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これからは，明日自分が何をしているかを想像できない時代になる．
個室か，
大部屋か，自宅か，それとも外で働いているのかさえわからない．
した
がって，
自らを知ることに責任をもたなければならない． ―『未来への決断』
新しいものはすべて，小規模にテストする必要がある．
パイロット
（試行）す
る必要がある．
―
『明日を支配するもの』
働く者としての責任とは，成果をあげることに責任をおうだけでなく，成果を
あげるうえで必要なことのすべてを行ない，それらの成果に全力を傾ける
ことである．
―
『マネジメントー課題・責任・実践』
あらゆる知識が，
やがては間違った知識となる．

―
『新しい現実』

一つの成果をうるためには数千のアイデアを育てなければならない．
―
『断絶の時代』

誰もが教育を大事にし充実せよと言う．
だがその費用に見合うものを得てい
ると思う者はいない．
―
『断絶の時代』
明日の教育ある者は，グローバルな世界に生きる．
同時に部族化しつつある
世界に生きる．
ビジョン，視野，情報において世界市民でありながら，
自らの地
域社会から栄養を吸い取るとともに，
栄養を与える存在である．
―
『ポスト資本主義社会』

理想的に設計された組織とは，会議のない組織である．
誰もが，仕事をする
ために知るべきことを知っている．
みなが，仕事をするために必要なものを手
にしている．
―
『経営者の条件』
未だに昨日のスローガン，約束，問題意識が論議を支配し，視野を狭いも
のにしている．
それらが，今日の問題の解決に対する最大の障害になって
いる．
―
『新しい現実』
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はじめに

はじめに
今次のコロナ禍によって，一つの時代は終わり，また一つの時代が始まった感
があります．そこには戦争と革命の20世紀から招き寄せられた巨大な問いの群れ
が少なからず見て取れます．
ドラッカーは1968年の『断絶の時代』において，すでに変化が常態となり，世
界は境界をなくしていくなかで，知識を有効な生産資源とする社会の到来を説き
ました．現在，約半世紀前の同書を「答え合わせ」してみるならば，その指摘通り，
個の働き方，生き方など様々な次元での新しい息吹きを見て取ることができます．
同様に，2002年の『ネクスト・ソサエティ』において，次なる時代は経済ではな
く社会が再び中心になるとも指摘されています．それぞれの日常生活の場で，ど
のような生き方や社会を選び取っていくべきか．巨大な分水嶺に今，時代は差し
かかっています．
それは控えめに言っても，困難な時代であるのは間違いないところでしょう．
亀裂や分断の深まり，政治的混迷，個の無力感など，コロナによって顕在化したも
のは，混沌とした不安に直結しているためです．
しかしだからこそ，ドラッカーの残した多くの問いは，私たちが閉塞を乗り越
え，新しい社会の時代を創造するうえでの貴重な思考の種子を与えてくれていま
す．
本年報では，ドラッカーの問いを資産として，開かれた対話を重ね，新しい社会
の備えるべき条件について粘り強く思考した成果がいかんなく表れています．
論文や論稿の一つひとつから吹き出す思考の営みが，ドラッカーによる真摯さ
の再確認とそれに裏打ちされた社会文化を培っていくうえでの再出発に意味を持
ちます．コロナによって変化しつつある社会にとってかけがえのない想像力を与
えてくれています．
また，混迷の時代のなかで，知を媒介にしたそれぞれの居場所としての「知縁」
を供する場としても，本会が意味を持つことを願っています．

ドラッカー学会編集委員会

研究論文
Research Papers
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質的研究法に基づくコンシャス・ファンド・カンパニーの構造モデルの構築 —「いい会社」にだけ投資をして
日本一の運用実績を出した鎌倉投信は，どのような考えのもと，どのような仕組みを実装してきたのか？

研究論文
スクラム

質的研究法 SCQRMに基づく
コンシャス・ファンド・カンパニーの
構造モデルの構築

―「いい会社」

にだけ投資をして日本一の運用
実績を出した鎌倉投信は，どのような考えの
もと，どのような仕組みを実装してきたのか？

Constructing a Structural Model of Conscious Fund Company
Based on the Qualitative Research Method SCQRM

西條剛 央 Takeo Saij

（Essential Management School 代表 / 本会 Senior Fellow）

井手愼 吾 Shingo Ide

（㈱横浜銀行）

戸 頃睦子 Nobuko Togoro

（株式会社オリエンタルランド・マネージャー）

小澤政 心 Masashi Ozawa

（有限会社小沢テント）

Summary
The purpose of this study is to construct a structural model of a “Conscious Fund
Company” based on Essential Management Science. First, we selected a Japanese
investment company and a fund manager that won an award for the best investment
in the country, investing only in conscious companies. Second, an interview with
the fund manager was conducted, using the books he wrote as references. Third,
analysis and structuring by using the qualitative research method “SCQRM” has
uncovered the unreasonable business situation in Capitalism. The study revealed the
conscious fund company’s strategies and systems to overcome the problem. Finally,
the effectiveness of the structural model is discussed.

問題
ドラッカーの志向した機能する社会
ドラッカーは新聞記者をやっていた頃にヒトラーにインタビューをしてお
り，そこでヒトラーの脅威をいち早く察知し，その危険性を警告していた（1）．そ
の後，ドイツでは全体主義のもとナチスドイツが台頭し，世界は第二次世界大
戦に突入した．8000 万人以上と推定される未曾有の犠牲者を出し，500 万年の
人類史上でも最も凄惨な戦禍となった．

3

それを目の当たりにしたドラッカーは，そうした不条理に陥らない「機能す
る社会」を創り出そうと志向した（2）．そして，現代社会においては「組織」が重
要な役割を果たすと着眼し，機能する組織や人を生み出すために「マネジメン
ト」の体系を発明した（3）．それによって「近代マネジメントの父」と呼ばれるこ
とになる．
さて，近年，ビジネスやマネジメントの文脈で，「コンシャス・キャピタ
リズム」
「コンシャス・ビジネス」
「コンシャス・カンパニー」といったように
“Conscious”という概念が着目されるようになった（4）．そこでの「コンシャス」
は「意識が高い」と訳されることもあるが，「まっとうな」
「本質的な」という日
本語がしっくりくるようにも思われる．そして，ドラッカー・マネジメントは，
元々全体主義がもたらす社会の不条理に対抗し，人が幸せに人生をまっとうす
ることができる本質的な社会を実現するという根本動機から生み出されたこと
を考えれば，ドラッカーは半世紀以上に渡ってコンシャスな人 - 組織 - 社会をな
んとか実現していくために「マネジメント」の体系を生み出し，後世に残して
くれたということもできる．事実，ドラッカーはその代表作の一つ『マネジメ
（5）
ント』
で次のように述べている．
「マネジメントは経済という定量化しうるものだけでなく，社会としての基
本的な信条と価値に関わる問題に取組むことになる．生活水準だけでなく社
会の質を追求することになる．
（中略）我々の次の世代の課題は，個人，コ
ミュニティ，社会のために組織を役立たせることである．それがマネジメン
トの役割である」（40頁）
一方で『Conscious Capitalism』の日本語版は，坂本氏のベストセラー『日本
（6）
でいちばん大切にしたい会社』
になぞらえた『世界でいちばん大切にしたい
（7）
という書名がつけられていることからも，
会社 — コンシャス・カンパニー』
「コンシャス・カンパニー」は，日本の「いい会社」のコンセプトとも重なるも
のである．

