ってくるな，帰らないの交渉から始まる．
② オンライン帰省……スマホやタブレット，PC のオンライン機能を使って
画面面談での帰省を行う．
③ 実家に帰っても実家には泊まらない……ホテルや旅館，キャンピング

1 章 ニューノーマル時代のマネジメント
1．コロナ禍がもたらしたニューノーマル時代
1）コロナ禍で明らかになった事と認識の変化
（1）コロナ禍の経緯
我が国において，最初にコロナ感染予防のために打ち出された専門家会議
（新型コロナウィルス感染症対策専門家会議，第一回 2020 年 2 月 16 日開催）の
メッセージは，「密集・密閉・密接の三密を避ける」であり，合わせてクラス
ター対策が加わり我が国政府もこれを支持した．そして首相による緊急事態宣
言（4 月 7 日）がなされ，一旦は終息の希望も見え始めた．少し遅れて政府自治
体の休業給付や補償，税金猶予施策，金融機関による無利子融資や資本性ロー
ンなどの支援策が打ち出されたが，必要とする事業者に，また必要とする時期
には行き届かず，資金繰りや生活がもたないとの声も聞かれるなど，期待通り
に機能しない状況があり，その一部は今も続いている．早期収束が望めないう
え経済が耐え切れないという政府判断は，緊急事態宣言を解除し（5 月 25 日）
段階的に経済活動を再開するとした．解除後初日に新型コロナの感染者数が過
去最高を更新し，事実上の第二波の段階に入った．その後，政府は専門家会議
を廃止し新型コロナウィルス感染症対策分科会を新設して政府主導に切り替え
た（6 月 24 日，経済再生大臣の記者会見）
．感染拡大が広がるとの国民の不安が
ある中，また，政府から第二弾の経済支援対策が煮え切らない状況の中で，見

カーで寝泊まりする．
④ リモート墓参り……遠隔地からリモート画面を通じて，現地での墓参り
を誰かに代行してもらう．
⑤ ソーシャルディスタンス盆踊り……踊りの輪列では互いに社会的距離を
保って踊る．
⑥ バーチャル盆踊り……VR
（仮想現実）でつくられた仮想世界でアバター
（ロボットや仮想空間での自分の分身）に変身して踊る．
⑦ 自宅向け“夏祭りセット”
“花火セット”が売れる……夏祭りの混雑を避ける．
このようなお盆のニューノーマルは，“親子三代の距離”
“地元との距離”を
拡大させたといってもよい．このように親子においてさえも社会的距離を保つ
という生活様式は，人々の心理にも大きな影響を与えかねない．疫学的な意味
のソーシャルディスタンスが，親子三代の心理的な距離を広げるなど，日常の
人間関係の基盤である“心理的なディスタンス（距離）”を拡大させてしまい，
人間同士の信頼関係さえも分断する側面を否定できない．
（3）社会的分断という新たな社会課題
これまでも疫学的な意味ではないもともとの意味の社会的距離は，社会の対
立の構図として存在している．世界的に影響を与える軍事・政治的な国家間
の対立，人種や民族的な対立をはじめ，資源保有の有無の対立，環境保護対策
に関する対立，人権をめぐる対立，貿易不均衡による対立，国民所得格差によ
る対立がある．21 世紀に顕著となったデジタル経済によって新たに生じた，グ
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ローバルデジタル企業と国家との対立，自由デジタル資本主義と国家デジタル
資本主義という米中を軸とした新たな冷戦（デジタル冷戦）の構図もある．
このような対立という社会的距離によって，世界が完全に分断することは避
けなければならない．これまでは“私たちの信頼をベースにした社会基盤（日
常の生活消費行動や人間関係は代表的なもの）
”が，分断の危機から私たちを
守ってきた．それが，コロナ禍によって新たに加わったソーシャルディスタン
スが，これまであった社会的距離を一層複雑にしているうえ，増幅しているよ
うに見える．日本においては，コロナ禍によって明らかになったデジタル格差
（デジタル機器を使える環境にいる人といない人がいる）から生じる社会的距
離も拡大した．このようなソーシャルディスタンスは，これまで私たちの生活
を支えてきた“私たちの信頼をベースにした社会基盤”さえも揺るがしている
ように見える．ニューノーマル時代において，分断した社会の一体性を回復さ
せる，という新たな社会課題が出現した．
（4）機能しない国家機関
ドラッカーは軍事力などの外敵から身を守るとの文脈の中で，
「しかももし
国民を守れないということならば国家の存在の第一の理由がなくなる．」
（『断
絶の時代』10 章 政府の病，p. 231）と述べている．原子力など“人類が扱いに難
儀している”コロナ禍から国民の生命と財産を守ることが国家の第一の目的で
あり，存在意義である．その意味から言えば，コロナ禍の緊急事態宣言の掛け
声はよかったとの評価はあるものの，その実行力とやり方と成果については，
受け手としての国民の期待と満足に照らして，機能しているとは言えない状況
が続いているといっても過言ではないだろう．
下記に機能していないと思われる例をあげる．
① 給付金や雇用調整助成金のオンライン申請システムに不具合が発生した
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自らの評価について．例えば，今回のコロナ対策として機能させようとし
た国が支出したシステムや保険医療制度に関して“効率性及び有効性”の
観点から検査を行う（会計検査院法第二十条③項）こと，また“会計検査
に関し必要な規則は，会計検査院がこれを定める”
（同第三十八条）など，
国民の視点に立った貢献が期待されている．
⑦ 日本銀行の仕事が見えてこない……国民の経済的な不安の改善に対して
インパクトのある施策，コロナ禍でさらに増加した日米欧の中銀資産の
有効な使い道をグローバル連携も含めて検討するなど，日銀にしかでき
ない金融あるいは経済支援施策が期待されている．
ドラッカー流にいえば，国家機関は“国民を守る”との存在目的のはず
である．“自由で機能する社会”の実現のためには，内閣，政府，各省庁，
国税，会計検査院，日本銀行，金融庁，デジタル庁（9 月 16 日，新内閣で創
設）など国の中枢機関が国民を守る目的で連携し機能することが不可欠
である．ニューノーマル時代は，国家機関に対しても自らの存在目的を問
い直す機会を与えているのだ．
（5）機能しない資本主義社会に代わる“デジタル知識社会”の到来
日本経済新聞朝刊 2020 年 7 月 25 日付けで，米カーライル・グループ創業者デ
ビット・ルーベンスタイン氏は（1987 年に米投資会社，カーライル・グループ
を立ち上げた創業メンバー）， ― 資本主義が抱える問題がコロナ禍で浮き彫
りになったのでは．との記者からの質問に答えて，「資本主義は完璧ではない
が，ほかに優れたシステムはない．広がる所得格差をどう是正し，社会階層の
流動性を高めていくか．資本主義は再定義を迫られている」と指摘している．
感染症対策に資本主義が機能したという事例は，金銭や施設の寄附が報道され
るくらいである．資本の増強，金融に代表される資本と資金の流動性は見られ

……税金をつぎ込んだデジタル投資が大事な場面で役に立たなかった．
② 医療体制と医療機関に対する経済的支援が届かない……医療用高性能マ
スクなど医療従事者の防護装備品不足やコロナ対応の外来と病床数確保
により経営危機を招いている．
③ 休業支援金・給付金（新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付

るものの，今のところ資本主義は，インパクトのあるコロナ禍対策という機能
を発揮していないように見える．すでに資本主義は，“人類が扱いに難儀して
いる”旧態の理念の一つではないだろうか．
ドラッカーはコロナ禍の前から，資本主義については，
“うまく機能してい
ないこと，経済を最重視して偶像化していること”をあげ，重大な疑念を抱い

金）の支給が無いあるいは届かない……営業自粛協力によって経営破綻
に陥る中小企業が後を絶たない．

ていた（『ネクスト・ソサエティ』p. 203）
．
『経済人の終わり』
（1939）を書いた
ときから，『ポスト資本主義社会』
（1993）に至るも一貫して，経済のために人

④ 各種給付金などの政府支援策に対する申請及び支給業務の遅れ……国民
の急を要する要求に応えられない．
⑤ 日銀がインパクトのある有効な支援策を打てない……国家・国民が資金
不足の理由で，感染リスクを承知で経済活動を行わざるを得ない状況が
続いている．

間が生まれたわけではないとの信念を持ち続けた．また，「資本主義と社会主
義を超えるものとしては，年金基金や投資信託を通じての所有者と，コミュニ
ティのニーズに応えられるものとしての NPO の活動を包含する何ものかとい
うことになろう．」
（『ネクスト・ソサエティ』
（2002，p. 208，
“資本主義を越えて
（Moving Beyond Capitalism?）
”
）と述べているように，ニューノーマル時代で

⑥ 会計検査院の仕事が見えてこない……国家予算が国民の生命と財産の保
全に有効に執行されたかについて監視する機能が働いているかどうかの

ある次の社会に入った現代においては，
“廃棄されるべき主義”の一つではな
いだろうか．あと一つ，資本主義の行き詰まりを象徴する出来事が，コロナ禍
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で膨張した日米欧の中銀資産である．日銀の資産残高は，同じく中央銀行にあ
たる米国 FRB（米国連邦準備制度理事会）や ECB
（欧州中央銀行）の資産残高の
2 倍から 3 倍となっている．今のところ世界はその有効な使い道について答え

「経済活動を制限されない自由」を主張する人々がいるという，問題をかかえて
いる．コロナ感染リスクの低減対策に対して，“自由民主”は機能するのか．日
本国内でも，同様の問題が起きている．ある都市の飲食店街に行けば，コロナ

を見出していない．やがてグローバルで連携することによって，打開策が見い
だせない資本主義を廃棄し，人々の“経済と生命の不安”を解消する“新たな経
済理念”の誕生があることを期待する．

以前とほとんど変わらない状況もあるという．コロナ禍のお陰で改めて自由を
考えるようになったのではないだろうか．「組織社会を自由な社会にするため
には，一人ひとりが，自らの責任および組織の責任として，社会への貢献の責

ドラッカーは，
『ポスト資本主義社会』の中で，ポスト資本主義社会は知識社
会に移行すると云っている．
産業革命が知識の応用によってもたらされたように，
「知識に知識を応用す
ることが必要になった」
（p.54）のが知識社会たる所以である．今は IT 革命の次
のデジタル革命の時代である．
“デジタル知識”がこれまでの知識社会から“デ

任を認めなければならない……自由とは，責任であって，放縦ではない」
（『断
絶の時代』
（1968，p. 282）と，ドラッカーは言う．感染リスク対策を機能させる
（他者に感染させないなどの行為も含む）という社会課題を自覚した時，“貢献
の責任を負う”
“自由とは責任である”をどのように実践するかは，健全な機能
する社会だけでなく，健全で機能する組織づくりについても通じる“市民性の

ジタル社会”への移行を加速しているように見える．マネジメントの定義も変
わる．70 年前のマネジメントの定義は，
「部下の仕事に責任をもつ者」であっ

原点”である．さらに自由の理解を深めるならば，「自由とは，人間自らの弱み
に由来する強みである．自由とは，真理の存在を前提にした懐疑である」
（
『産

たが，1950 年代には「他人の働きに責任をもつ者」にかわり，今日では，
「知識
の応用とその働きに責任をもつ者」に変わったという（p. 59）
．わが国も DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）を国家課題としている今日，“デジタル化
する知識社会”への移行を加速させている．かと言ってただ流されていてはい
けない．私たちは，健全な知識社会を創るためにドラッカーが 21 世紀に遺した

業人の未来』
（1942，p. 130）また「自由とは，社会の原理である．」とのドラッ
カーの言葉に耳を傾ける必要がある．

“マネジメントの知識”をその他の知識に応用することを忘れてはならない．
（6）自由と民主主義が問われる
資本主義の行き詰まりは，米中対立にもみられる．しかし両者の根は同じで

まれる
すでにわが国では，経営改革のテーマとしての DX が叫ばれて久しい．
「
『DX
推進指標』とそのガイダンス」
（経済産業省，令和元年 7 月）の「DX 推進におけ

2）DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速させる知識社会
（1）
DX（Digital Transformation）が知識社会を加速させる，新たな課題が生

ある．終わりのない“資本の蓄積とフィードバックサイクルが資本主義の根”
である．ユダヤ教徒もキリスト教徒もイスラム教徒も聖典とする旧約聖書に登
場するバベルの塔と同じように“資本主義の塔”が映る．バベルの塔は人類の
高慢さと愚かさを示す教訓としての価値を遺したが，
“資本主義の塔”は将来

る取締役会の実効性評価項目」によれば，デジタルトランスフォーメーション
（DX）の定義は，
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し，データとデジタ
ル技術を活用して，顧客や社会のニーズを基に，製品やサービス，ビジネスモ
デルを変革するとともに，業務そのものや，組織，プロセス，企業文化・風土を

の人類にどのような教訓をのこすのだろうか．その塔の主人格が米中であると
見ることが出来る．統制国家と自由民主国家の民は，けっきょく“資本主義の
塔”の住人である．主人も住人も同じ空気を呼吸し大して変わらない景色を見
ているのでないか．

変革し，競争上の優位性を確立すること」とされている．企業だけではなく，病
院，学校など非営利組織も同様である．デジタル時代に適応した組織に自らを
“変革”すべき時代である．リモートワークやリモート診療，リモート授業が加
速している．DX は，経営者に“働かせ方改革”を要求すると同時に，働く個人

米国がこれまで世界をリードしてきた理念である“自由と民主”までもが疑
われる事態が起こっている．コロナ対策では，統制国家の中国と自由主義の米
国とで執られたコロナ感染防止対策のうち，どちらが優れているかという議論
が巻き起こったこともその一つである．一見，統制国家の方が感染拡大には効

には“働き方改革”を要求している．
ドラッカーは，組織の規模と構造と戦略の間には密接な関係があり，規模の
違いによって，構造も政策も戦略も行動も違ってくるとして，「規模の変化は，
連続的な変化ではなく，ある一定点で跳躍的な変化（an “evolutionary leap”

果があると思われるが，統制国家の統制力が生む人権侵害や情報公開の公正さ
の問題もある．またワクチン開発が進んでいる段階では，どちらかが圧倒的に
優れていると科学的根拠をもって答えることができる状態では，今はない．

a genuine transformation）を起こすことを意味する．
」
（
『マネジメント』下，
p. 50）と述べている．さらに「高等動物の骨格は，昆虫の硬化した皮膚が発達し
たものではない．人類の先祖も，脳の発達があって初めて直立して歩行し，火

ただ，統制国家の中国が「人権侵害と情報公開の公正さ」の問題をかかえて
いる一方で，自由民主主義国の米国だけではないが，
「マスクをしない自由」

を使い，道具をつくるようになった．規模と複雑さの限界を超えたとき，量の
変化は質の転換（a “quantum jump,” a transformation）をもたらす．
」と述べ
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ている．象と蟻では，生命維持の基本機能（器官など）は似ていても，その構造
と行動にはかなりの違いがみられる．
今回のコロナ禍で際立ったわが国の政府と行政のデジタル化の遅れ（休業給

互いを信じての信頼関係だった．しかし，リモートや顔がマスクで半分見えな
い状況では“何を信じる”かから見直さざるを得ない状況になった．さらに，リ
モート接続ができない人との人間関係に危機が生じるケースも発生している．

付金・支援金や雇用調整助成金のオンライン申請処理がスムーズにいかないな
ど）を取り戻すべく，政府もデジタル庁を新設し対応を急ぐことになった．IT
革命の流れは，デジタル革命となり一層のインパクトを，産業界はじめ社会，

オンラインミーティングツールを使っても通信環境によっては，“顔が見えな
いコミュニケーション”もある．これを補うのに，電話とメールで行うという．
時間がかかるために，対話の回数と頻度，内容に制約がかかる．一方，物理的な

政治，経済にも与えている．Amazon エフェクトから始まったネットワークと
デジタル革命の波は，国，産業，非営利組織など組織形態にかかわらず，自ら
の努力でデジタル技術を活用し“組織と社会の質的なトランスフォーメーショ
ン（
“変革”
“転換”）を行う機会となっている．このようなデジタライゼーショ
ンは，知識社会を成熟させる推進力である．しかしその一方で，“業務そのもの

距離によるコミュニケーションの断絶が，リモート面談（テレビ電話）の活用
によって解消されるケースもある．地球の裏側の知人とも事前にメールで時間
の同期をとれば，互いに顔を見ながら飲み会もできる．リモートでのコミュニ
ケーションは，地理上の距離を無意味にしただけではない．一定の信頼形成に
は有効に機能する．少なくても，対話らしきものは画面越しではあるが，成立

や，組織，プロセス，文化・風土を変革するという質的な変化”が置き去りにさ
れるという新たな課題も生まれている．

する．情報も知識も画像もデジタルデータとしてやり取りできる．人間関係と
信頼の定義を見直す時期に来ている．

（2）リモートワークがもたらす仕事と人間関係の変化
ニューノーマル時代は，人間関係のあり方を根底から変えた．これまでのよ
うな握手はできない．コミュニケーションの仕方が変わったことを受けて，こ
れまでの人間関係とマネジメントが通用しないことを一人ひとりが体験してい
る．ドラッカーが体系化したマネジメントでさえ，影響を受ける．マネジメン

（3）リモートワークがもたらす新しい働き方
ドラッカーは，『ネクスト・ソサエティ』の中で，「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．」
（p. 79）といった．また鉄道
によって，地理的な距離は意味を失い，心理的な距離がなくなり，世界は一つ
の経済と一つの市場になったという．デジタル技術の知識は，リモートワーク

トの基本機能は変わらないものの，そのやり方，実践方法と道具は，かなり変
える（“変革”
“転換”）必要がある．あるコンサルタントは，リモートマネジメ
ントなる言葉も使い始めた．

をさらに発展させる．ロボット，アバター（分身ロボット），ドローン，VR に代
表される仮想現実の仕事への応用である．身体が動かなくても，リモートワー
クを使えば，遠隔地にいるアバターを使って仕事が出来る．遠隔地の機械を仮

本来は，「組織の機能は，専門知識を生産的にすることである．
」
（
『ポスト資
本主義社会』p. 66）はずである．ところが，リモートワークによって生産性が
落ちた組織もある．これまでの対面でのコミュニケーションから，リモート
でこれを行う必要に迫られる．ドラッカーが『マネジメント』
（上）で述べた

想現実の映像を見ながら操作できる．製造業も例外ではない．リコー，AGC，
アサヒビールも製造工場の管理の一部にリモートワークを使い始め，海外工場
もリモートで保守管理できる体制を視野に入れているという．
世界が抱える社会課題の解決にリモートワークで貢献することも可能であ

職務設計は，今や日本企業は避けて通れない課題となった．職務記述書（job
description）などを含む職務設計の出来不出来で仕事の成果が左右される．も
ちろん成果には生産性も品質も含まれる．この職務設計については，日本のマ
ネジメントにとって大きな課題である．これまでの日本の人事管理は“人物”

る．私たち日本は富める国という意味で先進国の部類に入る．このような先進
国が生産性をあげるべき根拠を，ドラッカーは述べている．「社会的責任につ
いての要求は，多分に成功の代償である．先進国では，経済的な成果は当然の
こととされている．今や経済活動は万能である．ないしは万能のはずである．

に焦点を当てたもので，仕事に焦点を当てた欧米型とはかなり違う．すでに働
き方改革の目標として，
“同一労働同一賃金”
“成果主義”の打開策として“ジョ
ブ型雇用”が打ち出されている現状では，これまでの人事部門に任せておくわ
けにはいかない．

したがって，人類の三分の一を一世紀の間に豊かにした同じ力（effort）が，残
りの三分の二をさらに短時間で豊かにできるはずである．少なくとも急速な発
展を可能にするはずである．
」
（
『マネジメント』上，p. 357）と述べている．日本
も成功に対する代償を意識するべきではないか．コロナ禍を機に，日本が“人

職務記述書は，事業部門の現場が仕事の成果を考えてつくるものであり，基
本的にその仕事に精通している担当者とマネジメントが，ビジネスニーズを満
たすことを前提につくるものだ．

類の残りの三分の二を豊かにする”という世界貢献のビジョンを持つ時期では
あるまいか．一方でデジタル技術に代表される新技術が描く未来は，バラ色の
知識社会を約束するものではない．広がるデジタルデバイド，フェイクニュー

また，人間的な信頼関係の意味が変わる．これまでは顔の表情やひざ詰めで
語り合うコミュニケーションに助けられて築かれていたものであり，そもそも

ス，AI による意思決定の影響，仮想通貨，量子コンピュータなど未解決の問題
が山ほどある．新しいテクノロジーを監視すること（テクノロジー・モニタリ
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2．情報基盤組織・オーケストラ組織・ティール組織（進化型組織）
1）情報基盤組織（Information-Based Organization）
（1）情報基盤組織とは
GM の調査によって『企業とは何か』
（1946）を書いたドラッカーは，GM の

ルゴリズム（算法）であるデータ化された知識である．デジタルサービスの顧
客である一人ひとりが，SNS などを通じて自らの情報や画像という知識データ
を無償で提供することで，知識はデジタル経済として蓄積され，商品の買い手

本社スタッフ部門が事業部間の連絡役など“情報センター”の役割をしている
ことに注目した．その後のコンサルティングや研究を踏まえてマネジメントに
おける“情報”の役割を重視していた．『マネジメント』
（1973）の中では，“マ

という受け手で固定していたはずの顧客・ユーザーが新たなデジタル資本の所
有者となった．同時に，デジタル経済の生産機能を担う提供者・生産者となり，
デジタル資本主義は無意識のうちに社会に根付いたと言える．この 21 世紀初頭
の 20 年間にデジタル知識をベースにした事業によって成長した GAFAM
（グー
グル，アップル，フェイスブック，アマゾン，マイクロソフト）の株式時価総額

ネジメントの仕事は，情報の流れにおける彼の位置によって規定される”
（中，
pp. 48 - 49）という原則を見出した．『企業とは何か』の 1983 年版の前書きでは，
「いまや自動車産業は，技術と流通のいずれの面からも成熟産業である．技術と
産業のリーダーシップは，知識と情報に基盤を置く産業に移りつつある．」と，
“情報基盤組織（情報化組織，情報型組織も同じ意味）”の概念に至った．その 2

は，化石燃料に関連した知識をベースにしている石油メジャー 4 社の時価総額
をはるかに超え，同じく化石燃料機関の知識をベースに世界経済を牽引してき

年後の 1985 年には，小論「情報型組織の利点と条件」
（『マネジメント・フロン
ティア』
（1986，pp. 249 〜 253）を書いた．この中で，
“情報の流れを中心に経

た自動車産業は，デジタル知識革命による電気自動車や水素自動車にとって代
わられる危機感をもち存続の危機にさらされている．
ドラッカーによれば，
「学問の世界では，印刷され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．データにすぎない．知識とは情報であ
る．何かあるいは誰かを変えることができる情報である．すなわち，知識とは，

営管理の構造を変える”，“情報型組織は平板（フラット）である”，“オーケス
トラの団員，銀行のそれぞれの部門が協力し合えるのは，権限ではなく情報に
よる”
，
“情報型組織は多様性を許容する”，“情報型組織を統合する原動力は，
自己目標管理である”，“情報型組織は，自由寛大な組織ではない．規律の厳し
い組織である”，“一流の指揮者は例外なく，厳しい完全主義者である”，そし

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」
（
『新しい現実』1989，p. 285）と述べている．データ

て最後を締めくくる言葉として，“情報型組織が最も必要とする者は，現場管
理者からトップにいたるまで，自己規律と責任を要求するリーダーシップであ
る”と述べている．

も知識もデジタル技術によって，e コマース，リモートワークによって情報と
しての活用の領域が広く深くなり私たちの生活に溶け込んだことで，知識社会
の基盤形成に寄与した．
ドラッカーの最晩年のインタビューがある．知識社会の推進力は，デジタル

ドラッカーは，『新しい現実』
（1989）
“第 16 章 情報化組織の機能と構造”の
中で，
「データに意味と目的を付加したものが情報である．
」
（p.238）と述べ，知
識と情報の関係を“目的”から見て明らかにした．情報は意思決定を左右する．
知識は水や電気と同じように使った時に初めて人の役に立つと説く．また，
「し

技術だけでなく新しい科学技術のマネジメント（テクノロジー・モニタリング）
が重要であるとの文脈の中で，
「さらにもう一つ付け加えるならば，これから
の複雑で変化の激しい時代においては，企業にせよ，病院，大学，政府機関にせ
よ，あるいは経営政策，マーケティング，イノベーション，人のマネジメント，

たがって，情報化組織の組織構造は薄くなる……一五〇年前の組織では，知識
は組織の最上層が独占していた……これに対し情報化組織では，知識は主とし
て組織の最下層にある．知識は自己管理しつつ，それぞれの仕事に取り組んで
いる専門家たちの頭の中にある．
」
（p. 238）として，ピラミッド型・階層型の組

技術のいずれにおいても，みずからが世の中に与える影響についてはすべて自
分に責任があるという倫理感が不可欠となる」
（
『テクノロジストの条件』エピ
ローグ インタビュー「新技術は世界をどう変えつつあるか」2005 . 5 . 7，p. 285）
と述べている．ドラッカーのマネジメント思想の根幹にかかわる，知識社会に

織は，階層の薄いフラット型になること，情報基盤組織の中における知識の所
在について述べている．
そして，情報基盤組織の例として，
「製薬，通信，製紙いずれの企業でも，こ
れまで研究，開発，生産，マーケティングは時系列に分離されていた．しかし

生きる私たちの倫理と責任が改めて問われている．

今日では，これからの機能すべての専門家が一つのチームとなって，研究の段
階から市場での地位の確立にいたるまで，共同して働くようになっている．」
（p. 239）と述べている．このような“専門家によるチーム”は，プロジェクト
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チームと呼ばれ，今やビジネス界ではありふれた光景である．大組織や縦割り
組織の弊害である“派閥意識”や“情報格差”を補うためには，縦割り組織に所
属する知識労働者（学校教育で学んだ知識を仕事で使う人のこと，ドラッカー

2）オーケストラ組織
（1）企業組織との違い
筆者は，音楽の専門家ではない．オーケストラの本当のことは解らない．し

がつくった言葉とされている）を横断的に組織するクロスファンクショナル
チーム（Cross Functional Team; CFT）が有効であることは，今日のマネジメ
ントでは普通に知られている．

かし，企業組織との比較において述べているドラッカーの言及から僅かながら
の理解を得られた．オーケストラ組織は情報を基盤とする組織の一つの例であ
る．オーケストラと他の情報基盤組織の違いについて，ドラッカーは，
『新しい

（2）情報基盤組織の条件
同じく『新しい現実』
（1989）の中でドラッカーは，情報基盤組織の条件とし
て真っ先に，共通の目的の重要性について強調する．「情報化組織には，具体的
な行動に翻訳できる明確で単純な共通な目的が存在しなければならない．同時
に情報化組織では，関係者全員が，この共通の目的に対して努力を集中しなけ

現実』の中で述べている．
「だが，企業や政府機関には，準拠すべき楽譜はない．
楽譜は演奏しながら書く，オーケストラの場合は，最高の演奏であろうが惨
憺たる演奏であろうが，作曲家が書いた楽譜を変えることはない．しかし，企
業，政府機関，軍の場合は，演奏すなわち成果そのものが，絶えず新しい楽譜を
生み出す．その楽譜をもとに，自らが自らの演奏を評価しなければならない．」

ればならない．ということは，目的は一つあるいは非常に少なくなければなら
ないということである．
」
（pp. 241 - 242）と述べている．オーケストラで演奏す

（p.242）とその違いを述べた．音楽でも編曲はある．しかし，一旦演奏が始まっ
たら楽譜は変えない．ところが，公共組織でも民間組織でも非営利組織でも，

る演奏家は，毎日何時間も練習する．厳しい自己管理（セルフマネジメント）が
欠かせない．それをサボればオーケストラ全体が機能しない．成果としての演
奏も演奏会も聴衆の期待に応えられない．したがって，「情報化組織では，そこ
に働く人間一人ひとりの自己規律が不可欠であり，互いの関係と意思の疎通に
関して，一人ひとりの責任の自覚が必要になる」
（p. 239）とドラッカーが言う

知識労働者は，日々の顧客の変化，現場の変化に対応して，仕事のやり方を工
夫し楽譜を変更することがある．
（2）
『そうだ ! 音楽教室に行こう』
（大内孝夫著，音楽之友社）
筆者のように音楽に詳しくない者にとって，本書は，オーケストラ組織をイ
メージするのに役立った．組織においては，一人ひとりの“強みを活かすこと”

のは当然のことと言える．
また，階層型組織は，上下関係という軸があるからまとめやすい．しかし，フ
ラットな組織では事情が変わる．
「情報化組織は，あげるべき成果を中心に組

は，常に最大の課題である．本書の「第 5 章『あれもこれも習いたい ! いろいろ
な楽器たち』◆性格と楽器の相性」の中で，
「ヴォーカルは人前に出たがる目立
ちたがり屋さんが多い一方，ピアノは独奏が多いことから，自己完結性が高く，

織しなければならない．期待を明確に表現した目的を中心に組織しなければな
らない．さらには，期待と成果についての体系的なフィードバックを中心に組
織しなければならない」
（p. 242）として，全員が情報について責任をもつこと
が必要であると述べている．

孤独が苦にならない傾向が見られます．誰もが楽しめる全方位型ではあります
が，コツコツ型，マイペース型，人に気を使いたくない人には特に向いている
かもしれません．ギターは，何かと人に聴かせたがる傾向が強いとか．そうい
われてみると，私の複数の友人も演奏をよくフェイスブックなどにアップして

また別の視点からドラッカーは，フラットな情報基盤組織を考える場合のモ
デル組織としてオーケストラを例にあげる．
「オーケストラの組織はさらに多
くを教える．曲によっては 100 人を超える音楽家が演奏する．組織理論によれ
ば，楽器のグループごとにグループ担当副指揮者がおり，その下に楽器ごとの

いるので，思わずうなずいてしまいました．
」
（pp. 99 - 100）とある．組織におい
て各自の個性と強みを活かすマネジメントと共通点が多い．楽器の特性もある
し演奏家の強みもある．オーケストラと一人の演奏家との関係は，まさに，一
人の働く者と組織との関係そのものである．

楽器担当副指揮者がいるはずである．実際には一人の指揮者しかいない．高度
の専門家たる演奏家一人ひとりが，直接その一人の指揮者に従って演奏する．
中間的な指揮者は一切いない」
（p.240）と，オーケストラを例にあげて述べてい
る．他にも，病院やかつてのイギリスのインド支配なども例にあげている．さ

働く人が“強み”を発揮できる“仕事”に就いているかどうか，情報基盤組織
においては最大の課題といって良い．先日テレビを見ていると弦楽四重奏の場
面が映った．そこには，紙の楽譜が無かった．演奏家の前の譜面台に置かれて
いたのは，タブレット端末（アイパッドのようなもの）であった．音楽の世界に

らに，オーケストラを例に挙げて．
「指揮者は，オーケストラ全体の演奏におい
て，フレンチホルンの奏者の技術と知識をいかに生かすかを知っている．これ
こそ他の情報基盤組織のリーダーが見習うべきモデルである」
（p. 242）とした．

もデジタル化の進展を見た．
（3）楽譜を書く力と音楽の優劣とマネジメント
興味深い話が，『青島広志のモーツァルトに会いたくて』
（青島広志著，学習
研究社）にある．作曲家の中で，一番曲を早く書けたのはモーツァルトだとい
うのは本当か，という文脈の中で著者が言う，「一番かどうかは知らないけど，
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かなり速かったのは事実ですね．何しろ五歳から曲を書いて三十五歳で死ぬ，
つまり三十年間に少なくとも六二六曲もの作品を残しているわけだから……
シューベルトは三一歳の生涯で千曲を超える作品があるけれど，歌曲が多いか

理想的な組織としている．この本の中で，科学技術の発展によるイノベーショ
ンと起業家精神の時代では目標と達成を重視する達成型組織（色で表現する
とオレンジ）
，多様性と平等と文化を重視するコミュニティ型である多元型組

ら，音符の数としてはモーツァルトのほうが圧倒的に多いね．もちろん音楽作
品の優劣は音符の多さじゃ決められないけれど．
」
（p. 72）音楽でさえ，そうであ
るというのだ．
いかに有能な演奏家を揃えたオーケストラでも，楽曲選びは簡単ではない．

織（グリーン），変化の激しい時代における生命体型組織の時代に相応しい組
織形態として進化型（ティール）を提唱している．この進化型組織に発展する
には，三つのブレークスルーが必要であるとする．一つ目は“自主経営（Self-

組織のマネジメントは，楽曲を自分で書く力が求められるのだ．自らの市場で
の楽曲を書くか，自ら書いた楽曲に合わせた市場を自ら開拓するのか．“事業
の定義”と“5 つの重要な質問”を自ら問い，文書化する力，自らの言葉で語る
ことが求められる．
“組織全体の総譜（フルスコア）
”を書き，
“各パート用の
パート譜（スコア）
”を書く．時には，稽古用の譜面（スコア）も書く．楽曲とス
コアと演奏家と指揮者の全調和が音楽演奏の成果を決めるが，マナーを守る
オーディエンスも感動してはじめて演奏会としての成果が決まる．もちろん，
事前の準備と当日の運営スタッフの支え抜きには演奏会は成立しない．マネジ
メントは，ステージ上のオーケストラだけに注目していたのでは，成果が出せ
ない．聴衆も合わせた一体感，演奏家と歌唱家と俳優，裏方など運営スタッフ
もふくめた一体感と調和が生み出す，全体調和のようなものが目指す成果の一
つであるに違いない．
3）ティール組織と進化する社会
（1）ティール組織の特徴
フラット化する組織は進化し続ける，というのが『ティール組織〜マネジメ
ントの常識を覆す次世代型組織の出現〜』
（2018，フレデリック・ラルー著，鈴
木立哉訳，英治出版，以下同書）のテーマである．これまでの階層型組織とは違
う経営をして成果をあげている組織を，人間の意識レベルから分析して組織形
態の進化を明らかにした．その最高レベルの組織形態を，進化を続けていると
いう意味の色（小鴨の羽の色，青緑）で表すとともに“ティール組織（進化型組
織）
”と呼んだ．この書籍の中にティール組織の定義らしいものは，見当たらな
いが，ティール組織の特徴を“構造”
“慣行”
“文化”の視点から分析して述べて

management）
”
，二つ目は“全体性（Wholeness）
”
，三つ目は“進化する目的
（Evolutionary purpose）
”である．セルフマネジメントを基礎に置くティール
組織では，意識改革として“エゴ（自我）を捨てる”と“性善説に立つ”ことが
求められる．
この本の中で，調査対象とした 12 の先駆的（パイオニア）組織は，営利非営
利組織を問わない．AES
（エネルギー事業，従業員数 4 万人，米国，営利組織），
ビュートゾルフ（ヘルスケア事業，オランダ，従業員数 7000 人，非営利組織），
パタゴニア（アウトドアアパレル事業，米国，従業員 1350 人，営利組織）など
の事例を紹介している．フルタイムの管理者も上司もいない組織であり，専門
家から成るプロジェクトチームを主体とした，フラットな組織である．その特
徴を分析すると，ドラッカーの言う，全員が情報責任を自覚する情報基盤組織
であり，組織の知を共有する知識基盤組織でもある．各自が自分の役割を，組
織の存在目的にどう貢献するかに焦点を合わせて自ら考える．組織の“目的”
“全体性”
“貢献”を意識して自らの仕事を問い意思決定をする組織運営は，自
己管理を重視する情報基盤組織の一つの姿である．
（2）社会を進化させる可能性
ティール組織は社会を変える可能性がある．その典型的な場面は，株価や配
当をめぐって組織と株主が対立した時だ．
“存在目的”を主張する組織と，短期
に資本を増加させようとする株主では，次の一手の意思決定が真逆になるケー
スが出てくるからだ．この対立の勝敗が，資本主義の方向性を変え社会を変容
（トランスフォーム）させる可能性を持つ．デジタル業界の草分け的存在のグー
グルが“株主への手紙”を書いて，短期利益や投資利益だけを求める株主を牽
制したことが，今や IT ベンチャーやスタートアップ企業のベンチマーキング

いる．同書の筆者に映るティール組織は，
“組織の存在目的を遂行する自主経
営（Self-management）による自己組織化（生命体のような）組織であり，自分
らしく働きたい人を支援する組織”ということになろう．

の対象になっている．彼らの社会貢献という創業の精神（世界の知識の検索
サービスを提供するという存在目的）が短期的な利益を求める投資家によって
歪められないことを主張する．そこに“自主経営（セルフマネジメント）
”
“自己
組織化（セルフ・オーガニゼーション）”
“生物やエコシステム（生態系）”を主

マズローの欲求段階説（5 段階目の自己実現段階を最高とする“人間の欲求
レベル”のこと，晩年マズローはこれを超える 6 段階目に“自己超越段階”が
あるとした）をベースに，
「いずれにせよ，研究者たちは，多元型から進化型
（ティール）への移行が人の進化において極めて重要だ」
（p. 73）として，組織
の発展形態の最高位とした自己実現レベルである“ティール組織”を，一つの

張するティール組織に分類されると思われる組織が成長する余地がある．
また，一般の営利組織の CEO
（経営最高責任者）のあり方を大きく変える示
唆もある．
「経営トップ ― 創業者，あるいはトップのリーダー（他に適当な言
葉がないので，ここでは CEO と呼ぶことにする）は，進化型（ティール）の世
界観を養い，精神的な発展を遂げていなければならない．とはいえ，リーダー
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人材の大半が進化型の考え方をもって業務にあたることは組織にとって役立つ
が，必須ではない……組織のオーナー ― 組織のオーナーも，進化型の世界観
を理解し，受け入れていなければならない」
（p. 395）としている．また，
「組織
の運命を左右するのは，経営トップと組織のオーナーの世界観だけなのだが，
かなり高い壁であることは間違いない．
」
（p. 396）としている．どちらかという
と，社会課題の解決を目的と使命に起業した非営利組織であれば違和感がな
い．戦後日本を復興させて日本の産業社会の礎を築いた，松下電器，ソニー，ト
ヨタ，オムロン，ホンダの営利組織の創業の精神にもこれらは見られた．
資本主義社会では，株主総会，取締役会の力が組織の戦略転換に影響を及ぼ
す．しかし，新しい組織である進化型組織では，
“存在目的が株主の利益要求を
超える”
．短期的利益を要求する株主要求に従うよりも，社会と環境を意識した
“組織の存在目的”に耳を傾けてその方向に従う方が，長期的に投資からの健全
なリターンを得られる，という理念を主張する．このことが投資家に影響を及
ぼし資本主義社会を変えるという可能性がある．
（3）ティール組織の限界
最終章の第Ⅲ部・第 5 章 進化型組織と進化型社会は，ドラッカーの引用で始
まる．「未来についてわかっている唯一のこと，それは現在とは違うというこ
とだ．未来を予測しようとすることは，夜中にライトをつけず，後ろを見なが
ら田舎道を運転するようなものだ．未来を予測する最善の方法は，それをつく
ることである」という引用をしている．進化するティール組織は，一つの理想
的組織と理想的社会を目指すことを論じて終章としている．典型的な個所は，
「進化型組織の登場によって営利事業と非営利事業の区分はなくなった．両社
とも存在目的のために奉仕し，結果として豊富な利益を獲得する可能性が高
い．違いは，非営利組織は存在目的達成のために余ったお金のすべてを再投資
するのに対し，営利企業は一部を投資家に返す点だ．それでは，人々が富を蓄
積しようとせずに，所有権が管理責任（スチュワードシップ）に置き換わると
しよう．そのような文脈では，非営利組織と営利企業の区別は完全になくなる」
（p.498）として，
“所有権が管理責任に置き換わる”という今後も進化を続ける
進化型組織を例にあげることで，進化型社会の一端を見せている．
まだ発展段階とするティール組織，この進化し続ける組織が，同書で研究し
た 12 のパイオニア組織以外の組織にも，理想的であるかどうかは未知数であ
る．生命体には，それぞれの存在目的によって，植物もいれば，アメーバも粘
菌もある，カブトムシも人間のような哺乳動物もいる．地球上の生物はそれぞ
れが進化の過程を経て現在に共存しているのが，生態系（エコシステム）であ
る．人間の組織もまた多元多様である．また，同書の著者は，
“付録 2 進化型
（ティール）を超えて（p. 516）
”の中で，
「どの意識レベルにも限界があるよう
に見える……ティール組織の慣行は，現実の一つの側面，つまり顕在意識にお
ける具体的な経験の範囲に限られているように見える ― そう考えて間違いな
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さそうだ．彼らはこの限界をつき抜けて，情熱と精神の世界と直接協力できる
組織をつくろうとするかも知れない．
」として，一種の宗教的な悟りにも言及し
ている．
筆者は，今後のティール組織の動向を見たい．はっきりしていることは，ド
ラッカーが言うマネジメントの第一の役割“自らの組織に特有の目的とミッ
ションを果たす”ことについては，ティール組織もその他の組織も変わりはな
いということである．わが国でも，経営とコーポレートガバナンスの変革は始
まった．会社法の改正による企業統治改革，コーポレートガバナンス・コード
とスチュワードシップ・コードによる，経営の透明性と投資家の意識改革，経
済産業省と内閣官房が組織する「デジタルガバナンスに関する有識者検討会
（令和元年 9 月）
」で検討されているデジタルガバナンス・コードの策定による
DX の推進など，企業統治改革の布陣が整った感がある．

3．営利組織と非営利組織が，互いに学ぶべきこと
1）マネジメントには，営利組織，非営利組織，公共サービス機関による区別
はない
ドラッカーは『産業人の未来』
（1942）において，
“自由で機能する産業社会の
実現のための新しいマネジメントの組織と方法”
（p.261）を体系化するという着
想を持った．その後，GM の研究成果をまとめた『企業とは何か』
（1946）でその
骨子を作り上げ，
『現代の経営』
（1954）に“オリジナル版のマネジメント”を著
した．このオリジナル版のマネジメントの役割は，
“経済資源の組織化による人
類の生活の向上を通じて，人類の福祉と社会正義の原動力とする”ものであり，
“産業社会”を中心に据えていた．その後，ドラッカー自身には，産業界以外のコ
ンサルティング活動の広がりがあった．社会には産業界を中心としながらも，生
活水準の向上とともに生活の質を向上させる要求を満たすため，政府関連団体，
病院，学校，教会，経済的弱者を支援するコミュニティなどの非営利組織の活動
が拡大していった．
『断絶の時代』
（1968）では，ドラッカーの視野が営利組織だ
けでなく国家機関，非営利組織まで社会全体に広がるとともに深さをも研究し
た結果，社会と時代の断面としての“断絶”を著した．このような背景から，
『マ
ネジメント』
（1973）では，オリジナル版マネジメントが，公共サービス機関，社
会的責任などで拡充されることにより，ドラッカーのマネジメント体系が完成
したといって良い．今日も非営利組織のバイブルとされる『非営利組織の経営』
（1990）は，このマネジメント体系が発展したものの一つである．私たちがまず
もって確認すべきは，ドラッカーの説いたマネジメントには，営利組織，非営利
組織，公共サービス機関による区別はないということである．
2）企業が非営利組織から学ぶべきこと
ドラッカーは，『未来企業』
（1992）の中で，「使命とその使命を果たすため
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の要件からスタートするということが，成功している非営利組織から企業が学
ぶべき第一の教訓である．
」
（p. 250）とした．これに比べて企業の場合は，戦略
にしても計画にしても，前述したように決算書の収益から始めるのが通常であ

もこのドラッカーの言葉に耳を傾ける価値はある．知識労働者をボランティア
として見てみる．リモートワークで彼らにどのように働いてもらい，成果を出
してもらうかというマネジメントが求められている．企業で働く多くの人が，

る．その後で社会的な要素を検討して追加するというパターンが多い．そのた
めに，利益が出るものを優先的につくるか売ることになるのが普通である．会
社は組織の一体性を保つためにしばしば会社の理念・社是を掲げる．これは一

やりがいを感じず，やらされ感で作業をしていることや使命感を感じないな
ど，やりがいも成果も責任も曖昧な状況を見過ごす企業に明日はない．

般的に抽象的であり，どの会社でもさほど違和感が無い精神論であり，社長室
に飾ってあることが多い．社員は財務成果を上げるために仕事をすることにな
りがちである．非営利組織では最初に“使命とその使命を果たすための要件か
らスタートする”から，組織が集中すべき目標とそのための仕事を明確になる．
組織の外に生じる望ましい変化としての「成果」を定義することによって，働

3）非営利組織が営利企業から学ぶべきこと
逆に，非営利組織が営利組織から学ぶべきことは，存立基盤の違いからくる
ものが大きい．非営利組織が社会課題の解決を目的やミッション（人間改革機
関）としているのに対して，営利企業は事業計画すなわち財務計画，商品計画，
市場分析から入る．それゆえに非営利組織は，営利組織では当然のことにして

く一人ひとりの目標が具体的なものとして自覚できる．収益の何パーセントを
社会的なものに使おうとする営利組織の思考とは，別のものである．企業も社

いる財務計画，マーケティングや商品開発，品質管理や組織の統制機能に甘く
なる．ドラッカーも非営利組織の成功の条件として「非営利組織は，明確かつ

会貢献の視点から，自社の事業の目的を改めて考えることが必要である．
第二番目として，ドラッカーがあげたのは，
「機能する役員会」である．
「す
なわち，役員会に対して明確な責任をもち，その仕事ぶりが役員会の中に設け
られた委員会によって毎年チェックされるという CEO である．
そしてさらに稀なものももっている．事前に設定された成果目標に照らし

機能する統治構造を必要とするということである．非営利組織は，統治の問題
について真剣に考え，真剣に取り組まなければならない．非営利組織は，効率
的なリーダーシップと経営管理を，企業にも増して必要としている．」
（『未来企
業』p. 267）と述べている．また『非営利組織の経営』では，
「だが今日，非営利
組織がリーダーシップとマネジメントについて学ぶために手にしている理論と

て，その成果が毎年チェックされるという役員会である．
」
（p. 254）と説く．一
方，営利組織においては，CEO と役員会をチェックする委員会なるものが存在
するだろうか．お山の大将を支える護送船団方式になっていないだろうか．内

手法のうち，非営利組織のために開発されたものはない．
」
（まえがきⅸ）とし
て，企業のマネジメントは非営利組織においても活用できることを，あらため
て説いた．例えば，
「教会の成功はマーケティングによるものだった……いず

部監査も経営トップの意向を忖度する仲間になっていないだろうか．内部監査
の本来の目的は何か，問われる時期に来ている．または会社法で言う監査委員
会，報酬委員会，指名委員会の本来の目的は何なのか．監査機関からの監査と
の関りはどうあるべきなのか．これらの課題意識が高まったのは，会社法の改

れの場合も，行ったことは，マネジメントの本に書いてあることだった．」
（『新
しい現実』p. 229）とも述べているほどだ．さらに，
「非営利組織では，諸々の
関係が複雑であるだけに，人のマネジメントと関係者のマネジメントについて
の知識を総動員する必要がある．とはいえ，われわれにはすでにかなりの知識

正，コーポレートガバナンス・コード，スチュワードシップ・コードが導入され
てきた，ここ数年の事である．会計不正や品質不祥事などが後を絶たない日本
企業にとっては，
「機能する役員会」を実現するには，相当の工夫と努力と覚悟
が求められる．