そして『日本でいちばん大切にしたい会社』が，2008 年 3 月 21 日に出版され
ベストセラーになっていき，多くの「いい会社」の事例が積み上げられ，シリー
ズの 7 冊までで累計 70 万部を突破していく．その背景として，その最初の著書
が出版された半年後の 2008 年 9 月 15 日に，「リーマンショック」と呼ばれる世
界的な金融 - 経済危機が起きたのは，偶然ではないだろう．
「サブプライムローン」が米国の住宅バブル崩壊を引き起こし，投資銀行リー
マン・ブラザーズの経営破綻から世界金融危機（Global Financial Crisis）が生
じたわけだが，これは行きすぎた成果主義により，高度な数学を使った金融工
学の理論を乱用することで引き起こされた不条理である．金融業界が本質から
外れたアンコンシャスなあり方になっていたことが世界中のライフ（命 / 人生

4

研究論文

質的研究法に基づくコンシャス・ファンド・カンパニーの構造モデルの構築 —「いい会社」にだけ投資をして
日本一の運用実績を出した鎌倉投信は，どのような考えのもと，どのような仕組みを実装してきたのか？

5

/ 生活）を棄損することになったのである．
資本主義において「金融」は重要な社会的機能であることは言うまでもない
が，その影響力の大きさゆえにそれがアンコンシャス（非本質的）であること

要になる．また SCQRM によれば，研究関心や目的と無関係に正しい方法が存
在するということは原理上あり得ず，対象者の選定，データ収集法，分析手段
といったものの価値は，研究目的（研究関心：Research Question）— その研

は，圧倒的な不条理を生み出す源泉となるのだ．
「コンシャス・カンパニー」に
投資するファンドを「コンシャス・ファンド」
，
「コンシャス・ファンド」の運用
をおこなう会社を「コンシャス・ファンド・カンパニー」と定義した時，ドラッ
カーのいう「機能する社会」の実現に寄与する「コンシャス・ファンド」や「い

究で何を明らかにしたいのかに応じて決まることになる．そのため「コンシャ
ス・ファンド・カンパニー」は，どういった考えや仕組みに基づき経営されてい

い金融」
，
「よい投資会社」のあり方とは，どういったものなのだろうか．
関連するテーマとして，ESG 投資のパフォーマンス（8）やファンドマネー
ジャーの行動（9）についての先行研究があるが，現在「コンシャス・ファンド・カ
ンパニー」とはどういった考えや仕組みに基づき経営されているかを詳細に研
究する試みは，調べた限りにおいてはほとんど行われていない．そうした試み
により構造モデルを構築することができれば，
「コンシャス・ファンド・カンパ
ニー」自体を増やすための有効な視座を提供できると考えられる．

目的
「コンシャス・ファンド・カンパニー」は，どういった考えや仕組みに基づき
経営されているかをあきらかにすることで，その構造モデルを構築することを
目的とする．

方法
構造構成主義と本質行動学，メタ質的研究法としての SCQRM
西條論文（10）では，ドラッカー思想の本質観取を行うなかで，ドラッカー思想
の本質は“Essential Management Science”すなわち「本質行動学」ということ
ができること，それゆえにドラッカーは本質行動学の祖と位置づけることが可
能であることを論証した．本質行動学は，構造構成主義（11）という学問と科学の
原理論に依拠していることから，ドラッカー・マネジメントを学問的 / 科学論
的に基礎付け，検証可能性と更新可能性に開かれた学問の営みに明示的に位置
づけることを可能にする枠組みである．したがって，本稿はメタ理論として本
質行動学（構造構成主義）を採用する．
本研究は特定の事例を通して，リサーチクエスチョンに対して説明力のあ
るモデルを提示するため，単一事例でも科学性を担保可能なメタ研究法である「構
造構成的質的研究法」
，SCQRM
（Structure-Construction Qualitative Research
（12）
Method）
に基づきモデル構築を行う．SCQRM は高度な理論性と実効性を兼
ね備えていることから，これまで人文社会科学を中心とした様々な領域に導入
され，多数の研究が生み出されている．
構造構成主義（本質行動学）においては，
「構造化に至る諸条件」を開示する
ことが科学的研究の条件になり，研究方法として再現可能性を残す点でも重

るかをあきらかにしていくために，「コンシャス・ファンド・カンパニー」すな
わち「よい投資会社」として広く了解されている会社を選び，その経営の中核
をなしている投資家にインタビューし，その著書を分析することが有効と考え
られる．
そこで本研究では「いい会社を増やしましょう」という理念のもと，
「いい
会社」のみに投資をして日本一の運用実績を出した鎌倉投信を「コンシャス・
ファンド・カンパニー」として選定した．さらに，鎌倉投信の創設者でありファ
ンドマネージャーであった新井和宏氏を対象者としてインタビューを行い，そ
の著書をテクストとして質的に分析し，概念やカテゴリーを生成し，構造化し
ていくこととした．

新井和宏氏の経歴と鎌倉投信の実績
新井氏は 1992 年，住友信託銀行（現・三井住友信託銀行）に入社の後，2000
年には，バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現・ブラックロック・
ジャパン）に入社．ファンドマネージャーとして企業年金や公的年金などを中
心に，株式，為替，資産配分等，多岐にわたる運用業務に従事して，数兆円を運
用していた．しかし，2007 年～ 2008 年に原因不明の大病を患ったことで，バー
クレイズ・グローバル・インベスターズを退社．長年信奉してきた金融工学，
数式に則った投資や金融市場のあり方に疑問を持つようになっていたなかで，
『日本でいちばん大切にしたい会社』に衝撃を受け，同じバークレイズ・グロー
バル・インベスターズ出身の志を同じくする仲間で「いい会社」に投資する新
たな事業の準備中にリーマンショック（世界金融危機）が発生した．
2008 年 11 月，鎌倉投信㈱を設立．2010 年 3 月より運用を開始した投資信託
「結い 2101」の運用責任者となる．
「結い 2101」は経済的な指標だけでなく社会
性を重視し投資先を選定しながら，2013 年には格付投資情報センター（R ＆ I）
において最優秀ファンド賞（投資信託 国内株式部門）を獲得．鎌倉投信を創
（13）
と
業した当時，
「理想と現実は違う．そんなやり方で上手くいくはずがない」
金融業界の人たちからことごとく不可能だと言われた“
「いい会社」にだけ投資
をして，日本一の運用実績を出すこと”を実現した．その後「結い 2101」は，顧
客数が 21,000 人以上，純資産総額が 496 億円超（2021 年 8 月末時点（14））となり，
実績，人気を兼ね備える投資信託へと成長（15）．新井氏は，NHK の『プロフェッ
ショナル 仕事の流儀』でも取り上げられ，また 2016 年には，雑誌の『WIRED』
にて「特集 GOOD COMPANY いい会社」というテーマのもとで「
『いい会社・
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その条件』― 鎌倉投信・新井和宏と訪ねた 7 つの会社」という特集が組まれ
たことからも，鎌倉投信は日本の「コンシャス・ファンド・カンパニー」を代表
する会社といえる（16）．

半構造化インタビュー項目の作成とインタビュー方法
インタビュー法は，事前にチェックリストを準備し聞くべきことは漏れなく
聞く形をとりながらも，インタビュー対象者が語る流れに沿いながらテーマを
深めていく「半構造化インタビュー」と呼ばれる手法を用いることとした．そ
のため事前に「資本主義社会における不条理とは何か」
「
『いい社会』とはどん
な社会か」といった項目を中心とした 20 項目からなるインタビュー項目を作
成した．インタビューは事前に当時公刊されていた新井氏の著書『投資は「き
（17）
れいごと」で成功する』
に書かれていないことを詳しく聞くこととした．イ
ンタビューは 2016 年 8 月に実施した．インタビュー対象者には研究倫理に十
分配慮する旨をお伝えし，承諾を得た上で，授業におけるインタビューという
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リーの構造からなるモデル図となった．以下，研究結果としてこの構造モデル
図に基づき説明していく．

結果
利益の最大化を志向する資本主義の仕組みがどのような不条理を社会に生じ
させているのか，またそれを超克するためにどうすれば「いい会社」を増やし，
「いい社会」を作っていけるのかに焦点化し，
「いい会社」にのみ投資をして日
本一の運用実績を出したファンドマネージャーへのインタビューと著書の分析
を通してモデル構築したものが以下の構造図である．

形で半構造化面接を行い，その様子を複数の Voice memo（IC レコーダ）で記録
した．質問はそのチェックリストを用いながら主にファーストオーサーが行っ
た．その後，収集した録音データを文字起こしし，テクストを作成した．

分析とモデル構築の手続き
文字起こししたものをまとめたテクストをもとに，次の SCQRM の分析手順
に沿って分析した．まずリサーチクエスチョンを明らかにする上で意味がある
と思われるテクストの箇所，特に鎌倉投信の取り組みや仕組みにおいて重要な
ポイントに線を引き，まとめていった．ここでは鎌倉投信の重要な取り組みを
説明する一文に端的にまとめた「項目」を，リサーチクエスチョンに対して説
明する際の最小単位の一文という意味で「概念」と呼ぶ．その結果，最初の暫
定理論作成時点で生成された「概念」
（項目）は 40 個であった．その後，各研究
者の観点から多角的に意見を出し合い，最小単位となる概念をリサーチクエス
チョンに対してうまく説明できるカテゴリーごとにまとめていき，それぞれに
カテゴリー名を付けていった．また必要に応じて，いくつかのカテゴリーを包
摂する上位カテゴリーも作成した．そうして抽出した概念やカテゴリーをもと
に，資本主義においてどのような不条理が生じているのか，またそれを超克す
るために，鎌倉投信はどのような考えや戦略，仕組みによって「いい会社を増
やす」という鎌倉投信の理念を実現しているのかに焦点化して最初の「暫定モ
デル図」を作成していった．
その後，2019 年 3 月に本テーマに関連する新井氏の著書『持続可能な資本主
（18）
が公刊されたことから，ファーストオーサーが，その著書をテクストと
義』
して分析対象としてあらためて概念化とカテゴリー化の作業を進め，構造図
を大幅に更新した．その結果 60 の概念，12 個のカテゴリー，3 個の上位カテゴ

図

鎌倉投信の考えや仕組みに基づくコンシャス・ファンド・カンパニーの構造モデル

構造モデルの読み方
テクスト分析に基づきポイントを項目（概念）として一文にまとめ（「図の中
の“・”から始まる一文」），それらを包摂するものを「カテゴリー」として名を
つけ，さらに複数のカテゴリーを包摂する「上位カテゴリー」名をつけていっ
た．ポイントをまとめた最小単位となる概念は「 」，カテゴリーは〈 〉，上位
カテゴリーは【 】で記載し，特にカテゴリーや上位カテゴリーはゴシックで
示す．
また図中の概念の右下に小さい数字が添付されているのは，最終的な分析テ
クストとして追加した『持続可能な資本主義』のページ数に該当している．本
質行動学において，学問の条件となる批判的に吟味可能という意味での「検証
可能性」や，さらに説明力の高い概念名に更新していく「更新可能性」を残すこ
とが重要になる．各概念を他の研究者もアクセス可能なその著書に紐づけるこ
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とで，読者が批判的に吟味できるよう「検証可能性」を残した．

構造モデルの説明
図の全体の構造を説明すると，まず【利益の最大化を志向する ROE 経営や投
資によって生じる資本主義の不条理や犠牲】という上位カテゴリーが図の下部
分である．そして【利益の最大化を志向する ROE 経営や投資によって生じる資
本主義の不条理や犠牲】を解消するための【資本主義の不条理を越える鎌倉投
信のイノベイティブな仕組みとマネジメント】が図の上の部分になる．そこで
は様々な考え方や施策が示されているが，なかでも【八方よしにより「犠牲に
基づくマネジメント」に陥る前に歯止めがかかり，持続的に社会に貢献し発展
し続けることが可能になる】という「いい会社」経営の本質が明らかとなった．
次に構造を構成する個々のパーツとなるカテゴリーごとに説明していく．

質的研究法に基づくコンシャス・ファンド・カンパニーの構造モデルの構築 —「いい会社」にだけ投資をして
日本一の運用実績を出した鎌倉投信は，どのような考えのもと，どのような仕組みを実装してきたのか？