がある．」
（『非営利組織の経営』p. 199）として，仕事の内容を明確にして成果を
中心にすることを説いている．これは，当時の米国の営利組織で行われていた
「ジョブディスクリプション」
（職務記述書）と「成果主義」である．残念だが，
日本では，いずれも現下の働き方改革の高いハードルとなっている課題であ

ドラッカーは，「まさしく知識労働者の生産性を向上させるには，明確な使
命，適切な人員配置，継続して学ぶことを教えること，そして目標と自己管理
によるマネジメント，高い要求とそれに見合う責任，さらには，自らの仕事ぶ
りと成果に対する責任が必要とされる．
」
（
『未来企業』p. 264，28 章 非営利組織

る．移民を早くから受け入れてきた欧米の産業界では，早くから「ジョブディ
スクリプション」と「成果主義」は，雇用の基盤になっていたために，非営利組
織へもこの方式が適用された．営利組織で鍛えられた「部下の成果に責任をも
つ者」
「チームの成果に責任をもつ者」としてのマネジメントは，非営利組織に

が企業に教えるもの）としている．この内容は，
『マネジメント』で述べている
内容そのものである．この章を書いた 1989 年当時の米国の事情（非営利組織で
は多くのボランティアに働いてもらうという経営が普通）であって，日本の場

おいても有効に働くと，ドラッカーは説いたのである．また，『断絶の時代』多
元社会における組織の理論の中で，1940 年代後半から 1960 年代後半にかけて，
「この二十年間に，政治機関，軍，大学，病院など企業以外の組織が，企業のマ

合にも言えるかは定かではない．そうはいっても働き方改革が叫ばれ，終身雇
用制が崩れ，ジョブ型雇用を検討する企業が増える状況では，現在の日本企業

ネジメントのコンセプトと方法論を学び始めたことは，新しいことである．驚
くべきことである．一九六八年の春．カナダでの陸海空の三軍が統合された後
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に開かれた最初の会議のテーマが，自己目標管理だった．今日ではあらゆる国
の政府が，上級公務員を対象として行政カレッジをつくり，マネジメントの原
理を教えている」
（p. 185）とドラッカーは，述べている．営利組織で開発された

ルフマネジメントが必要である．
社会貢献を目的に全体を見て自らの位置を知り成すべきことを行うという意
識改革が，自らを“エグゼクティブ”に変革（トランスフォーメーション）する

マネジメントではあるが，非営利組織，公共サービス機関においても，活用す
べきであることを述べている．

と同時に“市民性の実践者”に変革することになる．知識労働者は一般に，自ら
の専門性をもつために視野が狭くなりがちである．
“自由で機能する社会”の
実現には，エグゼクティブと市民性の実践者が多数必要である．

4）市民性の回復から“共通善”の実践へ
（1）知識労働者は“自由で機能する社会”に貢献できるか
ドラッカーの造語“知識労働者（
『変貌する産業社会』
（1957）
）
”の前に，テイラー
は科学的知識を応用して労働の生産性を上げることで働き方を変革した．
『科学
的管理法』
（1911）を著し，課業管理という新たな知識を応用してイノベーション

（2）市民性の回復が意味するところ
ドラッカーは，
『ポスト資本主義社会』
（1993）において，市民性（citizenship）
について述べた．市民性の理解は簡単ではない．わが国では，愛国心との違い
がはっきりしない．
「愛国心とは，国のために喜んで死ぬ意思である．愛国心だ
けでは不十分である．市民性の回復が必要である．市民性とは国のために進ん

を起こした．
「マネジメントの目的は何より，雇用主に『限りない繁栄』をもたら
し，併せて，働き手に『最大限の豊かさ』を届けることであるべきだ」
（p.10，フレ

で貢献しようとする意志である．国のために生きる意志である．ポスト資本主
義社会においては，この市民性の回復が枢要なニーズとなる．
」
（p. 217）と愛国

デリック W．テイラー著，有賀裕子訳，ダイヤモンド社）と述べている．科学的管
理法の導入にあたって実行したのは，標準作業を決めること，作業プランを立て
て取り組むことなど，現代では仕事の基本とも言うべき内容である．
一方ドラッカーは，知識労働者とは，学校で学んだ知識を仕事に使って労働
する者であり，自分の専門分野については誰よりも知っている者であり，その

心と市民性の違いを明確にして見せた上，さらに「それは責任である．それは，
コミュニティ，社会，国に働きかけ，何らかの変化を起こすことを意味する．
」
（p.218）として，知識社会に貢献する推進力とした．また，NPO は，意義ある市
民性の回復の核でもあるとした．
ドラッカーが『変貌する産業社会』で指摘したように，日本の近代化が先の

意思決定は組織全体に影響を与える存在であるとした上で，「今日の組織では，
自らの知識あるいは地位のゆえに組織の活動や業績に実質的な貢献をなすべ
き知識労働者は，すべてエグゼクティブである．
」
（
『経営者の条件』1967，p. 23）

世界大戦で失敗した以上，ナショナリズムを超え市民性という新しい理念を私
たち自ら考え自らのものにする必要がある．いま，明治維新の原動力となった
“富国強兵”の論理を持ち出しても，多元社会のニューノーマル時代では，社会

と，あるべき論を述べた．実際に貢献できるかどうかは，彼らが“成果によって
規定された成すべきことを行う能力”が必要であるとした．ここに，セルフマ
ネジメントの必要性を説いた．その後，知識労働者の補佐役としてのサービス
労働者，IT や医療など高度な専門知識・技能を使って仕事をするテクノロジス

の分断を一層複雑にするだけである．私たちは，非営利組織で働く体験を通じ
て，市民性を回復することが可能である．それは，“人生の変革に貢献する”と
いう非営利組織の目的とミッションを掲げて働くことで得られる達成感を通じ
て，コミュニティの自治を体験するからである．また，非営利組織は，国境を超

トという知識労働者の多様化を見せた．最近の 10 年でデジタル化の進展とと
もに，データサイエンティストや AI 専門家など高額な報酬で働く知識労働者
も増加している．
今日，知識社会を構成する三つの社会セクターにおいて，知識労働者が中心

えることが容易である．
2019 年 11 月に来日したフランシスコ教皇は，帰国前の 19 日に上智大学でス
ピーチを行った．その中に“共通善”があった．その主旨は「大学はよりよい社
会と希望にあふれた未来を形成していく場であること，自然への愛を忘れては

的な役割であるマネジメントやリーダーを担っている．テイラーが見た労働者
とドラッカーが見ていた知識労働者は，ともに“新たな知識を応用して変革す
べき対象”であった．生活の資を得るために働く第一の石工，自らの専門性を
高めることを目的に働く第二の石工と同じように見ていた．第一と第二の石工

いけないこと，現代社会において格差を縮めるべく隅に追いやられた人々や貧
しい人々とともに歩むことが大切である．大学で学ぶ者は，公正と“共通善”に
奉仕するものという自覚をもつことが大切である」と語った．知識労働者の予
備軍である大学生や社会人に対して，ローマ教皇の講演は，小さくまとまりが

だけでは，目的の教会を建てることは困難である．彼らの労働と専門知識を教
会建設に向けて統合するという，第三の石工のマネジメントを必要とする．第
一，第二の石工にとっても，第三の石工のマネジメントの視点は，自らの仕事

ちな市民性という意識に，グローバルな視野を与えるのに適切な内容であっ
た．また，自然への愛，弱者への思いやりは人に対してだけではなく，生きる
ものすべてへの意識への広がりを持つところから，世界と全人類，自然に関心

のムダ（無駄）をなくし成果を上げるためには不可欠である．仕事の目的であ
る教会を建てることから外れた作業や仕事をしてしまうムダを無くすというセ

を持たせることで，市民性の意識から“共通善”の意識に視野を広げる講演で
あった．
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営利組織の場合は，同業者は競争相手であるが，非営利組織の場合は“人生
の変革に貢献する”
“環境保護”という目的を共有する共創相手と見ることが容
易である．とはいえ現実を見ると，非営利組織においても，“本家争い”
“縄張

いう言葉ではないが，自己の内なる真摯な要求を満足させる生き方によって，
実現される“人類一般の統一的発達”としている．また事業活動についても「…
我々はいかに事業がことなって居ても，同一の精神を以て働くことはできる．

り争い”
“顧客の奪い合い”などの対立が無いとは言えない．この最たるものが，
宗教の違いを根に持つ対立であろう．市民性は，コミュニティの基盤である．
市民性はコミュニティという人の集まりが定めた規範に規定されざるを得ない

いかに小さい事業にしても，常に人類一味の愛情より働いて居る人は，偉大な
る人類的人格を実現しつつある人といわねばならぬ．
」
（p. 167）としており，西
田にとっての“共通善”は，
“人類一味の愛情をもって働くことで人類的人格を

ところに，市民性の限界がある．ISO 26000 や SDGs が言うように地球環境（地
球上で生息する生物との共存を含む）を意識したグローバルな理念が必要であ
る．多元社会において，
“自由で機能する社会”を実現するには，市民性という
意識の限界を超える人類が共有できる新しい理念を回復することが必要であ
る．その一つが，共通善ではないかと思う．

実現しつつある人”を言うのであり，仕事が違ったとしてもその思いを同一の
精神として働くことが可能であるとする．共通善は実践と強く結びついた理念
である．共通善を定義することは難しい．しかし，哲学的な理解は可能である．
誤解をおそれずに言えば，共通善という理念は，
“実践を重んじる”ことからド
ラッカーが『マネジメント』で説いた“マネジメントの哲学である自己目標管

（3）
“共通善（common good）
”とは何か，西田幾多郎『善の研究』を参考に
グローバル時代においては，市民性をグローバル意識に拡張すべき時代であ

理”に近いと思われる．また，“自由で機能する社会”に貢献するためには，不
統一，多様性，妥協，矛盾を受け入れる（
『産業人の未来』
（p. 254）
）共通善でな

ることを認識する必要がある．
ドラッカーは“共通善（common good）
”について，
「今日のような多元的な
組織社会というものは，その主たる組織が共通善に対する責任を担わないかぎ
り，社会として成立できない．
」
（
『マネジメント』
（上）
p.405）と述べた．知識労働
者が市民性を回復したとしても，地域，民族，国家で閉じている限り，
“自由で

ければならない．
（4）
“共通善”の実践に向けて
西田にしてもドラッカーにしても，共通善を意識して実践することで得られ
る自己発達（西田は，Self-realization といい）
，自己改革（ドラッカーは，Selfdevelopment，reinvention）の結果，到達できるに違いない時空を超えた人類

機能する社会”をつくる推進力にはなり得ない．多元社会を形成する公共セク
ター，民間セクター，非営利セクターに属するコミュニティは，それぞれが公的
（public）
，公益（public interest）を掲げて事業活動を行う．そこには，それぞれ

共通の精神的な場（宗教の分類を超えたもの）との関係において，共通善をと
らえていたのではないかと思う．また，これまで無意識で行っていた言動を，
共通善を意識して行うことで，自らを共通善の体現者に改革する（人格を高め

のコミュニティの価値観に市民性が閉じ込められ，地域，民族，国家を超えられ
ず，互いに排他的な行動をとってしまうことを否定できない．今後の社会セクー
の意思決定と行動規範の中心となるべき共通の価値観は“共通善”である．多元
社会・多様化した社会を調和に導くには，新しい理念が必要である．

る）ことと，社会をより良くすることを同時に実現するという責任としてとら
えていた．人は，無意識で共通善を行いうるまでには，精神も発達していない
し，人格も未完成である．故に，“意識して共通善を行う”必要がある．組織に
おいてはどうだろうか．ドラッカーは，共通善を社会的責任として位置付け

それでは，共通善とは何か？ ドラッカー自身は，この“共通善”について定
義をしていないように思われる．少なくても“自己中心”ではなく“利他”に近
い概念であることは解る．ここで，ドラッカーの人間観といくつかの共通点を
もつ西田幾多郎（1870 - 1945，哲学者，元京都大学名誉教授）をとりあげる．二

た．
「多元社会においては，共同の善（common good）に対する社会的責任は，
けっして解決されることの無い永遠の課題である（a central problems that is
never solved）．」
（『マネジメント』上，p.407）と述べ，解決がかなり困難な課題
が山積みである今日の状況の中でも，負うべき社会的責任として共通善をとら

人に共通する人間観の第一は，人間は合目的存在である，第二に，社会的個人
と精神的個人の矛盾という緊張感の中を生きることに人間の実存がある，第三
に，人知を超越した神性を信じていたこと，第四に，禅の研究家であったこと，
第五に，実践を重んじることである．西田幾多郎の代表作である『善の研究』に

えていたのである．
現在，人類共通の課題は山積みであり，一見して解決が困難なものも多数あ
るように思う．しかし，その全貌はかなり明らかになっている．代表的なもの
が，国連が推進する SDGs である．17 の目標がある．その一部をあげてみよう．

は次の言葉がある．
「善とは一言にていえば人格の実現である．之を内より見
れば，真摯なる要求の満足，即ち意識統一であって，其極は自他相忘れ，主客相
没するといふ所に到らねばならぬ．外に現われたる事実として見れば，小は個

「目標 1．あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 目標 2．飢餓を終
わらせ，食料安全保障及び栄養改善を実現し，持続可能な農業を促進する 目標
3．あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する 目

人性の発展より，進んで人類一般の統一的発達に到って其頂点に達するのであ
る．」
（
『善の研究』第三篇 善，第十三章 完全なる善行，p. 163）と述べ，共通善と

標 4 ．すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し，生涯学習の
機会を促進する 目標 5．ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び女児のエ
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ンパワーメントを行う 目標 6．すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可
能な管理を確保する…」これらを，2030 年までに解決するという全体ミッショ
ンは簡単ではないが，人類が共通の課題意識を共有して，それぞれの国と組織，
個人が協調して取り組む場が形成できたことは望ましいことである．その他に
も，ISO 26000 であげた，7 つの中核課題もある．これらを組織が負うべき社会
的責任と認識するところから“共通善”の一歩が始まる．
我が国政府も，
「SDGs アクションプラン 2020 〜 2030 年の目標達成に向け
た「行動の 10 年」の始まり〜」
（令和元年 12 月，SDGs 推進本部）を策定して動
き出している．
ドラッカーは，組織のマネジメント以外に，共通の善（common good）のた
めに果たすべき責任を負える者はいないとして，
「あらゆる組織にとって，社
会的責任とは，自らの役割を徹底的に検討し，目標を設定し，成果をあげるべ
き重大な問題だということである．かくして社会的責任はマネジメントしなけ
ればならない．」
（『マネジメント』上，p. 368）と述べている．多元的な組織社会
における組織は，情報基盤組織であり，オーケストラ組織が基本となる．どち
らも共通のビジョンや理念が必要となるのであり，それが共通善であり，目標
としての SDGs であり ISO 26000 である．
“自由で機能する社会”を実現するに
は，避けて通れない課題と問題ばかりである．完全に解決ができないとしても，
相当の緩和を実現できるはずである．知識社会の知識労働者である三人の石工
たちは，これらの課題と問題をどこかで知るに違いない．行動を変えなければ
人類存続の危機を知りながら無策という害をなすことになろう．
「知りながら
害をなすな」の原則をマネジメントの倫理であり責任の倫理としたドラッカー
は警鐘を鳴らし続けている．共通善とは，マネジメントの社会的責任であると
同時に，マネジメントの倫理であり，社会貢献の実践である．
私たちは，これらの社会的責任をマネジメントする行動指針や行動規範をす
でにドラッカーから与えられている．それが，
『マネジメント―課題・責任・
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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．
」
（
『P.F ドラッカーと考える 21 世紀の経営』ピーター・F・ドラッカー / 口述，藤
島秀記 / 訳・編集，2001.12.15 発行㈱ダイヤモンド社国際経営研究所，p.14）と
述べているのである．その後，ドラッカーは，時代とともにマネジメントを発展
させて来た．マネジメント・ツールであるマネジメント・スコアカード（以下，
MSC）も進化することになる．オリジナル版からおよそ 20 年経った『マネジメ
ント』
（1973）で進化し，その後，
『イノベーションと企業家精神』
（1985）
，
『非営
利組織の経営』
（1990）
，
『ポスト資本主義社会』
（1993）
，
『ネクスト・ソサエティ』
（2002）で，発展を遂げた．この発展については，筆者の論文が『文明とマネジメ
ント』Vol．14，15，16 に連載されているので参照されたい．
今日のコロナ禍において MSC を規定するものは，リモートワーク，ソーシャ
ルディスタンスに象徴される
ニューノーマルと DX である．人とのコミュニケーションのあり方が，大き
く変わってしまった組織において，マネジメントも変わらざるを得ない．マネ
ジメントは，自由で機能する社会づくりのために，自らの組織を使ってどのよ
うにしたら貢献できるか，を問い直す必要がある．この時代の転換点にあって
は，ドラッカーが体系化したマネジメントも進化せざるを得ない．マネジメン
トの道具である MSC も進化する．
2）MSC の定義
ドラッカーが体系化したマネジメントは『ネクスト・ソサエティ』以降，コロ

実践』
“Management: Tasks, Responsibilities, Practices”である．Tasks（責務）
に続くサブタイトル“責任”
“実践”には強いメッセージが意識的に込められて
いる．さらに本書の中で「マネジメントは規範である“discipline”
」としている
ことの意味を，改めて理解したい．

ナ禍を受けて，成果をあげるために変化して当然である．しかし，人間を対象
とするマネジメントである限り，普遍的な軸は変わらないとの立場をとる．そ
して，
『文明とマネジメント』Vol.16 の筆者小論にある MSC の定義を見直した．
ニューノーマル時代の MSC を下記のように定義する．
― MSC とは，ドラッカー・マネジメントのスコアカード，マネジメントの

2 章 ニューノーマル時代のマネジメント・スコアカード（MSC）

知識体系（システム・フレームワーク・総譜），マネジメントの設計・活用・評
価・健康診断ツールである ―

1．ニューノーマル時代の MSC
1）
MSC についてのドラッカーの言及と進化について
ドラッカーの説いたマネジメント・スコアカードのオリジナル版は，下記の
ドラッカーの言及から『現代の経営』にあることがわかる．「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

※総譜とは，オーケストラの楽譜（フルスコア，単にスコアとも言う）のこと．

3）マネジメントの役割（The Dimensions of Management；マネジメ
ントの次元）
多くの人が，マネジメントの三つの役割だけを強調する．これでは，ドラッ
カーの真意は伝わらない．もう一度，この部分がどのように記述されているか
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図表 1 MSC 体系図：『ネクスト・ソサイエティ』以後 2020.9.24 まで

現し，社会，コミュニティ，個人のニーズを満たすためである……マネジメン
トには，自らの組織をして社会に貢献させるうえで三つの役割がある．それら
三つの役割は，異質ではあるが同じように重要である．」
（『マネジメント』上，
p. 42）としている．つまり，三つの役割には，
“自らの組織をして社会に貢献
（contribution）させるうえで”との前提がある．この前提を踏まえて，下記の三
つの役割があるということを確認しておきたい．
（1）自らの組織に特有の目的とミッションを果たす．
（2）仕事を生産的なものとし，働く人たちに成果をあげさせる．
（3）自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに，社会的な貢献
（responsibilities）を行う．
さらに，別の次元である“時間の要素（短期と長期のバランスなど）
”と“管
理と企業家精神（イノベーション）
”を踏まえて，三つの役割を実行するのがマ
ネジメントであると，ドラッカーが説いたことも忘れてはならない．三つの役
割は，三次元的実在（a three-dimensional entity；
『現代の経営』1985 年版原著
まえがき）であることも付け加えておく．
4）
MSC の基本構造
MSC は，
“自由で機能する社会”の設計図であり，オーケストラの総譜（フ
ルスコア）にあたる．社会の担い手である，民間セクター，社会セクター，公共
セクターと働く一人ひとりにとって，現在位置と向かうべき方向を知る地図の
意味もある．その地図は担い手の共通認識であることが望ましい．
ドラッカーの偉業は，社会生態学者として人間と社会に関心をもち続け，観
察し研究し分析し読者に行動を促した文筆家の成果であった．ドラッカーの視
点は，常に社会と人間にあった．それゆえに，
「社会とは，人間の実存の表層で
あり，外皮である．
」
（
『断絶の時代』おわりに ―確定済みの事実，p. 415）と述べ
た．社会と人間を切り離して論じる社会学者や批評家の視点とは，別物である．
MSC は，ドラッカーが説いたマネジメント思想と彼の主な著作（『現代の経
営』
『マネジメント』他のほとんどの書籍）をベースにしている．補足すれば『経
済人の終わり』
（1939）
，
『産業人の未来』
（1942）
，
『変貌する産業社会』
（1957）
，
『断絶の時代』
（1968）
，
『傍観者の時代』
（1979）なども，ドラッカーのマネジメ
ント思想を知るためには欠かせない．
本稿では，今日の要求（ニューノーマル，DX）に応えて MSC を新たに体系
図にした（図表 1 参照）
．その内容は，ドラッカーの次の言及が示すように，ス
キル（skills）とツール（tools）と条件（requirements）から成り立っている．す
なわち，「これらマネジメントの役割のそれぞれが，それぞれのスキルとツー
ルと条件を必要とする．しかも，それらのものを統合しなければならない．そ

のためには，その方法と仕事（specific work and its specific tool）を必要とす
る．その方法がマネジメントであり，仕事がマネジメントである．（The tool
is management: and the work is managing managers.）
」
（
『マネジメント』上，
p. 54）と述べているとおりである．
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図表 2 MSC 基本構造
Fig.2 Basic Structure of MSC
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は，マネジメントの最終目的と存在意義・正統性が“自由で機能する社会の実
現”にあることを示すとともに，マネジメントに関する知識（MSC も含めて）
の全体を規定している．その中心的な価値観は，“Integrity
（ 完全性，真摯さ，
誠実さ）
”と“共通善（the common good）
”である．
ドラッカーは，日本の明治以降の近代化の努力については評価しているもの
の「日本固有の文化，社会，政治の基盤の上に近代日本を建設しようとする試
みはけっきょく失敗に終わった……つぎの世代の二十代，三十代の若者たちが
自己抑制と正気を失って自殺飛行をするという結果になった．
」
（
『変貌する産
業社会』p. 279）と述べ，第二次世界大戦当時の日本に対して，明治以降の日本
の産業のあり方，国家のあり方に対して苦言を呈した．その時代の民族主義，
国民国家優先の“日本的な公意識”の限界を打破する意識改革が必要である．
そこには，根拠がある．グローバル社会の一体性を取り戻すためにはという文
脈の中で，“共通善”を取り上げドラッカーは言う．「しかしこの望みをかなえ

MSC の基本構造は，下記の 4 つの知識エリア（MSC を構成する知識群）と 2
つの次元から成立している（図表 2 参照）
．これらの要素間には厳密な境界線は
ない．なぜならマネジメントの三つの役割と 2 つの次元は相互関係を持って互
いに組織の機関として機能するからである．すべてが次元として働く．
（1）知識エリア 0（ゼロ）
；マネジメントは“自由で機能する社会”に貢献する．
（2）知識エリア 1；自らの組織に特有の目的とミッションを果たす（マネジメ
ントの第一の役割）
（3）知識エリア 2；仕事を生産的なものとし，働く人たちに成果をあげさせる
（第二の役割）
（4）知識エリア 3；自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに，社会
的な責任を果たす（第三の役割）
（5）時間の次元；未来にコミットして現在をマネジメントする．
（6）管理と企業家の次元；管理と企業家精神を発揮する．

2．ニューノーマル時代の MSC の特徴
1）知識エリア 0（ゼロ）
；マネジメントは“自由で機能する社会”に貢献する．
パンデミックはこれからもあるであろう．今回のコロナ禍を契機に，これま
での自組織の事業への姿勢と取組み方は，もはや無条件で継続する事は困難で
あるとの認識が必要である．マネジメントの目的は，組織をして（自由で機能
する）社会に貢献させるためである．したがって，最初に社会課題の選択から
入る．選択するべき社会課題は，民族，人種，国家を超え地球環境保護と人類を
含む生物の共存をベースにしたものである．具体的には，SDGs や ESG が示す
いずれかの課題や目標に“自らの事業の定義”を合わせることで，自身の活動
を地球規模の貢献活動に方向性を定めることができる．
“MSC の知識エリア 0”

るためには，これまで経験したことのないあることが必要となることは明らか
である．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（the common good）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．新たな 1000 年を前にした先
進国に対し，これまでの 1000 年が遺した気の遠くなるほどに大きな課題がこ
れである．
」
（
『ネクスト・ソサエティ』p. 230）と述べている．グローバル企業が
国家主権と対峙する多元社会において，一体性を維持しつつ自由で機能する社
会を実現するには，人種，民族，国家，コミュニティを超えた“共通の善”の実
践を意識することの必要性をドラッカーは説いた．MSC の右上部には，地球の
図を入れた．それも，日本からインド，中東地域などアジア圏を中心にした景
色を見せた．もはや，国民国家を優先する社会貢献では間に合わない．同じ空
気で活かされている地球上の生物の共存と調和，環境保護と人類の生存を左右
する地球貢献の時代である．
2）知識エリア 1；自らの組織に特有の目的とミッションを果たす（マネジ
メントの第一の役割）
コロナ禍において，本業の見直しを迫られている組織がほとんどであろう．
知識エリア 1 は，知識エリア 0 にある“自由で機能する社会”
“共通善”
“完全
性（Integrity）”の基盤の上にある．公共セクター，民間セクター，非営利セク
ターのいずれに属する組織にも存在の基盤に据えるべき理念である．本稿を執
筆中に届いた『DIAMOND ハーバード・ビジネスレビュー』
（2020 . 10）の特集
は，
“パーパス・ブランディング（Purpose Branding）”であることは偶然では
ない．企業存続の条件としてその存在意義・目的とブランド認知のギャップを
埋める企業の取組みを特集している．メディアもいずれの組織も，社会貢献機
能を“自らの組織の目的とミッション”となるように再定義し公表すること，
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コミットメントすることが求められる時代である．その際には，通信ネット
ワーク，ロボット，アバター，VR，ドローン，リモートワークなどデジタル技
術を活用して，ビジネスモデル（事業の仕組み）や業務プロセスを変える．さら

リモートワークの時代においては，働く人の動機付けやコミュニケーションの
重要性は，特に大きな課題となっている．ドラッカーが説いた“マネージャー
の 5 つの仕事（OOMMD）”は労働の力学を述べたものである．リモートワーク

に自社の強みをデジタル技術の活用によって，新たな自社の社会貢献機能を見
いだす挑戦が求められている．
これまでのビジネススタイルでソーシャルディスタンスを厳守すれば，飲食

になってから，オンラインで朝礼と終礼を行っている組織がある．日々，目標
と昨日の成果をチームで共有することで，モチベーション，コミュニケーショ
ン，成果を実感しやすくなる．OOMMD のニューノーマル時代の実践である．

店ではコロナ以前の半分以下で満室としなければならない．規制緩和で店先の
公道にテラス席を設けられればまだ良い．外出や旅行を自粛する新常態の結
果，外出向けのファッションやシャンプー，化粧品が売れない．社会課題と自
社の強みとの整合性を改めて問い，イノベーションの機会とすることが必要で
ある．成果は外にあることを忘れてはいけない．

デジタル知識を活用したマネジメントの変革は，部下をもつ者の働かせ方
の改革と，すべての者の働き方改革を成果とする．“仕事を生産的なものにす
る”ツールや方法としては，リモートワーク，柔軟な働き方，成果主義とジョ
ブ型があり，仕事の現場には，VR 技術やロボティクスがどんどん進出してく
る．マクルーハンが言う“人間の延長としてのテクノロジーであり人間完成の

社会貢献する位置に立つためには，自らの“事業の定義”と“特定の目的と
ミッションの定義”が必要になる．このためには，
“5 つの質問”
“8 つの重要領

道具”
（『傍観者の時代』p. 267）が，人の職場の中に急増する．また，生産性ばか
りが強調されてもいけない．日本の国際的な大きな評価は，高度成長期にあっ

域目標”にも自ら問い答えを出し，戦略の見える化を行った上で，取引先，顧客
コミュニティ，社員，株主などのステークホルダーの間で情報共有されている
ことが重要である．これらのステークホルダー間の健全な関係構築（エンゲー
ジメント）は，デジタル技術を活用するコラボレーション（連携，新たな価値
創出）によって，より生産的かつ良好になることが期待される．MSC の右側面

た生産性の高さだけではなく，守り抜いた“品質”にあった．また，組織を通じ
ての人間としての成長も忘れてはいけない．知識エリア 2 は，人体に例えれば，
筋肉組織である．階層型からティール型，エコシステムまで多様化した組織を
生命体らしく活動させる筋肉組織に相当する．取締役会，経営トップ，トップ
マネジメント・チーム，部門長，職場チーム，プロジェクトチームなど，組織全

には，オープン・イノベーション（業種を超えた業務連携による革新）のため
のゾーンがあり，ISO 26000 で啓発された“地球をめぐるバリューチェーン”を
実現するインターフェース（相互接合部位）を示した．品質不祥事に代表され

体で社会貢献できるマネジメントの行動規範として，
“事業の定義”
“5 つの質
問”
“8 つの重要領域目標”
“5 つの検査”
“マネージャーの評価表”や“マネジメ
ント・レター”などのフレームワークやツールを体系づけた．それらを完全性

る品質問題もセキュリティ問題も，ステークホルダー間のデジタルコラボレー
ションで未然防止の解決基盤を整えられる．AI はじめデジタル技術の活用や
取引先とのデジタルコラボレーションに拠る“品質保証マネジメント”を再構
築しなければならない．SDGs も ESG 投資も社会へのマイナスインパクトの事

（Integrity）”と“共通善”を価値基準あるいは行動基準として中心に据え，一
人ひとりが合目的に働く思考の軸として，
“自己目標管理”の哲学を説いたの
がドラッカーだった．ドラッカーが源流とされる MBO や OKR などの目標と
フィードバック分析の体系を活用している組織は多い．また，最近の組織は，

後処理の色彩が強いが，今後は予防施策に重心を置きつつ過去の問題も解決す
るというイノベーションが求められている．また，企業（起業）家精神を発揮し
て，DX で一層開かれたオープン・イノベーションの成果である，新たなビジネ
スや産業を立ち上げることが期待されている．

デジタル活用が進展していることもあり，ピラミッド型よりはフラット型さら
には，ティール組織として進化を続けている．
“事業の定義”と整合性をとった
目標とフィードバック分析によって，人と組織の活動は，機能する社会の実現
に向けられる．このように，多元社会に貢献する組織は，
“共通善を中心にした

3）知識エリア 2；仕事を生産的なものとし，働く人たちに成果をあげさせる
（第二の役割）
ドラッカーは，人のマネジメントについて，
「人は，仕事の論理（the logic of

合目的マネジメント”が不可欠である．このような組織が連携して，コロナ禍
で分断された社会の一体性の回復にも貢献できる．
4）知識エリア 3；インパクトの処理と社会的な責任を果たす（第三の役割）

the work）と労働の力学（the dynamics of working）の双方に沿ってマネジメ
ントしなければならない．
」
（
『マネジメント』上，p. 231）と述べている．仕事の
論理で代表的なものは，デミングが説いた品質管理の論理としての PDCA であ

自らの社会的な不祥事の処理や補償，社会に対するマイナスのインパクトの
未然防止は当然のことである．
例えば，
“品質のマネジメントに失敗したとき”必ず社会的不祥事を起こし

る．工場の生産ラインの品質管理では上手く行く PDCA を使って，人を働かせ
ようとしても上手く行かない．空回りする．仕事へのやる気は後回しにされる．

てきた．ガス湯沸かし器事故問題（1980 年代後半から発生）
，新幹線台車亀裂問
題（2017 年 12 月），後を絶たない自動車のリコール問題など，商品やサービス
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の品質だけではない．不正な研究論文の類から，薬害，環境汚染，会計不祥事ま
で，あらゆる業界と職種にとって，看過できない重大な問題である．ヒポクラ
テスの誓い“知りながら害をなすな；プロフェッショナルの倫理”
（『マネジメ

を財務視点で評価するものである．今年の株主総会では，前年度の経営活動の結
果を財務視点で評価する．常に過去 1 年間の経営活動の結果である財務諸表を中
心にして評価する慣行になっている．徐々に公開されている統合報告書は，財務

ント』上，p. 430）と合わせて，マネジメントの原点回帰が強く求められる．ド
ラッカーは，“故意でなくても社会に対するインパクトには責任がある”
（『マ
ネジメント』上，p. 371）との厳しい立場である．一企業でできなければ，業界

数字で表すことができない経営の質を公開するものとして期待されている．将
来に良い成果を出そうとすれば，まだ数字にならないイノベーションに経営資
源を投入する必要がある．財務数字だけではその一端を知るに過ぎない．

として取り組むべきであり，
「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）として，政府・自治体
と協力して社会的にマイナスのインパクトの対処と未然防止に取組むことを説
いたのがドラッカーだった．
MSC の左側面にある知識エリア 3 は，組織と法規制，国・自治体の行政と

ドラッカーは，
「マネジメントは，常に現在と未来，短期と長期を見ていかな
ければならない．組織の存続と健全さを犠牲にして，目先の利益を手にするこ
とに価値はない．逆に，壮大な未来を手に入れようとして危機を招くことは，
無責任である．」
（『マネジメント』上，p. 49）と述べ，“組織の存続と健全さを重
視する”ためにも，マネジメントは現在だけでなく未来志向であるべきだと説

の関係を表す，企業統治と諸法規則，情報責任と財務・統合報告書の関係を示
している．デジタル庁の創設によるデジタライゼーションは，この分野にも創

いたのである．
今日，地球環境の悪化は特に産業革命（18 世紀，19 世紀）以降の人類の活動

造的な革新をもたらす期待がある．個別組織の現場から内部監査，外部監査に
も，ドラッカーが『ポスト資本主義社会』で問題提起した“事業監査”もこの知
識エリアの重要なキーワードである．品質不正や会計不正と云った個別組織の
問題では済まない．この知識エリアは，国際規格『社会的責任に関する手引き
（Guidance on social responsibility）
』である ISO 26000 のフレームワークで示

の影響であることは否定できないとされている．CO 2 排出量の増加，オゾン層
の破壊，マイクロプラスチックによる海洋汚染，温暖化による異常気象の連鎖
など，産業革命からグローバル化した今日までの経済・産業活動のインパクト
であることを否定できない．さらに，福島原発事故（2011 . 3 . 11）の後処理であ
る汚染水問題は，一国の環境問題に収まらずに海洋放出か大気への蒸気放出か

された 7 つの社会的責任の中核主題（Social responsibility core subjects）を強
く意識する必要がある．このガイダンスに沿って実践する組織と自治体・国と
が連携して機能することが期待される．企業に対する社会的責任の視点，ガバ

の処理問題に発展するグローバルな環境問題になる懸念がある．
自然を破壊し人身を蝕む化学薬品などの環境問題を取り上げたのは，『沈黙
の春』
（“Silent Spring”1962．レイチェル・カーソン）である．その本の扉には，

ナンス（統治）についての課題は，現在も期待する程には機能していない．社
会的な不祥事や本業の成長への要求から，コーポレートガバナンスへの期待が
高まっている昨今である．会社法の改正，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，デジタルガバナンス・コード（前述）の要求は，そ

「未来を見る目を失い，現実に先んずる術を忘れた人間．その行きつく先は自
然の破壊である．
」
（
“Man has lost capacity to foresee and to forestall. He will
end by destroying the earth.”–Albert Schweitzer.）というシュバイツァ－の
言葉が掲載されている．その後ドラッカーは，『現代の経営』
（1954 年）におい

の代表的なものであり，ハードローとソフトローの視点からも企業統治の基礎
が整い始めた．デジタル知識を応用すれば，社会的責任・事業監査・組織統治
の創造的な連携統合がなされ“自由で機能する社会”づくりに貢献することが
期待される．これを可能とするのは，この知識エリアに存在意義をもつマネジ

て，マネジメントの社会的責任を取り上げたあと，『経営者の条件』
（1967）で
はサリドマイド薬害禍を，『断絶の時代』
（1968）では，環境問題を企業の社会
的責任として論じた．マネジメントは，常に未来に結果を残す存在であるから，
現在と未来への責任を同時に満たすことが求められる．自らの思考と知識を総

メントとエグゼクティブの働きと成果による．ニューノーマル時代を契機に，
政府（内閣・行政）
・国会・自治体，司法，国税庁，金融庁，デジタル庁，会計検
査院など国家関連に属する公共セクターにおいても，自らの存在意義と役割・知
識について，デジタル社会・知識社会に相応しいものに再定義する必要がある．

動員してより良い未来のために行動することが求められる．「思考や知識では
なく行動に責任をもつ者は，常に未来にコミットしているといってよい．マネ
ジメントたる者は，現在と未来の双方を見ていかなければならない．」
（『マネジ
メント』上，p.50）とは，重い言葉である．

5）時間の次元（The Time Dimension）
；未来にコミットして現在をマネ
ジメントする
ドラッカーが，マネジメントの三つの役割の説明の後に，“時間”について述
べている．これは，MSC 全体を規定する．組織の会計決算は常に経営活動の過去

6）管理と企業家精神（Administration and Entrepreneurship）
；管理と
イノベーション
日本公認会計士協会によれば，国内の会計不正がこの 5 年間で 3 倍になって
いるという．2020 年 3 月期は 101 件であり，前期から 7 割増加（うち大半が上場
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企業）というから驚くばかりだ．中には機関投資家を通じた私たちの年金資産
や預金資産の投資先も含まれているかも知れない．対象となった期間には今年
の 1 月から 3 月も入っていることからコロナ禍の影響が少しはあるとしても，
不正な会計処理をする理由にはならない．
企業としての最低ラインは，正しい決算であることは言うまでもない．監査法
人や会計専門家は“後出しジャンケン”ではなく，未然防止の専門サービスを提
供することが期待される．このような不祥事は，内部監査など企業の自制能力に
期待しているだけでは，減らないことは言うまでもない．
“日常の管理”ができ
ていない上場会社とは落ちたものである．このような会計不祥事は，MSC での
知識エリア 3 の社会的責任を担うものが有効に機能していないことが解る．
業績が悪く不正会計を行う根本原因は，知識エリア 2 の“8 つの重要領域目
標”の中のマーケティングとイノベーションが機能していなかったのではない
か．新商品や新サービス，業務改革によるコスト削減など，“新たに富を生み
出す活動”としてのイノベーションが継続的に行われていなかったことが容
易に推測できる．また，全般的な社内事務会計処理，取引先との取引事務管理
に人手を介さなくても（人為的なミスが入らない）会計決算が出来るようなデ
ジタル化が遅れている場合には，このような会計不正（意図的でない場合も含
めて）が起こりやすい．ドラッカーは，
「マネジメントは管理（administer）し
なければならない．すでに知られているものを管理し改善する（manage and
improve）
．同時に，マネジメントは企業家（entrepreneur）とならなければな
らない．成果の小さな分野，縮小しつつある分野から，成果の大きな分野，しか
も増大する分野へと資源を向ける．
」
（
『マネジメント』上，p. 51）としている．日
本語訳の企業家はここでは起業家という意味で理解したい．マネジメントの基
本である“日常の管理”が出来ていないのは取締役会やマネジメントチーム，
内部監査と現場とが空回りしていることに他ならない．
組織が損益や財務を実態よりよく見せようとする動きが目立つようでは困っ
たものであり，新商品開発や業務改革というイノベーションの成果として，実
態をより良くするのがマネジメントである．ドラッカーは，「今日の企業に明
日をつくる能力，変身する能力をもたせることがマネジメントに特有の仕事で
ある．」
（同 p. 54）と述べている．起業家精神は，働く一人ひとりにも求められて
いると同時に，市民性にもつながるものだ．個人も起業家精神を忘れずに体現
することで，市民性を発揮し非営利組織で活動することや自ら起業することも
あるだろう．働き方改革の副業が解禁となった組織では，働く個人は所属する
組織ではないところから仕事を受けるようになった．ギグワーカー（単発の仕
事をする人）が，コロナ禍において増加しているという．これらを含めた日本
のフリーランスの人口は，1000 万人を超えた．MSC の知識エリア 1 にある“企業
家社会”
（一人ひとりが起業を含む企業家に近い働き方をする社会）と，デジタル
化によって加速する“知識社会”が同時に創生されていることは見逃せない．
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3. The MSC in the New Normal Era
1 ) Drucker’
s mention of the MSC
The original version of Drucker’s management scorecard (MSC) can be seen in “The
Practice of Management” (1954) from the mention of Drucker below.
“The shareholder supremacy in the US has already peaked, it is not over yet but it
is going down very fast. If you ask first the most successful new management tool in
this country, it is something called “management score card” which I first developed in
1954 and which nobody used, and now it is suddenly the great boom which checks the
success of a company against the number. I have 7 in my original one, different criteria
of which profitability and profit are just one, though a big one, don’t underrate the need
for profitability.”（“For Whose Benefits the Company should exist and serve in the 21 st
century?–Seeking for a new Corporate Value.” p52. P. F. Drucker, “A Message to the
Japanese Business Executives for the 21 st Century”. 2001.12.15, Diamond Institute of
Management）
What prescribe MSC in today’s Coronavirus Pandemic is New normal and DX,
which are symbolized by remote work and social distancing. In an organization where
the way of communication with people has changed drastically, management has to
change. Management needs to re-question how they can contribute to the creation of a
free and functioning society by using their own organizations. At the turning point of
this era, Drucker’s systematic management has to evolve. MSC as a management tool
will also evolve.
MSC, which is a management tool, will also evolve. (see Fig. 3 )
2 ) Definition of MSC
–MSC is a Drucker Management Scorecard, Management Knowledge System
(framework, total score), management design, utilization, evaluation, and health
diagnostic tool. –
* The total score is the score of the orchestra (full score, also called simply score).