9

ターンの最大化が求められるため従来の CSV において社会性は二の次に」に
なること，さらに「株主利益に偏重した形式だけのコーポレート・ガバナンス
は実質がおろそかになり不正会計を引き起こす」といった本末転倒の事態に陥
ることが示されている．
第四のカテゴリーとして〈形式を繕える定量的評価主義の問題点〉がある．
ここでは，「客観的基準が無責任体質を生む」こと，そして「CSR も点数や数値
として評価されると試験勉強のように対策する」ことが指摘されている．また
「SRI ファンドは，評価基準を満たす書類を作成して『お化粧』できる大企業の
みが評価される」ことになり，「『いい会社』を評価する指標を作って画一化す
ることは，企業の個性を失い社会から多様性を奪うことになる」といった画一
的な定量的評価の問題点が指摘されている．
【資本主義の不条理を越える鎌倉投信のイノベイティブな仕組みとマネジメ

【利益の最大化を志向する ROE 経営や投資によって生じる資本主義の不条
理や犠牲】
図下の上位カテゴリー【利益の最大化を志向する ROE 経営や投資によって
生じる資本主義の不条理や犠牲】は以下の 4 つのカテゴリーからなる．
第一に〈
「リターン＝お金」という前提により生じる効率至上主義・成長至上

ント】
以上 4 つのカテゴリーからなる【利益の最大化を志向する ROE 経営や投資に
よって生じる資本主義の不条理や犠牲】という現状を打開するための【資本主
義の不条理を越える鎌倉投信のイノベイティブな仕組みとマネジメント】は以
下となる（図の上部分）
．

主義の弊害〉である．
「幸せの手段だった『お金を増やすこと』が目的化して，
『増えれば増えるほどよい」となってどこまでも満足できない』といった事態に

まず「人間の本質は幸せになりたいという欲求を持つこと」とした上で，
「鎌
倉投信の存在目的は心の豊かさを含めた広義の社会的解決」と置き，事業コン
セプトは「『いい会社』を増やし『いい社会』を実現すること」としている（図の

陥り，
「コストとなる社員の人件費も，取引先の製造原価も『安ければ安い方が
良い』と不当に安くして，顧客にはリピート率を無視して『高ければ高いほど
よい』と低質の賞品を高値で売りつけるようになる」．そして「買手が金銭上の
損得のみを考えれば『安ければ安いほどよい』となり，売り手も環境や働く人，
取引先を犠牲にして安さを追求するようになる」
．
第二に〈
「一定期間の利益」であるフローを効率よく増やすフロー主義の不条
理〉がある．ここではまず「短期最適を積み重ねても長期最適にならない」こと
が指摘されている（19）．例えば，木を切り倒しまくれば短期的には高い利回りに
なるが，資源は枯渇して長期最適にはならない．また「安易なリストラ，コス
トカットにより不幸になる人を増やす」ことになる．そして，フローを追求す
れば究極的には「計画的陳腐化によって顧客を犠牲に」することや，
「使い捨
ての社会」にもなって「有限の地球環境資源の枯渇」を招くことになる．まさ
に「社会を壊すほど儲かるというジレンマ」に陥るのである．そして「リーマン
ショックのような金融危機を招く」ことにもなり，信頼といった「見えざる資
産」を棄損し，そして究極的には「戦争ビジネスの契機」になる．
第三に〈従来の ROE 経営における CSR や CSV，コーポレートガバナンス
主義の限界〉がある．まず「CSR は企業にバリューが返ってこないため成果が
中途半端でリソースが枯渇」することが指摘されている．そして「株主へのリ

上の真ん中最上部）
．
そして鎌倉投信は【「いい会社」とは「これからの社会に必要とされる会社」
であり「経済性と社会性を両立している会社」】と定義しており，より具体的に
は，
「いい会社」とは「理念に対する共感」
「社風」
「企業文化」
「社員力・モチベー
ション」
「経営者の資質」
「社員がいきいきと働けている」
「社内外に築かれた信
頼関係」といった〈長期成長と信頼の礎となる『見えざる資産』
〉を重視してい
ると判断できる会社としている．
また，鎌倉投信は「いい会社」とは〈
『理想目標』としての八方よし〉を追究し
ている会社とみなしている．ここでいう「八方よし」とは，近江商人の「三方よ
し」を現代社会に適合するように発展させたものであり，その本質は〈細やか
にステークホルダーを想定し，すべてのステークホルダーと共通価値を見出し
貢献する〉という考え方にある．八方とは 1「社員やその家族」，2「取引先・債
権者」，3「株主」
，4「顧客」
，5「地域（住民・地方自治体など）
」
，6「社会（地球・
環境など）」，7「国（政府・国際機関など）」，8「経営者（やその家族）」とされて
いる．ただし，ここでは 8 という数字が本質ではなく，その会社を取り巻く環境
によっては，たとえば 9 つ目として「ボランティア」を加えることも可能である
ように，
「細やかにステークホルダーを想定する」という本質に沿いその数自
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体は変更可能と捉えるほうがよい．
そして各社の掲げる理念の前提理念として〈細やかにステークホルダーを想
定し，すべてのステークホルダーと共通価値を見出し貢献する〉という理想目
標を追求することによって，
【
「犠牲に基づくマネジメント」に陥りそうになっ
た際に歯止めがかかり，社会に貢献し続けることが可能になる】のである．こ
の「すべてのステークホルダーに貢献する」という前提理念があることによっ
て，利益を最大化させようとした際にいつの間にかどこかに犠牲を強いてしま
うことを，構造的に抑制することが可能になるのだ．

金融の本質を実現するための鎌倉投信の個々の仕組み
鎌倉投信は，こうした「いい会社」に関する考え方に基づき，
「いい会社」を
赤字のときも含めて継続的にサポートし続けられるよう，
〈金融の本質に戻る
ためにリターンの定義の書き換え〉を行っている．そこでのリターンの定義は
「リターン＝資産の形成×社会の形成×心の形成＝幸せ」としている．それに
よって「短期的利益に振り回されず」
「最も儲かるものをえらばなくてよい仕組
み」を実現し，「投資したお金により『いい会社』が成長し，社会が豊かになれ
ば受益者の心も豊かになる」としている．また「期待リターン年率 5 % を目標と
して，5 % から信託報酬の 1 % を引いた 4 % が受益者に還元される」仕組みにす
ることで，利益を重視しない受益者を集めることを可能としている．
鎌倉投信は，日本の金融の本来の姿である〈
「顔の見える・つながる金融」に
よって，予測をせず，信頼に基づく長期の安定した投資を可能に〉している．
「顔の見える・つながる金融」によって「銀行や証券会社を介さない投資信託の
直販」にこだわり，「『受益者総会Ⓡ』や『いい会社訪問Ⓡ』により，投資家と投資
先が信頼によってつながる」ことを実現している．これによって「自分のお金
が『いい会社』を支えていることが具体的に実感できると投資家は投資先を応
援したくなる」ため，
「相場が下がっても支えるためにお金を入れ続けてくれ
る」ようになり，
「株価が安いときに買い入れるため『結い 2101』はどんどん強
くなる」ことが可能になる．その結果，
「R&I ファンド大賞 2013」を受賞する
など，それまで不可能とされてきた社会性と成果を両立させることを可能にし
た．
また社会性と投資の経済的な成果の両立を可能とする方法として，鎌倉投信
は〈本質からぶれないファンドマネージャーが現場を生でみることで「見えざ
る資産」と「社会性」に基づき主観で投資先を選定〉している点があげられる．
具体的には「各企業を直接訪問し，会社の素の姿を見て判断する」
「身分を明か
さずに会社のイベントに参加する」
「社長がいないときにあえて会社を訪問す
る」
「経営者や社員と顔を突き合わせて話しをする」といった方法により「化粧
した姿」ではなく，その会社の等身大の姿を見極めようとしている．
そして事業内容は「自分がその立場，その業界だったらそれをやると思える
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か」
，経営者に対しては「友達になりたいと思えるぐらい『いい経営者』である
か」といった基準から主観で判断している．
また鎌倉投信は「いい会社」を増やし，投資の社会性と成果の両立を実現す
るために，
「いい会社」に対して〈それぞれの業態や会社にあった“本質に基づ
く八方よし CSV”による後押し〉も行っている．たとえば，「『いい会社』の先
例に基づく事業性と社会性の足りない点を補うコンサルティング」を行った
り，
「残業なし副業 OK 復職 OK といった先進的試みのメリットの可視化といっ
た見えにくい社会的価値の見える化」をサポートしている．また「決算書の中
の『人件費』を費用項目から外して収益額を出し，その分配先として人件費を
定義すれば利益相反のない関係を築けるといった『八方よし』を実現するため
の助言」をしている．
鎌倉投信は，〈「八方よし」の究極形は「ファン経済」〉と捉えている．それは
「同じ目標を共有できれば，社員も取引先・債権者も株主も，その企業のファ
ンになる」という考え方であり，「顧客，地域，社会，国についても自社のファ
ンになるような経営をすることで，顧客は適正な価格で賞品を購入し，株主も
株価だけで売り買いを判断せず長期でお金を入れて，地域，社会，国も事業を
推進するときの力強いサポーターに」なってくれるというものであり，この
「ファン経済は価格選好による過度な価格競争や，優秀な社員確保のための給
与競争に巻き込まれない有効な競争戦略」と捉えている．
また「顧客や社員や株主に経営理念に共感してもらうことがファンづくりの
第一歩であり，現実と理念の間にギャップが生じると理念は力を失うことか
ら，経営者は理念に筋を通し，社員に伝える必要がある」といったアドバイス
を適宜行っている．さらに鎌倉投信は，それを実現するために「『いい会社』の
生態系を作り，多くの投資家と投資先の企業，あるいは投資先企業同士をつな
げることで社会的価値を最大化する」といった活動も同時に行っている．
そして鎌倉投信は「いい会社」を増やし「いい社会」を実現するために，〈「信
頼」にレバレッジをかけることで格付けを超える新たなスタンダードに〉なろ
うとしている．その背景には「BIS 規制による銀行の目利き能力の低下という
現状」の認識がある．鎌倉投信の目的は，自社利益の最大化やライバル会社よ
りよい運用実績を出すことにはなく，「『いい会社』を増やし『いい社会』を実
現すること」であるため，鎌倉投信は「サイトで投資先をすべて公開」すると
いった一般的な運用会社では決してやらないことを実行し，「鎌倉投信の投資
が入ることが『与信』となり，『見えない格付け』として新たな投資基準」にな
ればよいと考えている．
また，
「ベンチャー企業を短期上場の圧力から守るため社債を買う形で投資
可能」な仕組みも備えており，将来的には「『いい NPO』の推奨リストをつく
り，資金を集めやすくして，鎌倉投信の一定額を超えた分を寄付」するといっ
た構想も持っていた（20）．ここまでが構造モデルの説明となる．
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考察
コンシャス・ファンド・カンパニーのモデル構造の視点としての有用性
本質行動学においては，本質構造の妥当性は，そのリサーチクエスチョンに
対する了解性と同時に，現実における有用可能性の観点から検討される．した
がって，次に考察部では，鎌倉投信がどのような考えや仕組みに基づき，資本
主義のもたらす不条理や犠牲を超克可能な金融のあり方を実現できたのかを明
らかにしたこの構造図を視点とすることで，誰に，どのような形で役立ちうる
かを論じる．構造の説明は引き続き「 」によって概念を，〈 〉によってカテ
ゴリーを，
【 】によって上位カテゴリーを示すこととし，それらの視点として
の有用性を論じた箇所には下線を引いた．
まず鎌倉投信は（図下部分）
，
〈リターン＝お金という前提により生じる効率
至上主義・成長至上主義の弊害〉
，
〈一定期間の利益であるフローを効率よく
増やすフロー主義の不条理〉
，
〈従来の ROE 経営における CSR や CSV，コーポ
レート・ガバナンスの限界〉
，
〈画一的な定量的評価の問題点〉といった諸問題
からなる【利益の最大化を志向する ROE 経営や投資によって生じる資本主義
の不条理や犠牲】を課題として認識していた．
これは資本主義がもたらす問題の本質を明らかにする視座として，多くの企
業，資産運用業界はもとより，一般の人も，なぜ資本主義が多くの不条理を生み
出すのか，そのメカニズムを構造的に理解するために役立つと考えられる．それ
によって金融や投資に限らず，コンシャス・カンパニー（いい会社）を目指す会
社の経営者，マネジメント層，役員，一般社員が改善すべき問題の本質がどこに
あるのかを洞察し，改善していく際に極めて有用な視点となるだろう．
鎌倉投信の特筆すべき点は，それらの課題を解決するための具体的な方法を
構築し，機能させているという点にある．
【利益の最大化を志向する ROE 経営
や投資によって生じる資本主義の不条理や犠牲】
（図下部）を解消するために
【資本主義の不条理を越える鎌倉投信のイノベイティブな仕組みとマネジメン
ト】
（図上部）が実装されており，
「いい会社」の本質〈八方よしにより「犠牲に
基づくマネジメント」に陥る前に歯止めがかかり，持続的に社会に貢献し発展
し続けることが可能になる〉を自らの組織のマネジメントにも適用して，いい
金融のあり方を体現しようとしている．
竹田は「資本主義の本質は，人類史上はじめて現れた，“持続的に社会生産を
増大する経済システム”であるという点」にあり，「このことの射程だけが，わ
れわれが資本主義にいかに対処すべきかについての新しい展望を与えることが
（21）
と述べているが，鎌倉投信の考え方や仕組みは，資本主義
できるのである」
を否定する反動思想としてではなく，それを前提としながらも 利益の最大化
を志向する資本主義により生じる「犠牲に基づくマネジメント」に対抗するた
めの仕組みを考案，実装している点に大きな意義がある．
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それを可能とする重要な仕組みの一つとしては，〈金融の本質に戻るために
リターンの定義の書き換え〉を行っている点にある．つまりリターンの定義を
「リターン＝資産の形成×社会の形成×心の形成＝幸せ」とすることで，
「短期
的利益に振り回されず」
「最も儲かるものをえらばなくてよい仕組み」を実現し
ている．具体的に「期待リターン年率 5% を目標として，5% から信託報酬の 1%
を引いた 4 % が受益者に還元される」仕組みとなっており，それが利益を重視
しない受益者を集めることを可能にしたのだ．
そして，日本の金融の本来の姿である〈「顔の見える・つながる金融」によっ
て，予測をせず，信頼に基づく長期の安定した投資を可能に〉している．顔が
見える関係にすることで「相場が下がっても支えるためにお金を入れ続けて
くれる」ようになり，「株価が安いときに買い入れることができるため『結い
2101』はどんどん強くなる」ことができるのだ．それにより，「R&I ファンド
大賞 2013」を受賞するなど社会性と成果を両立することを可能にし，鎌倉投信
は〈
「信頼」にレバレッジをかけることで格付けを超える新たなスタンダード
に〉なりつつある．
鎌倉投信によって開示されている考えや仕組みは，社会性と成果（実績）を
両立するための仕組みのモデルとして，コンシャス・ファンド・カンパニー（マ
ネージャー）を志す人や組織が，それぞれの状況や目的にあわせて自らの事業
をカスタマイズしていく形で役立つと考えられる．
またその基礎は，〈本質からぶれないファンドマネージャーが現場を生でみ
ることで「見えざる資産」と「社会性」に基づき主観で投資先を選定〉している
点にある．「各企業を直接訪問し，会社の『素』の姿を見て判断する」
「身分を明
かさずに会社のイベントに参加する」
「社長がいないときにあえて会社を訪問
する」
「経営者や社員と顔を突き合わせて話しをする」といった様々な方法は，
融資や投資を行う金融機関や企業間提携などにおいても，
「化粧した姿」に惑
わされることなく，等身大の会社を見極めるために有用である．
また事業内容は「自分がその立場，その業界だったらそれをやると思えるか」
といった基準によって，経営者に対しては「友達になりたいと思えるぐらい
『いい経営者』であるか」といった徹底した内的視点から主観で判断している点
も，目利きの低下が指摘されて久しい金融業界にとって，本当に価値あるもの
を社会に残していくために本質的に有用な判断基準として活用できると考えら
れる．
そして，こうした判断の起点となる「いい会社」の定義そのものも有用な視
点となると考えられる．鎌倉投信は，「いい会社」とは「これからの社会に必要
とされる会社」であり「経済性と社会性を両立している会社」と定義している
だけでなく，
「いい会社」とは，
「理念に対する共感」
「社風」
「企業文化」
「社員力・
モチベーション」
「経営者の資質」
「社員がいきいきと働けている」
「社内外に築
かれた信頼関係」といった「長期成長と信頼の礎となる『見えざる資産』
」を重
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視している会社であり，それを先に述べたように本質からぶれないファンドマ
ネージャーが現場で感じた主観をもとに判断している．
これは一見すると当たり前のようだが，現実には多くの会社が「見える資
産」，つまり数字や体裁を取り繕い「お化粧」してごまかせる客観的形式をみて
判断するからこそ，目利きが低下し，企業は形式を整えるテクニックに走り，
コンプライアンス重視を叫ぶ企業ほど粉飾決済が明るみに出るなど，信頼とい
う「見えざる資産」を激減させているのが現状である．
これを踏まえれば，鎌倉投信の実践していることは，客観的指標といえば聞
こえはいいが容易に取り繕うことが可能であるゆえに粉飾や偽装の温床を生み
出している「形式主義に基づく判断」から，現場に行って感じる実際に働く社
員や会社の雰囲気といった「感性に基づく目利き」へのパラダイムシフトに他
ならず，公的機関や融資，投資に携わる人が自らのあり方と行動を顧みる視点
として有用になると考えられる．数字も軽視すべきではないが絶対視すべきも
のではなく、また全体が醸し出す雰囲気といったことは，
「いい会社だなあ」
あるいは「生き生きと働けていないなあ」と感じてしまうものであり，数字の
ように簡単にごまかすことができないという点でより信頼できる判断材料にな
ると考えられるためである．