3 ) Basic Structure of MSC
The basic structure of the MSC consists of the following four knowledge areas
(knowledge groups that make up the MSC) and two dimensions (see FIG. 2 ). There
is no strict boundary between these elements. This is because the three roles and two
dimensions of management are interrelated and function as organizational organs. The
following is based on “Management” (1973.P.F.Drucker).
( 1 ) Knowledge Area 0 (zero); Management contributes to “free and functioning
society”
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Fig3 MSC System diagram; from『NEXT SOCIETY』to 2020.9.24
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( 5 ) The Time Dimension; Committing the future and managing the present
(6 ) Administration and Entrepreneurship Dimension; performing as an administer
and an entrepreneur

〈終章〉デジタル知識社会の行方
『断絶の時代』
（1968 年）から 52 年を経てその言葉がよみがえる．ドラッカー
は，「われわれの直面する断絶のうち最大のものが，知識と地位の力の変化で
ある」
（p. 388，ドラッカー名著集）と言う，この変化は，デジタライゼーション
によって加速する．特に知識自体が大きな影響を受ける．知識はデジタル化さ
れデジタル知識社会の様相を呈してきた．“知識に関わる者に新たな責任を課
す”としたうえで，
「みずからが世の中に与える影響についてはすべて自分に
責任があるという倫理感が不可欠となる」
（再掲『テクノロジストの条件』）と
した．デジタル化した知識には，常に“真偽の危うさ”がつきまとう．20 世紀と
いう歴史のクライマックスの途上ではあるが，まだ 21 世紀の社会は実現して
いない．デジタル革命の次は，“量子革命”だとメディアは言う．デジタル時代
のセキュリティが役に立たなくなり，ネット社会が崩壊のリスクにさらされる
という革命である．今のところ 2040 年あたりが想定されている．そのような破
壊から何が創造されるのかは誰も解らない．人間がテクノロジーの道具となら
ないためには，ドラッカーの言うテクノロジー・モニタリングが必須であるこ
とと，
“新たな理念”と“リスクを低減する新たなテクノロジー”の創造を加速
する必要がある．
知識社会は，情報基盤組織であり，オーケストラ組織にたとえられる．ド
ラッカーは“自由で機能する社会”という人類の未完成交響曲の総譜（フルス
コアカード）を書き，それをマネジメント・スコアカードと名付けた．主旋律
は“共通善”
（Common Good）である．オーケストラを構成する人々は，社会を
構成する公共セクター，非営利セクター，民間セクターである．それぞれが，
総譜と合目的であるパートスコア（役割譜）を見て練習に励み本番に備える．
オーケストラには相応しいマネジメントが必要である．ヴェルディが作曲した
「ファルスタッフ」
（シェークスピア原作“ウィンザーの陽気な女房たち”）が参
考になる．私たちの場合は，第一幕から第二幕までは，シェークスピアではな

(2 ) Knowledge Area 1; Fulfilling the specific purpose and mission of the institution
(first role of management)
(3 ) Knowledge Area 2; Making work productive and make workers achieve results
(second role)
(4 ) Knowledge Area 3; Managing social impact and social responsibility (third role)

く『断絶の時代』からシナリオと歌詞がつくられた．2020 年になって歴史の転
換点は超えたが，まだ第三幕に入ったばかり．テムズ川に落とされて命拾いし
たファルスタッフが歌う「ああ，最低の一日だ ! 天よ助けたまえ !」と．ここで話
は終わらない．フィナーレに向けて期待が高まる．フィナーレには，300 人の登
場人物の演技と歌唱と演舞とともに 150 人を超えるオーケストラが演奏する．
オペラ会場の聴衆も引き込まれる．デジタル社会ではパブリックビューイング
の会場でも同様のことが起こる．人類と自然との調和・地球的調和が生まれる．
一人ひとりが“自由で機能する社会”を呼吸し“位置と役割を新たにする”マス
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クをする必要がない．
まだ始まったばかりだが，三幕とフィナーレのシナリオと歌詞は，私たちが
書かねばならない．社会を形成するそれぞれの組織と一人ひとりは，主旋律
“共通善”に合目的に自らの楽譜（スコアカード）を書き，それぞれの強みを活
かして歌や楽器の練習に努力する．そうでないと生きがいのある 21 世紀は来な
いのでないか．指揮者は平等に交代制が良い．ただし条件がある“共通善”の体
現者であることだ．よく見ると指揮者の立ち位置には“完全性（Integrity）
”と
書いてある．適任者が見つからなければ空席にしておけば良い．
フェルディナンド・テニエス（1855 - 1936）が説いた“一人ひとりが社会的な
位置と役割を与えられる”社会は，21 世紀のデジタル知識社会においても不変
であろう．私たちはさらに“自由で機能する社会”に発展させなければならな
い．幸運なことに私たちには，ドラッカーが遺した“未完成交響曲”の総譜（マ
ネジメント・スコアカード）がある．
〈主な参考文献〉
・『新訳 科学的管理法』
（フレデリック W．テイラー著，有賀裕子訳，ダイヤモンド社，2010 年
1 月 7 日第 2 刷発行）
・『そうだ ! 音楽教室に行こう ビギナーも，ガチ派も，再チャレンジ派も』
（大内孝夫著，音楽
之友社，2019 年 4 月 30 日第 3 刷発行）
・『青島広志のモーツァルトに会いたくて』
（青島広志著，学習研究社，2006 年 4 月 27 日第 1 刷
発行）
・『善の研究』
（西田幾多郎著，岩波書店，西田幾多郎全集，第一巻，昭和 40 年 2 月 26 日発行）
・『ミラノ・スカラ座 2013 年日本公演プログラム』
（公益財団法人日本舞台芸術振興会発行）
・『新訳ファルスタッフ』
（河原廣之翻訳・注釈・編集，おぺら読本出版，2013 年 3 月 31 日発行）
・『経済人の終わり』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー名著集 9，
2007 年 11 月 15 日第 1 刷発行）
・『産業人の未来』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー選書 9，2005
年，4 月 22 日第 2 刷発行）
・『企業とは何か』
（P.F.ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，2005年3月18日第3刷発行）
・『新しい社会と新しい経営』
（P.F. ドラッカー著，現代経営研究会訳，ダイヤモンド社，昭和 40
年 10 月 5 日 10 版発行）
・『現代の経営（上）
（下）
/
』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー選書
3，4，2006 年 1 月 23 日第 12 刷発行）
・『変貌する産業社会』
（P.F. ドラッカー著，現代経営研究会訳，ダイヤモンド社，昭和 39 年 4 月
1 日，12 版発行）
・『創造する経営者』
（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 6，
2007 年 5 月 17 日第 1 刷発行）
・『経営者の条件』
（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 1，2006
年 11 月 9 日第 1 刷発行）
・『断絶の時代』
（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 7，2007
年 7 月 12 日第 1 刷発行）
・『断絶の時代』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，1999 年 9 月 24 日初版発行）
（1973 年，1974 年）
・『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）
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・『ドラッカーわが軌跡』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，2006 年 1 月 26 日第
1 刷発行）
・『乱気流時代の経営』
（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』
（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』
（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』
（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』
（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）
・『未来企業』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，1992 年 8 月 20 日初版発行）
・『すでに起こった未来』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生他訳，ダイヤモンド社，2002 年 6 月 10 日
第 12 刷発行）
・『ポスト資本主義社会』
（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』
（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』
（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, Rresponsibilities, Practices, Peter F. Drucker, Harper & Row, edition,1993.
・ Managing in Turbulent, Peter F. Drucker, Harper & Row, First edition,1980.
・ Innovation and Entrepreneurship, Peter F. Drucker, First Harper Business edition,1993.
・ The Frontiers of Management, Peter F. Drucker, Truman Talley Books,1986.
・ The New Realities, Peter F. Drucker, Harper & Row, First edition,1989.
・ Managing the Non-Profit Organization, Peter F. Drucker, First Collins Business edition,2005.
・ Post-Capitalist Society, Peter F. Drucker, First Harper Business paperback edition,1994.
・ Managing Challenges for the 2 1 st Century, Peter F. Drucker, First Harper Business paperback edition,
2001.
・ Managing in the Next Society, Peter F. Drucker, Truman Talley Books, 2002.
【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 /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・DX
アドバイザーとして大手中堅企業を対象とした，経営とものづくり，デジタル戦
略，デジタル投資計画策定，DX 推進の助言指導や社員教育，コンサルタント教育
（最高情報責任者）養成講座」
「リモートワーク時代の変革リー
で活躍中．「CIO
ダー・オンライン講座」
（日経 BP 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）講師，他オンライン講座も多数．
（著書）
「図解 ドラッカー入門」
（KADAKAWA，本書は，台湾，韓国，中国で翻
訳出版されている），「教えてドラッカー 働く私は IT でどこまで伸びる
（技術経営）リーダーの
の？」
（日経 BP 社），「ドラッカーの実践 !! MOT
ためのマネジメントスキルアップとテンプレート集」
（新技術開発センタ
ー，監修・共編著）他．

254

政治制度と社会科学の総合改革構想 ― 未来共同探索システムによる持続可能社会の実現

特別論稿

政治制度と社会科学の総合改革構想

―未
 来共同探索システムによる持続可能社会
の実現

Comprehensive Innovation Plan of Political System and Social
Sciences, to Make Sustainable Society

山縣俊夫

Toshio Yamagata
（本会会員）

Summary
We can’t yet solve global scale fatal problems of peace, environment, energy. We
need systematic thinking based on phenomena and cause.
Our decision-making system is unreliable. Because our society are too big and too
complex. To take social responsibility for our actions, we should make an accurate
whole world model in Cyber-Space. To build whole accurate economic model,
we gather a own partial economic model. All of us can simulate with the model to
search best future, then we will agree with most suitable policy and our behavior. I
named this system “Cooperative Searching System for the best Future (CSSF)”.
This is start point. We can accomplish things in sequent. Using CSSF, we can make
a new type of pure democracy all over the world. We can make the World Federation
of Nations to live peacefully, to build CSSF, to operate new political system. We
can solve those social problems efficiently. We can reform social sciences based on
CSSF.
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2019 年 9 月，国連本部で行われた国連気候行動サミットで，若者の代表とし
て招かれた女子高校生環境活動家が，総会ホールを埋めた各国の首脳たちに早
く有効な対策をとるように懸命に訴えても，誰も誠意のこもった答えをかえす
ことができなかった．これまでの，核兵器廃絶における被爆者の声，武力紛争
地における人びとの声に対しても，同様である．かつて「夢の 21 世紀」と呼ば
れた今世紀も，早や 20 年経過するものの幻滅感が増すばかりである．この重大
な問題を早く解決するために，我われが今なすべきもっとも重要なことは何で
あろうか？
このままでは，この先，社会に大きな混乱が予想される．だから，まだ平和
がつづいている今の時期に，冷静に世界的な議論を円滑に進めなくてはならな
い．そのためには議論のタタキ台となる，諸問題を解決できる全体構想の案が
不可欠である．しかし，いまだに不在である．
もし誰かが，優れた全体構想の案を創り，公表し，それを多くの人びとが関
心をもち，その価値を認めたならば，世の中は変わり始める．まず，社会問題に
苦しんでいる多くの人びとが，希望をもつと思う．深い絶望からくるテロは思
いとどまると思う．その全体構想は，世界の多くの人びとによって，議論され，
改良され，補足され，しだいに全体的で完成度の高い計画書になると思われる．
そうすれば，世界の多くの人びとの手によって，整然と建設を始められる．全
体構想は，社会に残された貴重な時間と人類全体の潜在能力を有効に生かすた
めに不可欠である．

第 1 部 問題解決の戦略と全体像
1．別な場所に穴を掘れ

献 辞
本稿を，上田惇生先生とその師ピーター・F・ドラッカーに捧げる．

はじめに

このような難問群の解決においては，個々の問題に囚われずに，全体的，第
三者的，根本的に考えることが重要である．当事者は誰も認めたくないであろ
うが，50 年以上も重要な問題を解決できないということは，今までとは全く異
なった考え方で解決を試みる必要があることを暗示している．なぜなら，社会
的，集団的に大きな思考の盲点が生じていて，それが問題の解決を妨げている
可能性が大きいからである．盲点というものは，別な視点からみることで容易

我われ人類は，実に奇妙な立場にいる．一方では，科学技術が驚異的に進歩
し，産業経済が高度に発達し，物質的に豊かな文明を築きあげてきた．他方で
は，そのことが原因となって，国際秩序の混乱，核兵器，化石燃料の枯渇，地球

に気がつくものである．また，盲点はそれに気がつきさえすれば，もはや問題
解決の妨げにはならない．これに関して，心理学者エドワード・デボノは著書
『水平思考の世界』で次のように言い切っている（5）．「難問を解決しようとする

環境と生態系の破壊などによって，これまで築きあげてきた文明が存続の危機
に直面している．グローバルな視点で解決しなければならないこれらの大問題
は，指摘されてからどれも半世紀以上たつが，政治家も，社会科学者も，哲学者
も努力をしているものの解決の見通しを得ることができないでいる（1）（2）（3）（4）．人
類は，自らの暴走と集団的な自殺行為を止められないでいる．

ならば，同じ穴を深く掘り進むのではなく，別な場所に穴を掘れ．それで運よ
く問題を解決出来たら，その理由付けは容易にできる」
．
彼は，水平思考すなわち新しいアイデアを生み出す思考法と，垂直思考すな
わち論理的な思考法とを使い分ける必要があることを述べている．彼の考えを
真に生かすためには，まず穴掘り人の種類から変えなければならない．穴を掘
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る場所の選定も，穴の掘り方も，穴掘り人に任せなければならない．
私は，生産技術者でありシステム技術者でもある．システム技術者の問題解
決方法は，問題を効果的に解決することのできるシステムを設計し，それを実

高いプログラム・システムを効率よく設計できるということである．私は，機
能階層というこの考え方は，問題解決の全体構想を創るときにも適用できると
考えている．また，大規模で複雑なシステムを理解するときにも，理解を容易

現することである．人類が直面している重大な社会問題を解決するというテー
マは，私には，このうえなく魅力的であると同時に，手の届きそうなところに
あるように思えた．
私には，気になることがある．社会科学者の間で次の二つの決めつけが行わ

にする．最上位の機能階層で基本構成を考えること，あるいは理解することの
重要性を認識しないままで問題解決を論じても，解決には至らないと考える．

れていることである．一つは，現在広く使用されている多数決を基本とした代
表制民主主義政治システムは，社会問題の解決能力が明らかに不足しているに
もかかわらず，これ以外に良いものは考えられないとしていることである．も
う一つは，グローバル化時代にあっては，国連よりも強い権限をもった世界連
邦政府が必要であるにもかかわらず，それは現実的でないとしていることであ
る．
このように，決定的に重要な問題を避けていては，絶対に進歩しない．技術
者は，権威者の見解だからというだけでそれを認めることはしない．技術の進
歩は，常識を覆そうとする人びとによってなされてきた．このことは，「人間が
空を飛ぶ」ということを思い浮かべるだけで，誰も納得いくであろう．

2．システムの性質の利用
システムとは，複数の要素が互いに作用と反作用を及ぼし合い，全体として
動的な機能を保っているものといえる．私は，社会問題の解決を図るためには，
世界と，人間そして人間社会を一つのシステムとして扱わなければならないこ
とは明白であり，システムの性質を利用して問題解決を図ることが不可欠であ
ると考えた．しかし，恐らくこのような企ては世界で初めてであろう．自分で，
役に立ちそうな知識を探し出し，寄せ集めて整理し，あるいは新たに考え出し，
そして必要な技能を身に付けていかなければならなかった．幸いなことに，私
はいくつかをすでに身に付けていたので，出発時に迷うことはなかった．
とくに重要な知識について述べておく．
（1）システムの機能的階層構造
かつて，コンピューターのプログラム・システムを設計する世界では，構造
的プログラミング法という手法が流行した（6）．これは，人間の思考能力には限
界があり，それを如何にして克服するかということで考え出された設計手順で
ある．この手法は，大規模で複雑なプログラム・システムを設計するにあたっ
て，プログラム・システムを機能的な階層構造にすることによって，思考を単
純化できるという考え方にもとづくものであった．つまり，各機能階層では，
機能の設計を単純な概念で行うことができるからである．そして，上位の機能
階層から下位の階層に向かって段階的に機能構造を設計していけば，信頼性が

（2）部分最適化による問題解決を避ける
システム的に問題を解決するうえで重要なことの一つは，部分最適化による
問題解決を回避することである．そのためには，根本的な原因を見つけなけれ
ばならない．それには，まずシステム全体を機能の階層として理解したうえで，
特定の機能階層にある根本的な原因を発見して，それを解消するという方法を
とらなければならない．多くの場合，根本的な原因は，システム機能の上位階
層における機能不調にある．
日本人にとって仏教思想と陰陽思想は身近な思想である．私は，両思想とも
世の中をシステムとして観ていることに気がついた．システムとしての性質
を，それぞれ法あるいは道と呼んでいる．両思想からも，重要なことを学ぶこ
とができる．
（3）仏教思想から学ぶこと
1）人間システムの機能階層
仏教は，人間および人間社会をシステムとみたとき，システムの高い機能階
層での世の中の見方を数多く提供してくれている（7）．それは観察と瞑想による
本質的な探究の結果といえる．高い機能階層でのシステムの性質は，応用範囲
が広い．対立しているもの，あるいは別個のものと思われてきたことも，高い
視点でみると互いに関係しあって重要な役割を果たしていることがわかる．
2）人間社会におこる問題の根本原因
仏教が因果関係を重視するのは，システム的な見方をしているためである．
そして，人間および人間社会に起こる問題の根本原因を，人間の環境に対する
知覚能力の不足と，行為と未来の状況における因果関係の推測能力の不足にあ
るとしている（7）．
3）禅の修行の意味
禅の修行は，世の中をより高いシステムの機能階層で観ることができること
を目指しているように思える．禅でいう悟りとは，ある対象について，いまま
での思考の枠組みを壊し，より本質的な新しい解釈を考えつくことによって，
より広い思考の自由，行動の自由を得ることだと思う（8）．禅の修行にみられる，
自我と言語的に縛られない，帰納演繹にわたる自由な思考力を養うことは，今
回のような新しいものを創造しようとする研究には不可欠であると思う．
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（4）陰陽思想から学ぶこと
ものごとの本質を見抜く能力が高まると，形態的に異なったシステム同士で
も，機能的な同形性があることに気がつく．陰陽思想にもとづく易経は，シス
テムの機能の同形性にもとづく変化のパターンを利用して，いまこの状況下で
はどう行動したらよいかの示唆をえることを目指している（9）．システムの機能
的な同形性の利用は，仏教経典の中でも比喩として多数登場している．

3．ドラッカーの世界観と人間観
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（10）．
「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．
」
私は，この短い言葉こそが，システム的な見方で社会問題を解決する場合の
カギであると考えている．この言葉には，世界と，人間そして人間社会を一つ
のシステムとした場合，最上位の階層での機能構造が簡潔に表されているから
である．
ドラッカーによると，世界は数百年に 1 度，際立った転換が行われるとい
う（11）．今はその種の転換期の真只中にあるという．今回の動きは 1965 年頃か
らはじまっており，2020 年頃まで続くだろうという．私には，この期間が，情
報通信技術の躍進開始時期，そして一定の成熟度と社会への浸透度に達した時
期と重なって見える．そして今や文明大転換への準備が整ったと思える．
また彼は『テクノロジストの条件』で，システムという言葉は使わないが，ポ
ストモダン思想はシステムの考え方が基盤であることを強調している（12）．ま
た，未来についての管理の必要性と可能性を示唆し，そして社会学者がこれま
で技術を軽視してきたことに強い不信感を表明している．彼は，現代社会の問
題を解決するための核心部を，システム，未来の管理，技術にあると的確に突
いている．情報通信技術の本質的な意味を理解して，最も効果的な用途，解決
が最も切実に求められている用途に利用することができなければ，宝も持ち腐
れになる．つまり，営々と築きあげてきた文明社会は，未来を見越した計画的
な構造転換を行うことができずに，目先の利害にからむエゴと力の衝突が加速
度的に頻発し，大混乱をおこして崩壊することになる．彼の言葉を借りるなら
ば「我われは学者の成果を待っているわけにはいかない．技術をマネジメント
しなければならない．
」ということになる．

4．研究の動機と経過
私は大学で機械工学と生産工学を学んだ．生産工学（Industrial Engineering）
とは，
「もの作り」方法の改善を目指す学問である．それは各種工学，自然科
学，人間科学，経済学にわたる学際的な学問である．卒業後，電機メーカーに就
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職し，発電設備を製造する大きな工場の生産技術統括部署に配属になった．私
の担当は，コンピューターを利用した生産システムの開発であった．40 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．ドラッ
（13）
カーの著書『断絶の時代』
はそれを後押ししてくれた．たまたま工場全体の

業務改善を行う大きなプロジェクトに参加したとき，知的活動の生産性を向上
させるための原理原則を見出す基礎研究は，未開拓なので大きな可能性が潜ん
でいるに違いないと直感した．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．30 年前であった．就寝前の短い時
間に読書し，通勤時間に考えた．この間，一般歴史，科学技術史，軍事史，医学
心理学，経営学，仏教思想，陰陽思想などを勉強した．
私は 12 年前に定年退職した．これまでの研究成果を本学会の年報で論考とし
て発表した（14）（15）．そして会社生活から離れて社会に目を向けると，国内外の政
治があまりにも遅れているように見えた．政治は，知的活動であり，私の研究
テーマの範囲内である．生産技術者からみれば，政治システムは，「もの作り」
世界での作業システムと本質的におなじである．そうすると，社会の中で政治
分野が，情報技術の利用にとりわけ消極的なことに気づいた．そして，社会の
大問題を長年解決できない真の原因は，社会科学者が次の事実を認識しないた
めであると確信した．
（1）代表制民主主義政治システムは，人間の思考能力の限界から，社会が必
要としている社会問題の解決能力に応えられない．まったく時代遅れの
状態のままで放置されている．
（2）情報技術を利用して，世界全体に適用できる，理想的な民主主義政治シ
ステムを発明しなければならない状態にある．
そこで私は，生産技術者の経験とこれまでの研究成果を生かして，理想的な
民主主義政治システムの設計に挑戦した．私が用いた方法は，システムズ・ア
プローチ，その中で設計的アプローチと呼ばれる問題解決方法を応用したもの
である（16）．これらの方法は，第二次世界大戦後，産業が扱うシステムの高度化
にともなって考え出されたものである．その代表的手法である「ワーク・デザ
（17）
イン」
の最大の特徴は，従来のシステムの構造や生じている問題に囚われず
に，最初から理想とする機能を生み出すことのできる新しいシステムを設計す
るというところにある．この考え方は，これまで使われてきたシステムが，シ
ステムの機能構造の制約から，すでに能力的な限界に達している場合に有効な
方法である．
私は，これらの考え方をもとに，これまで親しんできた仏教思想と，コン
ピューター・シミュレーションを組み合わせることで，比較的早い時期に，新
しい政治システムの全体構想の原型を創りあげることができた（18）．
続いて，世界的に定評のある多様な書籍を取り寄せて，荒削りの構想の妥当
（19）
性と問題解決能力を確認した．ドラッカーの著書『産業人の未来』
，『ポスト
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（11）
（12）
資本主義社会』
，
『テクノロジストの条件』
からは，新しい社会を創るとき

の指針と原則を教えられた．そして，不足していた部分を補い，表現を洗練さ
せていった（20）（21）（22）（23）（24）．新しい政治システムの全体構想は，今後の行動に対す
る個人・社会統合型の意思決定支援のための未来共同探索システム，世界規模
の直接民主主義政治システム，世界連邦政府の設立とそれを頂点とする地域分
権行政システムで構成されている．研究過程で，構想の中心となる概念の名称
を，経済社会シミュレーター，共通仮想世界，共有世界実像，そして未来共同探
索システムへと変えた．意味の深まりの結果からである．
私はこれまでに，所属する二つの学会で，論考発表，口頭発表を行ってきた
が，私が期待した反応は起こらなかった．思考の枠組みがこれまでと大きく異
なるからであろう．とはいえ，世界的大問題は年々悪化している．人びとが私
の研究の存在に気づくのは時間の問題であると思われる．
私は全体構想の妥当性について確信をもてた段階で，
「この全体構想の根底
となる考え方は，いかなる考えであるべきか？」と分析的に考えた．これは，行
き詰っている社会科学において，新しいパラダイムを探すためと，今後予想さ
れる議論に備えるためである．また，社会科学者の盲点の正体を突き止めるた
めでもあった．
そして私が気づいたのは，システムの基本的な性質を整理することの重要性
と，私が長年関わってきた「もの作り」世界での文化の深い意味であった．同時
に，仏教世界では，2500 年もまえから，環境に対する人間の知覚能力の限界を
認識し，世の中をシステムとしてみて，システムの性質を利用して人間の生き
方に対する問題を解決しようとしていたことに気がついた．先ほど技術者やシ
ステムの話を持ち出したのは，これらの結果からである．また，この分析的探
究は，未知の地域の探検と同様に，学問的な新発見の続出であったように思え
た．いま振り返ってみると，私が 30 年前に直感した「知的生産性の向上という
研究テーマの可能性」とは，私にとっては畑違いであったが，政治と社会科学
の分野での大きな進歩のことであった．
本稿は，一応，これまでの研究の総まとめである．まず，3，4 年前に 2 件の論
考（23）（24）で発表した新しい政治システムの全体構想を，私の最新の考えを柱に
して要約して述べる．そしてその要約を前提にして，社会科学の新しいパラダ
イムの探究結果について述べる．

第 2 部 諸社会問題を解決するための全体構想
1．世界的な民主主義政治を実現するための課題
新しい政治システムの考え方について述べる．システム設計を行う場合の作業
手順として，最初にシステムの課題，達成目標を整理しなければならない．私は，
世界的な民主主義政治を実現するためには，次の4つの課題があると考えた．
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（1）社会規模と民主主義政治との問題の解決
社会の秩序維持のためには，政府という権力機関が必要である．しかし，民
主主義政治は，社会の構成員の数が増え，多様性が増すにつれて，利害調整が
急激に難しくなるために，機能しなくなる（25）．そうなると，無政府状態になる
か，強権政治あるいは独裁政治になる（26）．
健全なグローバル・ガバナンスのためには，この問題を解決する必要がある．
そうすれば 各国の国家主権の一部を世界連邦政府へ移譲し，各国の政治指導
者の責任を軽減することができる．
（2）市民の社会的・政治的責任能力の向上
市民の一人ひとりが，自分の行動が社会にどのような状況をもたらすかとい
う責任能力を，身近な人に対してだけでなく，遠く離れた人，未来世代，環境，
他の生物などに対してももつ必要がある．
（3）社会問題の解決能力の向上
社会問題を解決するためには，まず有効な政策案を創る必要がある．政策案
を創ることは非常に難しい．だから政策案は専門家が創り提案したものを，市
民は評価し議論し採否を決定するということになる．
この方式がうまく機能するためには，まず専門家側が優れた政策を立案する
能力を向上させること，そして市民側も提案された政策案を適切に評価する能
力を向上させる必要がある．さらに，世界の人びとの間で利害調整を行う能力
を向上させ，よりよい合意ができる能力も必要である．市民の社会的・政治的
責任能力の拡大のためには，この 3 つセットの対応が必要である．
（4）社会のエネルギー構造の転換
最後に，期限が迫っている社会のエネルギー構造の転換を，無統制でも独裁
強権でもなく，民主主義の原則にそって計画的に整然と行なうという，もっと
も難しい課題がある．
これらの課題を眺めれば，いまの代表制民主主義政治システムでは，手に負
えないことは明らかである．いままで，このように課題を整理し，社会の共通
の認識とする動きがなかったのである．そして，私は以下のような全体構想を
創りあげ，問題解決の見通しを得た．

2．構想の概要
2 . 1 問題の解決方法
2 . 1 . 1 基本的な考え方
先にも述べたが，システムとは，多様な要素が互いに作用と反作用を及ぼし
合いながら，全体として動きを形成しているものである．人類が直面している
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諸問題を解決するためには，我われは世界全体を一つのシステムとして考える
必要がある．また，私は，システムズ・アプローチを応用するにあたり，政治を
システム設計者が扱えるように，次のように再定義してみた．

意思を委託された各人の分身（代理人）によって行わせる．
地球シミュレーターも作る．これは，ある時点の地球システム・モデルを入
力すれば，1 ケ月後の地球システム・モデルを予測して出力する働きをする．こ

世界全体を一つのシステムとして考えるならば，人間社会は，世界システム
のサブ・システムであり，個々の人間はその機能要素ということになる．
社会問題とは，社会理念に反する社会現象とみることができる．社会システ

の処理を次つぎに 1200 回繰り返せば，100 年後までの地球社会の状態を時系列
的に予測できる．
この時系列的な地球システム・モデルの一群を，時系列地球システム・モデ

ムというサブ・システムをみたときに，社会問題とは，世界システムあるいは
社会システムの中に生じている社会理念に反する不調現象といえる．政治と
は，その不調現象を解消するために，政策というサブ・システムを設計し，社会
システムに組み込む活動といえる．
これらの結果から，優れた政治システムを創るということは，優れた政策を

ル群と呼ぶことにする．この情報は，大容量記憶装置に保管され，全員が参照
できる．
この仕組を使い，世界のすべての人が参加して，今後行う政策と各人の今後
の行動，それらと未来の結果との関係を，コンピューターを使ってシミュレー
ションし，精度よく予測する．各人は，モデルの中の自分の分身を操作し，一

設計することのできる優れたシステム設計環境を創りあげるということにな
る．政策の機能評価を行うためには，政治システムの中に，世界システムのモ

種の人生ゲームを行うことになる．予想された未来の状況が望ましくないのな
ら，最初（現在）まで，あるいは途中までもどって，条件を変えてやり直すこと

デルを内蔵する必要があることも明らかになる．
2. 1 . 2 人間についての扱い
世界全体を一つのシステムとして扱う場合，各人が個々の意思と感情をもつ
存在であることを考慮しなければならない．問題解決にあたって，仏教思想は，
次のようなヒントを与えてくれている（27）．

ができる．我われは，眼の前のものしか見えないが，このサイバー・スペース
の中では，時空をこえて世界をみることができる．
この方法によって，よりよい未来をもたらす，政策案と各人の行動プランを
試行錯誤的に共同で探り当て，議論し，その中でもっともよい政策案と行動プ
ランに合意する．この議論と合意には，期限を設けることが重要である．行政

1）未来の状態は，我われ一人ひとりの今後の行為の結果として形成される．
2）諸問題は，その過程で発生している根本原因から起こっており，その根本

担当者は合意された政策案を実施に移し，各人は合意したそれぞれの行動プラ
ンの通りにこれから実行する．定期的に実施状況と予想通りの成果がでている
かを確認し，適切な軌道修正を行う．こうすれば，社会としても，個人として

原因を解消することが重要である．
3）根本原因とその解決方法について
仏教では，根本原因を「人間は現実を正しく認識できないために，自己中心
的なる．自分の都合の良いように解釈して行動する．それが自他ともに不幸を
招いている．」という見方をする．根本原因の解消方法として「現実を正しく認
識するために，心を浄めること．そして，適切な因果関係によって，これからと
ろうとする自分の行為が将来，自分や他者にどのような影響を及ぼすかを慎重
に考えたうえで，自分の行動を選択すること．
」という見方をする．
2.2

未来共同探索システムの着想

これらの前提をもとにして，理想的な政治システムの設計に入ることにす
る．
私は，世界全体を表す適切なシステム・モデルを作り，コンピューターを
使ってシミュレーションすることで，仏教思想にもとづいて問題解決を図るこ
とができると考えた．それは，次のような考え方をすることで実現できる．
世界のすべての人びとが協力して，高い忠実性をもった地球システムのモデ
ルを作る．地球システム・モデルは，地球環境，生物の活動，人間の活動のモデ
ルで構成され，互いに関連付けられる．モデルの中の人間の活動は，各人から

も，よりよい未来を実現できるはずである．
このことは，多くの製造企業で行われている経営方式，つまり次期予算計画
の作成方式と，実行段階での月々の計画と実績の対比管理方式，と本質的に同
じである．多くの企業がこの方法で経営を安定成長させている．だから突飛な
話ではない．
この仕組みを，私は「未来共同探索システム」と名づけた．これまで未来は，
不確定であり，暗闇の中にあった．いまや，未来は不確定であるにせよ，その中
から望ましい可能性を共同で探りあてる方法を見つけ出したといえる．未来共
同探索システムは，技術的にみれば大発明であり，人間を社会的な動物という
点でみれば大進化である．
2.3

新たな財の誕生と新たな経済の誕生

よい生き方のできる行動プランは，希少価値をもつ．だから経済学の見方を
するならば，物質的な財に対して，優れた行動プランは精神的な財と呼ぶこと
ができる．未来共同探索システムは，精神的な財の評価手段であり，社会的共
通資本である．
政策案は，精神的な公共財である．政策案作りは，これまで少数の官僚が，厳
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しい時間的な制約のもとで行っていた．このあい路を打開するために，政策案
の作成は，政府機関による独占をやめて民間企業に開放し，同時に政策案の自
由市場を創る（28）．
政策案を生産する企業にとって，未来共同探索システムは，社会的なニーズ
の市場調査手段であり，試作した政策案の試験評価手段でもある．
市民は，未来共同探索システムを使って市場に出された政策案を評価し，優
れた政策案を採用する．そのときに適切な対価を政策案の生産者に支払う．こ
うすれば，優れた政策案が多数生み出される豊かな社会が実現できると思う．

3．社会問題の解決
3 . 1 政治における基本的な問題の解決
未来共同探索システムを使うと，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．それは，多数決型ではなく，徹底
した多元的調整型の民主主義政治である．誰もが自宅のパソコンから世界一斉
の人生ゲームに参加し，インターネットを使って議論に参加できる．
地球全体の問題と自分の住む地域の問題，経済問題と環境問題，短期的な問題
と長期的な問題，これら複雑に絡みあった社会問題を調和させて解決できる．
3.2

世界政治における問題の解決

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った．未来共同探
索システムを内蔵した新しい政治システムを作ると，この社会規模の限界は克
服され，地球社会全体に民主主義による秩序を確立することが可能になる．
国連を発展させた形態で，国家主権の壁を廃止して地球社会全体に責任をも
つ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．これまで行われてきた世界連邦運動でのモントルー宣言
（1947）が生かされる（世界連邦運動協会ホームページ参照）．
世界連邦政府によって，新しい政治システムの建設と運営が行われる．国家
という壁のない政治，行政機構，そして，情報システムを活用した効率的な事
務運営が可能になる．
その結果，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．これは，いわゆる補完性の
原則にもとづくものである．
各国の軍隊は解散し，世界秩序の維持のために小規模な世界警察軍が分散配備
される．この過程の中で，存在理由を失った各国の核兵器は一斉に廃棄される．
3 . 3 経済問題の解決
我われは，総合的な経済学を必要としている．デイリーとファーレイ共著の
（29）
では，経済政策を考えるときに次の順序で行うべきであ
『エコロジー経済学』
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ると述べられている．
1）経済活動の規模の設定
環境問題，再生可能資源からくる条件である．
2）公正な配分の決定
貧困問題の解決と富裕層における有限な資源の浪費に対応するためである．
3）効率的な配分方法の設定
市場経済に適した分野と非市場経済の分野をわけて考えることが重要である．
未来共同探索システムを使うことで，これらの検討を行うことができる．さ
らに，国際貿易においても，相対的優位性に固執することなく，国の枠を超え
て各市民がもつ多様な立場を互いに理解しあい，調整することで，よりよい解
決が図れると考える．
3.4

エネルギー問題の解決

エネルギー大量消費型の機械文明は，発展期は放任しておいた方がよい．し
かし，化石燃料の枯渇によって新たな社会構造への転換を迫られている現段階
では，計画的に転換を図らなければ，世界全体が機能不全の多発と燃料の激し
い争奪戦のために，大混乱に陥るのは目にみえている．
現在手持ちの化石燃料は，現在の社会の構造転換のため，その間を乗り切る
ために使い，そして未来世代の分も遺しておかなければならない．
未来共同探索システムは，社会構造の設計ツールとしても利用できるため，
再生可能エネルギーだけで維持できる社会構造を設計できる．技術的な対応だ
けでなく，柔軟性のある政治的な対応力も増すことができる．市民の側の耐乏
のための工夫も重要である．地域性，弱者への配慮は重要である．世界連邦政
府，地域政府のリーダー・シップのもと，市民全員が移行計画の作成に参加し，
世界連邦政府，地域政府，企業，個人の役割分担によって，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．環境問題の解決についても同様の方
法を用いることができ，一緒に進めることができる．

4．構想の実現への道
新しい政治システムの実現は，稼働中の古い大きな工場の隣に最新式工場を
建設し，生産活動を中断せずに，全員が引っ越すようなものである．実現は次
の 4 段階で推進する．
第 1 ステップ
新しい政治システム実現の活動は，現在の政治活動とは別個に推進する．
それは，世界中の有志による公開ボランティア活動である．全体構想の完成
度を向上させる．全体構想を世界に広め多くの市民の賛同を得る．
第 2 ステップ
各国の国民投票で，新しい政治方式への移行と世界連邦政府設立の合意を
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確認する．合意できれば，暫定世界連邦政府を国連内に設立し，新しい政治
の仕組み作りを公式に開始する．
第 3 ステップ
世界連邦政府を正式に発足させ，未来共同探索システムを使った新政治シ
ステムの運用と，行政活動を開始する．
紛争問題，人権問題，環境問題，貧困問題，貿易問題，人口増加問題などの
解決に取り組む．各国軍人と兵器産業の民生事業への転換，通常兵器および
核兵器の廃棄を推進する．
第 4 ステップ
未来共同探索システムを使用して，再生可能エネルギーで維持できる持続
可能な社会構造への計画的な転換に本格的に取り組む．

5．研究からいえること
未来共同探索システムは，優れた意思決定システムである．新しい政治シス
テムは，まず意思決定システムを基盤として確立し，そのうえに民主主義政治
システム，行政システムを順次築くというように構造化されている．このよう
な世界的な政治システムを創らない限り，そして世界のすべての人がその建設
と意思決定に参加し協力しなければ，世界的な社会問題は解決できないという
ことである．このことに気づかなかったことが，いままで核兵器廃絶運動，平
和運動，世界連邦運動，環境保護運動，経済格差是正運動が進展しなかった原
因と考える．もしこの構想の実現を各運動団体の共通目標にするならば，総力
を結集して世界に実現を呼びかけることができるうえ，構想が実現したときに
は表面上は異なっている各運動の目的が一度に達成されることになる．
この構想の実現は，これまで人類史上最大のプロジェクトと呼ばれてきた
1960 年代の米国有人月面探査計画「アポロ計画」の何十倍の規模の巨大プロ
ジェクトになるはずである．しかし，人類全体に与える恩恵は，その何百倍，い
やはかりしれないものになるであろう．
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すための第一歩となる．また，これからの議論に備えて合理的な根拠を明確にす
るためにも必要である．さらに，極めて大規模で複雑なシステムの理解を深める
ことを通して新たな科学哲学の世界への扉を開くことになると考えた．
私は，世界の誰もが納得せざるを得ない考えをもとめて，もっとも根本的な
ところから考え始めることにした．

2．普遍的な探究の出発点
動物は，絶えず変化する環境の中で，適切に行動できなければ生きていけな
い．活動エネルギーを補充するために餌を見つけて食べ，敵や危険そして暑さ
寒さから身を守らなければならない．寿命がある．子を作り，育てていかなけ
ればならない．そして，死んだら生き返らない．人間以外の動物では，行動は本
能によって決められている．しかし，大脳を発達させ思考能力をもった人間は，
環境の状況を注意深く認識し，適切な行動プランを考え出し，環境に柔軟に適
応できるようになった．
私はこれらの事実をもとに，次の二つの概念を定義してみた．
・ 仕事とは，人間がある目的を達成するために行う一連の努力とする．
・ マネジメントとは，仕事を効率的に達成するようにするための知的活動と
する．
そのうえで，さらに次の 2 つを基本方針にして検討を進めるのがよいと考え
るに至った．
（1）最も基本となる知識，つまり物質世界，生物世界，人間世界を包含した領
域に共通する知識として，システムという見方に注目し，システムに関
する基本的な知識を体系化して考え方の基盤とする．
（2）人間の場合，進化は文化というソフトウェア・システムの領域で行われ
るという点に注目し，人間の文化の進化という視点で検討する．そして
文化は仕事とマネジメントとも密接に関係している点も見逃さないよう
にする．
つまり，システムの知識を基盤にしたうえで，人間の文化の進化の視点から

第 3 部 社会科学における新しいパラダイム

社会科学のパラダイムを求めようとするものである．

1．社会科学のパラダイム転換における問題

3．システムについての基礎的な知識

社会科学は現在行き詰っている．その打開には，新しいパラダイムが必要で
ある（30）．しかし，そこには自然科学には見られない独特の問題が存在してい

システムについての基礎的な知識は，多様なものがある．このうち，社会科
学の新しいパラダイムに関係があるものを列挙し，簡単に説明する（31）．

る．仮に，新しいパラダイムを提唱したとしても，それを使って人類が直面し
ている諸大問題を解決することのできる全体構想を創れるところまで立証でき
なければ，真偽はわからない，ということである．
だから，
「私が創った全体構想の根底となる考え方は，いかなる考えであるべ
きか？」と分析的に考えてみることが，社会科学における新しいパラダイムを探

3 . 1 部分と全体との関係
システムは，システムを構成している多数の要素同士が，互いに相互作用を
及ぼして，動いているものである．それぞれの要素についても，システム全体
についても，状態ととりうる自由度がたえず時間に変化している．だから，シ
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ステムを理解する場合，ある要素だけを取り出して考えることや，全体を抽象
的な概念で考えることは，不適切である．システム全体を忠実に表したシステ
ム・モデルを作り，そのうえで検討する必要がある．

つには生物の進化過程において，環境への理想的な適応形態へしだいに近づい
ていくこと，つまり収斂によるものと考えられる．例えば，水中で生きる魚と
クジラの外形が似ていることである．

3 . 2 システムの機能目的とシステムの機能的階層構造
システムは，何らかの目的とする機能をもっている．そして，システムは機

生物と非生物の間でも同形性がみられる．例えば，腕と手の働きと，土木工
事現場で見かける油圧パワーショベルとの類似性である．脳の情報処理の働き
と，コンピューターの働きとの類似性である．動力を備えた機械とコンピュー

能的に階層構造を形成している．各階層におけるサブ・システムにおいても，
それぞれ目的とする機能をもっている．この性質を知っていると，システムを
理解することが容易になる．
システムを構成する要素の種類も重要である．例えば，自然界の無機物か，
生体的なものであるか，金属等の人工的な材料であるか，によってシステムの

ターとの間にも類似性がみられる．動力部分がハードウェアであり，その動力
を使って作業を行う機械構造部分がソフトウェアである．

性質も大きく異なってくる．情報と論理とでできたシステムいう異質のシステ
ムもある．

ブレーキ役をもったフィードバック機能をもたせ，両者の働きを均衡させる必
要がある．

システムは，システムを動かすためのエネルギーを必要とする．つまり動力
装置を必要とする．それ自体もシステムの機能要素の一つである．
3 . 3 システムを観察するときの注意
社会の動きを生態系的に理解するためには，社会全体を捕え，閉鎖系で考え

3 . 6 システムの安定性維持機能
システムでは，活動の安定を保つためには，前進方向に働く機能に対して，

3 . 7 生命体と非生命体の進化の違い，文化の進化速度
進化とは，生きる上で必要な能力の増強であるといえる．
生命体の進化は，DNA の変化と，自然選択によるので，形態を変えうる範囲
の制約も多く，進化する速度も非常にゆっくりしたものである．

なければならない．難しいことではあるが，次のことで比較的容易になる．
システムの階層で機能を観察するときには，それに適した空間的距離を保
ち，適した時間間隔で動きを観察すると，特徴的な動きを把握することができ

それに対して，人間の文化の進化は，文化の主体が情報という形態であり，
人間の脳の情報処理の柔軟性と情報伝達の容易性から，多様な形態に，短期間
に進化させることができる．他者の優れたものの模倣と，自らの力によるより

る（32）．このことは，一種のフィルターを通して観察するということである．

優れたものへの改良が重要な役割を果たす．
人間の文化の形態として，組織や制度を作って活動すること，道具を作り自
分の体の延長として使うということが大きな特徴である．
人間が人工的に作る道具，工業製品システムにおいては，非生命体である物

一つのシステムの全体としての機能目的を見つけようとするなら，上位階層
で，しかも長期間にわたるゆっくりした動きを観察しないと，よくわからない
場合が多い．ここに，人間社会というシステムにおける歴史学の重要性がある．
3 . 4 避けるべき部分最適化による解決方法
システムに発生した問題を解決しようとするときには，適切な機能階層で原
因を発見し，その原因を解消することを考える必要がある．そうではなく，単
に目に付く表面的な問題を発見してそれを解消した場合は，それは，真の問題
解決ではなく，部分最適化の問題解決になってしまう．多くの問題の取り残し
や，新たな問題を生み出すことになる．
先に述べたが，仏教思想では，人間の悩みや問題を解決しようとするとき，
環境と人間を一つのシステムとして理解し，人間の上位階層の機能で考えて根
本原因を見つけ，解決しようとしている．
3 . 5 異なるシステム間の形態的な類似性
異なるシステムの間に，機能的，形態的な類似性がみられることが多い．一

体のため，生産，複製，流通が自由であり，多様な形態に，しかも短時間に進化
させることができる．道具や制度は，製作者によって知識や価値が内在化され
ている．
3 . 8 仕事の方法の同形性
文化の進化という点から考えると，人間の仕事の方法の同形性というものも
考えられる．仕事の方法は，文化の一つであるが，これも進化し，収斂するとい
える．つまり，優れた方法の創造，模倣による伝播，さらに優れたものへの改良
という作用の繰り返しによって，人間の特性に対して理想的な適応形態へと次
第に近づいていくと考えられる．
3 . 9 システムの基本構造からくる能力の限界
システムは，何らかの機能を果たすものである．システムの能力は，システ
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ムを改良していけば，向上させていくことができる．しかし，システムの最大
能力は，システムの基本構造からくる限界があることに注意しなければならな
い．基本構造からくる能力の限界に達している場合は，いくら問題を指摘して
も，改良の余地がない．その限界以上の能力を得ようとするならば，システム
の基本構想を全く新しい原理のものに変えなければならない．例えば，プロペ
ラ推進式の飛行機では，理論上，音速を超える速度を出すことは不可能である．
音速を超える速度で飛行したいならば，ジェット推進式エンジンを発明し，実
用化しなければならない．システムの基本構造を変えるということは，生物学
では大進化に相当する．

4．文化の進化という見方での検討
4 . 1 システムという見方での人間観
この節の考え方はすでに発表した論考（23）で述べているが , 重要な出発点なの
で要約して再度述べておく．
人間はつねに変化する環境の中で，次のようにして適切な行動をとって生き
ている．
（1）人間は，脳の中に外界である物質世界の像を作り，今後の行動と未来の
関係を予測しながら，物質世界で行動して生きている．
1）物質世界は，物理的な活動であり，制約が多い．
2）脳の世界は，情報と論理的な活動であり，制約が少ない．
（2）人間は，家族，集団，社会を作り，互いに助け合い，利害関係をもって生
きている．互いに世話しあい，交換しあい，役割分担しあい，専門化して
生きている．ものだけなく，情報，知識，智慧，生活習慣を共有して生き
ている．
（3）人間は，道具を作り使うことで，能力を急速に進化させた．
（4）
「仕事の基本サイクル」
私は，仕事，つまり人間が目的をもって行う努力についての基本的な単
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未来共同探索システムは，世界環境および世界のすべての人びとの「仕事
の基本サイクル」をシステム・モデル化し，シミュレーションを行うもの
である．それは，行動プランを考えるうえで必要な未来推測能力を強化す
るためのものといえる．
（5）付加価値についての認識
「仕事の基本サイクル」を念頭において，行動と付加価値，そして行動プ
ランとの関係を認識することが重要である．
1）付加価値とは，行動の結果出現した新しい環境（あるいは状態）と，行
動前の環境（あるいは状態）との変化分を，欲求を基準にして評価し
たものと考えることができる．
2）付加価値の評価基準の多様性を認識することが重要である．
・個人，視点，状況などによって，付加価値の評価基準は異なる．
・価値は，相対的な順位だけでなく，絶対的な優先順ももっている．生
命や健康，人生を大きく左右する事項に関するものは，最も順位が
高い．倫理面での評価も重要である．
3）脳の知的活動で生産される行動プランによって，発現時の付加価値と
必要な努力の大枠が決定される．行動プランは，次のような式で効率
が評価され，選択時の参考にされる．
付加価値の知的生産性＝ 付加価値／知的努力
4）行動プランを創る作業過程で，情報，経験，知識，哲学，価値観，倫理
観が，よりよく「生きる」ために統合される．
・行動の引き金となる環境変化に関する情報は，付加価値を生む源泉
である．
・情 報，経験や知識等は，行動プランを作るうえでの材料や評価基準
である．

位を，次のような一連のプロセスとして考えてみた．
「環境（あるいは状態）が変化する，この変化の知覚が，潜在的な欲求を

5）人間を取り巻く環境の状態は刻々と変化しているので，欲求を満たす
ためのよりよい行動プランの内容も，努力の必要度合いも，得られる
付加価値の大きさも，つねに変化している．紙面の都合で省略するが，
時間軸で，これらを詳しく検討してみると，有益な知見が得られる．

顕在化させ，欲求が行動プランを考えさせ，行動プランによって行動が
起こされる．さらに行動の結果，環境（あるいは状態）が変化し，付加価
値が発現する．
」
私は，このプロセスを「仕事の基本サイクル」と呼ぶことにした．我われ

最後に注目すべき点は，「最終的に価値をもつのは行動プランであり，
情報，経験や知識等は，行動プランを作るうえでの材料や評価基準で
ある．」ということである．我われは，情報や知識を過度に重視し，行
動プランの価値を不当に軽視してきたように思える．

が生きるということは「仕事の基本サイクル」の連続である．
「仕事の基本サイクル」には，変形形式があり，要素的な作業の分業化が
それである．その場合，人同士のコミュニケーション作業が介在する．
道具は，「仕事の基本サイクル」における人間の能力を強化するためのも
のといえる．

4 . 2 人間が生きるうえで必要な基本的な能力
以下のことは，人間および人間社会というシステムの活動を，適切な光の
フィルター，適切な時間間隔のフィルターを使い分けて観察し，システムの構
造的，機能的な特徴を明瞭にすることに相当する．
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人間は，よりよく生きるために，これまで次の 2 つの能力を高めてきた．
（1）生活のために身体能力を高める．
人間は，さまざまな道具を発明し，それを身体機能の延長として使い，生

係にあり，社会的な必要性をより多く満たすために行われる一体的な活動とい
える．また，一つの活動の進歩が他の活動の進歩を助けて全体がスパイラル状
に進歩するという関係にもある．あえて区別する必要がない限り，これら 4 種

活能力を高めてきた．この能力は，行動能力，知覚能力，思考能力と広く
考えるべきである．また，能力についての理想をもち，それを実現しよう
と努力してきた．

類の活動を拡張された技術という一つの概念で考えると単純に考えることがで
きる．
さて，3 本の縦糸のそれぞれの変化の特徴を明確に把握するためには，比較

（2）今後どう行動したらよいかについての意思決定能力を高める．
意思決定のとき，倫理，掟が前提条件としてある．人を殺傷するな，盗む
な，騙すな，互いに仲良く助け合へなどの共通の約束ごとである．
人間は，意思決定を行うために，これまでに次の 2 つの方法，つまり準拠
思想を創りだし，用いてきた．

期間を，230 年前から現在まで（1790 〜）の長期的な変化の波，140 年前から
（1880 〜）の中期的な変化の波，そして最近の 60 年間（1960 〜）の変化の波と
いう，3 つの時代区分に分けて，特徴的な変化を波として観察するのがよいと
思われる．
各時代区間で観察するときの注目点は，技術革命の発生と，システムの基本

1）この世を創った全知全能の神を信じ，その神の教えに従うという意思
決定方法．

構造の変化である．また，環境の変化に対する適応状況である．
技術革命は，人間が生きるうえで必要な能力を，これまでの千倍，百万倍に

これは欧米キリスト教世界，そしてイスラム教世界での意思決定方法
である．神や神の意思を伝える預言者の権威が重視される．
2）経験的な法則性に気づき，それを応用した合理的な思考に従うという
意思決定方法．
これは，東洋思想，つまり仏教思想，儒教思想での意思決定方法である．

増強する変化をもたらす．これらの技術革命は，それぞれの時代区分の初めに
おこり，うねりのような大きな波に成長しながら現在に押し寄せているという
見方ができる．また，人間の「文化的な進化」，「仕事の方法の進化」，あるいは
「進化の可能性」という広い見方をするならば，3 本の縦糸のうちのある 1 本で
起こった大きな進歩のうねりは，他の縦糸にも共鳴し，その糸でもうねりのよ

地域的に大きく離れていても，両者とも，善悪，道徳的な部分では，互い
に共通する部分が多い．
この意思決定方法の適用には，さらに，それぞれについて 2 種類の場面が

うな大きな波を起こすようになると考えてもよいと思う．
波が一つの領域で時間的に増大し，同時に他の領域的にも伝播する性質を
もっているのは，その波が人間が生きるうえで普遍的な価値をもっているから

ある．
1）個人的な生き方に関する意思決定．
2）集団的，社会的な意思決定．つまり，政治である．
ところで，道具の発明と意思決定能力の向上は，別物ではなく，相互依存

である．また，知識は伝播し，知識は蓄積されていく．技術や道具，施設も同様
である．それらは，あらたな知識，技術，道具や施設を生み出すために利用され
るので，知識，技術，道具や施設の蓄積は加速度的に増加していく．それらの活
動に従事する人びとの数も増加していく．これらが，進歩のうねりの正体であ

的である．たとえば，羅針盤の発明は航海における意思決定能力を高め
たし，科学による意思決定能力の向上は道具の発明能力を高めた．

る．
4 . 3 . 1 「もの作り」の文化と物質経済システム
「もの作り」の文化と物質経済システムの変化を眺めることによって，技術の
本質を理解することができる．

4.3

社会の 3 つの領域における文化の変化の比較

ここからは，先に述べた，仕事の方法の進化，仕事の方法の同形性，仕事の方
法の収斂，という性質を使って検討を進める．
ここで，社会システムを，物質経済システム，生き方の基本思想，政治システ
ムの 3 つのサブ・システムに分け，関連する文化と合わせて時間的な変化を比

（1）最近 230 年間の変化 物理的な技術革命
この期間の初めに，大きな技術革命が起こり，それによって物質経済システ
ムの基本構造が大きく変わった．
人力，牛馬の力，そして木製機械を使った筋肉労働の方式から，熱エネル

較してみる．これを並行に張られた 3 本の縦糸として，各縦糸の時間的な変化
を，隣接する縦糸と比較しながら考えてみる．なぜなら，各縦糸とも一つの社
会の中での一側面であり，互いに密接に関係しているからである．

ギー，電気エネルギー，そして金属製機械を利用した作業方式に転換し，筋肉
的な労働能力の大増強が行われた．さらに，電気の性質を利用して，神経およ
び感覚器官の能力の大増強が行われた．

ところで，各縦糸とも巨視的にみて，思想・哲学，科学，技術，マネジメント
の 4 種類の知的活動がそれぞれ行われている．それらは互いに手段と目的の関

前者は，物理的な行動能力の増大をもたらし，後者は，意思決定能力の増大
をもたらした．
「もの作り」世界で起こったこの二つの技術革命は，
「もの作り」
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世界を大きく変えた．そして，他の領域にもすぐさま伝播した．後者は，個人の
意思決定能力を高めた．また両者とも，政治の世界にも影響を及ぼした．特に，
軍事の分野に大きな変化を及ぼした．

第に低下した．科学の進歩，啓蒙思想の浸透，学校教育の普及によってである．
キリスト教においても，仏教においても同様である．
（2）最近 140 年間の変化 進歩と不安

この結果，動力・機械革命，産業革命，交通輸送革命，電気通信革命，軍事技
術革命が起こった．社会的には，資本主義経済，近代工場組織が誕生し，その発
展とともに人びとの日常生活が快適になった．

ここで，メディアの技術革命が起こった．新聞，映画，ラジオ，テレビによっ
て人びとは世界の出来事を短時間に知ることができるようになった．また，人
びとは，世界的な政治経済の影響をより強く受けるようになった．先進国では，

さて，「もの作り」の活動目的は，人間の生活に役に立つ，何らかの機能を生
み出す道具，すなわちシステムを創りだし，社会に提供することである．最初
にシステム設計という作業があり，その作業過程で，価値観，知識，経験が内部
化される．科学と技術は一体として実践されており，実証主義が徹底されてい
る．

繁栄を謳歌し，未来はより輝かしいものと思えた．科学は万能と思われた．し
かし，まもなく大きな戦争や世界的な経済恐慌によって，人間の愚かさと無力
さを感じるようになった．そして，大きな力をもっていることは自覚しても，
未来については自信を持てない状態になった．
（3）最近 60 年間の変化 人間性の抑圧

「もの作り」における実証主義とは，システム設計されたものを試作し，さま
ざまな評価試験を行い，不具合点を改良し，すべての評価項目で満足すること

社会的な理想の追求は忘れ去られ，現実的，個人的な幸福を求めるように
なった．競争社会，組織管理社会の中で個人への抑圧が増大し，多くの人が無

を実証することである．実証済みのシステムのみが，広く市民に提供される．
科学的な方法も使われる．例えば試作品に不具合があり，原因が不明な場合は，
科学的な調査分析で原因を探究し，探究した原因が確かかどうかを，試験で確
認している．
これらのことは，自動車というシステム製品を例に考えるとよくわかると思

力感をもっている．近年では，社会的ネットワークシステム（SNS）の発達に
よって，人びとの社会に対する意識が大きく変わりつつある．これは，技術革
命を伴っているので社会に大きな変化を起こす可能性がある．
4 . 3 . 3 社会的な意思決定の文化と政治システム
（1）最近 230 年間の変化 市民が中心となる政治革命

う．
（2）最近 140 年間の変化 マネジメント革命
大企業の中から，現業部門であるライン組織，ラインの活動を支援するス

この期間の初めに，政治システムの基本構造が大きく変化した．各人は，自
由と平等の権利を得た．絶対君主政治から代表制民主主義政治へ変わった．こ
のことにより，政治的な決定における利害関係者の数が大幅に増加し，利害の

タッフ組織，両者の活動を統括調整する経営管理組織，という組織的な分化が
起こりはじめた．そして大量消費時代を迎え，顧客というものを強く意識した
活動になった．スタッフ組織の活動によって，発明や製品開発における科学と
技術の統合，作業方法の科学的な改善，原価や工程へのシステム的な管理方法

調整が難しくなった．特に，男子普通選挙それに続く婦人参政権の確立による
有権者数の増加と，経済活動の複雑化のために，代表制民主主義システムは国
内政治において十分に機能しなくなっている．
ここで注目すべきことは，政治システムの基本構造が変化したことは確かだ

の導入などが行われていった．多くの企業が研究所を設立した．高い専門教育
を受けた若者を大量に採用していった．
（3）最近 60 年間の変化 情報通信技術革命
コンピューター関連技術の発達，半導体集積回路と光ファイバー通信の発明

が，それは技術革命によるシステム基本構造の変化ではなく，政治的権力者の
社会階級上の交代にすぎないということである．
（2）最近 140 年間の変化 経済的利害による戦争
科学技術，産業の発達によって，次つぎと高性能な兵器が登場し，大量生産

によって情報通信分野における技術革命がおこり，頭脳によって行われてきた
知的能力の大増強が行われた．この技術革命の成果は，製品への応用だけでな
く生産技術や企業経営にも応用され，さらには社会の諸活動に広く浸透して
いった．特に注目すべき技術は，製品設計における製品形状のグラフィック表

されるようになった . そして軍事力と産業力が国際政治の前面に登場するよう
になった．これは，政治のあり方からすれば後退である．
先進諸国は，軍事力を行使して東洋，アフリカの諸国および諸地域を次つぎ
と植民地にした．そして，先進国同士が，兵士の大量動員，科学・技術・産業

示技術，動作や耐久性評価のシミュレーション技術である．これらは，多方面
に応用されている．映画製作分野はその一つである．
4. 3 . 2 人間の生き方の基本思想

の総力を投入して二つの世界大戦を起した．死者は前者が 1600 万人，後者は
5000 万人ともいわれている．国際的な平和を維持するものとして，第一次世界
大戦後に国際連盟が，第二次世界大戦後には国際連合が生まれた．ただし両者

（1）最近 230 年間の変化 啓蒙思想
宗教は，これまで人間の生き方の基本思想となっていたが，その影響力は次

とも，代表制民主主義システムの延長である．国内政治との違いは，各国の国
家主権と軍隊の保持が認められていることである．国際連合においては，5 大
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国が安全保障理事会で拒否権を行使できる．また，大量の核兵器をもつ大国同
士は，戦えば双方の破滅という恐怖心により停戦状態が続いている．第二次世
界大戦後，植民地国は次つぎに独立を果たし，現在（2020 年）
，国際連合の加盟
国は 193 ケ国に達している．
（3）最近 60 年間の変化 政治の機能不全の深刻化
こうして 3 本の縦糸の比較を全体的にみると，過去 230 年を通して政治分野

で比較すると，両者の世界の違いが明確になる．
「仕事の方法」の比較の最大の利点は，遅れている方は，進んでいる方の「仕
事の方法」を真似することで，全体的に，体系的に進化させることができる点

では，政治の質を大幅に向上させる技術革命も，それによって政治システムの
基本構造が変わるということも一度も起こらなかったということが際立って奇
異にみえてくる．しかし，政治的な環境はめまぐるしく変わり続けている．環

いう時代のうねりが，自分たちの分野にも押し寄せているという時代感覚をも
つ人がいなかったといえる（33）．それの本質を理解し，積極的に利用しようとす

境への適応が問題視されなければならない．そして，人間にとって技術は環境
適応のための重要な手段であったはずである．
最近 60 年間の政治的環境の変化では，旧ソ連の崩壊と中国の開放政策によっ
て，国際政治におけるイデオロギー対立は解消された．物質経済活動が世界規
模の拡がりと一層の活発化をみせているために，社会の安定化のためには世界

の仲間内の競争であって，強い外圧が働かないから自己革新の強い誘因が働か
ないためといえる．しかしいまや，現代文明の存亡がかかった状態である．だ
から，世界の多くの市民は，政治と社会科学の世界に強い外圧，つまり叱咤激
励し，彼らが自己革新しリーダー・シップを持てるようにする必要がある．同
時に，社会として彼らの活躍の場を広げてやらなければならない．

的な秩序を必要としている．核兵器問題だけでなく，環境問題，各種資源の枯
渇問題，未来世代に対する責任問題，など早急に解決すべき世界的な政治課題

「仕事の方法の同形性」からいえる最も重要な改善策として，次の二つが考え
られる．

が，続々と生じている．しかし，国家間の利害調節がさらに難しくなり，国際政
治においては，より深刻な機能不全を生じている．
社会システムの安定性からいえば，物質経済システムは前進の働きを生み出
しており，政治システムは社会システムを安定に制御するためのフィードバッ
ク機能を受け持っている．政治システムの制御能力が弱いため，社会システム
が不安定になっているといえる．つまり，一方では個々の経済組織の利潤追求，

（1）世界政治におけるマネジメント組織の確立
政治の世界においては，ラインに相当する組織は，議会と行政組織である．
スタッフに相当する組織は，社会科学者たちと考えられる．しかしこれまでの
ところ，両者の活動を統括調整する経営管理組織に相当するものがみあたらな
い．だから，スタッフである社会科学者の活動は組織化されず，ラインとの密
接な協力関係が形成されていない．

個人の自由と福祉の追求が認められ，他方では社会全体の福祉と社会の持続性
という責任もある中で，両者の難しい調和が求められている．この葛藤の結果，

市民一人ひとりが，社会という会社の株主と考えるならば，株主である市民
は，経営を委託する社長以下の最高経営陣を作り，政治の世界におけるライン，

個人としても，政治としても適切な意思決定ができない状態になっている．こ
れこそが，現代社会における問題の核心部である．この問題を解決するために
は「意思決定システムの基本構造を変えなければならない」ということになる．
4. 3 . 4 未来社会の位置づけ

スタッフ，経営管理者の組織を確立しなければならない．そして，市民は，大き
な政治課題の解決を，最高経営陣に直接要求をだせるようにすべきである．だ
から，世界連邦政府には，この機能も持たせる必要がある．国レベル，地域レベ
ルの政府においても同様である．

3 本の縦糸の動きを未来に延長して考えるならば，情報通信技術革命を利用
した未来共同探索システムの発明によって，意思決定システムにおける技術革
命と，政治システムにおける「第 2 の市民革命および行政革命」とが同時に起こ
るということである．これらによって物質経済システムを倫理と理性による安

（2）システム設計を可能にする条件を満たすようにする．
「もの作り」世界には，システム設計を可能にするための暗黙の条件が存在し
ている．
「対象を詳細に観察できること．対象に手を加え，その結果どうなるかを観察

定制御下におくことができ，持続可能な社会に移ることができるということで
ある．

できること，つまり実験ができること．いろいろな実験を試行錯誤的に繰り返
して行えること．
」
政治の世界では，対象となる社会システムについて，これらの条件を満たす
ことができなかったことが，より根本的な問題であった．情報通信技術革命の

5．
「もの作り」世界と政治の世界の比較検討
5 . 1 「仕事の方法の同形性」と進化からいえること
「もの作り」世界と政治の世界を，
「仕事の方法の同形性」と進化という視点

にある．
そのとき重要なことは，時代感覚をもつということである．政治とそれと密
接な関係にある社会科学の世界では，マネジメント革命と情報通信技術革命と

る人がいなかった．それは，産業界，軍事界とは違って，閉じ込められた世界で

本質を理解し，この問題の解決手段として考え出されたのが未来共同探索シス
テムである．これによって，政治も社会科学も「もの作り」世界での仕事の方法
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を真似して，進化させることができる．第 2 部で述べた「精神的な財と精神的な
経済システム」は，その好例である．
さらに本質的な問題がある．それは，内面に一歩踏み込み，両者の文化の本
質を比較すると明らかになる．
5.2 「もの作り」世界の文化と宗教家・哲学者・社会科学者の文化との違い
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を使って問題を解決できるという，前提がある．しかし，それらを知って
も人びとが問題を解決するための適切な行動プランを考えつき，それに
もとづいて行動を起こせない場合は，この前提をもとに突き進んでいる
活動自体に無理があるということになる．
「もの作り」世界の文化と比べると，人間の知的能力の限界と非力の悲しさを
意識していないことが明らかになる．これが「理屈ではわかるが，やろうとし

技術者は，不可能なことを可能にすることに意欲をもやす．金属が引力で落
ちるのは自然の働きである．しかし，金属板を翼の形にし，プロペラとエンジ
ンの力で前に進むようにすると，空気の流れの性質によって，重い飛行機でも
空中を飛ぶことができるようになる．
事業家が，大型のジェット旅客機を使って航空輸送事業を始めれば，赤ちゃ

てもできない」ということの原因である．そこで「もの作り」世界の文化に出番
がある．その限界を，知的活動エネルギー源を備えたシステムを創って克服す
るという考え方が登場する．その考え方によって生まれたのが，未来共同探索
システムである．

んでも老人でも，音の速さに近いスピードで遠く離れた国へ快適に旅すること
ができるようになる．私は，
「もの作り」世界の文化をこのように考えている．

5 . 3 全体構想の作成について
問題を解決するための全体構想は，システムとしての機能的な階層構造を

ここで，社会に接するときの，
「もの作り」世界の発明家，技術者，事業家の
文化と，宗教家，哲学者，社会科学者の文化を比較すると，その違いがよくわか
る．そして，もっとも注目すべき点は，それぞれの暗黙の前提条件である．
（1）
「もの作り」世界の文化
1）関心点：社会の大きなニーズに応えること（顧客の満足の追求）

もっている．全体構想の概要は，もっとも上位の機能階層に属する．その中で
使われる具体的なシステムの機能は，相対的に下位の機能階層に属する．その
具体的なシステムの機能は，さらに階層的な機能構造によって，より具体的な
構造に展開される．
ここで，「もの作り」文化の重要な特徴を追加しておく．「もの作り」世界に

2）取り組み方：
・ 発明家・技術者・事業家は，多くの人びとが，生きるうえで抱えている問
題・欲求に気づき，その解決に役に立つシステム（新しい道具や制度）を

おいては，システム設計図，あるいは全体構想を創るときには，経験上，一つの
原則がある．
最初にシステム設計図の原案，全体構想の原案を創るのは，相当な経験と力

考え出し，実物にし，提供することを目ざしている．
・ 人びとは，そのシステムを適時に使用して，自分が直面している多様な問
題を解決する．つまり，そのシステムを適時使って，意図する行動を容易
に行うことができる．

量をもった 1 人ないしごく少数の人であるという点である．それらの原案がで
きあがった段階で，多様な専門家が招集され，多様な視点で評価検討が行われ
るという原則である．
システム設計図作成でも，全体構想創りでも，目的とする機能のできるだけ

3）暗黙の前提条件：この活動では，物理的な能力であれ，知的な能力であ
れ，人間の能力的な限界と非力の悲しさを意識している．そのうえで，能
力的な限界を，活動エネルギー源を備えたシステムによって克服すると
いう前提がある．

理想的な実現方法が求められる．その作業には，いろいろな矛盾する制約があ
るなかで，それをうまく解決することが求められる．アイデアの試行錯誤と多
方面の評価が常に行われる．このときレーダー・チャート図による多方面の評
価法はよく利用される．

（2）宗教家・哲学者・社会科学者の文化
1）関心点：人間の生き方の問題の解決，社会的な知識（真実・真理）の探究
2）取り組み方：
・ 宗教家・哲学者・社会科学者は，多くの人びとが，生きるうえで抱えてい

これらの作業を短時間に効率よく行うためには，1 人の人間の頭の中で，
四六時中行わなければならない．それを行なうためには，多様な知識をもって
いることと，それを組み合わせてアイデアを創りだせること，そして多方面の
評価を行えることが求められる．これが，先にあげた原則の由来だと思う．

る問題・欲求に気づき，その解決に役に立つ，情報や知識を発見して提供
することを目ざしている．問題を提起し，警告する．問題の原因を分析し，
解決のヒントを発表する．この点では純粋自然科学者，ジャーナリストも
同じである．
3）暗黙の前提条件：この活動には，世の中の人びとが，それらの情報や知識

開発責任者には，責任範囲の限定はない．そもそも専門というものはない．
必要ならばあらゆる種類の知識を入手し，役立てることが求められる．
社会問題を解決するための全体構想を創るためには，社会科学者の中に，社
会的なシステムに関して，このような役割を果たす人が必要であったと思う．
それは，これまでの細かく専門化された社会科学者という範疇を超えた存在で
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ある．このことも社会科学者が諸社会問題を解決できないでいた原因の一つで
ある．

6．未来共同探索システムと新しい意思決定システム
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社会制度を変えてみるとどうなるかを試すことができる．その結果，未来の可
能性の探索範囲が広がる．
（2）システムにおける行動選択の自由度

6 . 1 物質システム世界と情報・論理システム世界の存在
未来共同探索システムという仕組みが考えられることで，先に述べた「シス

過去の世界は確定している．未来の世界は未確定である．現在の世界は両方
の世界の境界面である．サイバー・ワールドは未来の世界の先導役として利用
できる．

テムの基本的な性質」に追加すべき事項が明確になる．物質で構成されるシス
テムの世界の他に，情報と論理とで構成されるシステムの世界があるというこ
とである．より的確に表現するならば，物質として表現される多様な存在が，
互いに物理的・化学的作用を連鎖的に及ぼし合って変化するというシステムの
世界とともに，情報として表現される多様な存在が，互いに論理的作用を連鎖

人間の行動を，システムの自由度という視点で考えてみる．現在の状態はす
でに確定している．しかし，各人には今後とりうるわずかな自由度が与えられ
ている．その自由度のうち何を選ぶかによって，次の時点での状態が決まる．
その時点になると，各人には新たな自由度が与えられる．その自由度のうち何
を選ぶかによって，さらに先の時点での状態が決まる．

的に及ぼし合って変化するというシステムの世界も存在するということであ
る．

我われは，自分の自由度の選択肢をすべて見通せるわけでもないし，各選択
肢についての未来の状態も見通せるものではない．ある人が，ある選択肢を決

後者は，人間の脳の中に作られる世界であり，世界の実際の状況はいままで
部分的で不完全な形でしか人間には知覚できなかった．しかし，未来共同探索
システムを創ることによって，コンピューターとインターネットを結合して作
られるサイバー・スペースの中に，世界は全体的かつ完全な形で作られ，人間
に知覚できるようになった．これをサーバー・ワールドと呼ぶことにする．
いまや，我われは，自分が住んでいる唯一の世界を，物質世界と，サイバー・

定した場合，それによって他の人の選択肢が狭まったり，逆に広がることもあ
る．選択の自由度は，あくまで相互的，全体的に決まるものである．目的を果た
すために，直接的な行動を選択できる場合もあるが，いくつかの種類の行動を
組み合わせて段階的に目的を果たすという方法も存在する．
未来共同探索システムは，このような原理にもとづいて，行動の意志決定に

ワールドの 2 通りの方法で知覚し，理解できるようになった．人間が新たな知
覚能力をもつということは，人間が新たな世界を開くということを意味する．

参考になる高い価値の情報を我われ全員に提供してくれる．
（3）情報通信機器とシステム・モデル
人間にとってコンピューターは，サイバー・ワールドを扱うための道具であ

システム科学，情報科学，脳科学を関連付けて情報技術（IT）の意味を考え
ると，情報技術は，これまでの時間，空間，物質的，人間と人間社会の概念を変
えてしまうとてつもない巨大技術であることがわかる（34）．
（1）二つの世界の差と応用

り，物質世界との間での相互変換を行うための道具である．
コンピューターは，適切な変換装置を使って外界からの情報を取り込める．
それは，人間の指示，自然界の現象，機器からの情報である．大量の情報を保管
し，必要な情報を素早く取り出して利用できる．大量の情報同士を組み合わせ，

物質世界の中での物質システムの活動は，環境，物資の入手，時間，空間，活
動エネルギー，生死などの点で制約が多い．しかし，サイバー・ワールドの中
で行われる，情報と論理とで構成されたシステム・モデルの活動は，こうした
物質世界での制約から解放される．
たとえば，物質世界で起こした行動や起こった出来事はやり直しが非常に困

より利用価値の高い情報にすることを非常に高速に行うことができる．光通信
ネットワークを使い，大量の情報を地球上のどこへでも一瞬にして送ることが
できる．コンピューターは，その情報を適切な変換装置を使って，画像，音声，
機械の指示情報として送り出すことができる．適切なソフトウェアを作ること

難であるが，サイバー・ワールドではそれらは容易にやり直しができる．肉眼
で直接みる範囲の物質世界の活動には限界があるが，サイバー・ワールドを，
コンピューターを使って覗く場合には，記憶装置に格納されている時系列地球
システム・モデル群を参照するので，時間と空間を超越して一瞬にしてどこに
でも移動できる．
さらに個人の意思，人権，社会的な合意などの制約からも解放される．つま
り，現実世界では変えることが簡単でない他人の意思や社会制度であるが，サ
イバー・ワールドでは，強制したりしないで，仮定として，自分や他人の意思，

によって，これらのことを自由に行わせることができる．
情報と論理の組み合わせによるシステム・モデルには，コンピューターを利
用できるだけでなく次のような特徴がある．
1）複雑で大規模なシステムも表すことができる．
2）部分的なシステム・モデルを組み合わせて拡張すること，修正することが
容易にできる．
3）最も正確にシステムの動きを表現することができる．これは，次の性質に
よるものである．
情報と論理の組み合わせによるシステムは，人間が物質世界と自分の内面を
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観察してモデル化することができる．一般にシステムは，空間的，時間的に細
かく分割すると，隣接する区画間で要素間の関係を単純化することができる．
この性質を利用すると，実際に行われている通りにモデル化できるようにな
る．同時に，シミュレーション結果の精度が向上する．その結果，システム細部
の状況の正確な観察が可能になり，より的確で個別的な対応をとることができ
るようになる．
その反面，膨大な情報量と，膨大な計算回数が必要になる．これは，コン
ピューターのハードウェア，ソフトウェアの性能向上によって解決すべき純技
術的課題になる．技術が急速に進歩しているので問題にはならない．
事前に行った未来のある時点の予測状況と，時間が経過してその時点になっ
たときの実際の状況を定期的に比較することによって，予測精度を確認するこ
とができる．偏差の原因を分析して，予測方式を絶えず改善することができる．
6.2

脳科学からみた未来共同探索システム

脳科学の知見では，人間は，脳内に環境のモデルをもっていて，それを過去・
現在・未来と関係づけて使用し，行動しているという．さらに，人間の脳にお
いては，論理的な機能を受け持つ左脳と，パターン処理と情操を受けもつ右脳
とが，互いにコミュニケーションして行動を決定しているという（35）．
ここで問題は，環境があまりに複雑なために，脳の情報処理能力が不足状態
にあることである．左脳は，情報の記憶量と論理的処理能力の限界から，未来
の予測がうまくできない．右脳の直感・感性だけでもうまく問題解決できない．
一方，コンピューターは，論理的な情報処理は得意である．そこで，左脳が受
け持っている情報と論理による推論機能の一部を，外部のコンピューターに代
行させ，その結果を画像化し，視覚を通して脳に通知するというアイデアが考
えられる．そうすれば，これまでと同じように，パターン処理と情操を受けも
つ右脳と，左脳に相当するコンピューターが互いにコミュニケーションして最
適な行動を決定することができる．つまり，左脳の指示で自分の周囲のモデル
をコンピューターに提供し，地球システム・モデル作りに参加する．未来予測
シミュレーションの段階で予測結果を画像にして右脳に提示する．右脳の指示
でコンピューターがモデルを修正したり，表示範囲を変えたりして，その結果
を画像によって確認する．そして右脳と左脳がコミュニケーションして結果を
評価する．
このような原理にもとづいて，サイバー・ワールドの中に，情報と論理を
使って地球上での全活動についての精巧なシステム・モデルを作り，コン
ピューターでシミュレーションすることによって，今後の行動と未来の状態と
の関係について事前に合理的に予測することができる仕組み，この能力を誰も
がもてる社会的な仕組みが，未来共同探索システムであったのである．
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6 . 3 未来共同探索システムと大乗仏教との関係
大乗仏教では，仏とは，因果関係で世の中の変化を見通す能力をもった人だ
という．その能力は，途方もなく長い年月の修行の結果として得られるという．
修行者は，教義の探究と訓練によって，その能力を得ることを目指してきた．
しかし，因果関係で世の中をみるという原理は，合理的であっても，人間の知
的能力の限界によって実行不可能であった．
科学技術の驚異的な進歩が，文明崩壊の危機をもたらしているという皮肉な
結果の現代において，大乗仏教の真価を発揮させる好機が到来したと思える．
それは仏教思想と情報技術を結びつけた未来共同探索システムの登場によっ
てである．私には，大乗仏教の法華経とは，社会問題を解決する原理を示し，
2000 年後の未来の情報技術者に，その実現を託した空想科学小説（SF）に思え
てならない（7）．
人間は，これまで自分の行為と未来の状態との因果関係がわからなかった．
これは仏教では無明と呼ばれるが，未来共同探索システムは，無明の闇を除き，
未来という世界を明るく見通しのきく世界に変える手段であるといえる．未来
共同探索システムを使うことで，誰もが仏と同じ能力をもつことができること
になる．
さらに，未来共同探索システムの必要性，機能，運用方法を念頭におくと，こ
れまで世界の宗教が果たしてきた本質的な役割を，人類史の中で歴史的，客観
的に考えることができる．そうすることによって，世界における宗教の違いに
よる対立を解消し，これからの時代に必要とされる普遍的，共通的な思想が生
まれると期待している．互いの宗教を尊重し理解に努めるとともに，自分たち
の宗教の教義をそれぞれ本質的に一段深め，より普遍性をもった解釈をして新
たに出発することを，私は期待している．

おわりに
200 年ほど前，ヨーロッパ社会が相次ぐ政治革命で大きく揺れ動き，産業革
命によって経済格差が広がるなかで，「三段階の法則」と実証主義にもとづく
（36）
理想的な社会の実現を目指して『社会再組織に必要な科学的作業プラン』
を
著わした若きオーギュスト・コント（1798 - 1857）がいた．彼は，社会学の祖と
呼ばれている．当時彼が展望した，社会学の実証段階と政治の実証段階が，未
来共同探索システムの登場によって，ついに実現する時期が到来したと思う．
社会学のまったき実証化は，未来共同探索システムが結合の核となり，これま
での社会科学の個別領域に加え，システム科学・技術，情報科学・技術，脳科
学・グラフィック表示技術，地球物理学，生態科学，マネジメント技術などが
連結して実践的，総合的な学問に変身することによって達成されるはずであ
る．
また，日本の哲学者

三木清（1897 - 1945）は，政治は社会に対する技術であ
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るとして次のように述べている（37）．
「自然に対する技術があるように，社会に対する技術，即ち政治の如きもの
が存在している．後者は社会科学を基礎としなければならぬ．産業革命の結果
生じた最も困難な問題が社会問題であり，社会的政治的技術が現代の技術とし
て特に重要である．東洋的自然観，社会観の根底をなしているのは一種の技術
哲学，技術的世界観であると思う．東洋的な技術的世界観はなお道具技術的で
あって機械技術的な見方に欠けている．道具技術から機械技術への飛躍は近代
科学によって可能にされた．今日我々に必要なのは，東洋的世界観のうちへ近
代科学の見方をたたき込むことである．
」
彼は終戦直後の混乱の中で非業の死を遂げた．私は彼の先見性に敬意を表す
るとともに，今回の研究成果によって彼の遺志に答えることができたように思
える．
説明が不十分で恐縮しているが，本稿が，世界の多くの人びとによって検討
され，ここで述べられている荒削りの考えが発展することを望むものである．
【注】
（1）エメリー・リーヴス（稲垣守克訳）
［1945］
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ドラッカーに学ぶこれからの教育

ドラッカーに学ぶこれからの教育
Future Education Learned from P.F. Drucker

森 雅司

Masashi Mori
（本会理事）

Summary
We reaffirm how Drucker thought about education, and consider what we should
refer to today. Since Drucker’s theory of education seems to be greatly influenced by
his own experience, at first I confirm his own experience of education. Next, looking
at his theory of education in “the ege of discontinuity” firstly, he pointed out that
education should respect and utilize the potential of children, and current education
hinders it. Second, he pointed out that in order to survive in today’s rapidly changing
world, an education system based on continuing education should be built. Third,
there will be major changes in education in the coming decades, combined with the
development of IT technology and other various environments, and the growing
need for new education that comes from the limits of education. Although the
budding of these changes has been increasing, it is expected that the need for change
will increase and the speed of change will increase due to the Covid-19. I have high
hopes that more and more people will take the lead in improving society without fear
of change.
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験として，小学校でエルザ先生という素晴らしい先生と出会ったことを書いて
いるが，その一方でギムナジウム（中・高一貫校）では良い教師に恵まれなかっ
たようである．それらの体験より，教育は，普通の人間であっても，優れた仕事
ができるようにするための方法が開発されていない唯一の職業とあると説く．
「素晴らしい先生に何人もめぐり会ったという者はいないはずである．十二年，
あるいは十六年も学校へ行っていながら，一人もめぐり会えなかったという者
さえ多い．上級の学校ほど，よい先生がいなくなり，学ぶことがつまらなくな
（1）
る．
」
上記からすると，彼が専業学生として通わずに働きながら勉強する道を選ん
だ理由は，いくつか考えられる．
第一に，専業学生として学ぶことに魅力を感じられなかったことであろう．

中・高一貫校で 8 年間退屈な授業を我慢してきて，なぜさらに数年間，我慢を
続けなければならないのかと考えたことは想像に難くない．第二に，専業学生
として学ばなくても，大学に籍を置いて，図書館での読書及び本での自習を中
心に必要な単位などを取得できると考えたのであろう．彼の父や叔父も働きな
がら学び博士の学位を取得していたことから，こういった学び方があること及
び働きながら学ぶことの有益さについて認識を十分持っていた（2）．さらには，
中・高一貫校での生活の中で，外の社会に出て働くことへの魅力，早く働いて

はじめに

自分の力を試したいという気持ちが強く芽生えていたのであろうことも考えら
れる．
実際彼は，ドイツ時代に商社，証券会社，経済記者，経済アナリストなどの仕
事を経験した上で，アメリカへ移住した後は，英米の新聞へ積極的に寄稿する
傍ら本を執筆し，大学教員としての仕事が中心になっていく．そして「企業と

ドラッカーが『断絶の時代』をかいた 1969 年から 50 年以上過ぎたが，今読ん
でも新しいというか，その当時の課題がそのままそっくり現在まで残っている

は何か」を出版した後は，世界中に組織改革ブームを巻き起こしながら経営コ
ンサルティングにより自身の理論を実践するとともに，経営コンサルティング

ことの多さに驚かされる．
95 歳の生涯の晩年まで執筆活動を続けた，まさに人生 100 年時代の先人とい
えるドラッカーが教育についてどのように考えていたのかを探るとともに，今
の時代でも参考にできること，参考にすべきことを改めて考えてみたい．

で得た知見を大学の授業で学生に還元しながらフィードバックし，理論に磨き
をかけていった．
仕事をしながら必要に応じて学んだこと，仕事の経験を経たからこそ学びた
くなったことなどいろいろあったと思うが，実際に会社を経営したわけではな
いにしても多くの優れた経営者と接して議論を重ねながら学ぶことでスピード
感をもって自己成長を遂げたのではないかと推察される．

1．ドラッカーの教育体験
まずドラッカーの教育論を理解するには，ドラッカー自身の経験を理解する
のが早いと思われる．彼は高校卒業後に，両親からの大学進学の期待・勧めを
断り就職する．ただ，大学には在籍し，21 歳で博士号まで取得している．大学
では，授業にはほとんど出席せず，仕事帰りに図書館で読書し独学していたと
いう．経済的な問題は無かったにもかかわらずなぜ彼が大学に専業学生として
通わずに働きながら勉強する道を選んだのであろうか．
その理由を理解するには，さらに少し年代を遡る必要がある．彼は自身の体

2．子供の教育について
そんなドラッカーが教育について正面から語った書籍はそれほど多くない
が，今回はその中でも「断絶の時代」での教育論を中心にみていくこととする．
ここでドラッカーが特に主張したかったであろうことの一つは子供の教育に
ついてである．彼は，できない子がいるということは学校の恥以外の何もので
もない，と．そして出来ない子などありえない，お粗末な学校があるだけであ
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る，と言い切る．そして，できない子がなぜ発生してしまうかについては，教師
が愚かであったり，能力がないからではなく，正しい方法と正しい道具が欠け
ているからであると述べた．
この正しい方法としては，まず，従来より子供にはできる子とできない子が
おり，その差は昼と夜ほどに違うと考えられてきたが，心理学的には子供の学
ぶ能力にはほとんど差が無いという考え方が前提になっている．
そして，子供の学ぶ能力には，リズム，速度，持続性に個人差があるため，そ
の個人差に配慮した教育方法をする必要があり，そのためには 1．好きなよう
にさせること 2．集団でさせる（合唱効果の利用）の 2 つの方法を組み合わせる
べきとしている．
今日の学校がとっている方法はその正反対の方法であると彼は書いている
が，50 年超が経過した 2020 年の今でも状況はあまり変わっていない．
次に正しい方法についての教師側からの観点として，教師の時間の使い方に
問題がある旨を指摘する．教師は学ぶことの監督という間違ったことに多くの
時間を使っており，教えることに時間を使えていないという．
これも現代も全く変わらず残っている課題であり，教師の働き過ぎの問題，
人手不足の問題は良く見聞きするし，現在のコロナ禍において教師にかかる負
担は更に大きくなっていることは想像に難くない．これを軽減するための方
向性はまさにドラッカーのいうとおり「教師が教えることだけに集中」させる
ことと思われる．最近は，学校の授業の際にメインの先生の他にスクール・サ
ポート・スタッフがついていることがあるが，これなども先生が教えることに
集中できるようにするための施策であろう．
次に彼は，画一的な教育を受けざるを得ない若者たちのためにしてやれるこ
ととして以下 3 点をあげている．

ドラッカーに学ぶこれからの教育
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2020 年 8 月，文部科学省に「高校教育改革に関する政策提言書」を提出した．提
言の柱は「①課題解決型の実践的なビジネス教育を実施②ポストコロナをにら
んだオンライン教育の充実と大学入試機会の複数化③学生議会や若者省の設
（4）
置」
であるが，よりよい未来のためには皆が公平に意見を言えることが重要

であり，若者の意見を表明できる場を設けることはとても大事なことと考える．
また，少し話がそれるが，プログラミング教育の義務化という話があるが，
今の教師がプログラミング教育を行うことには少し注意が必要と考える．もち
ろんプログラミング教育の趣旨はプログラミング言語を習得させるのではな
く，論理的な思考力を養うところにあることは理解するものの，プログラミン
グ教育をする際に，強い興味をもった子供に対してその将来的な芽を伸ばすよ
うな指導をエンジニアでない教師が的確にできるかという点であり，専門家と
の連携体制を築くことが重要と考える．
ゲーム，映画，音楽，建築デザインなどほとんどあらゆるところにプログラ
ミングが用いられている現代では，子供も生活の中でのプログラミングに具体
的な興味を示す可能性が大きいと考えられ，一歩進んだ教育・指導ができるよ
うな体制を築くことが出来るかは大きなポイントと考える．
加えて，これはプログラミング教育のみならず，英語教育について同様にい
える．中学・高校・大学と 10 年間英語を勉強したにもかかわらず英語を話せ
る人が多くない現状をどう考えるか．自分がいまだに英語を上手くしゃべれず
に勉強しているための僻みとも取られる可能性はあるが，英語教育についても
本質的な弱点として，英語をしゃべれない教師が生徒を教えざるを得ないとい
うことがあるのではないか．この点についても専門家（英語をしゃべれる日本
人・外国人も含めて）との連携が有効と思われる．
話を戻して 3 つ目は，「（昔の若者が苦労なしにできたこと，すなわち）若い

一つ目は，
「いまの教育システムから脱出させてやること」である．随分過激
な話と受け取っていたが，今回改めて考えてみると既に色々なところで試みが
行われている．その中でも学校法人角川ドワンゴ学園が運営する N 高（3）は 2016
年開校ながら現在生徒数も 15 , 000 人を超えて成長を続けているということで
あり，まさに現在の教育の限界と，その受け入れ先として IT 技術を駆使した教
育方法が認められてきていることの証といえよう．
二つ目は，「学校にいる間にも，何らかの経験をさせ，何かを行う機会をも

大人として，大人と一緒に働かせること」である．今の時代では，大学時代のイ
ンターンやアルバイトでの経験がこれにあたるであろう．
3 点ともに現在ではある程度取り入れられているが，これはあくまで次善策
であり本当は正しい方法，正しい道具で画一的な教育を変えていくことが望ま

たせること」である．これも，職業講話，農業体験，工場見学など色々実施さ
れているところではある．自身も，会計の楽しさや重要さを教える出前授業
「ハロー !会計」
（https://tokyo.jicpa.or.jp/learn/hello/）を 普 及 さ せ る 会 計 普
及委員をしていたり，高校生に起業教育をする DECA JAPAN（https://www.
japandeca.org/）のメンターをやっていたりするが，こういった専門分野のボ
ランティア活動というのは今後より重要性を増すと考えられる．なお，上述
の活動の中心である国内外 11 校の高校生で構成する DECA JAPAN 生徒会は

もう一つドラッカーが教育について主張したかった点は，生涯教育について

れる．

3．生涯教育について
である．
現在のような知識社会では 10 年後に必要な知識を今教えることはできない
ため，必然的に必要になった時に学び直すことが必要であるし，その必要な時
期を判断し，必要な時に必要な教育を施すために学校教育と継続教育を統合し
なければならない．
この話の前提としては，勉強・教育の位置づけが時代を経て変わってきてい
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ることを理解する必要がある．長い間，勉強・教育は贅沢品であり仕事には不
要であった．少し前のドラマなどでも学校に行かせるよりも働けという言動は
良く見かけたところである．それが，勉強・教育は良い仕事に就くために必要
なものであり，仕事に必要なことを詰め込むのが教育という風潮に時間をかけ
て変わっていく．それは学歴社会を生みさらにその風潮は強くなっていく．そ
の段階を経た上で，現在はどうかというと，学歴社会は残っているものの，学
生は学歴社会に沿った人気上位企業に就職すればそれで幸せになれるのか不安
を拭えないし，教える側としても，現代社会・知識社会において必要な知識を
全て教えることは不可能なことを踏まえた上で何を教えて何を教えないのかと
いう取捨選択，優先順位付けに不安を拭えない時代なのだと思われる．
教育は子供に教育の機会を与えるという目標をある程度達成し，中学校まで
の義務教育に加えて，高校も実質無償化が進んでいる．学校教育は時がたつに
つれて延長されてきているが，この学校教育の延長は，より多くを詰め込むこ
とが大事，勉強は成人前にした上で社会に出るもの，実社会に出る時期を遅ら
せるほど多くを学ぶことができるという考え方を基本としている．
これに対して，学校を卒業して社会に出た後も必要に応じて教育すべきとす
る継続教育は，学校を社会と統合させるべき，勉強は成人後にした方が有効か
つ効率的，人は実社会経験が多いほど勉強したがるものであるという考え方を
基本としており，学校教育の延長と継続教育は対立関係にあるといえる．
これについてドラッカーは継続教育のほうが望ましいことは明らかであると
述べている．
彼自身の体験からもそうであるし，彼が教授として教えた経験からも社会人
経験を経た学生がクラスに交じることでクラス全体に与える好影響も感じてい
たとのことである．
私自身も最近今さらながら世界史を学んでいるが，大人になってから学ぶ世
界史は単純に楽しい．これは，自分が好きで学んでいるからというのもあるが，
自分が社会に出て経験したこと，旅行したことなどの経験，他の本やテレビな
どで知ったことなどが入り混じって自分の中で理解が深まっていくことが面白
い．
他にも，仕事の関係などで理系分野についても学び直そうとすることもある
が，やはり理系分野は相当本腰を入れないと頭に入ってこない．これは必要性
と緊急性の強さによるものであろう．
継続教育についてのドラッカーの主張をみてきたが，彼は学校教育と継続教
育を統合するためには政策上の意思決定が必要という．継続教育の発展に伴い
学校教育の延長との衝突が起きてしまうためである．まさにその通りで，学校
単位でなく，少なくとも地域単位で新しい教育についての意思決定がなされな
いと教育改革は難しいのであろう．教育の成果は中長期的に見ていかなければ
ならないが，ここでも実験が重要である．彼は新しいことを始める際には「小
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さく始めよ」と説く．すぐにでもこの継続教育についての実験，正しい方法，正
しい道具に基づく実験をはじめることがこれからの日本にとっての急務と考え
る．
教育についての正しい方法として，ドラッカーがありえないこととして以下
を書いているが，個人的にはこの全員が教師であり，全員が生徒になるという
くらいの基本思想を掲げることも面白いのではないかと考えている．「人口の
半分が教え，残りの半分が教わる．三時のベルで先生と生徒が入れかわる．も
（5）
ちろん起こりうることではない．
」
個人的見解であるが，少し具体化して書くと，
① 大人（現役社会人，リタイアした方）のボランティアが学校をサポート
専門家の実施する専門科目に限らず，社会人の中には特定の教科について，
小学生・中学生，場合によっては高校生にも教えられる人は多くいると思われ
る．そんな人も，働き方改革の更なる進展により兼業が認められる会社が多く
なれば，ボランティアとして参加可能な人も増加すると思われる．必要なのは
受け入れ側の勇気と準備であろう．
そして，現役をリタイアした世代がこのようなボランティア活動に積極的に
参加していくこと，参加しやすい環境を整えていくことは，日本人の健康寿命
を伸ばすためにも，地域でのコミュニティを活発化させるためにもとても重要
なことと思われる．
② 子供に部活動の他に各生徒が好きな科目を選択し，その科目についてより深
く積極的にグループで学ぶことにする．
グループでの学びで深くその科目を学んだ生徒（又は生徒の内の希望者）が，
教師のサポートや場合によっては授業自体を担当する部分を設ける．生徒が授
業を体験することにより成功体験，達成感を得ることはそれからどんな仕事に
就くかにかかわらず本人のプラスになることは間違いないと思われる．
これを進めることが大切と考えた理由の一つとしては，ドラッカーが貢献の
能力を向上させる具体的な最高の方法の一つとして教えることをとらえている
ためである．「先生のほうが生徒よりも多くを学ぶ．もちろん誰もが教える機
会をもてるわけではない．教えることがうまいわけでもない．楽しんで教えら
れるわけでもない．しかし，誰でも似た機会はもてる．他人の能力向上を助け
る機会はいくらでもある．部下や同僚の成果を向上させることに正面から取り
組んだことのある者ならば，教えることが，自らの能力の向上にどれだけ役に
（6）
立つかを知っているはずである．
」
これは，生徒にとっても，教師にとっても，教師でない現役社会人にとって
も，教師でない現役を引退したかたにとっても新しく自分を成長させるための
良い方法であろう．
最後に，継続教育の発展が意味するものの一つとして経験を積んだ後のほう
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が勉強できる科目が多いとの認識がある．マネジメントもそうであるし，法律，
医学，教育学，その他あらゆる学問に，経験のない若者では学び取ることので
きない科目，あるいは初心者には不要な科目というものがあると説く．
また，
「継続教育の内容は，高度の専門科目とは限らない．哲学や歴史など最
も一般的な教養科目もまた，経験のある成人の教育としてこそ意味がある（7）」
とあるが，これは宗教や差別などに悩み苦しむこともあるであろう現代人に
とって改めて検討の余地があると思われる．すなわち，歴史は幼い頭に刷り込
まれて教育されがちなところがあるが，それをある程度経験を積んだところで
学び直して理解しなおすことはとても意味のあることと感じる．大人になった
からといって偏見なくものが見られるかというと逆に凝り固まってしまうとこ
ろもあるのかも知れないが，そうならないように色々な分野の本を読みながら
見識を深めていくことは趣味と実益を兼ねたまさに大人の教養科目であろう．

3．今後の教育について
ドラッカーを学ぶことはこれからの一般教養といえると思われる．皆が自分
で考え，自発的に行動することを求められる時代において，答えよりも問いを
重視し，自己刷新を常に求められるドラッカーの教えの必要性はさらに増して
いくであろう．
ドラッカーは 1969 年の『断絶の時代』の中で今後数十年の間に教えることと
学ぶことは恐ろしく変化するであろうと述べているが 50 年超たった今もまだ
その大転換は行われていない．しかし，今回のコロナ禍により大転換が来る日
が大幅に早まったことは間違いないであろう．過大な負担を負っている教員を
救うとともに，子供に安全かつ適切な教育を行うべきニーズはこれまでになく
高まっている．
7 月 17 日に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2020」の第Ⅲ部の目次
を見ると，
「第 1 章 知の源泉」
「第 2 章 知の創造」
「第 3 章 知の社会実装」
「第 4 章
知の国際展開」と並んでいる．既に到来していた知識社会ではあるが，今後目
指すべき社会像として明確になったと感じる．そして，知識社会をより良いも
のにするために，効率性の追求だけでなく人にとって真に快適な社会にできる
ようにするためには，ドラッカーのいう「自由で機能する社会」を常に意識に
置いて皆が取り組んでいくことが必要であろう．
あとは，勇気をもって進むだけである．より多くの意味のある実験が行われ，
出来るだけ早くその成果が広く子供たちへ届くことを願うとともに，その中で
自分も微力ながら貢献していきたい．
【注】
（1）P.F. ドラッカー，上田惇生訳『断絶の時代』ダイヤモンド社，p. 367
（2）上田惇生，井坂康志『ドラッカー入門新版』ダイヤモンド社，pp. 63 - 65
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（3）学校法人角川ドワンゴ学園高等学校 https://nnn.ed.jp/
（4）
『朝日新聞』2020 年 9 月 5 日記事より
（5）P.F. ドラッカー，上田惇生訳『断絶の時代』ダイヤモンド社，p.363
（6）P.F. ドラッカー，上田惇生訳『非営利組織の経営』ダイヤモンド社，p.239
（7）P.F. ドラッカー，上田惇生訳『断絶の時代』ダイヤモンド社，p.351
【参考文献】
P.F. ドラッカー，上田惇生訳『断絶の時代』ダイヤモンド社
上田惇生，井坂康志『ドラッカー入門新版』ダイヤモンド社
P.F. ドラッカー，上田惇生訳『新しい現実』ダイヤモンド社
P.F. ドラッカー，上田惇生訳『非営利組織の経営』ダイヤモンド社

【略歴】 1975 年東京都江戸川区生まれ．早稲田大学商学部卒業．森公認会計士事務所
代表．
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マネジメントと敬天愛人

マネジメントと敬天愛人

Management and Keiten-Aijin (Revere heaven, Love people)

土倉晋亮

Shinsuke Tsuchikura

（本会会員）

Summary
Management has its basics and principles. The people of the Meiji Restoration must
have had the basics and principles. I have considered the things left by SAIGO
TAKAMORI who was especially famous in that age. There is something in common
between Management and Keiten-Aijin. One of them is integrity and sincerity.