まとめ
冒頭でも触れたように，ドラッカーは『マネジメント』にて，
「我々の次の世
代の課題は，個人，コミュニティ，社会のために組織を役立たせることである．
それがマネジメントの役割である」
（40 頁）と述べた．本研究で示された「コン
シャス・ファンド・カンパニー」の構造モデルは，金融という重要な機能を司る
組織を社会のために役立たせるマネジメントの一翼を担うものになるだろう．

今後の課題
本研究で示された構造モデルをもとに，コンシャス・ファンド・カンパニーか
否かを判断する「基準原理」となるコンシャス・ファンド・カンパニーの本質定
義を抽出できる可能性があるが，それについては別途研究を行う必要がある．

謝辞
本研究の協力者の新井和宏氏に心より感謝申し上げます．本研究を立ち上げ
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秀賞は 6 年ぶりであるが，これについて鎌倉投信は「「結い 2101」の設定以来一貫して
取組んでいる長期的な運用の安定性とともに，受益者との関係作りの結果としての純
資産総額の安定性を評価いただけたものと考えて」いると言及している．https://www.
kamakuraim.jp/information/news/detail/---id- 966 .html
（16）Condé Nast Japan（著） WIRED 編集部編（2016）特集 GOOD COMPANY いい会社 . WIRED
VOL.23.「いい会社・その条件」―鎌倉投信・新井和宏と訪ねた 7 つの会社―, 32- 46.
（17）新井和宏（2015）
『投資は「きれいごと」で成功する』ダイヤモンド社
（18）新井和宏（2019）
『持続可能な資本主義』ディスカヴァー・トゥエンティワン
（19）ドラッカーは「長期的な成果は，短期的な成果の累積ではない．長期的な成果は，短期的
な目標と長期的な目標とを均衡させることによって得られる」
（p. 101）と以下の書籍で
指摘している．
ドラッカー
（上田惇生訳）
（2008）ドラッカー名著集8『ポスト資本主義社会』ダイヤモンド社
（20）2018 年 9 月に，新井和宏氏は非上場のベンチャー企業に対して株式で投資をおこなうた
め，新会社として㈱ eumo を設立した．
（21）竹田青嗣（2016）
『哲学は資本主義を変えられるか』
（角川文庫）p.293
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本質行動学による「コンシャス・ファンド・
カンパニー」の本質観取
スクラム