Ⅰ．はじめに
Ⅰ- 1 ドラッカー教授は人に興味があった
ドラッカー教授は，その著書『非営利組織の経営』の中で以下のように述べ
ている．
「自己開発とは，スキルを修得するだけでなく，人間として大きくなることで
ある．おまけに，責任に焦点を合わせるとき，人は自らについてより大きな見
方をするようになる．うぬぼれやプライドではない．誇りと自信である．一度
身につけてしまえば失うことのない何かである．目指すべきは，外なる成長で
（1）
あり，内なる成長である．
」
人の成長には 2 種類あり，一つは誰が見てもわかるような技能を身につける
こと．もう一つが，テクニックだけではなく，器が大きい，人徳がある，模範的

であるように人格者であることを目指して成長することを目標とすること．信
頼される人とも言える．または，誠実な人，真摯な人と言ってよいかもしれな
い．
また，ドラッカー教授は人に注目していた．人に関心があった．人が幸せに
なる社会を思い描いていた．マネジメントを解説した著書の中では人間主義と
も言っている．人間中心と言ってもよい．また，人がいかに働き，いかに貢献す
るかは，いかに生きるかという問題に直結している．何によって憶えられたい
か，という問いにも直結する．
一方，ドラッカー教授は，日本の歴史の中でも明治維新に関心があった．
「明治維新の目的は，西洋の帝国主義が支配する世界にあって，日本の独立と
文化と伝統を守ることにあると定義された．それらの目的は富国強兵と要約さ
れ，軍事力増強，経済発展，識字率向上，地方自治，裁判制度の五つの分野に力
（2）
が入れられた．
」
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「ドラッカーに言わせるならば，何しろ日本は，大化の改新において中国の制
度を日本化したばかりか，明治維新においては日本の西洋化ではなく西洋の日
（3）
本化に成功した国だ」
ドラッカー教授は，明治維新のどこに魅力を感じたのだろうか．
日本が短期間に近代国家へと変貌したからだろうか．その変貌が世界的にも
稀なケースだったからだろうか．それらだけではないはずである．人に関心の
あったドラッカー教授である．維新の業績の向こう側に人をみていたのでは
ないだろうか．実際に，渋沢青淵翁の名前はいくつかの著書の中に出てくる．
つまり，ドラッカー教授はその時代の日本に詳しかった．そして，歴史の中で
あっても社会生態学者としての視点からみていたのではないだろうか．
また，ドラッカー教授は以下のようにも述べている．
「今日，日本は，140 年前と 50 年前の二つの転換期に匹敵する大転換期にあ
る．ただし前の二つの転換とは違い，今回のそれは失政，混乱，敗北の類がもた
らしたものではなく，主として成功の結果もたらされたものである．成功がも
たらす問題は，失敗がもたらす問題とは大きく異なる．
しかし，そこで求められる姿勢，変化と継続双方への関わり方，一人ひとり
（4）
の人間のとるべき行動，リーダーシップは同じである」
『プロフェッショナルの条件』は 20 年前に刊行されていることから，それぞ
れ 160 年前，70 年前と読み替えなければならない．そして，それらは明治維新
へ向けての動乱，第二次世界大戦後の復興の時期となる．
それらの時代と同様の姿勢・行動が求められる．では，その時代の姿勢や行
動はどういったものだったのか．
今回は，明治維新の中でも，三傑と呼ばれる人物のうち，西郷南洲翁の遺し
たものに注目してみたい．
西郷南洲翁については，代表的日本人とされることもあって，多くの人々が
名前を知っている．歴史上，何を成したかもおおよそ知られている．しかしな
がら，何を遺したかについてはあまり知られていないように感じる．
明治政府として行った政策については，鉄道や学校などが残っているが，西
郷南洲翁は自らの著作を遺していない．その代わりとなるものが，南洲翁遺訓
と南洲手抄言志録である．
これらは西郷南洲翁が行動の指針としていたものである．つまりは，南洲翁
が今も多くの人に慕われる要因となっているものである．そうであるからに
は，これらの中に人としての原理原則があるはずである．マネジメントとの共
通点があるはずである．このあとはそれらについてみていきたい．
Ⅰ- 2 南洲翁遺訓とは
南洲翁遺訓とは，西郷南洲翁が自ら遺したものではなく，旧庄内藩士が遺し
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たものである．その経緯は次のとおりである．
慶応 4 年（1868 年）
，新政府軍と旧幕府軍の戦いが続く中，東北諸藩は奥羽越
列藩同盟を結んだ．庄内藩は，新政府軍を撃退していたが，会津藩が降伏する
など，奥羽越列藩同盟が崩壊し戦闘を続けられなくなり，その後降伏した．
庄内藩士は，慶応 3 年（1867 年）の薩摩藩邸焼き討ち事件において，庄内藩が
旧幕府側の中心にいたことや，東北戦争における戦闘を咎められて厳しい処分
が下されると予想していた．しかしながら，予想外に寛大な処置で済まされた．
会津藩が解体・流刑になったのに比べ，庄内藩は 11 代・酒井忠篤が謹慎処分，
弟・忠宝が 16 万 7000 石から 12 万石に減封の上，陸奥会津藩へ転封，その後磐
城平藩へ転封，また，藩上士・商人・地主などが明治政府へ 30 万両を献金し庄
内藩へ復帰するという，比較的軽い処分で済んだ．
旧庄内藩士が，新政府軍の指揮官であった黒田清隆に寛大な処分の礼を伝え
ると，それらは西郷隆盛の指示によるものであったと知らされた．それから西
郷の名声は庄内に広まっていった．
明治 3 年（1870 年）
，旧庄内藩主の酒井忠篤は，旧藩士などを従えて鹿児島に
入った．4 ヶ月ほど滞在し，軍事教練などを受けた．その後も両者の交流は続
き，明治 6 年（1873 年）
，明治 8 年（1875 年）にも旧庄内藩士が鹿児島を訪れて
いる．また，西郷が設立にかかわった私学校には旧庄内藩の若者が在籍してお
り，西南戦争にも参加している．
明治 22 年（1889 年）大日本帝国憲法が公布される際の大赦にて，西郷の名誉
が回復され正三位を追贈されることになった．それにあわせて，西郷の生前の
言葉や教えを集めて，遺訓を発行することになった．遺訓は 41 条，追加の 2 条
から成る．旧庄内藩の山形県酒田市には南洲神社がある．
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ことから，大きな影響を受けた書であると考えられる．
西南戦争後，私学校の教科書にするため準備されていたものが発見され，明
治 21 年（1888 年）発行された．
Ⅰ- 4 敬天愛人とは
敬天愛人とは，天をおそれ敬い，人をいつくしみ愛することである．お天道
様に見られても恥ずかしくない行いをせよ，後ろめたいことのないように堂々
としていられるか，どんな人にも分け隔てなく誠意をもって接することができ
るか，という意味で用いられている．
西郷隆盛の生涯を貫く思想を最も簡潔に表現した句であると思われる．そし
て，自ら揮毫した書幅をいくつも残している．

Ⅱ．マネジメントと敬天愛人
マネジメントと遺訓等との共通点を見ていく前に，まず，マネジメントにつ
いて見直しておきたい．
マネジメントは，広範囲に亘る．一言では言い尽くせないものである．ここ
では，
『チェンジ・リーダーの条件』にある一節を紹介し，そこに範囲を絞るこ
ととする．
「では，マネジメントとは何か．諸々の手法と手品の詰め合わせ袋か．それと
も，ビジネススクールで教えるように，分析道具のセットか．もちろん，道具と
してのマネジメントも重要である．体温計や解剖学が，医者にとって大切であ
るのと同じである．だが，マネジメントの進化とその歴史，すなわちその成功
と失敗の数々は，マネジメントとは，何にもまして，ものの考え方であること
（5）
を教えている」

Ⅰ- 3 南洲手抄言志録とは
南洲手抄言志録とは，朱子学者であり陽明学者であった佐藤一斎の著した言
志録（246 条），言志後録（255 条）
，言志晩録（292 条）
，言志耋録（340 条）の全

ドラッカー教授は，マネジメントをものの考え方であると述べている．
具体的にはどういうことか．『チェンジ・リーダーの条件』pp. 18 〜 20 を以
下のように要約した．

1133 条から，西郷自身が書き出した 101 条のことをいう．これら 4 書は言志四
録と総称される．
西郷は二度の遠島処分を受けているが，一度目は安政の大獄による幕府の追

マネジメントとは，いかなるものの考え方か．
第一に，マネジメントとは，人間に関わることである．その機能は，人が共同
して成果をあげることを可能とし，人の強みを発揮させ，弱みを無意味にする

手からかくまう処置によるものだった．しかし，二度目は罪人としての遠島処
分であり，牢に入れられ，島の中での自由はなかった．その際，大量に持ち込ん
だ書物の中に，言志四録があった．当初，牢は風雨にさらされており健康を害
したが，島の役人であった土持政照が自費で座敷牢を作り，そこに移り住むこ
とで健康を取り戻した．こののち西郷は，沖永良部の人々に勉学を教えること

ことである．
第二に，マネジメントとは，人と人との関係にかかわることである．それぞ
れの国や土地の伝統，歴史，文化を仕事に組み込むことである．基本的な問題
の一つは，自らのマネジメントに組み込みうる独自の伝統，歴史，文化を判別
することである．

になるが，持ち込んだ書物を読む時間もあった．その際に西郷が特に心に響い
た 101 条を書き出したものが南洲手抄言志録とされている．
西郷は西南戦争の時にも，この書を座右の書として持ち歩いていたとされる

第三に，マネジメントとは，組織の目的にかかわることである．組織の目的，
共通の価値観・目標を明確にしてから，周知徹底し，常時確認することである．
第四に，マネジメントとは，組織とその成員を成長させることである．つま
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り，組織の人間の訓練と啓発にかかわることである．組織はすべて，学習と教
育のための機関である．
第五に，マネジメントとは，意思の疎通と個人の責任を確立することである．
組織は，異なる仕事と，異なる技能と知識をもつ人たちから成るためである．
第六に，マネジメントとは，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，人，もの，カネ，社会的責任など，具体的な目的に応じた成果
の尺度を明らかにして，測定し，向上させることである．
第七に，マネジメントとは，組織の外に成果をもたらすことである．企業の
成果とは，世の中に貢献することである．
マネジメントは人間学である．マネジメントとは，人間の心，すなわち人間
の本質に関わるものである．したがって，マネジメントとは，リベラルアート，
すなわち一般教養である．マネジメントたる者は，心理学，哲学，倫理学，経済
学，歴史など広い分野にわたる知識と洞察を身につけなければならない．それ
らの知識によって，成果を出さなければならない．
まず，第一の人にかかわることについては，遺訓の 6 条をみてみよう．
「人材を採用するに，君子小人の弁酷に過ぐる時は却て害を引き起すもの也．
其の故は，開闢以来世上一般十に七八は小人なれば，能く小人の情を察し，其
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人の得意不得意は違うという内容となる．つまり，人の強みを発揮させて弱み
を無意味にすることと言える．
第二の人の関係にかかわることについては，遺訓の 8 条をみてみよう．
「広く各国の制度を採り開明に進まんとならば，先づ我が国の本体を居ゑ風
教を張り，然して後徐かに彼の長所を斟酌するものぞ．否らずして猥りに彼れ
に倣ひなば，国体は衰頽し，風教は萎靡して匡救す可からず，終に彼の制を受
くるに至らんとす．
」
欧米各国の制度を採用して日本を開明の域に進めようとするなら，それより
も先にしなければならないことがある．
まず日本がその基本（国柄）を確定して，徳を持ってそれを支えるようにす
ることである．
そのうえで，日本に見合った長所を各国の制度のうちから選びとって採用す
る．それも急がないことが重要である．何でもかでも模倣すると，日本の国体
は衰え，徳も廃れて，救いようがなくなってしまい，結局は欧米の支配を受け
るようになってしまうのである（8）．
続いて，手抄言志録の 79 条をみてみよう．
「人は厚重を貴びて，遅重を貴ばず．真率を尚びて，軽率を尚ばず．
」

の長所を取り之れを小職に用ゐ，其の財芸を尽さしむる也．東湖先生申されし
は「小人程才芸有りて用便なれば，用ゐざればならぬもの也．去りとて長官に
居ゑ重職を授くれば，必ず邦家を覆すものゆゑ，決して上には立てられぬもの
ぞ」と也．
」
人材を登用するとき，君子か小人かの区別，すなわち徳が篤い人か徳が薄い

人は温厚で人柄が重々しいのを貴ぶが，鈍くて行動がのろのろしているの
を喜ばない．さっぱりしていて飾り気のないのを尚ぶが，軽々しいのは尚ばな
い（9）．
外国のものをなんでも受け入れるのではなく，自国の環境にあったものかど
うかを考慮して取り入れるべきという内容となる．また，本当に受け入れられ

人かの区別をあまりに厳格にして，徳の篤い君子をのみ採用しようとすれば，
かえって害を引き起こすことになろう．
というのは，日本ができて以来，一〇人のうち七，八人までは徳の薄い小人

るものは，重厚なものであると言っている．つまり，それぞれの土地の伝統，歴
史，文化を組み込むことと言える．
第三の組織の目的にかかわることについては，遺訓の 10 条をみてみよう．

であるから，よくこの小人の実情を理解して，その長所を生かして，それに見
合った軽職に就かせ，その力を発揮させるのがよい．
藤田東湖先生も次のように言われている．
「小人は小人で才能や技芸を持っ
ていて役に立つものなのだ，だから彼らを用いなければならない．ただ，長官
といった重職に据えると，国をひっくり返すことになるから，決して上に立て
てはならぬ」と（6）．
続いて，手抄言志録の 7 条にはこのようにある．
「性は同じゅうして質は異なり．質の異なるは教の由って設くる所なり．性の

「人智を開発するとは，愛国忠孝の心を開くなり．国に尽し家に勤むるの道明
らかならば，百般の事業は従て進歩す可し．或は耳目を開発せんとて，電信を
懸け，鉄道を敷き，蒸気仕掛けの器械を造立し，人の耳目を聳動すれども，何
故電信鉄道の無くて叶はぬぞ欠くべからざるものぞと云ふ処に目を注がず，猥
りに外国の盛大を羨み，利害得失を論ぜず，家屋の構造より玩弄物に至る迄，

同じきは，教の由って立つ所なり．
」
儒学では，人の本性は同一であるが，気質は一人一人違うと言って，そこが
教育の必要な理由であり，その本性が同じであるところが，等しく教育して効
果をあげることが出来る基であると言っている（7）．
人材の長所をみて適材適所に配置せよという内容であり，また，それぞれの

一一外国を仰ぎ，奢侈の風を長じ，財用を浪費せば，国力疲弊し，人心浮薄に流
れ，結局日本身代限りの外有る間敷也．
」
人間の知恵を開発するということは，国を愛し，君に忠誠を尽くし，親に孝
行する心を開くことなのだ．国に尽くし，家を治めととのえる道が明らかであ
れば，すべての事業は前進するだろう．
見聞を広めるのだといって，電信線をかけ，鉄道を敷設し，蒸気機関車をつ
くる．こうして人の注目を集めても，どうして電信・鉄道が必要なのかを考え
もしないで，やたらと外国の巨大な繁栄を羨む．また，日本にとっていいのか

300

特別論稿

悪いのかを考えもせずに，家屋の作り方からおもちゃに至るまで，一つひとつ
外国に見習って，贅沢の風潮を助長する．
こうして財政を浪費するなら，国力は疲弊し，人心は軽佻浮薄になり，結局
日本はにっち（二進）もさっち（三進）も行かなくなってしまうだろう（10）．
もう一つ，遺訓の 31 条もみてみよう．
「道を行ふ者は，天下挙て毀るも足らざるとせず，天下挙て誉るも足れりとせ
ざるは，自ら信ずるの厚きが故也．其の工夫は，韓文公が伯夷の頌を熟読して
会得せよ．
」
天から与えられた道を実践するものは，世間のみながこぞってそれを謗って
も謗り切れるものではなく，世間のみながこぞってそれを誉めても誉め切れる
ものではない．そのような器におさまるものではないのだ．それは，信念が厚
いからなのだ．
そのあたりを理解するには，唐の韓愈の書いた「伯夷頌」を熟読すること
だ（11）．
そして，手抄言志録の 54 条には次のようにある．
「一燈を提げて暗夜を行く．暗夜を憂うること勿れ．只だ一燈を頼め．」
暗い夜道を一張の提灯をさげて行く時，その闇の夜の暗さを心配するのでは
なく，提灯の明るさを頼って行けば良い．後を向いて不安がるのではなく，前
を向いて進め（12）．
明確な目的を持つこと，そして，いつも謙虚にその目的を意識していること，
自分の提げる一燈が何であるかを知ることが重要となる．つまり，組織の目的
等を常時確認することと言える．
第四に組織の人間の訓練と啓発にかかわることは，遺訓の 21 条をみてみよ
う．
「道は天地自然の道なるゆゑ，講学の道は敬天愛人を目的とし，身を修するに
克己を以て終始せよ．己れに克つの極功は「毋意毋必毋固毋我」
（論語）と云へ
り．総じて人は己れに克つを以て成り，自ら愛するを以て敗るるぞ．能く古今
の人物を見よ．事業を創起する人其の事大抵十に七八迄は能く成し得れども，
残りの二つを終り迄成し得る人の希れなるは，始は能く己れを慎み事をも敬す
る故，功も立ち名も顕はるるなり．功立ち名顕はるるに随ひ，いつしか自ら愛
する心起り，恐懼戒慎の意弛み，驕矜の気漸く長じ，其の成し得たる事業を負
み，苟も我が事を仕遂んとてまづき仕事に陥いり，終に敗るるものにて，皆な
自ら招く也．故に己れに克ちて，睹ず聞かざる所に戒慎するもの也．」
人が踏み行うべき道は，天から与えられた道理であって，上に天があり下に
地があるように，当たり前の道理であるから，学問の道は天を敬い人を愛する
ということを目的として，身を修め，つねに己に克つこと（意志の力で自分の
衝動や欲望を制御すること）に努めなければならぬ．
己に克つための極意は『論語』に「意なし，必なし，固なし，我なし」
，すなわ
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ち，私欲を貪る心をもたないこと，自分（我）を必ずおそうとはしないこと，こ
だわりの心をもたないこと，さらに独りよがりにならないこと，の四つをつね
に心がけることである．
全体に，人は自分に克ってこそ成功するのであって，自分を甘やかそうとす
ればきっと失敗するものなのだ．古今の人物をよく観察してみればよい．何か
事業を始める場合，人はその七割から八割まではうまくやるのであるが，残り
二，三割といったところで，それをなかなか終えられない．
このように最後まで成し遂げる人が稀なのは，はじめのうちは己を慎み，そ
の事業をも大事にするからで，その結果，手柄も立て名も世に知られるように
なる．
しかし，手柄も立て名も知られるようになると，知らぬ間に己を甘やかす心
が生まれ，恐れたり慎んだりという心が緩み，驕り高ぶる気持ちが次第に大き
くなる．成功したことを自惚れて，分をわきまえず自分の思いどおりに事をし
遂げようとして，かえって出来の悪い仕事をしてついに失敗する．これはみな
自ら招いた災厄なのだ．
だから，自分にうち克って，実際には誰の目にも見えず，耳にも聞こえない
ところで，戒めの心，慎みの心を持つことが必要なのだ（13）．
もう一つは遺訓の 26 条をみてみよう．
「己れを愛するは善からぬことの第一也．修行の出来ぬも，事の成らぬも，過
を改むることの出来ぬも，功に伐り驕慢の生ずるも，皆自ら愛するが為なれば，
決して己れを愛せぬもの也．
」
自分を甘やかすことが，第一に善くないことだ．修行ができないのも，こと
が成就できないのも，過ちを改めることができないのも，また過去の功労を自
慢して傲慢になるのも，みな自分を甘やかす心がもとにあるからで，決して自
分を甘やかす心を持ってはならない（14）．
さらに，手抄言志録の 5 条をみてみよう．
「憤の一字は，是れ進学の機関なり．舜何人ぞや，予何人ぞやとは，方に是れ
憤なり．」
心を奮い起たせる憤の気持ちは，学問に向かう時の一番大切な心構えであ
る．
『孟子』にある顔回の「聖天子と言われた舜も自分と同じ人間ではないか．
それを目指し努力して出来ないことがあろうか」という気持ちこそ，憤という
ことである（15）．
同じく手抄言志録の 19 条では次のようにある．
「博聞強記は聡明の横なり．精義入神は聡明の竪なり．
」
何でも博く聞いていろんな事情に精しく，記憶が強いという事は，賢明であ
ることの横幅であり，深く道程を探求して神妙な奥儀に達しているということ
は，賢明であることの深さ，奥行きである（16）．
これらは人が学ぶために必要な心構えについて述べている．それは組織の人
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間を成長させることにも繋がる．
第五の意思の疎通と個人の責任を確立することについては，遺訓の 25 条を
みてみよう．
「人を相手にせず，天を相手にせよ．天を相手にして，己れを尽し人を咎め
ず，我が誠の足らざるを尋ぬ可し．
」
狭量な人間世界にこだわるのではなく，広大無辺の天を相手にしなさい．天
の示す道を実現すべく全精力・精神を傾け，人を咎めたりせず，自分に真の心
が不足していることを認識すべきなのだ（17）．
続いて，手抄言志録の 8 条には次のようにある．
「己を喪えば斯に人を喪う．人を喪えば斯に物を喪う．」
自信を失くしてしまうと，周りから人が去っていく．人が去れば，やがて何
もかも失うことになる（18）．
さらに，76 条では次のようにある．
「慎独の工夫は，当に身の稠人広坐の中に在るが如きと一般なるべく，応酬の
工夫は，当に間居独処の如きと一般なるべし．
」
独りを慎む工夫は，自分が人込みの広い座敷の中にいるのと同じ気持ちでお
ればよい．また人との応対の工夫は，独り閑にいる時と同じ気持ちでおれば良
い（19）．
コミュニケーションがうまくいかず，どうして伝わらないのかと苛立つこと
がある．それに対し，自分がうまく伝えようとしているか，を問いかけている
ように思える．また，自らの行動を顧みないと人や物が離れていくとも言って
いる．つまり，自らの責任を確認させてくれるものである．
第六の成果の尺度を測定し向上させることについては，遺訓の 19 条をみて
みよう．
「古より君臣共に己れを足れりとする世に，治功の上りたるはあらず．自分を
足れりとせざるより，下下の言も聴き入るるもの也．己れを足れりとすれば，
人己れの非を言へば忽ち怒るゆゑ，賢人君子は之を助けぬなり．」
昔から，主君は主君で自分は完全無欠だと考え，臣下も今のままで充分だと
満足に思っておれば，政治の効果は顕れないものだ．
主君は，自分が完全無欠だと思っていないからこそ，民衆の言葉にも耳を傾
けることができる．完全無欠だなどと自分が思っているから，人からその非を
指摘されるとすぐに怒り出してしまう．
だから，賢人や君子もそのような人は見限って，助けようとはしないものな
のだ（20）．
続いて，手抄言志録の 29 条をみてみよう．
「臨時の信は，功を平日に累ね，平日の信は，效を臨時に収む．」
突然の出来事をうまく処理して信用され，それを積み重ねて普段の信用とな
り，その平日の信用があるために，突然の事に対しても功績をあげることが出
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来るのである（21）．
自分はよく働いた，とするのではなく，他者の意見も聞き，より良くなるよ
うにフィードバックするのが良いと述べている．また，平生から成果をあげら
れるようにしておくことが重要であると言っている．つまり，成果を測定し向
上させることと言える．
第七の世の中に貢献することについては，遺訓の 30 条をみてみよう．
「命ちもいらず，名もいらず，官位も金もいらぬ人は，仕抹に困るもの也．此
の仕抹に困る人ならでは，艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり．去
れども，个様の人は，凡俗の眼には見得られぬぞと申さるるに付き，孟子に，
「天下の広居に居り，天下の正位に立ち，天下の大道を行ふ，志を得れば民と之
れに由り，志を得ざれば独り其の道を行ふ，富貴も淫すること能はず，貧賤も
移すこと能はず，威武も屈すること能はず」と云ひしは，今仰せられし如きの
人物にやと問ひしかば，いかにも其の通り，道に立ちたる人ならでは彼の気象
は出ぬ也．」
命を惜しいと思わない，名誉などもいらない，官位も金もいらないという人
物ほど，権力からみて，手に負えないものはない．
このような手に負えない人物でなければ，どんな苦しいことにも打ち克っ
て，国家の大業を成し遂げるということはできないものだ．
しかし，普通の人の目には，そのような人物を見定めることはむずかしかろ
う，と翁が言われるので，孟子が「滕文公・下」のなかで，
「天のもとで仁の道を歩み，天のもとで悟りの境地におり，天のもとでその大
道を実践する，民がその志を理解するなら民とともにこれを行い，民がその志
を理解しなければ，独り其の道を実践する．
この行いは，如何に財力があり身分の高い人も汚すことはできないし，反対
に如何に貧しく卑しいものも，この心や行いを曲げることはできない，武力も
それを屈服させることはできない」
といっているが，孟子のいうこのような人物は，翁が仰ったような人物のこ
とでしょうかと，尋ねると，そのとおりだ，仁の道に立つものでなければ，その
ような姿にはならないものだ，と言われた（22）．
続いて，手抄言志録の 6 条をみてみる．
「著眼高ければ，則ち理を見て岐せず．
」
物事を考え実行する時に，根本的な大所高所に注意して進めば，道理がはっ
きり見えて迷うことはない（23）．
私心がなく，天下のために力を尽す人について述べている．また，視点を高
くし事象の全体を見ることを勧めている．つまり，組織の外に成果をもたらす
ことと言える．
マネジメントと南洲翁遺訓・南洲手抄言志録との共通点について，一覧にま
とめると別表 1 のようになる．
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別表 1
マネジメント

南洲翁遺訓・南洲手抄言志録

1 . 人にかかわること

人材の長所をみること
遺訓 6 条・手抄言志録 7条

2 . 人の関係にかかわること

人やものの背景を考慮すること
遺訓 8 条・手抄言志録 79 条

3 . 組織の目的にかかわること

目的を持ち常に意識していること
遺訓10・31条・手抄言志録 54 条

4 . 組織の人間を成長させること

学ぶときには心構えが必要なこと
遺訓 21・26 条・手抄言志録 5・19 条

5 . 意思疎通と個人の責任を確立すること

自らの言動を顧みること
遺訓 25 条・手抄言志録 8・76 条

6 . 成果の尺度を測定し向上させること

謙虚さを持ちフィードバックすること
遺訓19 条・手抄言志録 29 条

7. 世の中に貢献すること

広い視野で物事を捉えること
遺訓 30 条・手抄言志録 6 条

Ⅲ．真摯さと至誠
ここまでドラッカー・マネジメントと南洲翁遺訓等の共通点を見てきた．
その中で，実は，両者の一番の共通点は，真摯さと至誠ではないかと感じら
れた．
至誠とは，これ以上ないほどきわめて誠実なこと，またその心のことを言う．
幕末においては，吉田松陰先生が松下村塾で至誠を説き，自らは，孟子の中に
ある「至誠にして動かざる者は，未だ之れ有らざるなり」という言葉を座右の
銘としていた．
本来，真摯さや至誠というものは，言葉として表しにくいものである．自ら
知覚することによって掴めるものである．しかしながら，ドラッカー教授のマ
ネジメントにおいて，真摯さは重要なキーワードである．また，幕末から明治
維新を駆け抜けた先人たちにとって，至誠は心の拠り所であり原動力であっ
た．両者の共通点を見出すことで，それらが伝わるような助力になればと願う．
ドラッカー教授は，数々の著書の中で真摯さについて述べている．その例を
いくつか挙げてみる．
「マネジャーにとってできなければならないことは，そのほとんどが教わら
なくとも学ぶことができる．しかし，学ぶことのできない資質，後天的に獲得
することのできない資質，初めから身につけていなければならない資質が，一
（24）
つだけある．才能ではない．真摯さである．
」
「実に新しい課題は，明日の経営管理者に対し，哲学をもってあらゆる行動と
意思決定を行い，知識，能力，スキルだけでなく，ビジョン，勇気，責任，真摯
さをもって人を導くことを要求する．
つまるところ，いかなる一般教養を有し，マネジメントについていかなる専
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門教育を受けていようとも，経営管理者にとって決定的に重要なものは，教育
（25）
やスキルではない．それは真摯さである．
」
「真摯さを絶対視して，初めてマネジメントの真剣さが示される．それは人事
に表れる．リーダーシップが発揮されるのは，真摯さによってである．範とな
るのも，真摯さによってである．真摯さは，取って付けるわけにはいかない．
真摯さはごまかせない．ともに働く者，特に部下には，上司が真摯であるか
どうかは数週でわかる．無能，無知，頼りなさ，態度の悪さには寛大になれる．
だが真摯さの欠如は許さない．そのような者を選ぶ者を許さない．真摯さを定
義することは難しい．しかし，マネジメントの地位にあることを不適とすべき
（26）
真摯さの欠如を明らかにすることは難しくない．
」
南洲翁遺訓と南洲手抄言志録の中には，至誠について述べているものが多く
みられる．
遺訓 7 条
「事大小と無く，正道を踏み至誠を推し，一事の詐謀を用う可からず．人多く
は事の指支ふる時に臨み，作略を用て一旦其の指支を通せば，跡は時宜次第工夫
の出来る様に思へども，作略の煩ひ屹度生じ，事必ず敗るるものぞ．正道を以て
之れを行へば，目前には迂遠なる様なれども，先きに行けば成功は早きもの也．
」
どのようなことでも，道理にかなった正道を歩み，真の心を貫き，人をだま
すような手は使ってはならない．
多くの人は，行き詰まったとき，どんな汚い手を使ってでもその場を切り抜
けよう，そうすればあとは時の運でいろいろ工夫はできると思うけれども，そ
の使った手のせいで，必ずといっていいほど困りごとができ，結局は失敗する
ものである．
正道を歩めば，目には遠く見えても，先に行けばかえって早く成就するもの
だ．急がば回れということである（27）．
遺訓 24 条
「道は天地自然の物にして，人は之れを行ふものなれば，天を敬するを目的と
す．天は人も我も同一に愛し給ふゆゑ，我を愛する心を以て人を愛する也．
」
人が踏み行うべき道は，つねに上に天があり下に地があるように，人為が作
り出したものではなく，天によって与えられた道理を実践することであるか
ら，天を敬うことを目的にしなければならない．
天は他人も私も区別なく愛されるのであるから，われわれは自分を愛する心
を持って他人をも愛することでなくてはならない（28）．
遺訓 39 条
「今の人，才識有れば事業は心次第に成さるるものと思へども，才に任せて為
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す事は，危くして見て居られぬものぞ．体有りてこそ用は行はるるなり．肥後
の長岡先生の如き君子は，今は似たる人をも見ることならぬ様になりたりとて
嘆息され，古語を書て授けらる．

の未熟を認め，精進努力を欠かさないが，小人はちょっとした事故失敗に自ら
諦めてしまう．結局，上達向上して聖賢の道に近づくか，諦め堕落して下流に
落ちて行くかは，慊と欺，彊と棄の上につく「自」のあり方次第ということにな

夫天下非誠不動．非才不治．誠之至者．其動也速．才之周者．其治也広．才与
誠合．然後事可成．
」
今の人は，才能や知識があれば，どのような事業も思いのままにできると考

る（32）．

えているが，才能に任せて行う事業は危なっかしくて見ておれない．
本体（原理）があって初めてその働きがあるものだ．肥後の長岡監物先生の
ような君子は，今になっては似ている人ですら見ることができなくなった，と
嘆かれて，次の古語を示された．
それ天下は，誠にあらざれば動かず，才にあらざれば治まらず．誠，是至れば
その動くや速やかなり，才，是あまねかればその治まるや広し．才と誠と合し
て，しかる後事なるべし．
と．世の中は，真の心と才能の両者がちょうどいい具合に折り合って初めて
おさまるのだ（29）．
さらに，先に挙げた遺訓 25 条も至誠について述べていると考えられる．
続いて，南洲手抄言志録には次のようにある．
手抄言志録 4 条
「凡そ事を作すには，須らく天に事うるの心有るを要すべし．人に示すの念有
るを要せず．
」
すべて事業や行動を起こすには，天（大自然・神・仏）に生かされているこ
とを考え，それに感謝し，敬う気持ちを忘れてはならない．同じ立場の人に誇
示する気持ちがあってはならない（30）．
手抄言志録 28 条
「信を人に取ること難し．人は口を信ぜずして躬を信じ，躬を信ぜずして心を
信ず．是を以て難し．
」
人に信用されるということは，大変難しい．人はその人の言葉を信用しない
で，その人の実践を見るし，その実践の基になった心を見るからである．心を
人に示すことは，なかなか難しいことであるから，人に信用されるということ
は大変難しいのである（31）．
手抄言志録 46 条
「君子は自ら慊し，小人は則ち自ら欺く．君子は自ら彊め，小人は則ち自ら棄
つ．上達と下達とは一つの自字に落在す．
」
立派な人格者である君子は，絶えず学び反省し，満足することはないが，人
格的に未熟な小人は，自分の良心をあざむいて自己満足している．君子は自ら

手抄言志録 48 条
「為す無くして為す有る，之を誠と謂い，為す有りて為す無き，之を敬と謂う．
」
特になそうと思わないで，自然に結果が生まれるというのが「誠」である．日
頃から何事もゆるがせにせず努力して，特に何かやった形跡もないが，いつの
間にか出来上がっている．成果が出ているというのが「敬」である（33）．
手抄言志録 64 条
「独得の見は私に似たり．人其の驟に至るを驚く．平凡の議は公に似たり．世
其の狃れ聞くに安んず．凡そ人の言を聴くには，宜しく虚懐にして之を邀うべ
し．苟くも狃れ聞くに安んずる勿くば可なり．
」
独特の見識・見方というものは，個人の独りよがりの意見・偏見のように見
えるものであり，今まで聞いたことのないものを突然聞くように驚いてしま
う．これに反して，平凡な議論は公論のように受け取られ，世間の人々は，聞き
なれていて安心して接するものである（34）．
手抄言志録 82 条
「真の己れを以て仮の己れに克つは，天理なり．身の我れを以て心の我れを害
するは，人欲なり．
」
自分には，真の自分と仮の自分というものがあって，真の自分（道を求める）
をもって仮の自分（欲望に動かされる）に克つのは天の道理であるが，これに
反して，仮の自分をもって真の自分を傷つけるのは，人間の欲望によるもので
ある（35）．
以上をまとめると別表 2 のようになる．
別表 2
真摯さ

至誠

・ 学ぶことができない，後天的に獲得するこ
とができない資質
・ 情報やスキルだけではなく，ビジョンや勇気
と共に要求されるもの
・ 経営者にとって決定的に重要なもの
・ 範となるべき人たちに求められるもの
・ ごまかせず，欠如が許されないもの

・ 正道を歩むこと
・ 真心がないと人には響かないこと
・ 人を咎めず自らの真心が不足していないか
確認すること
・ 実践の基になった心を示すこと
・ 聖賢の道に近づく精進努力をすること
・ 私欲を制御すること
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ここまで見てきたように，真摯さと至誠は，表現の方法は違うが，本質的に
はほとんど同じことを言っているように思われる．

Ⅳ．結びにかえて
ドラッカー教授は，幕末から明治維新にかけての時代と現代で，同様の姿勢
や行動，リーダーシップが求められると述べていた．また，マネジメントとは
ものの考え方であるとも述べている．ものの考え方ということは，人としての
在り方であるとも言える．
組織にいる人が千差万別であれば，組織自体も千差万別である．さらに，組
織毎のやり方も千差万別である．しかし，人としての在り方には，時代を超え
て共通したものがある．原理原則と呼べるものがある．
ドラッカー教授は，真摯さを学ぶことができない，後天的に獲得することが
できない資質と述べた．しかしながら，欠如することが許されず，範となるべ
き人たちに求められるものとも述べた．
現代でリーダーと呼ばれる人達の中に，自分には真摯さがある，と自信を
持って言える人がどれだけいるだろうか．後天的に獲得することができないと
言われたからといってあきらめきれるだろうか．何もしないで，この大転換期
をやり過ごせるだろうか．
人に興味のあったドラッカー教授である．ひょっとしたら，できないと言わ
れたことに対して，挑戦する者が現れるのを待っていたのではないだろうか．
そうでなければ，経営者にとって決定的に重要なものとは言わないのではない
だろうか．
もしそうであるならば，我々は挑戦しなければならない．先人たちが遺した
ものの中から学ばなければならない．完全とは言わないまでも，一歩でも近づ
かなければならない．それには不断の努力が必要である．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】
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（35）同上，pp.198 - 199

【略歴】 ドラッカー学会会員，愛知学院大学経営学部経営学科卒業，ファイナンシャルプ
ランナー，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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ドラッカー教授に学ぶ価値創造セミナー

―私
 達はいかに環境に働きかけ自分ブランドを
構築するか

Value Creation Seminar Learned by Professor Drucker

岩佐勇一

（JFE エンジニアリング
（株）兼 JFE キャリアナビ
（株）人事部付理事）

Summary
I have been working at the front line of a company and in the field for 45 years.
Specializes in human resource management and career consulting.
Professor Drucker has taught me valuable theories that can be utilized in practice.
For those who are now working in companies and organizations， use these Drucker
theories, in the field and on the front lines.
At the seminar, you will learn how to actually use them.

はじめに
神戸大学の金井教授は「キャリアの問題は節目の問題であり，節目をどう受
け止め，節目に『一皮むけた経験』をしたかどうかで，そのひとのキャリア形成
に重要な影響が及ぼされる」と言われています（1）．
自分自身を振り返ってみますと，単身赴任の支店で営業マンをしている際に，
公正取引委員会のごみ焼却炉メーカー各社への立入り調査があり慌ただしく
法務部門へ異動，それに続く東京高検特捜部の橋梁メーカー各社への立入り捜
査，自分が支店当時担当していた案件の贈収賄事件などの対応に苦慮している
時期がありました．
当時まだ自分自身の立場の半分は営業当事者で，残りの半分が法務担当とい
う複雑な立場に置かれながら業務を担当したことが，いわゆる「節目と一皮む
けた経験」になっているのかと思います．
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かという，ほっとした気持ちになれたことを覚えています．
その後，3 日坊主の自分が 10 年間勉強を継続し国家資格 1 級キャリアコンサ
ルタントまで進んできました．
最初から自分の恥ずかしい経歴もご説明しましたが，なんで自分のような管
理部門は苦手，特に教育・研修は更に苦手な営業志向の人間が，あえて今，セ
ミナー講師をやろうという思いに至ったのかギャップをご理解いただくために
述べさせていただきました．
では，何故，私はセミナー講師をやろうと思い立ったのでしょうか．

1．何故，私は「ドラッカー教授に学ぶ価値創造セミナー」を思い
立ったのか
（1）社員への個別カウンセリングだけでは限界があること
私は 2 回の職務開発業務を通じ社員との個別面談を通算 14 年近く経験して
きました．
また会社でカウンセリングルームを創設し社員の相談を外部カウンセラーの
先生方に委託してきました．社員本人が希望した場合には，私も直接本人と面
談し，本人了解の上で，組織やマネジメントに直接間接に働きかけ解決するよ
うにしてきました．
それらの経験から気がついたのは，社員本人だけではなく組織やマネジメン
ト両方の支援ができないと，本質的な問題は解決せず社員自身も成長できない
という実感です．社員は一人で仕事をしているわけではなく，組織の中で生き
ているわけですから当たり前のことでした．
そして個別面談等で必要性を感じた課題を外部カウンセラー達と企画しセミ
ナーを開催してもらうようにしました．女性キャリアセミナー，コミュニケー
ションセミナー，クレーム対応セミナー，レジリエンスセミナー等です．
出席者からはマネージャー層にもこのようなセミナーを受けて欲しいとのコ
メントが多く寄せられました．マネージャー向けの研修とは，どのようなもの
なのだろうかと考えたときに，ひとつは自分がドラッカー教授から学んできた
ドラッカー理論を元にした実践のためのセミナーです．もう一つはキャリアコ

その後，紆余曲折を経て 50 代後半，2 回目の職務開発業務（いわゆる出向転
籍促進業務）についたときは，もう人事部門の仕事から逃げられないと覚悟を

ンサルティングを通じて学んできた，マネージャーが部下育成をするための対
話型マネジメントの必要性です．対話型マネジメントに関しては別の機会にレ
ポートさせていただきます．

決め開き直りました．
そこで，気持ちをあらためキャリアコンサルタント資格養成講座を受講した
わけです．最初の授業で講師の女性が，キャリアコンサルタントは一に受容，
二に共感，三に自己一致ですよと言われました．
とっさに，そんな気持ちでいたらサラリーマン社会ではサバイバル出来ない
という気持ちと，何故か，こういう考え方をして仕事をしている人達もいるの

（2）現場経験が大事で一方，理論も大事であること
ドラッカー教授は実践を重視され「重要な科目ほど経験を積んだ後のほうが
学びやすい．しかもそれらの科目の多くは，まさに経験を積んだ者が必要とす
る知識でもある．マネジメントがその一つである」と言われています（2）．
また，上田惇生教授も「仕事の意味を理解できるのは，目標を設定し，人を組
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織し，コミュニケーションを図り，動機づけを行い，仕事を評価し，人を育成し
たことのある者だけである．そのような経験がなければ，マネジメントに特有
の仕事として提示される細目も理解することはできない．水に入ったことのな
い者，水圧を体感したことのない者に泳ぎを教えることは至難である」と言及
されています（3）．
実際，優れたマネージャーの経験を長年調査してきた米国のロミンガー社に
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ントと考えました．特に，キャリアコンサルタントの場合，職業能力開発促進
法に基づき，資格取得後はその後の更新のために一定期間内に技能講習や知識
講習の受講が義務付けられています．
従い，キャリアコンサルタント向けの技能講習として申請する場合は，厚生
労働大臣の指定を受けた講習とするため指定基準に合致し論理的背景を記載
し，また講習計画書，カリキュラム，講師経歴，教材等を申請書類として提出し

よれば，成人における学びの 70 % は自分の仕事経験から，20 % は他者の観察や
アドバイスから，10 % は本を読んだり研修を受けたりすることから得ているそ
うです（4）．
そのようなことを理解した上で，外部のマネジメントセミナー等に参加して
みると，どうも今一つ腹落ち感，納得感に欠けている印象を待ちました．

正式に認められる必要があり，一般企業向けとはコンセプトを分けて申請する
必要があります．
（今回は，今後の一般企業向けに記載しております）

人は理論として学び，知り，理解し教えることもできますが，逆に現場で経
験した者が理論を学び，知り，理解したことを，エピソードなど交え教えた方
が参加者の理解や納得感が得られ，実践に取り入れられ易いのではないかと純

しました．これは 2009 年 12 月，岩崎夏海先生が『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』を発表された後，私も「も

粋に感じました．
勿論，大学教授の方々の講演では専門性の深さ，分析力，統合し持論を構築
していかれるお話に目から鱗状態でもありました .
やはり，理論と実践と言うのは成長の両輪なのだろうと考えていくうちに，
私自身がセミナー講師としてやってはどうかと思うようになっていきました．
（3）キ
 ャリアコンサルタントは「環境に働きかけること」も使命としていること
私自身が国家資格キャリアコンサルティング技能士 1 級として求められてい
ることは，安定してキャリアコンサルティングができる能力に加え，2024 年度
末までに 10 万人達成を目標としているキャリアコンサルタントに対して指導
が出来る能力を保有している必要があります．また，キャリアコンサルタント
は「組織や環境への働きかけに努めること」も倫理規定上定められていると同
時に，
「環境に働きかけること」に今後大きな期待が寄せられています．
ただ，キャリアコンサルタントのなかには，企業内でのマネジメントや実践
経験がない人もいて，どんな「組織や環境への働きかけ」が出来るかを理解し
てもらえば良いのか私自身が貢献すべき立場になってきました．
私自身は，1 級キャリアコンサルティング技能士になったあかつきには，ド
ラッカー教授に教えていただいた「貢献」を実行しようと自分に誓っておりま
したので，以上のような理由もあり，自分でセミナー講師をしようと重い腰を
上げることにしました．

2．ドラッカー教授に学ぶ価値創造セミナーのコンセプト
（1）受講対象者
受講者は，①一般企業のマネージャーや社員，ないし②キャリアコンサルタ

（2）参考図書
P．
F．ドラッカー著，上田惇生訳『プロフェッショナルの条件』を参考図書と

しドラッカーがキャリアコンサルタント」だったら，どのようなアドバイスを
してくれるのだろうかとキャリアコンサルタント仲間内で発表した際に活用し
た著書です．
当時の私はまだドラッカー教授の著書をかじっているだけで，様々な著書か
らキャリアに関係しそうな箇所に付箋を貼り付けていました．ところが，最後
のほうで『プロフェッショナルの条件』を読んだところ，今までに付箋を付け
たほとんどが『プロフェッショナルの条件』に記載されていたので驚いたこと
があるからです．
上田惇生教授が『プロフェッショナルの条件』の翻訳者あとがきで「ドラッ
カー教授の著作のうち，あくまで一人ひとりの人間とその上げるべき効果，な
し遂げるべきことに徹底的に焦点を絞った」と述べられ，そのご尽力にあらた
めて感動を覚えた次第です（5）．
（3）ストーリー性を持たせ，受講者が現場で実際に使えると納得できること
現場重視でセミナーが苦手な私にとっては，実際に受講者が実践で使えるこ
とが一番大事な要件です．いかに受講者が現場に戻り日々の業務を通じて自分
自身が成長できるかが私の狙いだからです．
まず，事前課題として一般企業に勤務しているシニア社員 Aさんが，これか
らどのように会社で働いていけば良いかを受講者に相談するというストーリー
設定にしました．受講者にはコンサルタントやメンターのような気持ちで事前
課題に取組んでいただきます．
相談記録として A 4 一枚に経緯や相談骨子として Aさんの会社での経歴や気
になっていることなどが記載されています．
受講者には Aさんの顧客とは誰か，顧客の課題は何か，Aさんの強みにはど
のようなものがあるか，A さんが活かせるスキル，経験にはどのようなものが
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あるか，今後 A さんが顧客に貢献できる取組みは何か等を事前にイメージして
おいてもらうことにしました．
話しにストーリー性を持たせ，受講者に事前課題やセミナー中に考えてもら
い，セミナーの後半で，この A さんと言うのは，実は講師自身で，講師が会社
で現実に取り組んできた課題そのものだと理解していただく筋書きとしまし
た．
この講師に出来たんだから自分にも出来ると受講者の皆さんにも代理経験し
て欲しかったからです．
（4）ステージ毎にドラッカー教授の理論を理解したうえでワークに入って
いただくこと
受講者には後述する各ステージで A さんの顧客価値の創造等についてグ
ループワークを交え，考えていただき，その後，講師からドラッカー理論の説
明と，実際に A さんが考えたことの説明をします．全体共有を経た後，では受
講者であるあなたの顧客は誰で，顧客価値の創造をするためにあなたは何がで
きるのかを個人ワークの後，グループメンバーからのアドバイスによる気づき
も得ながら検討を進める展開としています．
例えば，自分の強みに関しても，ドラッカー教授は「誰でも自分の強みにつ
いては良くわかっていると思っている．だがたいていは間違っている．わかっ
ているのは，せいぜい弱みである」と言われています．グループメンバーから
のアドバイスにより自分の強みも発見できるような仕組みも加味しました（6）．
最終的には，受講者各人に「あなたは何によって憶えられたいか」そのため
には「何をするべきか」
「自分を使って何をどのように貢献したらよいか」を考
え，提言していただきます（7）．
そして結びの言葉としてドラッカー教授は何事においても真摯さを重視され
ていたことも引用しています．
では，具体的にどのような展開をしていくのか，述べさせていただきます．

3．ドラッカー教授に学ぶ価値創造セミナーの展開プロセス
以下は，現在，詳細設計中ですが，資料は70数を超えることになると考えます.
（1）展開プロセス
図表 1 は全体の展開プロセスです . 参加者に自分達で考え気づきを得ていた
だくことがとても重要ですから，個人ワーク，グループワークの時間を多くと
り，全体共有を各ステージで実施します．
従い，講師役はファシテーターとして目立たないことが良いと考えておりま
す．構成は①顧客の創造，②自分の強み，③選択と集中，④行動計画策定，
⑤自分はどう覚えられたいかの 5 つのステージに分けます．
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背景

事前課題

顧客

自分

貢献

行動計画

317

提言

本セミナーの全体プロセス
価値提供（貢献）のPDCA

顧客の創造（誰）
ニーズ

価値創造

ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

貢献分野の検討
強み強化

新規学び

自分の強み、スキル、
価値観

知識労働者は他のものが自分の
貢献を利用してくれるときのみ、
成果をあげることができる

選択と集中

１年
行動計画

実践

廃棄
自分はどう覚えられたいか？
そのために何をするのか
@Y. Iwasa All right reserved

図表 1．ドラッカー教授に学ぶ価値創造セミナーの全体プロセス

（2）顧客の創造
導入で，なぜ今，ドラッカー教授に学ぶ必要があるのか，顧客の創造とは何
か，顧客の課題やニーズは何か，価値創造とは何かを説明します．
また，ドラッカー教授の「知識労働者は，ほかの者が彼の貢献を利用してく
れるときにのみ，成果をあげることができる」を引用し，私達は自分のため
だけに貢献を考えても成果をあげることはできず，顧客のために貢献し顧客
が価値を見出してくれて初めて自分の成果もあがることを理解してもらいま
す（8）．
そのレクチャー後，事前課題として考えてきた受講者各自に，あらためて A
さんの顧客とは誰か，顧客の課題，顧客の価値創造，A さんが貢献できる分野
を個人ワークとグループワークで共有していただきます．
その後，講師から A さんが現場で考えた内容の説明をして全体共有します．
この例示をベースに，受講者自身の実際の顧客に関し同じ質問を元に個人
ワークで考えていただきます．その後，グル―プワークで対話を元に受講者各
人にアドバイスをしていただき各人は参考になったことをメモしていきます．
ここで大事なことは，対話の方法です．対話では，私が勉強を続けてきたカ
ウンセリング手法を用います．
受講者がキャリアコンサルタントの場合は共通のベースがありますので，傾
聴，共感，励まし，問いかけ，方策等の説明は必要ありませんが，一般企業のマ
ネージャーや社員の方に対しては，対話の手法に関しても信頼関係の構築と言
う最初の一歩から説明を行ったうえでグループワークに入っていただく必要が
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あると思います . グループワークのあと，気がついたことを全体共有し次のプ
ロセスに進みます．
（3）自分の強み
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端的に①あなたは何によって憶えられたいか？②そのためには「何をすべき
か」
「自分を使って何をどのように貢献したらよいか」をまとめていただきま
す.
講師の場合は，あなたと知り合えて良かったと思われる人，②そのためには，
現場経験を積みながらキャリアカウンセリング力を深めていくこと，またマネ
ジメントとキャリアコンサルティングを統合し発信していくことです .

ここでも，ドラッカー教授の考え方を引用し，A さんの事前課題を元に，A
さんの強み，キャリア，スキルを個人ワーク，グループワークで考えていただ
き，講師が考える A さんの強みを説明します．
次に，受講者本人のいわゆる自己理解に進みます．ここは正に，キャリアコ
ンサルティング手法も活用し受講者自身気がついている自分の強み，気がつい

おわりに

ていない強み，価値観などをグループメンバーの支援も受けながら引き出して
いきます．
このプロセスは受講者気がつかない自分の強みも知ることにより自己効力感

今回ご紹介したドラッカー教授に学ぶ価値創造セミナーは，現場で働いてい
る一般企業の人達を対象に，今までドラッカー教授から習い実践してきたこ

も上がり，とても喜んでいただけます .

以上がドラッカー教授に学ぶ価値創造セミナーの全体プロセスです .

（4）選択と集中
さて，いよいよ「選択と集中」のステージですが，ここでも A さんの事例を
元に検討した後，自分が「選択と集中」できそうな貢献分野を考えていただき

と，また，キャリアコンサルティングの現場で実践してきたことを統合しセミ
ナー化するものです．
つまり「もしドラッカー教授がキャリアコンサルタントだったら」どんなア
ドバイスをしていただけるかという私なりの集約です．
今までの人生を振り返る際，キャリアコンサルタント養成講座では，ライフ

ます．その際，当然，今自分の強みを強化すべきスキル，また新たに習得すべき
スキル，廃棄すべき事も考え検討していただきます．

ラインチャートという人生グラフを作成します．人生の浮き沈み，楽しい嬉し
い悲しい時期など．図表 2 のように私のライフラインは営業部門では大きくプ

そして，佐藤等先生の「高い基準を満たすには，自分がどんな貢献が出来る
か，将来はどんな貢献を果たせるようになりたいかを問い続けることです．で
も自分だけで，そのことに気づくのは難しいでしょう．お互いに，なすべきこ
とは何か，欠けているものは何かを指摘し合うことは，人材開発の最大のポイ
ントです」のアドバイスを引用させていただきます（9）．
グループメンバーは交代で受講者各自の「選択と集中」したい事項を先程の

ラスのカーブを描き，人事，法務，総務部門では気持ちが沈んでいることがわ
かります .

対話手法である傾聴，共感，問いかけをしながら支援していきます．
（5）行動計画策定
最終的に受講者はグループメンバーの支援も受けながら，自分の行動計画を
策定します．
A さんの場合には，①カウンセリングルームの開設と各種セミナーの企画開
催，②グループ会社へのキャリア採用支援，③生涯現役志望社員へのキャリア
カウンセリング及び具体的な再就職支援を行動計画としたこと，また，これら
は計画ではなく実際に A さん，つまり講師自ら実践してきたものであることも
説明します．
（6）自分はどう覚えられたいか
セミナーの集大成は自分ブランドの構築に向けての提言です．

自分史
＋

製
鉄
所

ライフラインチャート

人事部

営
業
部

米国

人事部

環
境 大
法務
営 阪
業

総務

人事部

キャリア
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学び
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0

−
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50歳

年 齢 軸

図表 2．自分史

ライフラインチャート

60歳
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一方，私は数年前に，そのライフラインチャートに，人生での学びを得られ
たラインを描いてみました．法務・総務での学び，つまり自分が「一皮むけた
経験」の時期が一番高いカーブになっていました .
今になって自分史を振り返ると，自分が希望して得られた経験と，自分が希
望せず苦しくても多くの学びを得る経験というものは，
「仕事の報酬は成長」
と言う観点から捉えると異なる価値が見えてくると思われます .
思えば，10 数年前にドラッカー教授に出会いその本質的な教えに衝撃を受け
たこと，またキャリアコンサルティングに出会い，今までのよろいかぶとを脱
いだ自分に出逢うチャンスを与えてくれた機会に感謝しています .
最後まで，私のつたない内容を読んでいただきまして，ありがとうございま
した . あれだけ苦手だった教育やセミナーを今，やろうとしている自分がいま
す．これはドラッカー教授，ドラッカー学会の諸先輩，またキャリアコンサル
タントの皆さん，そして何より会社で育ててくれた上司，諸先輩，仲間達のお
かげだと思っております．
この場をお借りし，厚く御礼申し上げます．引き続き，ご指導ご支援いただ
けましたら嬉しいです．
【参考文献及び注】
（1）金井壽宏『仕事で一皮むける』
（2002）光文社新書 p 18
（2）P.F. ドラッカー著，上田惇生訳『断絶の時代』
（2007）ダイヤモンド社 p 322
（3）上田惇生著『ドラッカー 時代を超える言葉』
（2009）ダイヤモンド社 p 227
（4）松尾睦著『職場が生きる人が育つ経験学習入門』
（2011）ダイヤモンド社 p 48
（5）P.F.ドラッカー著，上田惇生訳
『プロフェッショナルの条件』
（2000）ダイヤモンド社p260
（6）P.F. ドラッカー著，上田惇生訳『プロフェッショナルの条件』
（2000）ダイヤモンド社 p 112
（7）P.F. ドラッカー著，上田惇生訳『プロフェッショナルの条件』
（2000）ダイヤモンド社 p 234
（8）P.F. ドラッカー著，上田惇生訳『経営者の条件』
（2006）ダイヤモンド社 p 30
（9）上田惇生監修，佐藤等編著『実践するドラッカー【思考編】』
（2011）ダイヤモンド社 p 143

【略歴】 慶応義塾大学法学部法律学科卒業，1976 年日本鋼管（株）入社，製鉄所勤務を経
て人事部門，民需営業部門を経て米国ヒューストン事務所駐在員．帰国時，2 度
目の人事部門に異動し採用，教育，職務開発を担当．官庁営業部門に異動し大阪
支店勤務後．法務部門に異動 .2003 年川崎製鉄（株）と会社統合し JFE エンジニ
アリング（株）総務室長，総務部長を経て 55 歳時，関連会社に転籍．その後，親
会社に復帰し人事部職務開発室長，人事部長を経て 60 歳定年時 JFE キャリアナ
ビ（株）社長，現在，同社キャリアマネジメントプロデューサー．国家資格 1 級キ
ャリアコンサルタント技能士，ドラッカー学会会員
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2 度目のクレアモント

What are You Paying Attention to Now?

五島優子
Yuko Goto

（本会会員）

はじめに
2020 年 2 月 26 日〜 3 月 2 日．3 年ぶり 2 度目のクレアモントに行った．
“カリフォルニア州クレアモントにて”と，ドラッカーの著作のまえがきに
はいつも書いてある．ドラッカーが 30 年以上教鞭をとっていた街．住んでいた
街．そこで多くの著作が生まれた街．
「クレアモントに 1 度は行ってみて．短期間でもいいから．来たら，きっとわ
かるから．」
ドラッカー・スクールの卒業生の方にそう言っていただいた言葉がキッカケ
で，3 年前，初めてその地を訪れた．気持ちのいい青空．歩いていると時々出会
うリスたち．あたたかくて素敵な人々．カラフルなスーパーマーケット．こじ
んまりとした平屋の家，外の鮮やかさと対照的な掛け軸に，書斎のタイプライ
ター．あぁ，ここであの本たちが生まれたんだな．表現するのが難しいけれど，
不思議と腑に落ちた感があった．百聞は一見に如かずとはまさにこのこと．そ
して私も，周りの人に同じように話していた．「まずは 1 度．行ったらきっとな
にかがわかるから．
」
2 回目のクレアモントに行く機会を，ドラッカー・スクールの卒業生でもあ
る八木澤智正さんが再び作ってくださった．（八木澤さんにはいつも感謝ばか
り．
）今回のメンバーはドラッカー学会・実践するマネジメント読書会・エッ
センシャル・マネジメントスクールから，はじめましての方も含み 12 名．さら
に現地合流 2 名，最年少はなんと小学 3 年生！彩り豊かなメンバーとなった．
2 回目の今度はなにを感じるのだろうか．なにを感じに行こうか．
なんとなく，環境が与える影響ということに興味があった．しかし，前回と
同じように事前にいろんな質問を考えてみたり，期待を考えてみたけれど，今
回はうまく言葉がまとまらない．そのまま当日を迎えた．またあの人たちに会
える！あの青空再び！それがとてもうれしかった．
時はちょうど，日本でも新型ウイルス・コロナの影響が出始めた頃．本当に
行くの？ と議論もした上で，できる限りの感染対策準備を詰め込んで，私た
ちはアメリカへ飛んだ．
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羽田から LA，クレアモントへ

Welcome Session / Ogura san

羽 田 発 LA
行きの飛行
機．明らかに

小倉さんによるウェルカムセッション．小倉さんは前回に続き，きめ細か
いプログラムと気遣い．車の運転からツアーガイドまで今回もなにからなに
まで本当にお世話になった．「こんなお土産を探している」
「アイス食べたい」

空港はガラ
ガラ．待ち時
間も極力人の少ないところで過ごす．対して機内はほぼ満席状態でフライト．

「砂浜，歩きたい」何気ない一言（わがまま？）も聞き逃さずに，さりげなく
予定を変更してくださる優しさ，真面目な話をしていると思った瞬間に繰り
出されるユーモア，そのすべてから感じる誠実さ．この日はドラッカー・ス

機内にはマスクをした人もたくさん．無事入国できるのかと心配していたけれ
ど，実際は特にこれといったこともなく，あっさり入国完了．今回もプログラ
ム企画から，運転，アテンドまで素晴らしいコーディネーターをしてくださっ
た，ドラッカー・スクールの日本担当ディレクター小倉さんとも合流．心配を
かけている日本の家族や知人にも無事到着を連絡．なるべく人混みを避け，消

クールの説明，Pomona カレッジのお散歩など．ドラッカー教授は，ドラッ
カー・スクールが他の学校と違うもっとも重要な点を聞かれたとき，一言
「We work together」と答えたという．学生・教授比率は 10：1．双方向で
のコミュニケーション．この学校で感じるあたたかさの仕掛けに目を向ける
と，実際の仕組み，人のふるまい，目に見えるもの見えないものが，あちこち

毒液を持ち歩き，適宜除菌を心がける．その時点ではまだアメリカでマスクを
していると逆にとても怪しく危険なので，マスクを外して行動を開始．それま

に膨大に散りばめられていることに気づく．Drucker street，CGU のそれぞ
れの大学，少しずつ違う雰囲気，木には「小鳥」と呼ぶにふさわしいほどの小

での心配で薄暗かった心模様に対して，スコーンッと明るいカリフォルニアの
青い空！ この日差しの中にいたら，陰気でいるのはむずかしい．陽気になら
ないはずがない．

さい鳥やリスの姿．日本では見かけることのない色鮮やかなお花に，サボテ
ンのような植物．治安と気候がいい街・クレアモント．（別名 City of Trees
and PhDs： 木 が
多くて博士号取得
が多い街）環境が

クレアモント到着
レンタカーを借りに行き，いざクレアモント
へ！東海岸時間で働く人，西海岸時間で働く人
どちらもいるため，帰宅ラッシュの時間は長い．
夕方で車は混んでいて，約 2 時間かけてクレア
モントに到着．前回と同じホテル Double Tree
by Hilton Hotel Claremont．今はとてもキレイ
なホテルだけど，井坂さんが初めて来た時，ド
ラッカーさんに会った 15 年前はクレアモント・
インという名前で，雨漏りに遭ったホテルだっ
たとか．
（カリフォルニアは年間でも 14 日ぐら
いしか雨が降らないので，雨の日はとっても珍しい）
チェックイン時にもらえるあったかいクッキーがこのホテルの名物．あった
かくて大きくてしっかり甘い．もちろんあったかいうちに，ロビーでもぐもぐ．
その姿に「もう食べてる」と笑われながら，外にはヤシの木，プール，聞こえる
英語．アメリカに来たことを実感する．夕暮れ時，三日月と輝く金星．みんなで
和食のお店に行き，その後地元のスーパー・TARGET へ．お土産用のお菓子や
ポストカードを買い込んだ．St. Patrick’s day やイースターのグッズもいっぱ
い．広い店内，日本とは違う色使いやディスプレイに新鮮な刺激を受ける．

人に与える大きさ
を思う．

Lunch with Celeste
前回思わず「どうすれば，あなたのように素敵になれますか？」と聞いたほ
どに素敵で，またお会いできることがとても楽しみだったのが Celeste さん．
ドラッカーさんの教え子であり，元運転手・秘書という経歴もだけれど，彼女
は事故により記憶喪失になった経験をもち，その経験を生かして，同じよう
な境遇になった方々のサポートをされている．
“インテリジェンス”とはこう
いう人たちを表現するためにある言葉なのではないかと感じるほどに，知的
で，同時に可愛げもある．今回は席が離れていたので，前回ほどはゆっくりお
話聞くことはできなかったけれど，表情，言葉のトーン，佇まい，周りの人との空
気感，相変わらずとても素敵で，今回も改めてこんな風に年を重ねられたらいい
なぁと思った．
今回日本からのお土産に
用意したものは，
「日本の春」
をテーマに和菓子職人にオー
ダーして誂えていただいた
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干菓子の詰め合わせ．渡す時にうまく説明できなかっ
たけれど，喜んでもらえてたらいいな．茶席で用いる
お菓子は場に合わせ，相手に合わせて毎回オーダーす

なのかもしれない． 今，本当に知ることが必要な情報はどういうものなのか．
滞在中はあまり携帯を触っていなかったこともあるけれど，日頃どれだけ自分
から情報を取りにいくとか，考えることをせず，流されている情報の影響を受

る．相手のことをよく知らないと心を通わすお菓子に
はならない．
今回の渡航も魅力的な方々ばかりで，みなさんがどんな風に言葉をかけたり

けているのだろうと思った．人が環境をつくり，その環境がまた人をつくる．
考えるべきは，どういう環境を求め，どういう環境に自分を置くのか．普通に
していたら流されるからこそ，そのためにどこに意識を向けるか．attention の

行動しているのか，私はそんなところも関心の中心だった．

マネジメントとはそういうことなのかもしれない．

Leadership Training / Joseph Lee

Dinner with Vijay Sathe

Lee さんの講義を聞かせていた
だくのは数年ぶり．今回のテーマ
は「Building High Performance

Sathe 先 生 は，前 回 は 講 義 を 聴
講させていただいたのに対し，今
回は一緒にご飯を食べながらのお

Teams」ハイパフォーマンスな
チームをつくるために必要なこ
ワークや事例を通じて考える．大きなアイデアは大きな紙に，人間

話．つたない英語力のため，翻訳
してもらいながら聞かせてもらっ
ていたのだが，それを聞いているだけでも，すごく楽しく興味深い時間だった．

の脳はマルチタスクができないこと，attention のマネジメント，Empathy と
Sympathy のちがい，ステレオタイプの怖さ，失敗の 85％はシステムだという
こと，タフな会話をいかに普通にできるか．ここでの気づきは，翌日以降のい
ろいろなところで影響を与えるものとなった．
渡航中，Lee さんに「自分の頭で考えて“問い”や疑問をもって，聞くことが

Sathe 先生の考えの深さ，お話の上手さ，人柄というのか．前回も今回もお会い
したどの先生方にも共通するのが，人としての魅力．あり方としての美しさ．
ドラッカー・スクールの良さは少人数制のところ．先生との距離がすごく近い．
親密さと共にある尊敬．講義の内容の刺激ももちろんだけど，ふるまい含めた
すべてから，
「この先生から学ぶ」ということが，すごく大きな学びになるよう

あまり得意ではない場合はまずはなにからしたらいいのだろうか？」と聞い
た．自分が感じていることと，相手の話していることや行動にズレがあるとき

に感じる．「人を大切にする」言葉にするのは簡単だけれど，それを具体的にす
ると，常に相手に関心を持つ姿勢，Welcome の雰囲気に，周りを明るくする話

に，なんでだろう？ と聞いたらいい，という答えをいただいた．その答えが
とてもしっくりきて，
「聞く」ということに対しての考えが，少し変化したよう
に感じる．「聞く」とは，相手と自分とのちがいを知り，わかりあうためで，よ
り良いものを生み出したり，よりよい関係を築くためのベースとなるものだと
感じた．

し方などなどなど多くの要素があり，その掛け合わせから，大切にされている
と感じられるのではないか．さらに加えて教養の深さを感じる話題引き出しの
広さと深さ，実際の態度や行動，それらがあいまって，心はやわらかに，それで
いて思考をいろんな角度から刺激してくれる．これがドラッカーと共に時間を
過ごしてきた方々のスタイル，ドラッカー＆ドラッカー・スクールの背中なの

とは？

Meeting with current students
ドラッカー・スクールに通う日本人学生 5 名．そのうち

か．うーむ，圧巻．

おでかけと 1 人反省会の夜

の 1 人は，ドラッカー・スクールを選んだきっかけが『も
しドラ』だったという方も．学校での様子，アメリカでの
生活，外から見た日本についてなどを伺った．

夜はまだ時間があっ
た の で，小 倉 さ ん の 運
転でショッピングセン

「情報は出ているから，自分で調べればすぐわかるの
に．テレビなどの情報に流されている人が多い」と日本
人の最近の行動に対しての指摘がとても印象的だった．
流れてくる情報に流されるのはラクである．全部に反応
していたら大変だから，何もせずにいたらそういうもの

タ ー に お 出 か け に．気
になっていたキッチン
道具と寝具を扱うお店へ．いろんなサイズのケーキ型，ものすごく種類の多い
キャンドル，ベッドカバーに BBQ グッズなどなど商品陳列を見ていると，日常
生活にどれだけ自分たちの手を加えているかを感じられる．楽しみは受け身で

326

実践報告

待ってもらえるものではなくて，自分から作っていくものだと感じる．ホテル
に戻って，ロビーで談笑．が，部屋に戻るとどこか気持ちモヤモヤ．日記と共
に，ノートに頭の中を書き出してみる．すると少し反省が．今回いろんな心配
があったとはいえ，海外だからとか，英語が堪能じゃないとか，刺激いっぱい
とか，やってくださるからとかなんとか，いろんなことを人任せ，受け身にな
りすぎていたのではないか．もてなしていただくばかりで，一緒に過ごさせて
いただく時間をより有意義なものにするために，自分は周りに対してなにかで
きることをしているのだろうか．それ以前に，できることを探そうとすらして
いなかったのではないか．そんな自分に気づいた… 今回のメンバーでの渡航
が後日「High Peeformance Team だった」と言われるとしたら．Lee さんの講
義で得た気づきとの関連性，書き出し実行できることを考えることで，自分の
もやもやした思考がクリアになっていく．正直であること，誠実であること．
貢献．この 3 つを通したコミュニケーション．これらが今回の渡航のキーワー
ドとなった．

Visit Drucker House & Drucker Institute
この青い空の下，このささやかな場所で，多くの書籍が生
まれた．ホテルから歩いていける距離の住宅街にその家はあ
る．表のお庭には，おっきな椿みたいなお花，ラッパのマー
クの郵便ポスト，窓から見える大きな柑橘がなった木とか，
クライアントのみんなと裸で泳いだというプール．ゆったり
と座れる椅子に，歴史や美術の本，部屋の中心にある暖炉．
掛け軸の表装は松の柄．その奥にある書斎，テーブルの上の
タイプライター．クローゼットの奥は掛け軸入れ．ベッドサ
イドには子供からの手紙と絵，愛用したメガネ，ネクタイピ
ン，お父さんにプレゼントされたとっておきの燕尾服．妻ド
リスさんの発明品に，強い意思を感じる手紙など．人が住ん
でいる気配はすでになくなっているけれど，ここでかつて生
活していたことに想いをめぐらせる．体温の感じられるホーム，それがこの家
だ．（Drucker House は現在写真を公表できないので添付なし．）
Institute は 3 年前とは少し模様替えがされていた．どこでもすぐにアイデ
アを書ける壁のホワイトボード，リラックスできるイス，レゴ，銅鑼までもあ
る．すくすく育っている観葉植物，いろいろな場所にある本棚には，いろんな
言語のドラッカー関連の書物が並ぶ．
（ドラッカー学会の年報も！）．人と人
が混ざり，アイデアが生まれる空間．
「What will you do on Monday that’s
different?」今回いただいた経験から，日本に戻ったら，どうする？このタイミ
ングでこういう機会をいただけた意味を考える．
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Lunch with 山脇秀樹 Prof.
「すでに起こった未来はどんなものがありますか？」人
口の変化やいろんな変化の事例を通してお話を伺ったあ
と，みんなでディスカッション．山脇先生や Lee さんの事
例を聴きながら感じたことは，ヒントはいつでも身近にあ
るということ．いつも見ているものを『観察』すること．車
の停め方，映画の配役，日本だったら「それ，ただの趣味で
しょ！」と気にもされず流されてしまうようなことに，大
きなヒントがすでに現れている．今回，渡航してて気づい
た 3 年前との変化は，トイレの自動化が多くなっていたこ
と，学校のトイレに貼ってあったレポートお助けの張り紙
がなくなっていたこと，スーパーの POP から遊び心がやや
減っていたこと．先生方が少しだけ高齢になったこと．（同
時に自分も．）これらは何を意味しているのだろうか．いつまでも同じものは
ない．
小学生の正海くんは，私のスマホに入っていた花札のゲームに夢中．初めて
でルールも分からなかったのに，毎日どんどん上手になっていって，気がづけ
ば連勝を重ねている．それから，
「僕は背が届かないから，これやってくれな
い？」ってお願いをする．
「僕は今，とても退屈なんだよ．
」って正直に言う．
「ねぇねぇ，あれはこういうこと？こうしたらいいのかな？」って聞く．そうい
う言い回し，すごくいいなぁって思う．

Online meeting with Jean Lipman-Blumen
Lipman-Blumen 先 生 と は zoom
で．Lipman-Blumen 先 生 は，教 え
子である八木澤さんのことをいつ
もとても気にかけておられるのが
印象的．先生の研究テーマは toxic
leaders．そ こ で 1 つ 質 問 を し た．
「毒あるリーダーは，その後どうなっていくのでしょうか」毒あるリーダーだっ
て，1 人の人．間違えることもあるだろうし，いい所だってあると思う．今回の
渡航は，私自身がちょうど倒産から 5 年のタイミングだった．．毒あるリーダー
とまでは思わないけれど，無毒とも言えない要素もあった，脳裏に当時の社長
の姿を思った．人を変えることはできないけれど，自分を変えることはできる．
「これからの人生，何をするかは自由である．何でも選べる．人生で何をやり
たいかを考えよう．簡単に答えがみつかるわけではない．したがってもう 1 度，
さらにはもう 1 度散歩をする．数ヶ月休みをとって仕事から離れてみる必要も
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あるかもしれない．今度は仲間と一緒に散歩をしてみる．おしゃべりをする．
くつろいで思いをめぐらす．グループで何かをやれるとしたら何をやるか．夢
を現実のものにすることはできないだろうか？」帰国してから，前回引用した

空！青い海！ Redondo Beach は観光客も少ないロー
カルなビーチ．建物の前ではギターを抱えたおじさん
がブルースを弾いている．桟橋のそばではオットセイ

Lipman-Blumen 先生の本をもう一度読んだ．小さい頃から，今もずっと変わら
ないことは，自分の周りの人たちと過ごす，なにげない日常が温かいものであ
りたい．時にはケンカしたっていい．そのあとまた一緒に笑い合えばいい．そ
のためにできることを，ずっと探してきていることに気づく．それが自分の最

がアウアウ．アウアウとずーっと鳴き続けていた．カ
モメが時々飛んでいて，釣りをしている人もいる．し
ばし自由行動．デッキに座り，ピニャコラーダを飲

大の関心事かもしれない．
“くつろぎからうまれるもの”
“心と心が通い合う時
間”想いをかたちに．

Dinner with Jeremy Hunter（Pasadena）
クレアモントから
車 で 約 40 分，少 し 都
会な Pasadena の街へ．
Jeremy さんも合流し，
おいしい日本料理のお
店「大沢」で晩ごはん．前回同様とても賑わっている．いろんな種類のカリフォ
ルニアロールを大満喫．天かすがまぶされたロールの食感も楽しい．お寿司
も海を越えれば，いろんな風に変わっていく．スパイシーなツナに，アメリカ
で採れるウニも，すごくおいしい．終盤になり，これまでなんでも任せっきり
だった八木澤さんにやっと「なにかお手伝いできることありませんか？」と聞
くことができた．みんなの会計集め，これなら私もできる．旅の中で，できるこ
とがあったこと，役割ができたのもうれしい．
Jeremy さんとの時間．
“ホーム”と“ハウス”のちがい．ホームには温度があ
る．好きなものとの時間，日常的に手を心をかけること．それはモノも人も一
緒．たとえ身近な人でも日々，感じたこと，正直に気持ちを伝えあうこと．そう
いう繰り返しが大切だと思う．おいしいお菓子とお茶と共に，それぞれの近況
や関心ごと，医学の話，料理や料理道具の話，お庭の木々のこと，家のこだわ
り，他愛もない話を心地よく．気づけばあっという間に数時間．なんだかなに
かの歯車がいい具合に動き出した感じがした．
深夜の行列ドライブスルーは IN-N-OUT Burger，animal style で！
待ちに待った Jeremy さんの新著．できたてホヤホヤの『ドラッカー・スクー
ルのセルフマネジメント教室』は帰国と同時に品川駅構内で購入して即読了♪
とてもおすすめ！

Sightseeing Course と井坂さんとの語らい
この日は 2 つのグループに分かれて行動．大学の卒業パーティ組と，私たち
は小倉さんと LA ビーチ観光．車で 1 時間半．カリフォルニアといえば，青い

み，いくつかのお店をめぐる．砂浜は足が埋まるやわ
らかさ．こちらの海は，ポイ捨て厳禁．磯の香りがし
ないのは，ゴミも海藻もまとめて掃除されてるからだ
とか．砂浜で遊んでいる頃，イルカも目の前にいたら
しいのだけど，，，見落とした．とても急な階段を使っ
てエクササイズしている人も次々と．小倉さんがこのビーチの近くに住んでい
た頃は，休日に海に来て，海を眺めながら本を読んだりしてたのだとか．なん
とオシャレで素敵な休日の過ごし方！ くぅーっ！
また少し車を走らせ Terranea Reasort でランチと今度は海と崖を上から眺
めながらお散歩．小倉さんのお気に入りの場所を教えていただく．小倉さんの
奥様は，サボテンの前で写真を撮る時，サボテンの真似をするらしい．という
ことで，みんなでハイポーズッ！数日前までほぼ初対面だったメンバーも，一
緒に時間や会話を重ねていく中で，こんなお茶目なこともできるようになった
んだなーと，素敵なみなさんとご一緒できたことをとてもとても嬉しく思った
瞬間．
その後 Del Amo Shopping Mall で自由時間．お店をいくつか見たあとは，
モールの広場のソファーに座って井坂さんとヘーゼルナッツのアイスクリーム
を食べながら語らう．今回の旅でも，井坂さんとはたくさんいろんなお話をし
た．15 年前に初めて来たクレアモント．ささやかな出来事からすべてが変わっ
ていったこと．自分ができること，できないこと．想い．日本のスタイル，「立
場」のお話，1 つ 1 つの出会いと出来事が重なって，今につながっていること．
ささやかに開かれていくこと．それらを“虹の架け橋”と表現されたのが印象
的．井坂さんと初めてルノワールで出会ってから，4 年が経つ．まだ 4 年，もう
4 年．その間に，思わぬたくさんの機会をいただき続け，井坂さんに勧められ
て始めた日記も 1 年を過ぎた．ささやかに，さりげなく，4 年前には思いもしな
かった日常が広がっている．アイスクリーム，カリカリしたクランチのトッピ
ングも，おいしかった♡

BBQ と 3314 号室で
夕食は全員そろって，この旅もあっという間に最後の晩餐．ここはアメリ
カ！最後の締めはやっぱりお肉で！お店があるのは，サンキストの工場だった
場所をリノベーションした建物．昔使っていたハカリや写真なんかもあって，
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とっても素敵な空
間．大きなお肉，お
腹 い っ ぱ い．最 後

What will you do difference on Monday?
Wisdom rather than knowledge.
Self-control rather than power.

には，1 人ずつ感想
を．ホ テ ル に 戻 っ
てもまだもう少し

Excellence rather than success.

話したいねと，翌朝は早いから「1 杯だけ」と，集まれるメンバーで 3314 号室で
二次会を．23 時解散の予定が，最終的には 25 時．話は尽きない．今回得たこと，
感じたこと，自分ができることはなんだろうか，それぞれから出てくるアイデ
ア，言葉に，今回このメンバー，このタイミングで来れて本当に良かったと心
から思った．いろんな人がいるから，世の中はおもしろい．

あとがき
日本には「間（ま）
」という言葉があ
り，武道や芸能の道ではとても間合を
大切にする．間がありすぎれば，間延
びだし，間が抜ければ，間抜けという．
「間」は時間間的な感覚，
「間合」は相手
との適度な距離感覚をいうとも聞いた
ことがある．
人と人，モノとモノの間にあるもの．
あるけど，ないもの．ないけど，あるもの．
クレアモントという土地．ドラッカーやドラッカー・スクールに関わった
方々の背中が語るもの，素敵だと感じる部分は，この「間」や，
「間合」の絶妙
な感覚なのかもしれない．それを生んでいるのは，相手や対象物への関心と，
適切な距離感．同時に自らが差し出しはたらきかけるもの．その上で呼吸が合
う，息遣いが同期し，掛け合わせから生まれる時間・空間．ある種の演奏や舞
台のようなものに近いといえる．
自分のことばかりを考えてたら，いいものは生まれない．
相手の音を聴き，自分の音を発す．
「今どこに注意が向いているか」を意識
し，気づくことが大切．ドラッカーがいうところの「観察」の重要さを思う．
7 月．3 年前にお会いしたマチャレロ先生がお亡くなりになった．オンライン
で開催されたお別れ会に参加させていただいた．画面上でも伝わる集まった人
たちの温かさ．マチャレロ先生が残されたものの偉大さを感じた．
正直に，誠実に．そうして，あたたかく彩りのある時間を周りの人たちとこ
れからも作っていきたいと思う．改めて今回関わってくださったすべての方，
すべての出来事に感謝ばかりです．
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Jeremy さん『ドラッカー・スクールのセルフマネジメント教室』より

The best way to predict your future is to create it !
2020 . 3 . 4 誕生日に・京都の自室にて．
（9.7 加筆修正）

【略歴】 1985 年山口県生まれ．京都市在住．山口県立防府高等学校，京都精華大学人文
学部文化表現学科卒業，日本女子大学家政学部生活芸術学科通信課程在学中
渋沢ドラッカー研究会運営事務局．2017 年～ネクスト・ソサエティー・フォー
ラム実行委員．
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者様にはオンラインが不慣れである旨をお伝えしていたこと，また，ご担当者
様もほとんどオンラインでこれまで業務をされていなかったことから，まる
で，初めての海外旅行の入国審査のような雰囲気でのミーティングとなりまし

Three Self-Innovations

原田由美子
Yumiko Harada

（Six Stars Consulting ㈱）

オンラインセミナーにミーティング，動画配信，いずれも企業を対象とした
人材育成事業に取り組む私がこれまで「やりたくない」と思っていたことです．
その理由はごくシンプルで「よくわからないから」でした．しかし 2020 年 3 月，
まるで，夕刻に急激に広がる暗雲のように新型コロナウィルス感染症の影響は
拡大し，それに伴い多くの人の心にも不安が広がっていきました．この感染症
の広がりが見え始めた 2 月頃，私は「5 月のゴールデンウィーク明けには落ち着
くだろう」と見込んでいました．しかし，日を追うごとにその見込みが甘かっ
たという現実をこれでもかというほど突きつけられました．
そして 3 月中旬「もうこれは，全面オンラインに切り替えるぐらいのつもり
でいたほうがいいかもしれない」そう考えるようになりました．そこで，「全面
オンラインに切り替える」と決めたことで起こった私の中でのささやかなイノ
ベーションについて 3 つ紹介します．

セルフイノベーション 1：オンライン化への対応
「全面オンライン化」を視野に入れたとき，あらためて考えたことがありま
す．「それはなぜこれまでオンラインが嫌だったのか」ということです．単純
に IT が苦手であることもその一因です．しかし，本当はもっと根深い問題があ
りました．それは，「動画で自分の姿を見るのが嫌だ」ということです．ではな
ぜ自分の姿を見たくないのか．それは，自分がイメージしている自分と，動画
で見る自分にギャップがあるからです．多くの方が一度は経験があると思うの
ですが，自分の声を録音し聞いてみたときの「エッ，これが自分の声？」という
感覚です．あるいは，撮られていることを知らずに撮られた写真を見たときの
ガッカリ感，と言い換えることができます．音声，あるいは，一瞬のことだけな

た．
その際，気づいたことがありました．それは，それほど自分の姿が嫌だと感
じなかったことです．それは私にはとても意外でした．そうなればあとは場数
です．この時，数年前，京都でウォーキングを教えていただいた，ミスインター
ナショナルのウォーキングトレーナーの方の言葉が脳裏をよぎりました．「ど
んどん写真や動画を撮ってくださいね．撮れば撮るほど，本来の良さが出てき
ますので」実は，そのように教えていただいていたものの，写真も動画もあま
り撮っていませんでした．しかし「今がそのとき」とばかり，打ち合わせやセミ
ナーの様子を録画し見返してみました．見返す際，1 つだけ気をつけたことが
あります．
それは，ドラッカーの言葉を借りると「強みの上に築くこと」です．
録画を見れば嫌でも自分のなおしたい面がたくさん見つかります．そうなれ
ば，どんどん自信を失っていくことでしょう．そこで，録画で自分の姿を見る
ときは，意識して自分のいい部分，うまくできているところを見るようにしま
した．そして，よい部分を増やすようにしました．そうすると，目に入る改善点
は，うまくできているところで補われていきました．そして，すぐにうまくで
きないところは，人にお願いしたり，時間をかけてやっていけばよいと割りき
れるようになりました．このような気持ちの状態がつくれると，俄然積極的に
なれます．4 月以降は「セミナーおよび研修は全てオンラインで対応可能です」
と返答ができるようになりました．また，アンケート結果を見ると，従来，対面
で行っていたものよりも評価が高くなっていました．これは，私にとって予期
せぬ成果でした．1 つめのセルフイノベーションである，セミナー，研修，打ち
合わせのオンライン化は，思いのほかスムーズに対応ができたのでした．この
成功体験が，次のイノベーションへとつながっていきます．

セルフイノベーション 2：特技を活かす
私は，当会理事・井坂康志さんが主宰する渋澤ドラッカー研究会で色々なこ

らまだしも，動画となれば自分の全てが映し出されます．それに耐えることが
できない，と思っていました．

とを学ばせていただいております．そして，その会に集まる皆様と交流を図り
つながってきました．主宰の井坂さんが，詩，写真，音楽など多岐にわたる特技
をお持ちであるからか，会に参加されている方々も様々な特技をお持ちです．

しかし，今後の事業を左右することは明白．背に腹は変えられません．「オン
ラインでできますか？」というお問い合わせには，全て「YES」とお返事をす
ることにしました．そう覚悟を決めると，不思議なもので全ての業務がオンラ
インに移行していきました．
最初は，長いお付き合いのあるご担当者様とのお打ち合わせでした．ご担当

なかでも，本年より名古屋芸術大学教授に就任された大内孝夫さんのピアノ，
第二の人生のために早期退職をされ add 9 を創業された五月女圭司さんのイラ
ストレーションは，多くの人の心を惹きつける魅力があると感じています．
そ の 魅 力 に 気 づ く き っ か け は 次 の 出 来 事 か ら で し た．あ る お 客 様 よ り
「 働 き 方 改 革 セ ミ ナ ー」の ご 依 頼 を い た だ き，「 仕 事 以 外 の 時 間 を 充 実 さ
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せ，セルフマネジメント力を高めることが真の働き方改革につながる」という
コンセプトを元に，先述の大内孝夫さん，そして『ゴルフで覚えるドラッカー』
著者の飯田利男さんにオンラインセミナーの講師をお願いしていました．

ムよく，答えとなる部分をあえてみせないように作っています．しかし私は，
そのような動画がどうしても好きになれませんでした．
恐らく，これまで動画をつくる気にならなかったのは，動画製作を依頼すれ

その際，お客様が「社内広報用に，今回のテーマに合ったアイキャッチ（イラ
ストのようなもの）があると……」とおっしゃったのです．そこで，ドラッカー
の人生と著作を自らの学びのためにイラストにされていた五月女さんに，アイ

ば，そのような動画になることが無意識にわかっていたからでしょう．一方，
佐々木秀昭さんがつくる動画は，見た人の気持ちを安定させ，じっくり学びた
いムードに惹きいれて行く，そんな動画です．
「もっと学びたい」
，
「もっと知

キャッチイラストをお願いできないかご相談をすると，快くお引き受けいただ
きました．そして，そのイラストはその組織内で多くの方の目に留まったよう
で，その組織で開催された社内向けのセミナーで，最も人が集まったという実
績につながりました．また，セミナー当日の待機画面なども五月女さんに作成
いただき，非常に好評を得ることができました．

りたい」と思わせる何かが佐々木さんがつくるものにあります．
自分が提供したいものが形になることがわかったときの嬉しさ，1 つ 1 つの
動画が出来上がっていく喜びはそのまま見る人に伝わります．事実，動画はほ
とんど PR していないのですが，視聴回数は伸びていっています．今は，視聴さ
れた方のフィードバックをいただいていませんが，いずれ，フィードバックも

実はそのセミナーではもう一つ新たな試みを加えていました．それは，待機
時や休憩時間中の音楽です．音楽は，著作権の問題があるため，その場にピッ

取りたいと思っています．

タリの音楽を見つけるのに苦労します．そんな折「なかなかいいものがないの
です」とお伝えすると，
大内さんが「ちょっと待って，作ってみる」と，ご自身でピアノを演奏され，
録音してくださったのです．企業向け研修の仕事について四半世紀が経ちます
が，講師自ら音楽を提供くださったことはこれまで一度もありません．驚くと

ドラッカーは，イノベーションには 7 つの種があるといいました．
1）予期せぬもの
2）ギャップ
3）ニーズ
4）産業構造の変化

ともに，とてもありがたく感じました．そして，大内さん演奏のピアノは，その
セミナーの主旨をとてもよく反映し，大変好評を得ました．
イラストに音楽．実はこれまで対面型のセミナーでも取り入れたいと考えて

5）人口構造の変化
6）意識の変化
7）発見発明

いた要素でしたが，今回，オンラインになることで，イラストや音楽の有無が
その場の雰囲気を大きく左右することを実感しました．さらにいうと，オンラ
インでは，プラスαの要素を加えやすいので，使い方によっては，無限に表現
の可能性が広げていくことができます．

感染症の広がりは，私たちの生活を大きく変えています．そして，これまで
この 7 つの種は自分の外にあると私は考えていました．しかし，今回の出来事
を経て，イノベーションは自分の内面的な変化からも生まれるのではないかと
思っています．ドラッカーによれば，この変化はまだこの先も続くと予測され

現在はまだ実験段階ではありますが，教育や研修などは，これから，絵や音
楽など，芸術的な要素を効果的に活用することで，また，新たな学びのスタイ
ルが提供できるのではないかと感じています．

ています．さて，これから一体どれだけ自分の内側でイノベーションを起こせ
るか．これからの私の大きなテーマです．

セルフイノベーションその 3：動画配信
「プロモーションには動画が有効である」ことは，以前からよく理解していま
した．そして，いずれは配信したいと考えていました．
しかし，何を配信すればいいのか，まったくイメージがわかず手付かずでし
た．そのような中，本年 4 月以降に渋澤ドラッカー研究会開催のセミナーを，全
て動画配信することになりました．そこに携わっていた，佐々木秀昭さんの仕
事を見て，はじめてつくりたかった動画のイメージが具体的になりました．
つくりたかった動画．それは「見た人が勇気や元気になる動画」でした．一般
的な企業プロモーション用の動画は，ニーズを喚起し印象づけるために，リズ

【略歴】 Six Stars Consulting ㈱代表取締役
ドラッカー学会会員
（キャリアコンサルタント 国家資格）
大手生命保険会社に営業職を経て 1995 年に人材育成コンサルティング会社に
キャリアチェンジ．企画営業職，取締役営業統括職としてキャリアを積む．2006
年 Six Stars Consulting ㈱設立．代表取締役に就任．中堅企業の人材育成体系構
築やリーダー育成を通じ，社員ひとりひとりが仕事を通じ，自信と誇りを醸成す
ることで，組織としての価値と信頼向上につながるインナー☆ブランディング
型育成に取り組む．

追悼：ジョゼフ A・マチャレロ教授
Remembering Prof. Joseph A. Maciariello
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Professor Joseph A. Maciariello教授：
ドラッカーの正統な後継者
―ドラ
 ッカー教授の思想・哲学・マネジメント論をドラッカー教授とともに
体系化し，ドラッカーマネジメント論を誰よりも熱心に教えた教師

Joseph A. Maciariello: Drucker’s Legitimate Successor: A Great
Professor Who Systematized Drucker’s Ideas, Philosophy, and
Management Theory with Professor Drucker, and Taught Drucker
Management Theory Passionately than Anyone Else

八木澤智正

Tomomasa Yagisawa
（本会理事，クレアモント大学院大学同窓会理事）

Summary
Claremont Graduate University Professor Emeritus Joseph A. Maciariello passed
away on July 1, 2020. Many people remember him as a wonderful gentleman,
a beloved friend, and a passionate Professor. In the middle of career, Professor
Maciariello shifted his academic domain from management control systems
to the management theory of Drucker. Here I would like to describe Professor
Maciariello’s achievements and accomplishments, and remember his personality.
Professor Maciariello will be remembered as a person of integrity, and as the
legitimate successor to Drucker, who systematized Drucker’s ideas, philosophy, and
management theory with Professor Drucker, and taught Drucker management theory
passionately than anyone else.