—質
 的研究法SCQRMの構造モデルに基づく
本質観取の方法，そして哲学や人文社会科学，
自然科学に至る諸学で実施可能な本質行動学
の本質観取の特性について

An Essential Insight of “Conscious Fund Company” through
Essential Management Science: Based on a Structural Model
Constructed by Qualitative Research Method “SCQRM”

西條剛央
Takeo Saijo

（Essential Management School 代表 / 本会 Senior Fellow）

Summary
The purpose of this study is to implement essential insight of “Conscious Fund
Company” based on Essential Management Science. First, we selected a Japanese
investment company and a fund manager that won an award for the best investment
in the country, investing only in conscious companies. Second, using the concepts
and categories presented in the structural model of qualitative research, the essential
points of “Conscious Fund Company” were uncovered. Third, the essential points
of “Conscious Fund” were translated into the form of questions and created
an assessment sheet that can be used for assessment and consulting. Finally, I
demonstrated the superiority of this methodology of essential insight by comparing
it to the traditional Essential Insights of phenomenology.

問題と目的
西條論文（1）
（2017）では，ドラッカーのテクストに基づき本質観取を行うこと
で，
「本質」とそれに導かれる正しい「行動」というキーワードが交わるところが
ドラッカー思想の本質であることを明らかにし，ドラッカーを「本質行動学」の
祖と位置づけることができることを示した．その英訳は Essential Management
Science となるが，そこでの「マネジメント」とは経営や管理ではなく，
「対象の
望ましい状態をなんとか実現していくこと」という遠大な射程を持つ概念にな
る．そのため Essential Management Science は「本質に基づくマネジメント実践
の学」であり，日本語では「本質行動学」となる．
・

・

・

・

それは物事の本 質を把握し，より適切な行 動を導くという形で本質（原理）
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の追究と実践が相即しており（隙間がなく）
，科学と哲学を本質において統合
（2）
させた新たな学問的枠組みである ．また本質行動学は構造構成主義（3）という
学問と科学の原理論に依拠していることから，ドラッカーマネジメントを学問
的 / 科学論的に基礎付け，検証可能性と更新可能性に開かれた学問の営みに明
示的に位置づけることで，その思想の意義を損なうことなく学問的に再生さ
せ，開かれた言語ゲームとして広く発展させる基盤となる．
ところで，近年，ビジネスやマネジメントの文脈で，
「コンシャス・キャピ
タリズム」
「コンシャス・ビジネス」
「コンシャス・カンパニー」といったよう
に“Conscious”という概念が着目されるようになった（4）．この「Conscious」は
一般的には「意識が高い」と訳されることが多く，この文脈では「よい / いい」
「まっとうな」
「本質的な」という訳語のほうがしっくりくるように思われるが，
定訳は定まっていないため「コンシャス」と記載する．
ドラッカーが「成果をあげる責任あるマネジメントこそ全体主義に代わるも
（5）
と述べているよ
のであり，われわれを全体主義から守る唯一の手だてである」
うに，ドラッカーマネジメントは，元々全体主義によりもたらされる社会の不条
理に対抗し，コンシャス（本質的）な人や組織を生み出すことで，コンシャスで
まっとうな社会を実現していくために体系化したものと言うこともできよう．
そうしたコンシャスな社会を実現するために，本質行動学に基づく西條他
（2021）の先行研究（6）では，資本主義の不条理を超克すべく，
「いい会社」のみ
に投資をして日本一の運用実績を出した鎌倉投信を「コンシャス・ファンド・
カンパニー」の代表例として選定し，
「コンシャス・ファンド・カンパニー」の
構造モデルを提示した（この研究を本稿では以下「先行研究」と呼ぶ）．
（7）
において「我々の次の世代の課題は，個人，
ドラッカーが『マネジメント』
コミュニティ，社会のために組織を役立たせることである．それがマネジメン
トの役割である」と述べたように，この構造モデルは金融という重要な社会的
機能を司る「組織」を機能させるために役立つ可能性がある．
実際に，先行研究ではその構造モデルが誰にとってどのように有効かを論じ
ることで有効性を示しているが，ただし当然ながらそこで行われている個々の
実践を真似すれば，鎌倉投信とまったく同じように「いい会社」のみに投資を
して日本一の運用実績を出すことができるというわけではない．鎌倉投信は
「コンシャス・ファンド・カンパニー」の代表的事例ではあるが，もし「いい会
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とで，そうした会社を増やしていくために有効な視点となりうる．

目的
したがって，本研究では，先行研究において単一事例でも科学性を担保可
能なメタ研究法である SCQRM
（Structure-Construction Qualitative Research
（8）
Method） に基づいて，「コンシャス・ファンド・カンパニー」は，どういった
考えや仕組みに基づき経営されているかを明らかにした「コンシャス・ファン
ド・カンパニー」の構造モデルに基づき，
「コンシャス・ファンド・カンパニー」
の本質観取を行うことで，
「コンシャス・ファンド」にとって欠かせない重要な
ポイントを明らかにする．またそれを「基準原理」として活用しやすいよう汎
用性のある「問い」の形へ変換し，「コンシャス・ファンド」の査定やコンサル
ティングに活用可能なアセスメントシートを作成する．そして本論自体を，質
的研究に基づく本質観取の研究モデルとして提示する．最後に，哲学から人文
社会科学，自然科学に至るまで諸学において広く実施可能な本質行動学におけ
る「本質観取」の特性について論じる．

方法
本研究では，先行研究（西條他，2021）の構造モデルの説明（ストーリーライ
ン）の一部を，本質観取を行うための資料となるテクストとして選択した．構
造モデルとは，リサーチクエスチョンに対して説明力のある概念やカテゴリー
からなる理論図である．本研究では，その先行研究の構造モデルを構成する概
念やカテゴリーを材料として二次利用する形で，「コンシャス・ファンドの重
要なポイントとは何か」というリサーチクエスチョンに対して説明力のある文
章を再構成していき，コンシャス・ファンドの重要なポイントをまとめる形で
本質観取を実施していくことになるため，その素材となる構造モデルを西條他
論文（2021）より引用し，以下にあらためて提示しておく（構造モデル全体の
説明は先行研究を参照してもらいたい）
．
なお，ここでの「本質観取」とは本質行動学（構造構成主義）に基づき実施さ
れるものであり，①その事柄について本質的に重要なポイントを明らかにして
いくこと，②それらをまとめた本質定義を示すことの 2 つを意味する．