339

りのマチャレロ教授の生徒・友人・同僚がオンライン上に一堂に会し，語り，
偲びました．
マチャレロ教授は，Peter F. Drucker 教授（以下，ドラッカー教授）のマネジ
メント論の教材制作や書籍の執筆・編集，ドラッカー・スクールの MBA コー
スにおけるドラッカー・マネジメント論の講義など，数多くの学術・教育活
動を行いました．特に 2005 年にドラッカー教授が逝去されてからは，ドラッ
カー教授の知的遺産の深耕に教育・研究の範囲を絞り，ドラッカー・スクール
の枠を超えて広範囲に渡って活躍されました．「ドラッカー 365 の金言」
「ド
ラッカー教養としてのマネジメント」
「プロフェッショナルの原点」
「経営の
真髄」
「A Year with Peter Drucker： 52 Weeks of Coaching for Leadership
Effectiveness」など多くの書がマチャレロ教授によるものです．
ドラッカー教授の資料の体系化とドラッカー・マネジメント論の教材化とい
う大きな業績・功績に比べて，マチャレロ教授の存在はあまり知られていませ
ん．ここにマチャレロ教授の業績・功績をまとめつつ，その人柄を偲びたいと
思います．

Dedicated to Drucker’
s Intellectual Assets

1

ジョー・マチャレロ氏：Joseph A. Maciariello は，1941 年にニューヨーク州
トロイで生まれたイタリア系移民の二世で，ニューヨーク州北部の工場町メカ
ニックビルで育ちました．ロードアイランド州のブライアントカレッジにおい
て経営学を専攻して優秀な成績で卒業し，ニューヨーク州シェネクタディにあ
るユニオンカレッジにおいて産業経営学の修士号を取得後，教員となりまし
た．

Claremont Graduate University（以下，クレアモント大学院大学）名誉教授
の Joseph A. Maciariello 教授（以下，マチャレロ教授 または ジョー・マチャ
レロ氏）が 2020 年 7 月 1 日に 78 歳で逝去されました．

職を移り，アポロ計画に参画していたハミルトン・スタンダード社の財務ア
ナリスト兼コントローラーというポジションにあった時，ドラッカーの著作に
運命的にたどり着きます．
「宇宙計画のプロジェクトは複雑で，ハミルトン・スタンダード社の組織風土
にも多くの課題があった．直面するこれらの問題に対処するためのマニュアル

多くの人が，マチャレロ教授のことを素晴らしい紳士であり，愛すべき友人
と語ります．

を社内で探したが見つけることができず，コネチカットの地元の図書館を探し
回った．そこで出会ったのが The Practice of Management
（現代の経営）だっ

信頼の厚い，皆に愛された人
優秀な学者で，素晴らしい教師であるのに，それがわからないくらい控えめ
な人
不思議なジョークを言う面白い人
驚くような大きな声で講義をする熱き教師

た．課題解決につながるものは唯一この本だけだった……」と，マチャレロ教
授は当時を振り返っています．
その後，ニューヨーク大学の博士課程に入学し，ノーベル経済学賞候補に 2
回あがったことのある経済学の大家，William Jack Baumol
（ウィリアム・バウ
モル）教授の指導のもと，1973 年に経済学博士号を取得しました．ニューヨー

教授室のドアがいつでも開いている，常に学生を受け入れてくれた恩師……
2020 年 8 月 16 日に開催された「ジョー・マチャレロ教授の人生を祝福する
会」において，アメリカ・タイ・ニュージーランド・中国・日本から 30 人あま

ク大学に入学した当時，同学で教鞭を執っていたのがドラッカー教授．ここで
運命の出会いを果たしました．
そして1979年，クレアモント大学院大学の求人に応募し，Claremont Mckenna
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College
（以下，クレアモント・マッケナ・カレッジ）とクレアモント大学院大学
の兼任教授の職を引き受けました．家族とともに南カリフォルニアにあるクレ

できただけで，全員がドラッカー教授
の授業を受けられたわけではありませ
んでした．また，ドラッカー教授の話

アモントに移り住みましたが，東海岸の出身であったジョー・マチャレロ氏は，
クレアモントどころか南カリフォルニアのこともあまり知らなかったのだそう
で，当時を次のように振り返っています．
「当時の自分にとって，クレアモントに行くことの魅力は，ニューヨーク大学
から移ったドラッカー教授がいることだけだった」
マチャレロ教授は，ドラッカー教授のことを「ルネッサンスを継承する稀有
な人物」と認識し，クレアモントでは可能な限りこの偉大な先輩と連絡を取る
ように努めたのだそうです．
「ドラッカー教授が出かけると聞くと，率先して車を出して送迎を引き受け，
道中はいつも質問をしまくったものだった」
と，当時を振り返っています．
その後，1999 年頃からは，ドラッカー教授と組んで，二人三脚のようにして
いくつものプロジェクトで共に仕事をするようになり，これは 2005 年にドラッ
カー教授が亡くなるまで続きました．この頃のことをマチャレロ教授は独特の
表現で次のようにコメントしています．
「ピーターが病と闘っていたのにもかかわらず，我々は持っているものを活
かして成果をあげることができた．私には足があり，ピーターには頭脳があっ
た」
ドラッカー教授の逝去後，マチャレロ教授は中国の Shao Foundation や米
国 の California Institute of Advanced Management な ど と 様 々 な 仕 事 を 行
い，Joseph A. Maciariello Institute of Management as a Liberal Art も設立さ
れました．2017 年にはクレアモント大学院大学・ドラッカー・スクールから
Lifetime Achievement Award を受賞するとともに，ドイツ最古のビジネスス
クールである HHL ライプツィヒから名誉博士号を授与されました．

Developed Drucker Management Theory as a Subject
Came to Drucker because of Peter Drucker, stayed at Drucker because of Joe
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をきちんと理解するためには，その前
提となる教養が質・量ともに求められ
るため，若い MBA の学生には授業に
ついていけない場合がありました．さ
らにドラッカー教授が 90 歳を超え，い
つ引退してもおかしくないという現実
ドラッカー教授の講義と , マチャレロ教授の
が差し迫り，ドラッカー・スクールと
Drucker on Management の講義が行われ
た現場 , ドラッカー・スクールの 16 番大教室 しても学校のアイデンティティを保つ
にて（2007 年 6 月 25 日）
ためにドラッカーマネジメント論を教
科として成立させ，ドラッカー教授の引退後に備える必要が高まっていました．
そこでマチャレロ教授は，もともとの専門領域であった管理会計・コント
ロールの学問領域からシフトして，自らの新たな研究・教育領域を「ドラッ
カー教授の知的資産を体系化して遺す」というものに変更しました．その初期
の取り組みのひとつが，MBA の教科：Drucker on Management の開発でした．
ドラッカー教授の知的資産の中から MBA の学生が本当に必要とするものを検
討・抽出し，それを教科として構成して「ドラッカー・スクールならでは」の
マネジメント教育を始めました．
マチャレロ教授の Drucker on Management は，その開発過程がユニークで
した．MBA の学生が今後のキャリアの中で成功していくために真に必要なこ
とは何かをドラッカー教授に相談して指導案を作成し授業を実施，さらに，授
業の実施期間中も背後ではドラッカー教授が授業の状況について報告を受けな
がら，アドバイスを続けるというものでした．まさに Kaizen でした．そして，
それはドラッカー教授自身も一人では成し遂げられなかった，ドラッカーマネ
ジメント論の「教科」としての体系化でした．Drucker on Management は数年
間実施された後に，ありようを変えていきましたが，そのエッセンスは，その
後のマチャレロ教授の教育活動やドラッカー・スクールのカリキュラムに引き

ドラッカー教授が理由でドラッカー・スクールに入学し，マチャレロ教授が
理由でドラッカー・スクールに居続けた．
マチャレロ教授の指導を受けたドラッカー・スクールの卒業生は異口同音

継がれました．ここで Drucker on Management がどのような教科だったのか
再現を試みます．

にこう言います．2000 年前後の Peter F. Drucker Graduate School of Manage
ment，Claremont Graduate University（現在は Peter F. Drucker and Masatoshi
Ito Graduate School of Management，Claremont Graduate University； 以下：
ドラッカー・スクール）では，ドラッカー教授の授業は Executive MBA の学生
を主な対象としており，ドラッカー・スクールの MBA の学生は，ドラッカー教

教科書・課題図書・教材：

授の授業に余裕があった場合に Executive MBA の学生に混ざって若干名受講

・ Management: Tasks，Responsibilities，Practices / Peter F. Drucker
・ Management Challenges for the 21 st Century / Peter F. Drucker
・ Peter F. Drucker Management Cases
・ The Soul of the Firm / C. William Pollard
・ Work & Human Nature / Joseph A. Maciariello
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・ Peter F. Drucker Corpedia Modules
参考図書：
・ The Next Society
・ The Effective Executive
まず Management Challenges for the 21 st Century（明日を支配するもの）
をもとにしたディスカッションからスタートしました．
最初の宿題は下記のようでした 2．
Ⅰ. Innovation & Change
1. P
 rovide an example of each of the three policies Drucker identifies for
making the future.
– Organized abandonment
– Organized improvement
– Exploitation of success
2 . Provide an example of each of the seven methods of looking for an anticipating
change. Consult each of the two books to answer this question.
（1）The organization’s own and its competitors’ unexpected successes and
failures.
（2）Incongruities in production process, distribution process, and customer
behavior.
（3）Process needs.
（4）Changes in industry and market structures.
（5）Changes in demographics.
（6）Changes in meaning and perception.

Professor Joseph A. Maciariello 教授：ドラッカーの正統な後継者
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ready to go?” As a knowledge worker，how do you react to this saying?
4. W
 hat are your outside interests? Why does Drucker recommend that we
develop these interests?
Ⅲ . From Data Literacy to Information Literacy
1 . W hat must be done in an enterprise to move from data literacy to
information literacy?
2. W
 hat is the biggest challenge in moving from data literacy to information
literacy?
3 . What is the difference between basic structural information and infor
mation for wealth creation?
このような Management Challenges for the 21st Centuryの演習の後，Manage
ment: Tasks，Responsibilities, Practices の 読 解 と そ れ に 関 連 し た Peter F.
Drucker Management Cases の難易度の高い問いに対する考察レポートが毎
週課され，ドラッカー教授の視点をしっかりと理解できるような仕組みになっ
ていました．Peter F. Drucker Management Cases からは，下記のケース演習
が課されました．
・The Peerless Starch Company of Blair, Indiana
（Case 25）注 1
・Civil Rights and the Quaker Conscience
・The Aftermath of Tyranny
・Research Strategy and Business Objectives
（Case 37）注 1
・Who is the Brightest Hamster in the Laboratory?（Case 38）注 1
・Failed Promotion
・Lyndon Johnson’s Decision（Case 32）注 1

（7）New knowledge.
3. What is the right way to introduce change into an organization?
4. How should change be balanced with continuity?
5. Why is it important to “make change” in addition to adapting to change?

マチャレロ教授は，この授業でのケース演習の手応えを Management Cases:
Revised Edition
（Harper Collins，2008）
「決断の条件 ― マネジメント力を鍛
える実践ケース 50」に反映してゆきました注 1．

Ⅱ . Strengths and Weaknesses
1. H
 ow do you assess your strengths? What steps are you taking to maintain

Drucker on Management では，ドラッカー教授が教える e-Learning も課さ
れました．これにより，自分のペースでドラッカー教授の指導を受けることが
できるため，受講者の知識水準がある一定以上に保たれ，授業では，高い次元

and improve your strengths? How can this course help you develop your
strengths?
2. W hat are your weaknesses? How do you plan to deal with these
weaknesses? How can this course help you shore up your weaknesses?
3 . What reasoning is behind the adage “you should be eager to stay but

の議論が展開されました．授業には，ドラッカー教授のコンサルテーションを
受けてきた Service Master 社の元会長：C．ウィリアム・ポラード氏を客員講
師として迎え，ドラッカー教授のコンサルテーションの実際や，ドラッカー教
授の著書の経営・実務への活かし方をポラード氏が真摯に語り，ドラッカーの
著作や考え方の有効性を伝えました．このようにマチャレロ教授は，実践者の
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話を授業に見事に縫い込む匠でした．
ポラード氏とマチャレロ教授は，以下の問いを学生に投げかけました 2．

宗教の授業にならないように配慮しながらも，ジュデオ・クリスチャニティを
しっかりと解説しました．経営学というスコープでドラッカーを捉えている人
は驚かれるかもしれませんが，ジュデオ・クリスチャニティを知ることによっ

1 . If you were the CEO of ServiceMaster in 2 0 0 0，what would be your

て，ドラッカーがなぜそのように物事を捉えたのか，その本質の理解が深ま
ります．マチャレロ教授は，このエッセンスを，著書：Drucker’
s Lost Art of
Management
（邦題：ドラッカー教養としてのマネジメント）に記しています．
ちなみに，マチャレロ教授の指導を受けた最後の博士課程の学生の研究テーマ

priorities for the future? What would you change or abandon? What would
you build upon or seek to enhance?
2 . Drucker suggests that as part of meeting the challenges for the 2 1 st
century，leaders have to do a better job of managing themselves. What
have you learned from the ServiceMaster experience about managing
yourself? What is it about the culture of ServiceMaster that may be of
help or hindrance in supporting the leadership of a community of trust?
3. Drucker states that one cannot manage change. One can only be ahead of
change. What have you learned from the ServiceMaster experience about
staying ahead of change? What is the role of profit in helping one to stay
ahead of change?
4. What should be the “values” of a business firm?
結構考えさせられる問いです．実は，ドラッカー経営論に詳しい学生はド
ラッカー・スクールでは少数派で，入学して初めてドラッカーを知る学生も多
いのですが，このプログラムのおかげで，ドラッカー・マネジメント論をしっ
かりと専攻した修士としてドラッカー・スクールを修了することができてい
ました．MBA とドラッカー経営論の両方を併せて習得できるようにしたのは，
教育者としてのマチャレロ教授の功績です．
教育現場でのマチャレロ教授は，驚くくらい大きな声で熱心に学生に語りか
け，学生一人ひとりの考えを丁寧に引き出しました．声の大きさはマチャレロ
教授が学生にドラッカーマネジメント論を習得して欲しいという思い・情熱の
現れだったというのがドラッカー・スクール卒業生の共通認識です．素晴らし
いレポートを書いた学生には躊躇なく A+ の成績をつけ，
「ドラッカーと同じ
くらいよく書けている」とコメントを書き込む熱血教師でした．
ドラッカーのマネジメント論を修めた君たちは，他のビジネススクールとは
明らかに違う差別化要因を手にした．あとはやるのみだ！ Just Do It!
私が受講した Drucker on Management の最終回の講義で，熱いマチャレロ
教授は，こう締めくくりました．

は，ドラッカー哲学とクリスチャニティの関係についての論考で，2020 年現
在，博士論文をまとめている最中とのことです．

Drucker’
s Real Concern
ドラッカー・スクール修了が迫っていた 2004 年の春．筆者はマチャレロ教授
にお願いして，日本からの留学生との対話の特別な機会を設けていただきまし
た．クレアモント大学院大学の学生が社交の場にしているヘーゲルバーガーズ
という学内のカフェテリアにランチに集う形で 10 人あまりの日本人学生がマ
チャレロ教授を囲って質問し，話に聞き入りました．マチャレロ教授にとって
もドラッカー教授から伝え聞いてきた未踏の地「日本」について詳しく聞く良
い機会になったようで会話を楽しんでいるようでした．やがて午後の授業の開
始時刻が迫って，このランチ会をお開きにしようという時に，筆者は「締めく
くりとして，日本に持ち帰るべき大切なことを何か語っていただけませんか」
とお願いしました．すると，マチャレロ教授は，
「ピーターの関心は実はマネジメントにあるのではない」
という，驚くような話を始めました．それまでバラバラに雑談をしていた日
本人留学生たちは静まり，マチャレロ教授はこう続けました．
「ピーターの真の関心は，実は，組織やマネジメントにあるのではない．一人
ひとりの幸せと，その人たちが暮らす社会が機能していることにある．ただ，
社会を機能させ，幸せになるためには，私たち一人ひとりの力は弱すぎる．そ
こで，一人ひとりの強みを合わせた組織が社会の器官として重要な役割を持
つ．そしてこの社会の器官が役割を果たすためには，それがしっかりとマネジ
メントされている必要がある．目的は組織の素晴らしいマネジメントではな
い．一人ひとりの幸せとその人たちが暮らす社会が機能していることだ．みん
なは，ぜひそれを実現してほしい．ドラッカー・スクールではそれを実現する
マネジメントの基礎力を十分に鍛えたはずだ」

Judeo-Christianity

An Intellectual Journey

西洋人の多くが持つユダヤ教・キリスト教に共通する宗教観：ジュデオ・
クリスチャニティ（Judeo-Christianity）に根ざした歴史観・価値観が，ドラッ
カー哲学の根底にはあります．敬虔なクリスチャンだったマチャレロ教授は，

筆者は日米の友人とともに 2010 年頃からオンライン読書会を続けており，
その最初の課題図書が Management: Revised Edition，2 冊目が The Effective
Executive，そして 3 冊目が Drucker’s Lost Art of Management でした．Manage
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ment: Revised Edition と Drucker’s Lost Art of Management を読んでいた際
には，著者であるマチャレロ教授に直接アドバイスや解説をいただくという贅
沢をさせていただきました．
2004 年 11 月．マチャレロ教授に The Daily Drucker にサインを戴きたいと
お願いしたときのことです．
「これはピーターの本だ．ピーターがサインしていない冊子には自分はサイン
をしないことにしている．まずピーターに会ってサインをもらってきなさい」
と言って，ドラッカー邸の電話番号を書いたメモパッドを筆者に手渡し，ド
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とアメリカを源流としてドラッカーの考えがどのように形成されたかについて
の専門家だ．日本の皆さんには，その点を明確に伝えておきたい．そうしなけ
れば日本の方々は混乱して動揺してしまうかもしれない．日本について，学ば
なければならないことがまだたくさんある．
講演会では，参加者の方々とマチャレロ教授との深い議論が活発に行われま
した．
変化と不連続性こそが
この世に存在するものの
実体であり，個人，組織，
国家が生き残り繁栄する
ためには，この事実を認

ラッカー教授に会う機会を作ってくださいました．そして筆者の The Daily
Drucker にドラッカー教授のサインが入っていることを確認すると，その The
Daily Drucker の 冊 子 に Thank you for the encouragement to continue this
work，Thank you for your friendship とサインをしてくださいました．これが
まさにマチャレロ流でした．
2011 年に出版された Drucker’s Lost Art of Management は，ドラッカー教
授との共著ではない，マチャレロ教授にとって初めてのオリジナルのドラッ
カー関連書籍でした．教材づくりの名手であったマチャレロ教授は，書籍を
教材として使うためのスライドキットも制作しました注 2．ちなみに Drucker’s
Lost Art of Management のサインは，This will give you all you need to fill
out your background in Drucker’s work you will be the leading expert in
Japan — I hope!
というメッセージでした．
2012 年 5 月，マチャレロ教授の初来日が実現しました．この際，筆者は，山脇
秀樹学長注 3，マチャレロ教授と相談し，日比谷図書文化館の最上階にあるホー
ル：スタジオプラスを借りて，ドラッカー・スクール卒業生主催として，関心
のある方を広く歓迎する形で，マチャレロ教授の講演会を開催しました．
この講演会の準備の際にやり取りしたマチャレロ教授との打ち合わせのメー
ルにマチャレロ教授のお考えがにじみ出ています 3．
日本ではドラッカーが再び注目されているが，アメリカではまだそれほどで
はない．日本で起こっているドラッカーブームを世界中に広げる活動に日本の
ドラッカー・スクールの同窓生にも加わってもらいたい．
この Drucker’s Lost Art of Management は他の本と違って，ドラッカーの
方法論やビジョンの真髄に迫ろうとしているため，他のドラッカーについての
本よりもアカデミックになっている．私たち著者はドラッカーが重要視して
いた「日本の芸術」や「儒教」の専門家ではないので，本書では，これらのテー
マについては何も触れていない．そのため，ドラッカーが最も影響を受けたの
は日本であったにもかかわらず，この本は欧米中心の見方をしている．ドラッ
カーのアイデアはとてもヨーロッパ的なものだったが，その応用はとてもアジ
ア的なものだった．ただ，私たち著者はアジアの専門家ではない．ヨーロッパ
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識しなければならない．
ドラッカーは，この大き
な変化を未来に外挿し，
講演会： Drucker’
s Lost Art of Management 日比谷図書 機会を発見するよう促し
文化館にて（2012 年 5 月16 日）
ている．
この変化に抵抗するもの全てに対して，警戒しなくてはならない．そして，
その必要性は増している 4．
講演会でマチャレロ教授はこのように結論しました．世界的なパンデミック
に加えて，様々なことが起こり，VUCA の度合いが増している今日において，
このコメントは重要度を増しています．

True Drucker Scholar：Systematized Drucker's Intellectual
Assets
マチャレロ教授は，ドラッカー・スクールから，併設のドラッカー・インス
ティチュート（Drucker Institute）注 4 に活動の中心を移し，ドラッカー教授の
知的資産をしっかりと遺すことに専念するとともに，ドラッカー・スクール
の学生に限ることなく，世界の様々な国・地域でドラッカーのマネジメント
哲学を必要としている人々に向けた教材開発・授業・執筆へと活動範囲を広
げてゆきました．その傍らで，大著：Management, Tasks, Responsibilities，
Practices の改訂新版である Management Revised Edition を作り上げました．
ドラッカーのマネジメント論を後世に伝えられるように Management, Tasks,
Responsibilities, Practices に収載されている事例の中で時の流れとともに陳腐
化してしまった内容を長い時間の経過に耐えられるような普遍的な内容に入れ
替えて工夫を凝らしたもので，Management, Tasks, Responsibilities, Practices
の内容に加えて，同書の出版以降ドラッカー教授が亡くなるまでの 32 年間の著
作を収載したのにもかかわらず，もともと 61 章あった 800 ページを超えるオリ
ジナルを 46 章に短縮して 600 ページを下回る読み切れるものにした一大プロ
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ジェクトでした．ドラッカー教授の大量の資料にアクセスでき，深い理解があっ
たからこそなし得たマチャレロ教授にしかできない偉業でした．
マチャレロ教授がマネジメントの本の改訂新版の制作に取り掛かりたいと

・Effective Leaders
・Management is a Human Activity
・Setting Your Sights on the Important，Not the Urgent

ドラッカー教授に相談した際，ドラッカー教授は大著 Management, Tasks,
Responsibilities, Practices の改訂とは思わず，The Practice of Management の
ことと勘違いしていたといいます．後日，マチャレロ教授が言っていたのが実
は，Management，Tasks，Responsibilities，Practices だったのだと気づくと，

・The Road Map to Personal Effectiveness
・Management in a Pluralistic Society of Organizations
・Navigating a Society in Transition

それは大変な仕事になると言われたそうです ．
ドラッカー教授によるマネジメントに関する網羅的な書籍は 3 冊あります．1
5

冊目は 1954 年の The Practice of Management，そのアップデートの 2 冊目が
1973 年の Management，Tasks，Responsibilities，Practices，そしてそのアップ
デートの 3 冊目が 1999 年の Management Challenges for the 21 st Century で
す．この Management Revised Edition は，1999 年以降のドラッカー教授のマ
ネジメント論がしっかりと収載された 4 冊目と位置付けることができます．
この 2008 年に出版された Management Revised Edition と，2014 年に出版
された A Year with Peter Drucker： 52 Weeks of Coaching for Leadership
Effectiveness には，マチャレロ教授が開発した授業や研修プログラムのエッセ
ンスが遺されており，この 2 冊の目次にマチャレロ教授の教科・教材の構成力
が見て取れます．ドラッカー関連のプログラムを開発する際には，この 2 冊の
構成が参考になります．Management Revised Edition の目次は，マチャレロ教
授が熟考の上，ドラッカーのマネジメント論として学ぶべきだと結論した重要
項目のリストでもあります 6．
・Management’s New Realities
・Business Performance
・Performance in Service Institutions
・Productive Work and Achieving Worker
・Social Impacts and Social Responsibilities
・The Manager’s Work and Jobs
・Managerial Skills
・Innovation and Entrepreneurship
・Managerial Organization
・New Demands on the Individual
また，A Year with Peter Drucker: 52 Weeks of Coaching for Leadership
Effectiveness は以下のような構成になっており，マチャレロ教授がドラッカー
の教えをもとにしたリーダシップ開発において，最も大切であると考えたこと
が凝縮されています 7．
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・Maintaining Your Organization Through Change
・Structuring Your Organization
・Managing Your Members
・The Succession Decision
・Lessons from the Social Sector on the Power of Purpose
・Developing Oneself from Success to Significance
・Character and Legacy

Peter Drucker’s Legitimate Successor
晩年期のドラッカー教授の仕事のほとんどは，マチャレロ教授との共同で進
められました．ドラッカー教授の資料のほとんどは，研究・教材作成・著述・
編纂のためにドラッカー教授宅から運び出され，マチャレロ教授の手元にあっ
たといいます 8．
クレアモントにおけるマチャレロ教授の称号は Horton Professor of Economics
（のちに Horton Professor of Management）でした．これはクレアモント大学
群（Claremont Colleges）のカレッジの一つであるクレアモント・マッケナ・
カレッジとの兼務のポジションで，ドラッカー・スクールのフルタイムの教
授という扱いではありませんでした．山脇秀樹教授が学長だった時，Horton
Professor の称号は，マチャレロ教授の素晴らしい業績・功績を表していな
いと山脇学長は考え，ドラッカー教授の称号であった Marie Rankin Clarke
Professor of Social Science and Management をマチャレロ教授に与え，名実
ともに正統なドラッカー教授の後継者としました．マチャレロ教授はドラッ
カー教授の称号を継承したことを大変喜んでいたといいます 9．

What do you want to be remembered for?
マチャレロ教授は，What do you want to be remembered for? と聞かれて，a
person of integrity と答えたといいます 1．筆者は，マチャレロ教授は a person
of integrity であると同時に「ドラッカーの思想・哲学・マネジメント論をド
ラッカー教授とともに体系化した正統な後継者であり，ドラッカーマネジメン
ト論を誰よりも熱心に教えた教師」― このように憶えられていくのではない
かと思います．
ジョー・マチャレロ教授．素晴らしい師であり，友人でした．
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最後にマチャレロ教授の著書や参考資料をご紹介いたします．ドラッカー学
会における今後の研究のご参考になれば幸いです．
Bibliography: Joseph A. Maciariello ジョセフ・A・マチャレロ教授著書
【書籍】
Joseph A. Maciariello
Lasting Value: Lessons from and Century of Agility at Lincoln Electric（Wiley, 1999）
A Year with Peter Drucker: 52 weeks of coaching for leadership effectiveness（Harper Collins, 2014）
With Calvin J. Kirby

Professor Joseph A. Maciariello 教授：ドラッカーの正統な後継者

注 2：PowerPoint Slides and Notes for Instructors
1 ) Origins of Management as a Liberal Art
http://www.slideshare.net/MGHProfessional/managements-origins-as-a-study-within-the-liberal
2 ) Management and the Liberal Arts Tradition
http://www.slideshare.net/MGHProfessional/management-and-liberal-arts-traditions-bridging-thetwo-worlds
3 ) Contributions of Management as a Liberal Art
http://www.slideshare.net/MGHProfessional/contributions-of-management-as-a-liberal-art-practice
4 ) Federalism and the Distribution of Power and Authority
http://www.slideshare.net/MGHProfessional/federalism-and-the-distribution-of-power-and-authority
5 ) The Human Dimension of Management as a Liberal Art
http://www.slideshare.net/MGHProfessional/the-human-dimension-and-management-as-a-liberal-art

Management Control Systems（2nd Edition）
（Wiley, 1994）

6 ) Effective Leadership as a Liberal Art
http://www.slideshare.net/MGHProfessional/effective-leadership-as-a-liberal-art

With Peter F. Drucker

7 ) Social Ecology and the Practice of Management
http://www.slideshare.net/MGHProfessional/social-ecology-and-the-practice-of-management

The Daily Drucker（Harper Collins, 2004）
「ドラッカー 365 の金言」
The Effective Executive in Action（Harper Collins, 2006）
「プロフショナルの原点
Management: Revised Edition（Harper Collins, 2008）
「経営の真髄（上）
（下）」
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8 ) Applied Social Ecology: Innovation and Change for a Hopeful and Bearable Society
http://www.slideshare.net/MGHProfessional/applied-social-ecology-innovation-change

Management Cases: Revised Edition（Harper Collins, 2008）
「決断の条件 ― マネジメント力を鍛
える実践ケース 50」

注 3：産業組織論と国際経済学の専門家で，2000 年よりドラッカー・スクールで戦略論と国際
経済学を教え，近年はデザイン思考による事業創造も研究・教育．2009 年から 2012 年に
かけて欧米のビジネススクール初の日本人学長として話題になった．近著に「戦略の創造
学」
（東洋経済 2020）

Edited with Craig Pearce and Hideki Yamawaki（山脇秀樹）

注 4：https://www.drucker.institute

The Drucker Difference: What the World’s Greatest Management Thinker Means to Today’s Business
Leaders（Mc Graw Hill, 2010）
「ドラッカー・ディファレンス ― クレアモントの授業」
（日本版は一部の章が未収載）
With Karen E. Linkletter
Drucker’s Lost Art of Management（Mc Graw Hill，2011）
「ドラッカー教養としてのマネジメント」
実は，この著書リストは 1 冊重要な本が収載されていません．それは亡くなる直前の 2020 年
のメモリアルデーに完成したマチャレロ教授の最後の著書です．最後の著書でマチャレロ教
授は我々に何を語りかけてくるのでしょうか．
【動画】
Drucker’s Lost Art of Management—Part I
http://www.youtube.com/watch—v=8W6JVWLOzFY&feature=related
Drucker’s Lost Art of Management—Part II
http://www.youtube.com/watch?v=mJT_Zu-lV6I&feature=related
TEDx Talk Who Will Drive Unbounded Innovation?
http://www.youtube.com/watch?v=Tz858L7YKG0
【注】
注 1：Management Cases： Revised Edition に収載されたものについては，その Case 番号を記し
ています．

【文献等】
1：https://www.cgu.edu/news/ 2 0 2 0 / 0 7 /passings-joseph-maciariello- 1 9 4 1 - 2 0 2 0 -peter-druckerslegitimate-successor/
2：MGT 343 Drucker on Management Course Packet
3：2012 年 4 月 4 日の Joseph Maciariello 教授から筆者宛のメール
4：2012 年 5 月 16 日のマチャレロ教授のスライド
5：Management Revised Edition. New York: HarperCollins，2008，pp. 528
6：Management Revised Edition. New York: HarperCollins，2008，pp.vii-ix
7：A Year with Peter Drucker: 5 2 Weeks of Coaching for Leadership Effectiveness. New York:
HarperCollins，2014，pp. xi-xvi
8：Celeste Palmer 氏 談
9：山脇秀樹教授 談

2020 年 2 月

2020 年 8 月

【略歴】 ドラッカー学会理事．Claremont Graduate University Alumni Association
Board．1997 年横浜国立大学大学院教育学研究科修了・修士（教育学），2004
年米国 Peter F. Drucker Graduate School of Management，Claremont Graduate
University 修了・MBA（Strategic Management），米国 Connective Leadership Institute Certified Practitioner，東京逍遥塾生，EMSi Fellow（組織開
発部・エッセンシャル・ドラッカー部を主宰）.
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影を認めることができた．
ドラッカーがこの人を信頼したのがわかる気がした．ドラッカーは弟子も持
たなかったし，学派も持たなかった．けれども，親しい友人兼同僚がいなかっ

Remembering Prof. Maciariello

井坂康志
マチャレロ先生の著作に初めて接したのは 2005 年に入ってからと記憶して
いる．上田惇生先生経由だった．
上田先生がドラッカー・スクールの二名の教授の著作の翻訳を依頼されてい
た時である．
一人はリップマンブルーメン先生，もう一人がマチャレロ先生だった．上田
先生はやや迷ったようだが，結果として翻訳に着手することになった．
2005 年の春，私は出版社に勤めながら二つの大学で教え，さらに何本かの論
文に着手しており，日々は多忙なものだった．今から眺めれば生みの苦しみの
年だったかもしれない．編集者と研究を両輪として生きることを自らに定めた
分岐をなす年だった．2005 年はさまざまな意味において爾後の自身の人生の展
開にとって決定的な一時期だった．
ドラッカー研究を自らに定めるならば，誰よりもドラッカー本人への面会は
どうあっても果たすべき条件であった．しかも，ドラッカーの健康状態は当時
相当程度危ぶまれていたから，一刻の猶予もならないのは明らかだった．時間
の裏側で，誰かが書割で精密なシナリオを書いていたような，偶然と意図が複
雑に絡み合うような一年だった．
結論から言えば，私はドラッカーに会うことができた．大学時代の友人池谷
聡氏（現在・明星大学）からドラッカー・スクールの卒業生数名を紹介しても
らうことができ，その中におられたのが八木澤智正さんだった．
八木澤さんは冒頭の二教授に師事しており，ドラッカー本人とも面識があっ
た．日本では上田先生との交流もあり，アメリカと日本をつなぐ強力なブリッ
ジだった．
知り合って間もないながらも，八木澤さんのクレアモント訪問に同行させて
いただけたのは，今にして思うと本当に恵まれていたと思う．あの瞬間を逃し
ていたらと思うと ― わずかに扉が開いていたのはごく一瞬だったからだ ―
今も恐ろしい気持ちになる．
クレアモントに到着したのは 2005 年 5 月 6 日だった．同日にマチャレロ先生
に引き合わせていただいた．
先生は大柄で，やや色は浅黒く，鷹揚な印象を与える好人物だった．いつも
自分の心に誰かを招待したいと願う，風通しのいい森を思わせる人だった．け
れども，どこかその瞳の奥には，戦後間もないイタリア映画に似たかすれた陰

たわけではなかった．その一人がマチャレロ先生だった．
マチャレロ先生は，ドラッカー・スクールで，ドラッカーを研究対象とした
稀有な研究者だった．ドラッカーの人と業績を両面から深く知ることで初めて
見えてくる世界を対象としていた．一定の親密な人間関係は快いものである．
けれども，快いだけでは不十分である．生産的なものでなければならない．こ
れがドラッカーの優れた人間関係の基本だった．
私はマチャレロ先生に会いに行き，この人の助言には素直に耳を傾けるべき
と直感した．考えれば，私にとって他者からの助言へのスタンスは二つしかな
かった．率直に耳を傾けるか，まったく耳を傾けないか，このどちらかである．
中間というものは存在しない．私は多くの方々の助言に素直に耳を傾けてきた
一方で，多くの方々の助言を聞かずにきた．もしあらゆる助言に謙虚に耳を傾
けていたら，とっくに私は自分を失っていたと思う．
2005 年は，無条件に耳を傾けるべき人が立て続けに現れる年でもあった．
マチャレロ先生は私にとってドラッカーとの面談が切実な必要性を伴うのを
見て取ると，目の前の受話器をおもむろに持ち上げ，ドラッカーに電話をして
くれた．マチャレロ先生はそのような親切をどこにでもあるごくありふれたこ
とのように感じていると私には見えた．
生きることに伴う偶然というものは，さまざまに私たちの生を支配する．複
雑でとらえがたいものである．
2 日後，ドラッカーとの面談はかなってしまった．それがどれほど大きなも
のを私にもたらしてくれたか，当のご本人が認識していたかは疑わしい．
熱血と人情味を兼ね備えた人だった．15 年の現在，時の流れを強く感じない
わけにはいかない．時を共に過ごした大切な人たちが世を去りつつある．生き
ることに伴う避けがたい事実である．
その後私は 2009 年と 2017 年にごく短い時間マチャレロ先生に会うことがで
きた．すべて合わせても 90 分に満たない会見であった．けれども，掌にずしり
と沈み込むような感覚，そのほうが長さよりもはるかに記憶に残る．
最後に会った折，キャンパスはずれにある研究室を八木澤さんたちと訪れた
時，マチャレロ先生はかえって若々しくなったように見えた．机のうえには本
が二冊置かれており，一冊はチャールズ・ハンディの『セカンド・カーブ』だっ
た．マチャレロ先生は，手にしていたスマホで，孫からの動画付きメッセージ
をうれしそうに見せてくれた．
新型コロナで世界が大きくありようを変えつつある中，マチャレロ先生は旅
立っていった．奇しくもドラッカーが述べた文明転換の目印となる年に．前年
の 2019 年にはドラッカーの日本の分身とされた上田さんが世を去っていた．
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追悼：ジョゼフ・マチャレロ教授

ドラッカーを直接，内面的交流を経てきた方々が，次第に少なくなっていく．
やがていなくなるのだろう．
ドラッカーの人と業績を現在まで適切に再生産し，基盤を整えてきてくれた
人たちの愛を私は思い返す．知を継承しながらも，新しい時代の要求に応えて
いかなければならないことを知る．
2020 年 2 月，八木澤さんの尽力で数度目のクレアモントに伺うことができ
た．すでにコロナの蔓延期にあたっており，今にしてよく決行したと思う．マ
チャレロ氏に会うのを心待ちしていたが，体調不良とのことで面談はかなわな
かった．
マチャレロ先生の示してくれた教えに感謝したい．氏は知略ではなく，真摯
さによるべきことを教えてくれた．机に置かれた本が『セカンド・カーブ』だっ
たことを思い出す．優れた教師は，教える意思のないところでも人を教え導い
てしまうものなのだ．
私が時に対して感じるのは次の印象である．時に長い短いはあまり関係な
い．あるのは重さである．長くとも軽い時間があり，短くとも重い時間がある．
私が言いたいのはそのことである．
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【第 1 号議案】第 14 期事業報告及び決算関係書類承認の件

④プログラム
「もう一つの知性」を問う》
《教育革命と知識社会 ― 追悼・上田惇生先生 今、

事業報告書
2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月 31 日まで

開始
10 :00
10 :05
10 :35

Ⅰ . 庶務事項
会員数

前年度末

入会者

退会者

年度末

594 名

18 名

26 名

586 名

11 :05

終了
学会総会
（本会代表）
10:05 開会の辞 阪井和男
理事報告 花松甲貴（本会理事）
10:35
「断絶後の世界と教育革命」
「音楽教育とドラッカー」
11:05 大内孝夫（武蔵野音楽大学）
岩切洋一（町田市立忠生小学校校長）
11:50
「ドラッカーに学ぶ 私の教育実践」
【ドラッカー学会会員限定】学会総会 佐々木英明（本会理事）
（ドラッカー「マネジメント」研究会）
［研究報告／研究会発表］
（25 分）

Ⅱ . 運営組織の状況に関する事項
1. 総会
①開催日時
②開催会場

2019 年 5 月 11 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

13:20

13 :20

14:00

14 :00

14:40

14 :50

16:10

16 :10

17:00

17 :00

17:50

17 :50
18 :10

18:00
20:00

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
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第 13 期事業報告及び決算関係書類承認の件
第 14 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 14 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 2019 年 4 月〜 2020 年 3 月 12 回
②開催場所 株式会社エデュース会議室およびオンライン開催
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 2019 年 5 月 11 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 181 名

（1）森岡謙仁（ドラッカー「マネジメント」研究会主催、ドラッカー
学会理事）
「生涯教育としてのマネジメント」
（2）吉岡諭（設計開発マネジメント・内部監査コンサルタント）
「マネジメント・スコアカード（MSC）による品質問題の
再発防止 ― 自動車メーカーの完成検査不正問題」
（3）行本憲治（公認会計士）
「MSC から視たコーポレートガバナンス（CG）の検証 ―
東芝／日産／リクシル事案からの示唆」
「会社法とマネジメント」
（4）坂田真吾（弁護士、税理士）
「高等教育とフィードバック」
基調講演Ⅰ 阪井和男（本会代表）
基調講演Ⅱ 姉川知史（慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授）
「ドラッカーの 4 つの「断絶」― 社会思想と経営学，実務
家と研究者」
対談Ⅰ 安冨歩（東京大学東洋文化研究所教授）×岩崎夏海（作家）
「ぼくらは、教育の未来についてこんなふうに考えている」
対談Ⅱ 西條剛央（Essential Management School 代表）×
高濱正伸（花まる学習会代表）
「本質に根ざした真の学びとは何か？」
追悼・上田惇生先生
佐藤等（本会理事）×国永秀男（ポートエム代表／ドラッカー塾
専任講師）×井坂康志（本会理事）
「教育者としてのドラッカー、上田惇生」
閉会の辞 藤島秀記（本会理事）
懇親会

2 . 学術大会
ドラッカー学会第 14 回大会 in 壱岐島
開催日時 2019 年 11 月 30 日（土） 10 時 00 分〜 17 時 50 分
開催会場 壱岐の島ホール
出席者数 112 名
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プログラム
大会テーマ「すでに起こっている未来」
開始

終了

10: 00
10: 05

10: 05
10: 10

10: 10

10: 28

10: 30
10: 50

10: 48
11: 08

11: 10

11: 40

11: 40

12: 10

13: 20

14: 20

14: 20

15: 20

15: 35

16: 35

16: 35

17: 35

17: 35

17: 40

18: 10

20: 30

ドラッカーマネジメント研究会
（東海 SG）

開会の辞 阪井和男（本会代表）
ウェルカムスピーチ 白川博一（壱岐市長）
実践者報告① 豆田和也（学校法人麻生塾 麻生医療福祉専門学
校福岡校介護福祉科教員）
「朝活からのエンパワメント」
実践者報告② 原田靖彦（（株）昇運代表取締役），久保田友人
（（株）昇運社員）
「社内ドラッカー勉強会の成果と今後の展
望を社員と共に報告」
実践者報告③ 吉村慎一（元福岡市職員），中村卓也（福岡市総
務企画部長）
「競演！非営利組織のドラッカリアン！
！」
割石和孝（（有）割石工務店常務取締役），境厚子（元・中学校教諭壱
iKD4代表）
岐のプラチナメンバー代表）
，
山川忠久（壱岐市議会議員，
，
木下朋樹（（株）昇運社員 壱岐の 10 代代表），他
「オール壱州人による公開読書会「もし壱州人が『もしド
ラ』を読んだら」
」
多田治（一橋大学大学院社会学研究科教），井坂康志（ドラッ
カー学会理事）
「実践者報告・公開読書会 総括」
講演 木村俊昭（元祖スーパー公務員）
「地域創生・SDGs 現状
から『五感六育 ®』で未来を研け！―ひと・こと・もの―」
講演 若宮正子（ICT エヴァンジェリスト）
「すでに起こってい
る未来を生きている世界のプラチナメンバー」
講 演 岩 崎 駿 介（ 建 築 家 ）
「Globalize your Heart, Localize
your Body…心を地球化し，身体を地域化せよ」
対談 岩崎夏海（作家）×森俊介（iki-biz センター長）
「壱岐島で考える教育限界国家のドラッカー的サバイブ術」
閉会の辞 鬼塚裕司（大会実行委員長／一般社団法人 我見る，
ゆえに我あり 代表理事）

懇親会

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

主な活動地域

仙台研究グループ

仙台

ドラッカー「マネジメント」研究会

東京

英語でドラッカーを学ぶ会

東京

ドラッカーの窓から明日を考える研究会

東京

名古屋

京都研究グループ

京都

ドラッカー学会大阪 SG 勉強会

大阪

高知ドラッカー読書会

高知

医療介護版ドラッカー研究グループ

東京

「澁澤ドラッカー」研究会

東京

ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会・東京中央グループ

東京

ドラッカープレミアム研究会

札幌

ドラッカー読書会新潟

新潟

Ⅴ . 教育活動
1 . 
『断絶の時代』Post 50 years of Discontinuity 研究報告会
～ Global community with Diversity and Inclusion ～
①会
場：明治大学 和泉キャンパス
②日
時：2019 年 9 月 15 日（日）13：00 ～ 17：30
③報 告 者：ドラッカーの窓から明日を考える研究会，
ドラッカー「マネジメント」研究会，
英語でドラッカーを学ぶ会，
渋沢ドラッカー研究会
2 . 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
2 . 開催期間：2019 年 10 月から 2019 年 11 月
3. 対
象：全学部 全学年生 定員 50 名
4. 時
5. 場

間：第 2 学期 第 3 ターム 金曜日 3・4 限
所：新潟市五十嵐キャンパス

3 . ドラッカーの小さな学校
①会
場：明治大学 紫紺館
②日
時：2020 年 3 月 21 日（土）10：30 ～ 17：00
③概
要：新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止
4 . ドラッカーのマネジメント哲学の本質に触れるクレアモントへの旅
①日
時：2020 年 2 月 26 日（水）〜 2020 年 3 月 2 日（月）
②開催場所：米国 カリフォルニア州 クレアモント市・パサデナ市
③参 加 者：13 名
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Ⅵ . 出版物
1. ドラッカー学会年報『文明とマネジメント vol. 16』
（A 5 全 293 ページ）
発 行 日：2019 年 11 月 22 日（金）
発行部数：700 部
Ⅶ . その他
1. 上田惇生先生を偲ぶ会
①会
場：日比谷 松本楼
②日
時：2019 年 4 月 6 日（土）14：00 ～ 17：00
③参 加 者：43 名
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【第 2 号議案】第 15 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. NSF 2020 in Zoom
2020 年 5 月 16 日（土） オンラインにて開催
3. ドラッカー学会第 15 回大会
2020 年秋 北海道 函館にて開催予定
4. 寄附講座
明治大学リバティアカデミーにてマネジメント（MSC）講座を開催予定
5. 特別講演
ドラッカーの小さな学校
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
エクセレント EPO と連携して非営利組織支援活動を実施予定
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 15 期役員承認の件
第 15 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

エッセンシャルマネジメントスクール

プラクティショナー・フェロー

伊藤順朗

プラクティショナー・フェロー

青野慶久

サイボウズ
（株）代表取締役社長

プラクティショナー・フェロー

大井賢一

認定NPO法人がんサポートコミュニティー事務局長

代表理事

阪井和男

明治大学教授

◎新潟 SG ドラッカー読書会新潟（2016 年～）

（株）セブン＆アイ・ホールディングス取締役常務執行役員

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

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

理事／学術・企画担当

藤島秀記

元淑徳大学大学院客員教授

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

森公認会計士事務所

等

雅司

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

協和キリン
（株）

理事／学術担当

安冨

東京大学教授

監事

種子田

歩
穣

（1）発足
・ 2015 年の秋頃から，3 人の発起人により
「読書会新潟」を立ち上げるべく準備を
始める
・ 2016 年 6 月，新潟市に住むメンバーを
中心に 12 名でスタート
・ 学会理事 佐藤等先生からの支援を頂き

理事／学術担当

浩

1．公認 SG 読書会新潟の概要

「佐藤等先生講演会」と，仙台 SG 主宰の
桂利治さん，大宮の和光良一さんのご
協力を得て「模擬読書会」を開催
（2）登録制の導入
・ 会員登録し，案内通信費用として 3 , 000
円納入
・ 毎月の読書会開催案内，学会情報・その
他のイベント案内のお知らせをする
2．活動の概要
（1）開催日

年11月）
・『イノベーションと企業家精神』
（2019 年
12 月～）
◇1 ～ 2 章ずつ読み進めているので，読書
ペースはゆっくり
（4）会の進行
・ とくに「先生役の人」を置かず，みんな
が平等の立場でドラッカーの思想哲学
について議論することにしている．
・ 初めの頃は 4 人が交替でファシリテータ
ーを務める．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

・ 原則として，毎第三月曜日18：30 ～ 20：30

ない）お互いの近況報告から始めるが，
メンバーの職種が様々なので，つい長

・ 新潟国際情報国際大学中央キャンパス
（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）
担しワーキングラボに支払う
（3）テキスト
・『経営者の条件』
（2016 年 7 月～ 2016 年
12 月）

理事は五十音順にて記載

～ 2019 年 5 月）
・『非営利組織の経営』
（2019年6月～ 2019

（2）読書会会場

・ お茶代として，参加者各自が 500 円を負

立命館大学教授

・『チェンジリーダーの条件』
（2018 年 8 月

・『創造する経営者』
（2017 年 1 月～ 2017
年 12 月）
・『明日を支配するもの』
（2018 年 1 月～
2018 年 7 月）

くなりがちなのが問題
・ 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．地域貢献活動
・ 2018 年から地元の国立大学：新潟大学
にて正式科目（単位付与）
「ドラッカー講
座」の企画運営を担当する．全学部から
限定 50 人の学生が聴講する．
・ 講師は原則として学会会員とし，講師派
遣は全面的に学会の支援を得る．
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・ 地元企業の岩塚製菓（株）から読書会新
潟への寄付を得て，講座の資金運営費
としている．2019 年実施の第二期講座
からは，学会からの資金協力も得る．
・全国の大学（国立・私立）のうち，どの

③4 月から 8 月まで休会
④9 月に「ZOOM 読書会」を実施…満足感
が得られないとの声多し
5．2020 年 10 月～ 2021 年 9 月の活動計画
①10 月

ション研究所フェロー）
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〈第二期分科会活動（2009 -2010 年度）
〉

・ 高橋 磨（防災士，IT コーディネータ）

・「アントレプレナーシップ」分科会活動

・ 岡崎宏昭（会社員，国家資格キャリアコ

成果報告（リーダー；根本雅章，サブ；

ンサルタント）
・ 宮本定幸（sph アソシエーション代表）

丸山有彦）
・「マネジメント・スコアカード」分科会

大学もやっていない学生向けの本格的

従来の会場がコロナ禍のため使用でき

・ 北村和敏（日本経営倫理士協会常務理事）

活動成果報告（リーダー；長島基，サブ；

なドラッカー講座であると自負してい

ないので，会場を変えて集まり，
「対面

・ 渡邉明男（富士ゼロックス，キーパーソ

陣野壮太郎）

る．

読書会」開催予定．11 月からどうするか

4．2019 年～ 2020 年 9 月の活動報告

は検討

①月 1 回の定例読書会は，2020 年 2 月まで

②10 月～ 11 月
「第三期：新潟大学ドラッカー講座」を，

開催
②コロナ禍のため集まれない 3 月は，担当
ファシリテーターの提案により「書面読
書会」を実施…満足感が得られないとの

学会の協力を得て開催予定
③
「実録：新潟大学ドラッカー講座」を出
版予定
（連絡先：瀬賀孝子：wit@eos.ocn.ne.jp）

声多し

ン 21 副代表理事）
・ 山内治友（社会福祉士，経営倫理士）
・ 倉田一範（IT 経営支援相談所代表，IT
コーディネータ）
・ 円口 健（会社員）
・ 市川 充（アミュレット（
（株）代表取締役）

1．研究グループ名称

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

ドラッカー「マネジメント」研究会

経ビジネススクール）講師

2020. 9. 30. 現在
設立：2 008 . 1 . 23 . 第 1 回研究会開催（ドラ
ッカー学会初代代表理事 上田惇生
先生の後押しにより誕生しました）
2．代表者：森岡謙仁
所 属： アーステミア有限会社

著 書：「図解 ドラッカー入門」
（KADAKAWA，韓国，中国，台
湾で翻訳出版されている．
）
「教えてドラッカー 働く私はITで

代表取

締役，ドラッカー学会理事
職 業： 経営・ものづくり・DX アドバイ
ザー
1992 年より大手・中堅企業に対
する経営改善とものづくり改革，
IT 有効活用・DX 推進に関する

どこまで伸びるの？」
（日経BP社）
「ドラッカーの実践！
！ MOT
（技
術経営）リーダーのマネジメント
スキルアップとテンプレート集」
（共著・監修，新技術開発センタ
ー）など多数．
3．運営委員

助言・指導および人材育成につ

当研究会の主な運営委員（総合運営委員，

いて研修支援活動を行っている．

総合企画委員）は以下のとおり．

・CIO
（最高情報責任者）養成講座

・ 伊藤年一（伊藤 IT 経営研究所所長）

/ リモートワーク時代の変革リ

・ 若林良樹（内部監査・業務改善アドバイザー）

ーダーオンライン講座 /DX 時

・ 長島 基（公認内部監査人（CIA）
）

代のベーシックスキル・e ラー

・ 吉岡 諭（品質管理・内部統制アドバイザー）

ニング（
（日経 BP）講師

・ 行本憲治（公認会計士）

・日経記事に学ぶドラッカーシリ
ーズ「マネジメント」
「マーケテ

・ 山田博彰（元駒沢女子大学教授）
・ 佐藤幸夫（多摩大学医療・介護ソリュー

・「組織の社会的責任」分科会活動成果報
告（リーダー；北村和敏，サブ；奈良間
英樹，伊藤年一）
※本分科会の成果物は，ドラッカー学会
HP にて公開している．

・ 大林茂樹（大林税務会計事務所）

〈第四期分科会活動（2014年度～ 2015年度）
〉

・ 一丸浩一郎（
（株）マーケティングアン

・「少子高齢社会」分科会（リーダー；奈

ドアイ代表取締役）

◎東京 SG ドラッカー「マネジメント」研究会（2008 年～）

〈第三期分科会活動（2012 -2013 年度）
〉

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 45 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『イノベーションと企業家精神』の数章を
取り上げて議論する）と，1 年～ 2 年で特定

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

のテーマの研究成果を共同でまとめる分科

ドラッカー「マネジメント」の実践に活用

会（偶数月に開催）
，マネジメント・スコア

できる MSC とその実践事例の研究と年 3 回

カード（MSC）の研究と事例発表の場として

の発表の場を開催している．現在，4 つのプ

MSC 実践研究部会（年 3 回）があります．

ロジェクトが進んでおり発表の場において互

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．
※ 2 020 年 5 月からの研究会は，オンライン
開催（Zoom）を継続している．
5 －Ⅱ．分科会の成果報告
当研究会では，適時，分科会（特定テーマ
の共同研究）を実施している．
〈第一期分科会活動（2008 年度）
〉
・「目標と成果」分科会・活動成果報告（リ
ーダー；宗初末， サブ；丸山有彦）
・「IT 企業とマネジメント」分科会・活動
成果報告（リーダー；伊藤年一，サブ；
片貝孝夫）

いに議論し研鑽を深めている．
・ 成果物「MSC 実践研究部会報告書（第一
期，2017 年度）
」をドラッカー学会 HP
にて公開している．
・ 成果物「MSC 実践研究部会報告書（第二
期，2021 年度）
」を現在制作中．完成後
（2021 年 3 月予定）は，ドラッカー学会
HP に掲載を予定しています．
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（2019
年～を掲載）
〈2019 年〉
第 65 回 1 . 16 . 「仕事を志事に代える『ホット
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グループ』の創出」
 渡邊明男

エティ』～自分を変え，組

中林 秀之，八谷 俊雄，林 正，福山 穣，

前は参加できないことも多かったのです

「働き方改革についてのドラ

織を変え，よりよい社会を

山内 治友，吉松 隆，上野 周雄

が，5 月からは欠席無しです．全員が発言

ッカーの言及」


つくるには～

森岡謙仁

第 66 回 3 .12 . 「働き方改革とは一人一人が

若林良樹

第 73 回 7 .14 .「新型コロナと働き方改革」


仕事を通じて自己実現を図

有田 誠

第 74 回 9 . 8 . 「新規事業で三度目の正直

ること」 桜井智之
「多元社会の中で考える『働

～これまでの / これからの

く』ことの意義」
 佐藤幸夫

事業を 5 つの質問で斬る～」


第 67 回 5 .14. 「働き方改革の本質的課題，

増田利弘

「働き方改革とマネジメント

時間量から時間質への転換」

3．主たる関心

できるように毎回の参加者数を制限して

・ ドラッカーを英語（原著）で学ぶことに

いましたが，現在の平均参加者数と地方か

より，翻訳では示されていない部分か

らの参加が可能になったことも考え，毎回

らドラッカーが言わんとしていたこと

12 名くらいまでは参加者を増やしたいと

をより明確に理解すること

考えています．

・ 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

・会の進め方
今までテキストは色々使ってきました
が，現在は『ドラッカー 365 の金言』の原

この研究会（SG）は，原著の言語である

著である The Daily Drucker を改めて巻

英語を通してドラッカーを学びたいとい

頭から学んでいます．The Daily Drucker

ピソード，自分の目指すと



菅原勇人

う会員有志によって，当学会創設メンバー

を使っている理由は，本書がドラッカーの

ころ」


※上記の活動報告と発表資料は，ドラッカ

で元理事の小林薫先生に指導をお願いし

ほぼ全著書からの内容を抜粋して掲載し

て 2007 年 3 月からスタートしました．小

ているからです．当 SG は，ドラッカーの

林薫先生は，1959 年ドラッカー初来日の

真意を理解することを目的としているた

箱根の講演会で通訳をされ，ドラッカー，

めに，まずドラッカーの英語の原文の翻訳

第 75 回 11.10. 18：00 〜 19：50（研究会）

他の翻訳や著書をたくさん出された方で

から始めるので，英語の読書会とは異な

20：00 〜 21：30（懇親会）



～ドラッカー視点から生産

塩見智和

性向上を考察する～」


「私を変えた一言，7 つのエ
増田利弘

第 68 回 7.17. 「働き方改革とマネジメント」


新原達也

「私の働き方改革」
 竹村 浩
第 69 回 9 .11 . 「働き方改革とマネジメント」


貝瀬龍夫

「50 代で描くライフキャリ
アマップ」


岡崎宏昭

第 70 回 11 .12「働き方改革とマネジメント
.

ー学会 HP で公開しています．
6．今後の計画と研究会参加者募集（すべて
Zoom でのオンライン開催となります）

す．残念ながら，小林先生は 2017 年 1 月

ります．毎回テキストの二日分（2 ページ）

※研究会の中では，毎回 1 名〜 2 名の発表

にお亡くなりになりましたが，今も小林先

を半分の時間で翻訳，残りの半分を関連事

と『イノベーションと企業家精神』読書

生に厳しく発音を直された記憶がよみが

項の深読みや参加者の議論の時間に使い，

会を行っています．

えってきます．当 SG には，ドラッカー学

お互いの知見を深めています．これにより

～グローバル企業 20 年の経

第 76 回 2021 .1 .13 .

同上

会創設メンバーであり，ダイヤモンド社時

日本語版ではわからない幅広い知識を得

験から」

第 77 回 3 .9 .		

同上

代にドラッカー来日の都度，ご一緒されド

ることができます．また英語の原文を少し

参加者募集＊＊＊

ラッカー夫人（ドリスさん）とも個人的に

ずつ丁寧に読み下す翻訳の段階で，使われ

親しくされていた斉藤勝義氏も参加され

た単語や何故その単語だけイタリック体

ており，ドラッカーの書籍では知ることの

なのか，クォーテーションマークで囲んで

・ 入退出時間は自由です．
・ 参加費は無料です．

できないやりとりについて伺うこともあ

あるのか，大文字なのか等，その表現方法

山岸慎司

「働き方改革とマネジメント
～フリーランスの働き方改
革」


宮本定幸

〈2020 年〉

＊＊＊

・ 全国どこからでも参加できます．
（お顔出
しでの参加となります，仮想背景可）
・ いつからでも参加できます．

ります．また，上田惇生先生とドラッカー

の違いについてもドラッカーは何を言わ

の質問で働き方改革を乗り

・ お問合せとご相談は，当研究会代表の森岡

の著書（
『未来への決断』他）の翻訳をご一

んとしているのかの解釈をめぐり議論を

越えられるか ! ？」
 松井洋治

謙仁（ドラッカー学会理事）までメールで

緒にされた林正氏も参加されており，様々

することも多々あります．その作業により

お問合せ下さい．

なアドバイスを頂いています．

一層ドラッカーの本質に迫ることが出来

k-morioka@earthtemier.com

・開催頻度と参加者数

第 71 回 1.15.「中小企業はドラッカー 5 つ

「日本社会全体の働き方改革
の課題と MSC」


森岡謙仁

第 72 回 5 . 12 . 課題図書：
『ネクスト・ソサ

毎月 1 回／年 12 回開催，金曜日の 19 時

◎関東 SG 英語でドラッカーを学ぶ会（2007 年～）
1．主宰者
上野 周雄

2．主要メンバー
（2019年 10月～ 2020 年 9 月）
阿部 美穂，市川 充，一丸 浩一郎，

ドラッカー学会創設メンバー，元理事，

今井 大三，小野木 之隆，川澄 佳美，

元事務局次長，
（株）サンウェル 取締役

斉藤 勝義，高萩 華雪，中野 羊彦，

ると考えています．
・参加者と参加費

からとし，今年は 3 月に 1 回休会し，9 月

参加者は，原則ドラッカー学会員で，継

までの通算開催回数は 9 月までの 1 年間

続参加が可能な方であれば，英語の能力は

に 11 回 開 催，延 べ 80 名 が 出 席，月 平 均

問いません．開催は，仕事が終わってから

7 . 3 名 が 参 加 し ま し た． 今 年 4 月 か ら は

参加しやすいように 19 時からとしていま

COVID- 19 のため，ZOOM ミーティング

す．参加費は，ZOOM ミーティングによ

による開催に切り換えました．その結果，

る開催以前は頂いていましたが，現在は頂

名古屋から参加されていた福山さんは，以

いておりません．
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5．開催実績
・開始時からの延べ参加者数と開催回数
直近 1 年の延べ人数：80 名（2019 年 10
月 ～ 2020 年 9 月，12 か 月 中 11 回 開 催 ）
，
第一回目からの延べ人数：1 , 445 名（2007

373

ます．その際も，会場への直接参加が出来

月中 16 回開催）
．

ない方にもオンラインで参加ができるよ

・2019年10月～ 2020年9月までの活動報告
今年 3 月には一度休会しましたが，4 月

うに，ZOOM ミーティングを併用したハ

からは ZOOM ミーティングによる開催を

イブリッド開催を考えています．

続けています．毎月テーマを決め，そのテ

2022 年には 15 周年記念イベントとして，

年 3 月～ 2020 年 9 月，全 145 回開催，十周

原著で学ぶことの重要性を伝える会を開

ーマに基づいて参加者全員で議論をしま

年記念イベント含む）
．

催したいと考えています．

した．当初は，ドラッカーの書籍からテー
マを決めていましたが，昨年の 10 月から

6．2020 年 10 月以降の活動計画
具体的な活動計画はありませんが，引き

言をすることにより自身の考え方が整理でき

は，11 月を除き，時事問題からテーマを

続きテキストに The Daily Drucker を使

ます．自由な発言の中からドラッカーの学び

決め，ドラッカーの視点で考え議論する

い，毎月の定例の活動は今後も ZOOM ミ

を得て頂きたいと考えています．

ことに変えました．コロナ禍関係が，5 回，

ーティングによる開催を継続します．遠方

4．概要

関電問題（
「関西電力の役員らが，原発が

からの参加も参加可能な ZOOM ミーティ

このドラッカー・サロンは，ドラッカー学

立地する福井県高浜町の元助役から総額

ングの特長を生かし，地方や出来れば海外

会設立時の 2005 年 11 月から毎月行われてい

約 3 億 2000 万円もの金品を継続的に受け

からも参加して貰える様にしたいと考え

た推進会議がルーツです．毎月一回の推進会

取っていた」という事件）を 2 回行いまし

ています．また，実際に顔を合わせての意

議はドラッカー学会の運営に関する会議でし

た．時事問題をテーマにすることにより，

見交換と交流もコロナ禍が収まってきた

たが，会議の後半は徐々に上田惇生初代々表

事件をより深く理解でき，身近な問題とし

以降は，年に数回は開催したいと考えてい

のお話を聴き，また著書・訳書の Q&A や意

てより関心を持って考えることが出来る

見交換を行うようになりました．毎回，会議

ようになると思います．

後のイタリアンとワインの食事会でも話が継
続して，このスタイルが定着してきました．
途中に中断もありましたが，事務局が明治大
学の文明とマネジメント研究所に移り，2011
議室に会場を移して再開しました．2014 年

1月10日

7

2月21日

台湾総統 蔡氏の再選の意味
するもの

6

4月24日

Before Corona (BC) & After
Corona (AC)

7

5月29日

Before Corona (BC) & After
Corona (AC) Part-II

10

6月29日

関電問題をドラッカーの視点
で考える

6

7月31日

コロナ禍でのイノベーション

8

もありましたが，
（株）大塚製薬工場の北村

若林 良樹，上野 周雄

月一回お借りして 2019 年 5 月に再開しまし

元事務局次長，
（株）サンウェル 取締役
2．主要メンバー
（2019年10月～2019年9月末）

参加者がドラッカーマネジメントとその思想
の理解を深め，実践力を養うこととともに，

安藤 芳樹，市川 充，井手 聡太郎，井上 薫，

ドラッカーが生きていたらなんと言うだろう

江成 健一，大塚 三紀子，小野木 之隆，

か，ということを考えてみたいという会で

北村 和敏，小関 珠緒，高萩 華雪，

す．当サロンでは気軽にテーマについて議論

中野 羊彦，中林 秀之，似鳥 裕子，

をすることを目的としていますので，成果物

八谷 俊雄，弥左 大志，山内 治友，吉松 隆，

や研究資料の作成は目的にしていません．発

7
8
8

◎東京 SG ドラッカー・サロン（2019 年 7 月～）

多様な出席者による意見交換から，個々の

関電問題とドラッカー
マネジメントはサイエンスか？
パワハラ vs. リーダーシップ

ら上野に替え，会場も転々とし，再度の中断

ドラッカー学会創設メンバー，元理事，

10月11日
11月22日

カルロス・ゴーン流のマネジメ
ントの破綻

ていたことから，主宰者をドラッカー学会か

3．主たる関心

参加者数

12月6日

進会議時代からの司会・進行役を上野が務め

上野 周雄

テーマ

年 9 月から文明とマネジメント研究所の会
4 月からは，上野が事務局を辞めたこと，推

1．主宰者

開催日

和敏さんのご厚意で東京事務所の会議室を
た．2020 年 4 月からは COVID- 19 の影響で
ZOOM ミーティングに切り換え，オンライ
ンで毎月一回開催しています．

8月21日

コロナ禍に打ち勝つ企業とは？

8

5．開催実績

9月25日

コロナ禍で「変ったもの」と「変
えてはならないもの」を考える

7

・開始時からの延べ参加者数と開催回数
直近 1 年の延べ人数：82 名（2019 年 10

6．2020 年 10 月以降の活動計画

月 ～ 2020 年 9 月，12 か 月 中 11 回 開 催 ）
，

引き続き，ZOOM ミーティングによる開

2019 年 5 月再開後第一回からの延べ人数：

催を継続します．遠方からオンラインで参加

117 名（2019 年 5 月 ～ 2020 年 9 月，17 か

可能な ZOOM ミーティングの特長を生かし
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また「ドラッカーの窓から明日を考える研

て，遠方からの参加者も募る予定です．より

2014 年 4 月の新生ドラッカー・サロンのスタ

かり合いによる知識創造の場となっていま

多くの参加者に身近な時事問題をドラッカー

ートからも 6 年以上になるので，そういった

す．

究会」の研究発表を単行本としてまとめたも

の視点から議論して頂き，ドラッカー・マネ

意味でも何らかのイベントが出来ればと考え

4．活動状況

のに，次の 2 冊があります．

ジメントを実践に活かすきっかけづくりの場

ています．

になれば良いと考えています．

本研究会では読書会以外は統一テーマを設

1）
『ドラッカーの窓から明日を考える』 ―

けていません．それぞれの会員が学びたい分

すでに起こった未来研究論文集（非売品）

コロナが収まれば，コロナ禍で実現でき

野，専門とするテーマに特化して問題設定を

2）
『ドラッカーとシュンペーター』―資本主

なかった「英語でドラッカーを学ぶ会」と共

行うことができます．個人発表会と共同読書

義の未来をいかに見てきたか（高陵社刊）

催で，東京以外の場所（例えば京都）で一度，

会はほぼ隔年に実施されています．

上記 1）は本研究会が 10 周年を迎えた 2017

イベントを行いたいと考えています．ドラッ

これまでに取り上げてきた読書会での書籍

カー学会初期からの推進会議がドラッカー・

は『ポスト資本主義社会』
『明日を支配するも

を取り上げたことから，会員の発表論文を 1

サロンとして生まれ変わりスタートするも何

の』
『すでに起こった未来』など多数に上りま

冊の本にまとめ，
広く関係者に配布しました．

度かの中断を経て，現在も継続しています．

す．現在は 2000 年に刊行された『プロフェ

2）の『ドラッカーとシュンペーター』は，

（2007 年～）
◎東京 SG ドラッカーの窓から明日を考える研究会［略称「ドラ窓研」］

1．主宰者
藤島秀記（ドラッカー学会理事）
幹 事

しかし残念ながら 2012 年 11 月に突然氏は他
界されました．
研究会のメンバーは約 20 名で，毎月 1 回，

中野羊彦（ドラッカー学会企画編集委員／

第 2 土曜日の 13 時～ 16 時，明治大学グロー

中小企業診断士）

バルフロントの会議室で開催しています．し

2．設立・主旨

かし 4 月以降はコロナ禍のためリモートワー

本研究会の設立は2007年6月です．ドラッ

クに切り替えて研究会を継続中です．リモー

カー学会の設立が 2005 年 11 月だから 2 年弱

トスタディは，実際に会員同士が顔を合わせ

後に発足したことになります．本会の趣旨は

ることができないので，初めは不便に感じて

設立趣意書に次のように書かれています．

いる人も多かったと思います．
しかし現在は，

「現在から将来にかけて重要な意味を持つ

定年で山口県に帰郷されて会に参加できなく

であろう問題に焦点をあわせ，ドラッカーの

なった人が，リモートのお陰で再会すること

窓を大きく開けて，ドラッカー的アプローチ

が可能になりました．さらに研究会のテーマ

により分析し，将来への課題と展望を行うこ

によっては，会員以外の専門研究者が参加す

とを目的とする．発表した作品は参加者全員

る機会ともなっています．1 日も早く，以前

が共有し，
刊行物として発表することもある」

のように全員が集まって蹇々諤々の議論をし

すなわち現代社会に横たわる今日的課題を，

たいと思いますが，しかしリモートワークに

会員それぞれが自分の専門分野から研究テー

も以上のようなメリットを感じています．

マに特化し，
未来への警鐘としてすくいとり，

3．会員資格

全員の討議を通して共有することを目的とし

年に，読書会として『すでに起こった未来』

ッショナルの条件』を取り上げています．章

2013 年に研究会で同一テーマの研究発表を

ごとに会員が担当し発表しています．その後

し，その後坂本和一氏を入れてシンポジュウ

は全員による討論会となります．司会と進行

ムを開催しました．それを編集し 1 冊の単行

は幹事の中野氏が担当し，まとめまでを行い

本としてまとめて市販しました．

ます．
こうした会員個々人の発表以外に，テーマ
によっては外部の専門家を招聘しスピーチを
お願いすることもあります．

いずれも本研究会の研究活動の成果をまと
めたものです．
5．今後の活動計画
本研究会の設立趣旨である「ドラッカー的

ドラッカーの思想形成に大きな影響を与え

アプローチにより今日の課題に焦点を合わせ

たシュンペーターとの比較研究を会で取り

分析し学び未来を洞察する」という原則を遵

上げたときには坂本和一氏（立命館アジア太

守した上で，来年度からは文明の転換期に横

平洋大学創始者）にスピーチをお願いしまし

たわる変革期の様相に照準を合せていく予定

た．またある時には慶應愚塾大学の小林則威

です．

教授にコーポレート・ガバナンスをめぐる日

ただし来年 3 月までは，現在の『プロフエ

本企業の状況について講義をしていただきま

ッショナルの条件』の読書シリーズは継続し

した．

てまいります．

◎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

習アプローチとはまったく発想が異なる「デ

2012 年 8 月より活動を開始したわが「ドラ

ジタル時代，AI/IoT 時代の「次世代型ビジ

ッカー・マネジメント＆イノベーション研究

ネスパーソン」/ 社会・産業における「起業

資格等は一切問いません．ドラッカーを学

会」は，ドラッカーの理論の両輪であるマネ

家・事業家」育成・発掘プログラム」を中核

び自己の成長，社会の改革に情熱を持ってい

ジメントとイノベーションを高次に融合・統

サービスとする事業を立ち上げ，すでに 10

設立にあたっては大木英夫氏（故人）と相

る人なら大歓迎です．現在のメンバーは経営

合させながら導き出した知見や解釈を，自ら

社を超える導入実績を有し，さらに拡大を続

談し，研究会の趣意書から名称まで徹底的に

者，ビジネスマン，大学講師・教授，コンサ

の事業活動，社会活動に応用展開していくこ

けている．

話し合い出来上がりました．藤島が会の代表

ルタント，医療関係者，教育関係者など多種

とを通じて，社会に貢献することを目的とす

2．構成メンバーの概要

になり，大木氏は幹事兼事務長になって，会

多様な人が入会せれています．いわば専門知

る研究会である．

て研究会を運営しています．

の基礎固めと発展のために尽力されました．

識と門外知識との連携，ある時は激しいぶつ

大きな特色のひとつとして，これまでの学

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

376

活動報告

研究グループの紹介

377

われている．

ショナル，国立研究機関の研究者，新規事業

や組織の事業構造革新の本質や，その目指す

していないのか，今後，日本産業の未

の最高責任者，エンジニアリング部門の熟練

べき方向性などに加え，AI や量子コンピュ

来に資するものなのか．

技術者，経営戦略コンサルタントなど，さま

ータ，遺伝子工学，ロボティクスの可能性な

・ 特に渋沢の産業人としての中核思想の

ざまな分野における実績を有すると同時に，

どにも着目し，それらが社会に与える影響な

一つといわれる「道徳経済合一説」をは

まで突き進んで行く可能性（思考形態）

事業活動の実務と本質を深く理解したメンバ

どについても考察の対象としている．

じめとする各種の思想構造やそれらが

がビルトインされる．

・ その結果，己は正義であり誠実であると
信じ込まされてしまい，破滅的な事態

ーで構成されている．先端テクノロジーに関

また，これらの活動を担う「人」の重要性

実際に産業もたらした実態は，実際ど

◎これらの情報に基づいて，このよう

するテーマを取り扱うことが少なくないた

にも注目し続けてきており，特にビル・ゲイ

のようなものだったのか，
「絵に描いた

な「固着化」を避けるためには，ある

め，全般的に工学・理数系のバックグラウン

ツの登場以降に青年期を迎えた，アフター・

餅」で終わっている部分はないのか，そ

いは，
「固着化」した人を開放するた

ドを有する人間が多い．

ゲイツ世代が IoT への親和性を持つことか

の後も持続発展的な推移を遂げて真の

めには，どのような方法論が考えら

3．基本姿勢と目的

ら，これからの社会をリードして行く突破口

国力・産業力として社会に昇華されて

れるか等々の問題意識をもって意見

になる可能性にも注目してきており，冒頭に

いるのか．

述べた，

◎当研究会メンバーの特性である自然

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，多様なメンバーによる討議・分析を行い，

「起業家・事業家」育成・発掘プログラム
としてのサービスに結実している．

科学的・工学的鑑定眼をもって，従
来の評価や説にとらわれない観点か
ら分析・議論を行った．

マネジメント＆イノベーションの領域におい

さらには，2018 年 8 月から，ドラッカー

て，より本質的な解釈や新たなコンセプトを

理論へのさらなる深耕，より本質的かつ未発

◆テーマ：
「固着化されたメンタルモデルと

見出し，汎用化，普遍化を行い，社会におけ

見の解釈領域を見出すために，
「ドラッカー

人間の行動〜その構造的な恐ろし

る実際の活動に生かすことを活動の中心に置

理論 深層アルゴリズム研究」という分野を

さ，および“病根”としての深刻

いている．

立ち上げ，ドラッカー理論の深層に流れる根

換言すれば，机上の学問や自己満足的な解

源的な思想や哲学，理論間の連関・統合構造

要項）
◆開催頻度：原則として毎月または隔月の第
一木曜日または第二木曜日の夕刻．
◆場所：芝浦，豊洲など東京都内企業の会議
室，またはオンライン．
◆メンバーの要件：企業経営者，起業家，事
業責任者，研究・技術開発責任者，マネー
ジャー候補生など，マネジメントおよびイ

・「メンタルモデル」とは，認知心理学の

ノベーションを実践する立場にあり，かつ

用語で，個人が現実世界をどのように

積極的な姿勢で切磋琢磨していただける方

※当研究会では，先端テクノロジーや知

認識し解釈しているのかの認知モデル

の参加を期待する．なお，工学・数理的な

釈にとどまること，概念論のみの議論に甘ん

の発見と分析にも取り組んでいる．

じることを，厳に戒めているということであ

5．研究活動報告（抜粋）

る．

さを考える」
◆実施日：2020 年 10 月 1 日（木）

交換を行った．
6．開催頻度，およびメンバーの要件（募集

われわれの定義によれば，
“勉強”や著述

的財産，メンバー所属組織の構造的な

であり，個人にとって思考の前提を成

知識を要する技術的なテーマを取り上げる

などの行為は「実活動のための事前準備」
，

問題など取り扱いに注意を要するテー

すものとされている．

ことも少なくないため，理工系のバックグ

あるいは「事前仮説の構築作業」に過ぎない．

マを取り上げることが少なくないため，

あくまでも実践を通じて，人間ならではの

公開可能なもののみを抜粋し提示した．

豊潤かつ繊細なセンサーたる「五感，知覚能

・ このメンタルモデルが固着化された例

ラウンドがあればなお可（必須ではない）
．

としては，最近の相模原の「やまゆり園」

7．代表者，および連絡先

◆研究テーマ：
「渋沢栄一に対する批判的一

での，障害者を社会に無用な者として多

◆代表者： 株式会社ジェイ・ティー・マネジ

力，深層心理による受容」を擁して獲得し創

考察 〜渋沢の思想・業績は

数を殺傷した事件の犯人の例や，一連の

メント代表取締役，国立研究開発法人 産

出した（暗黙知的なものを含む）知見や解釈

真に称賛に値するものなの

オウム真理教の事件，昨今頻発する数々

業技術総合研究所 情報・人間工学領域領

が「真の学習」の姿であり，そこに至る過程

か」

の企業不祥事，旧くは，ナチスドイツ

域長補佐（幹部職員 / 招聘研究員）

のホロコーストなど，枚挙にいとまが

田中 純（たなかきよし）

を含めた総合的な方法論，および社会価値た
る成果の創出をめざしているのである．
4．活動概要

◆実施日：2020 年 1 月 16 日（木）
・ 日本を代表する経済人として，ドラッカ
ーをはじめとする識者から評価が高い

ない．

◆連絡先：以下のサイト（株式会社ジェイ・

・ この「固着化」はなぜ起こるかという

ティー・マネジメントのホームページ）の
「お問い合わせ」ページよりコンタクト願

当研究会では，昨今の社会事象や，メン

渋沢栄一であるが，その「功績」や事業，

と，成功体験の増幅や，自己対峙力の

バーが実務レベルで抱える問題や課題をケー

政治活動，社会貢献活動に対する姿勢・

欠如，対人感受性・共感性の欠如，そ

います．

ススタディとして取り上げ，深い洞察力と分

思考，そして「成果」は，真にすべてが

の個人の育成環境などが影響すると言

https://www.jtm-tanaka.com/

析力，責任ある判断力を養うことをめざして

称賛に値するものなのか，いまだ根本

いる．

的なイノベーションが起きず，欧米・ア

特 に 昨 今 の IoT や デ ジ タ ル・ト ラ ン ス・

ジアの後塵を拝するばかりか不祥事を

フォーメーション（DX）などによる，企業

頻発させている日本の産業体質に関係
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◎東京 SG 渋沢ドラッカー研究会（2013 年～）
主催者：井坂康志

12 月 5 日 ［ ポ ケ 大・ 上 田 惇 生 記 念 講 座

9 月 21 日 ［ポケット大学］フィードバッ

④］
「マネジメント講座」
（国永秀男氏）
in
ZOOM
今後も続々開催します．

ZOOM

コンセプトは知の温泉 ― ．Facebook で

子氏）
in ZOOM

織づくりの原理原則」
（佐藤等氏）
in ZOOM
クの真髄② ― 超実践編」
（五島優子氏）
in

［趣旨］

10 月 17 日 ［ポケット大学］
「今だから，一

は 700 名以上の会員を擁しています．

服．
」
（宮崎南海子氏）
in ZOOM

渋沢ドラッカー研究会は，個の力を見つめ

11 月 21 日 ［ポケ大・上田惇生記念講座③］

なおし，学びの回路をオープンにしてもらう

「強みの上に築くマネジメント」
（大塚三紀

場を目指しています．温かなヴォイスととも
に，風通しのよい場です．近年，新一万円札

9 月 5 日 ［ポケ大・上田惇生記念講座①］
「組
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お問合せはお気軽に
メ ー ル：shibu.drucker@gmail.com
（ 担 当・
五島優子）

【2020 年】

や大河ドラマなどで，渋澤栄一は新しい目で

1 月 18 日 「渋沢栄一とドラッカー」
（井坂康

再評価されるようになっています．本研究会

志講演，
「論語とそろばん」セミナー 2020

◎名古屋 SG ドラッカーマネジメント研究（2008 年～）
「視察会」は，会員のご紹介いただいた組

でも，日本とドラッカーとの関係をいっそう

（東京商工会議所／東商グランドホール）
）

ドラッカーマネジメント研究会は，ドラッ

突き詰めていきたいと考えております．佐々

4 月 4 日 ［ポケット大学］
「危機の時代のドラ

カー学会名古屋Study Groupとして，ドラ

織を拝見し，マネジメントの理解や実践を，

ッカー・マネジメントに関する本を読み合う

人や仕組み，事業のミッションや目的などを

「読書会」を月に1回，実践的な学びである「視

参考に，それぞれが考え，質疑応答させてい

木秀昭編集長による会報『フィードバック・
ジャーナル』も 3 号まで刊行しています．
本研究会のスピンオフ・サークル「ファル
スタッフの会」
（五島優子会長）やマクルーハ
ン読書会も，
彩り豊かな活動を行っています．

ッカー入門」in ZOOM
（40 名参加）
4 月 17 日 「祝・多田治さん，50歳！」in ZOOM
（11 名参加）

察会」を年に数回開催を目指しております．

ただく実践的な学ぶ機会になっています．

4 月 18 日 ［ポケット大学］
「
『言葉遊び』が
次なる社会を創造する」
（鮒谷周史氏）
in

「読書会」は，指定本を毎回 1 章ずつ事前に

2020 年 度 前 半 は，COVID- 19 の 影 響 で，

どなたでも歓迎いたしますので，ぜひ訪れて

ZOOM
（70 名参加）

読み込み参加し，話し合い，理解を深め，プ

Zoom でのリモート読書会となり，制限のあ

みてください．

全 10 回［ポケット大学］
「生き延びるため

レゼンする，全員参加型アウトプット重視の

る中で『経営の真髄』
（ダイヤモンド社）を課

のドラッカー入門」
（延べ参加者数 1200 名）

勉強会です．

題本として，月に 1 章ずつ読み進めておりま

［主な活動］
【2019 年】
10 月 5 日 オペラ鑑賞「フィガロの結婚」観
賞会（ランチ解説付，昭和音楽大学）
（15
名参加）
〈主催ファルスタッフの会〉

（4 . 2 0，4 . 2 7，5 . 2，5 . 4，5 . 9，5 . 1 1，
5. 18，5.23，5 .25，5 .30）
7 月 11 日 ［ポケット大学］
「オフサイト・ミ
ーティング」
（若山修氏）
in ZOOM
7 月 23 日 ［ポケット大学］
「なぜ古いもの
ほ ど『 新 し い 』の か？」
（松澤斉之氏）
in
ZOOM
8 月 8 日 ［ ポケ大・上田惇生記念講座① ］
「120 分でドラッカー入門」in ZOOM

読書会の目的は下記の 3 つ．

す．一方，視察会の開催も未定で，次回の予

1 . 全員アウトプットをすることでドラッカ

定は決まっておりません．

ー・マネジメントをより深く理解すること．
2. それぞれの実務経験に基づいたアウト

2020 年度後半，そして 2021 年度は，読書

プットをしてもらうことで，他の業界の

会の継続（課題本の読み終わりが約 2 年後の

知識など幅広い教養を身に付けること．

予定）や，メンバー主催の勉強会への後援な

3. ドラッカーについてよく知らない方か

ど新たな機会を取り込み，東海地区でのドラ

らベテランまで誰でも参加でき，ドラ

ッカー・マネジメントの普及と実践によるレ

ッカー・マネジメントの普及につなげて

ベルアップを進めて参ります．

いくこと．

◎京都 SG ドラッカー学会京都 SG（2010 年～）

12 月 13 日 「能楽鑑賞の夕べ」
（宝生能楽堂）
（7 名）
〈主催ファルスタッフの会〉

1．研究グループ名

12 月 14 日 第 21 回研究会「渋×渋 A Time
of Bitterness」
（渋谷 QWS，47 名参加） 多
田治×荒井悠介「渋谷の社会学」
花松甲貴×井坂康志「21 世紀の気質論」
岩崎夏海「ぼくの渋々体験」等

7人
4．研究目的

ドラッカー学会京都 SG
8 月 29 日 ［ポケット大学］
「実践者と語る
『強み』を知る究極の方法 ― フィードバ
ックの真髄①」
（五島優子氏）
in ZOOM

2．代表者名

ドラッカー学会京都 SG は，
「社会的存在と

NKE株式会社 代表取締役社長

中村 道一

しての人間が幸福であること」を目指し，そ

医療法人社団千春会 管理部

向井 弘美

れぞれの人が属する組織において高度の成果

3．参加メンバー数（概算）

をあげ，
責任あるマネジメントを学ぶために，
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課題図書を紐解いております．ドラッカー理

皮切りに，
『現代の経営（上・下）
』
，
『イノベ

ころを抜粋した A 4 で 2 枚程度にまとめた資

論を実践していこうとする方々と語り合うこ

ーションと企業家精神』
，
『経営者の条件』
，

料をもとに，それぞれが意見を述べ合ってい

とで得られる学びから，自らの視座を上げる

『創造する経営者』および『プロフェッショナ

ことのできる勉強会にしていきたいと取り組

ルの条件』と様々な本を読み進めました．異

ZOOM による勉強会の当初は，とまどい

んでおります．

なる業種業界の方々との意見交換は毎回新た

もありましたが，ZOOM の運用が得意な方

5．活動概要

な気づき・刺激にあふれおり，その気づきが

にファシリテートしていただいているので参

より深い議論の呼び水となっております．

加者も少しづつ慣れてきました．

課題図書を決め，月 1 回（第 2 火曜日の 19
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言葉を残しています．
何かの仕事を始める際に，通常であれば仕
事を論理的に分解して仕事に合わせて人を集

ます．

めて組織を構築して品物やサービスを提供し
ます．
その後，仕事を楽しく生産的に進めるため
に共同体のような人間関係の構築ができたら

時 30 分から 21 時 30 分に開催）読書会を開催

読書会以外のこれまでの活動として，京

最近ではロケーションフリーということ

しております．それぞれの考えや意見，課題

都 SG では京都らしさを取り込んだ『京都で

と移動時間が不要という大きなメリットを感

図書から学んだこと，疑問等を持ち寄り，参

集う会』および，他府県での施設訪問等を実

じています．

加者全員で考察することで気付きを得る場と

施して参りました．2010 年には，第一弾と

しております．2010 年より読書会をスター

して高台寺塔頭のご住職さまのご法話の拝聴

学ぶことはできても活用することの難しさを

って共同体のような人間関係を構築すること

トし，2020 年 9 月で 91 回目の開催を迎えま

と坐禅を体験，2012 年には京の奥座敷亀岡

痛感しています．

は容易ではありません．

した．

で 300 年の歴史を刻む武家屋敷を守る女将さ

6．これまでの活動内容

んのイノベーティブなお話を伺いました．伝

とドラッカーから言われそうですので，ここ

共同体のような人間関係を先に作って，その

ドラッカーのいうところの理想の組織に近づ
くと思います．
しかし，現実では上司と部下というような

長くドラッカーのノウハウを学ぶなかで，

「活用できなければ，よき知識に過ぎない」

仕事上の人間関係に大きな影響を受けてしま

そこで，NW 上にオンラインサロンという

統を守りつつも新しいことに挑戦する，とい

からはドラッカーを学んだ私が最近気になる

共同体のメンバーの得意なことを生かしなが

を課題図書に定め，1 章ずつ計 6 回の読書会

うような相反するお話からイノベーション

ことを述べたいと思います．

ら仕事をするという仕組みです．

で議論を重ねました．なお，コロナウィルス

への知見を深めることができました．その

感染拡大に伴い，2 月～ 5 月は活動を休止し，

後 2016 年には医療法人社団千春会病院様が

キングコングの西野亮廣がオンラインサロ

エティ時代の組織の在り方の一つのように感

6 月よりオンラインにて開催しております．

運営する介護老人保健施設「春風」を訪問し，

ンという会員制のネットワーク上の集会を運

じでおり，すでに起こった未来を感じます．

今回のコロナ禍をきっかけに，初めてオンラ

介護現場のマネジメントを，同じく2016年に

営していますが，ネクスト・ソサエティの新し

イン開催を実施しましたが，オンラインであ

は創業100周年を超える牛乳石鹸共進社株式

い組織形態のように感じることがあります．

っても対面での議論とさほど変わらず，リラ

会社様を訪問し，伝統的な製法での石鹸作り

彼らはオンライン上で共同体を作り，その

が成果をあげるのはあくまで所属している組

ックスして臨めること，また遠くからの方も

を拝見しました．このような現場へ赴く機会

共同体で仕事をするという仕組みを構築して

織であり，勉強会はマネジメントの基本と原

気軽に参加できるなど，メリットが多く予期

を通じ，より実践的な学びを得て参りました．

います．

則から外れないように，道を踏み外さないよ

せぬ成功となりました．

京都 SG では，
「社会的存在としての人間が幸

2019 年 9 月からは『明日を支配するもの』

ドラッカーのいうところのネクスト・ソサ

ドラッカーは理想の組織の在り方として，

2020 年度はコロナ禍が収まるまではオン

福であること」を目的とし，仕事だけでなく

「マネジメント的視野を持つ責任ある従業員

ラインのみでの開催とし，新たに課題図書と

家庭やコミュニティなど様々な場所で高い成

と職場コミュニティの実現」という印象的な

して『ドラッカー 5 つの質問』を読み進めて

果をあげられるよう，実践と参加者全員と語

参ります．

り合うことで得られる学びから，自らの視座

これまでの活動としましては，2010 年 7
月の『P・F ドラッカー理想企業を求めて』を

を上げることのできる読書会にしていきたい
と考えております．

◎大阪 SG ドラッカー学会大阪
ドラッカー学会大阪 SG の勉強会は毎月 1
回のペースで開催しており，今年で 12 年目
です．
今年はコロナ禍の影響で5月からはZOOM
により勉強会をするようになりました．
メンバー的には常連さんばかりで 5 名～ 6

名です．
ZOOM 勉 強 会 に な る 前 は 雑 談 ば か り で
名 ば か り の ド ラ ッ カ ー 勉 強 会 で し た が，
ZOOM になってからはドラッカーの文章か
ら「マーケティング」や「コミュニケーショ
ン」といったキーワードについて関連すると

私を含めて勉強会に参加しているメンバー

うに軌道修正する場であるとともに，私にと
って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～）
○ 2019 年度～ 2020 年 9 月末までの活動報告

6 月『非営利組織の経営』第Ⅰ部第 1 章を

2019 年
4 月『創造する経営者』第 14 章を読んで共

読んで共有．
9 月『非営利組織の経営』第Ⅰ部第 4 章ま
でを読んで共有．

有．
5 月 18日に若手社会人向けに「ドラッカー
入門講座」開催
5 月『経営者の条件』第1章を読んで共有．
2020 年
2 月『経営者の条件』第 7 章までを読んで
共有．
3 - 5 月 新型コロナのため休会．

○ 2 020 年 10 月～ 2021 年 3 月末までの活動
計画
引き続き，
『非営利組織の経営』のⅠ部第 5
章から始め，第Ⅱ部，第Ⅲ部と各 1 章ごと毎
月読み進め，会員間で意見や感想を共有して
いく．
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【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

384

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
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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
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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
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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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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社会現象の根本原因と共有世界実像による構造的な問題解決....................................... 山縣俊夫
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，
）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）
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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．
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ネクスト・ソサエティはすでに到来した．
もとには戻らない．
急激な変化と
乱気流の時代にあっては，大きな流れを知り，基本に従わなければならな
い．
個々の変化に振り回されてはならない．
その大きな流れが，ネクスト・
ソサエティの到来である．
―
『ネクスト・ソサエティ』
イノベーションに成功する者は左脳と右脳の両方を使う．
数時を見るとともに
人を 見る．
いかなるイノベーションが必要かを分析をもって顧客や利用者を
知る．
知覚をもって，
彼らの期待，
価値，
ニーズを知る．
―
『イノベーションと企業家精神』

いかなる経済といえども，放置しておくならば，資本の生産性は確実に逓減
に向かっていく．
これを防ぐ唯一の方法，すなわち不毛の硬直化を防ぐ唯一
の方法が，
企業家精神による資本の生産性の不断の向上である．
―
『テクノロジストの条件』

コンピュータを扱う人たちは，いまだにより速いスピードとより大きなメモリに
関心をもつ．
しかし，問題はもはや技術的なものではない．
いかにデータを
利用可能な情報に転化するかである．
―
『未来への決断』
すべての専門知識が真理にいたる．
しかし，専門知識を真理すなわち一般
知識への行路とすることは，専門知識を有する人たちの責任である．
彼ら
は知識を預かっている．
―
『ポスト資本主義社会』
コップに半分入っていると，コップが半分空であるとは，量的には同じである．
だが意味は違う．
とるべき行動も違う．
世の中の認識が，半分入っているから
半分空であるに変わるとき，
イノベーションの機会が生まれる．
―
『イノベーションと起業家精神』

未来を築くためにまず初めになすべきは，明日何をなすべきかを決めること
でなく，
明日を創るために今日何をなすべきかを決めることである．
―
『創造する経営者』

変化はコントロールできない．
できることは，
その先頭にたつことだけである．
―
『明日を支配するもの』

マネジメントとはまさに伝統的な意味におけるリベラルアート，すなわち教養
でなければならない．
―
『新しい現実』