社」だけに投資をして日本一の運用実績を出すことを「コンシャス・ファンド・
カンパニー」の条件としたならば，極めて限られた会社にしか該当しないこと

結果と考察

になってしまう．
しかし，そこで示された構造モデルをもとに，より抽象度の高い「コンシャ
ス・ファンド・カンパニー」として欠かすことができない重要なポイントを抽
出できる可能性はあり，もしそれを適切な形で取り出すことができれば，コン
シャス・ファンド・カンパニーか否かを判断する「基準原理」として活用するこ

リーは〈 〉によって，上位カテゴリーは【 】で記載することで，先行研究と
の対応を明示的にわかりやすく表示していく．

以下，先行研究に倣い，そのテクストにある概念は「

」によって，カテゴ
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評価基準を満たす書類を作成して『お化粧』できる大企業のみが評価される」
ことになり，さらには「株主利益に偏重した形式だけのコーポレート・ガバナ
ンスは実質がおろそかになり不正会計を引き起こす」といった不条理を招く．
「客観的基準が無責任体質を生む」典型として，高度な数学を使った金融工学の
理論を濫用した「リーマンショックのような金融危機を招く」ことになり，信
頼といった「見えざる資産」を棄損し，そして「儲かれば儲かるほどよい」と，
究極的には「戦争ビジネスの契機」になるといった形で，
“③金融が社会を棄損
するトリガーに”なってしまうのだ．
以上①〜③をまとめれば，「金融の不条理」とは“本来果たすべき金融の本質
から外れ，金融が社会を棄損する契機となってしまうこと”といえる．
したがって，単に株価が下がったからといって「雨の日に傘を取りあげる」
ことで，投資先の社会に貢献している「いい会社」を犠牲にすることは，コン
シャス・ファンドとしては NG ということになる．また環境破壊を促進するビ
図

鎌倉投信の考えや仕組みに基づくコンシャス・ファンド・カンパニーの構造モデル
（西條他，2021 より引用）

第 1 のポイント ― 金融の不条理に対抗するコンシャス・ファンドの社会性

ジネスや戦争ビジネスに投資することは，社会を棄損することにつながること
から，そうした社会の棄損につながる会社に投資することも NG ということに
なる．
以上からコンシャス・ファンドの第 1 のポイントは，「事業が苦しいときにも
『いい会社』には投資し続けること」
「社会の棄損につながる会社に投資しない」

の本質
まずコンシャス・ファンド・カンパニーの本質的に重要なポイントを明らか

といった“コンシャス・ファンドの社会性の本質”を備えていることと言える．

にしていくにあたって，構造モデルの下部で示された【利益の最大化を志向す
る ROE 経営や投資によって生じる資本主義の不条理や犠牲】を構成する概念
やカテゴリーをもとにその対極にある金融の不条理を明らかにする．

第 2 のポイント ― 金融の本質を実現するための仕組み
次に先行研究の構造モデル（上部）で示された【鎌倉投信のイノベイティブ
な仕組みとマネジメント】からコンシャス・ファンド・カンパニーに欠かすこ

まず「短期最適を積み重ねても長期最適にならない」のだが，資産運用をす
るにあたって「短期最適を積み重ねるほどよい」と短期的な利益の最大化を志
向すると，
「晴れの日に傘を貸して雨の日に取り上げる」と揶揄されるように，
景気の悪いとき，会社の調子の悪いときに投資先から資金を引き上げることで
“①社会に価値をもたらしていた企業の倒産を招き社会を棄損させる”ことに

とができないポイントを明らかにしていく．
「晴れの日に傘を貸して雨の日に取り上げる」のには，資本主義の仕組みの中
でそれなりの理由がありそうなっている側面がある．いくら社会的に意義のあ

なる．
また金融機関が短期最適やフローを志向するあまり，企業自体も短期的な利
益の追求にドライブされることになり．
「安易なリストラ，コストカットによ
り不幸になる人を増やす」ことになる．さらに「計画的陳腐化によって顧客を
犠牲に」する事態や，
「使い捨ての社会」や「有限の地球環境資源の枯渇」を招
くことになる．まさに「社会を壊すほど儲かるというジレンマ」に陥り，そうし
た“②社会の棄損を金融機関が後押しする”不条理をもたらしてしまうのであ
る．
また，それは金融機関の〈形式を繕える定量的評価主義〉を促進することに
なり，
「客観的基準が無責任体質を生む」ことになる．例えば「SRI ファンドは，

る事業をやっているからといって，成果を出せない会社ばかりに投資したなら
ば投資事業を継続することはできず，投資家や投資会社が犠牲になることにな
る．
そうならないためには，資本主義における従来の金融業界において「晴れの
日に傘を貸して雨の日に取り上げる」と揶揄される「犠牲に基づくマネジメン
ト」がなぜ起きてしまうのか，その【利益の最大化を志向する ROE 経営や投資
によって生じる資本主義の不条理や犠牲】の構造を明晰に認識した上で，それ
を超克するために，「いい会社」に対して「雨の日にこそ傘を差し続ける」とい
う金融の本質と成果を両立可能な仕組みや戦略を考案，実装している必要があ
る．
そのためには，鎌倉投信の構造モデルで示された，事業の社会性と同時に経
済的な成果もあげられる会社かどうかの“目利き”として〈本質からぶれない
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ファンドマネージャーが現場を生でみることで「見えざる資産」と「社会性」に
基づき主観で投資先を選定〉することや，
〈金融の本質に戻るためにリターン
の定義の書き換え〉，
〈
「顔の見える・つながる金融」によって，予測をせず，信
頼に基づく長期の安定した投資を可能に〉すること，さらに〈それぞれの業態
や会社にあった“本質に基づく八方よし CSV”による後押し〉をするといった
仕組みや戦略が重要になる．
そうしたコンシャス・ファンドの社会性を追求すると同時に成果をあげる仕
組みがなければ絵に描いた餅であり，コンシャス・ファンドにはなり得ない．
方法の有効性は目的と状況に応じて変わるため，必ずしも構造モデルで示され
た方法を模倣する必要はないが，それぞれのやり方で“社会性と成果の両立を
実現する仕組みを備えていること”がコンシャス・ファンド・カンパニーの第 2
のポイントといえる．これは第 1 のポイントであるコンシャス・ファンドの社
会性の本質が成立する条件にもなる．
コンシャス・ファンド・カンパニーの第 3 のポイント
コンシャス・ファンド・カンパニーは，その会社自身が「いい会社」
（コンシャ
ス・カンパニー）としての理想的なあり方を実現するマネジメントにより運営
されている必要がある．いくらコンシャス・ファンドの社会性を備えていたと
しても，その会社自体が社員にハラスメントをしていたり，命や生活を棄損さ
せる「犠牲に基づくマネジメント」で経営される「ブラック会社」であったなら
ば「コンシャス」とは言えないためだ．
鎌倉投信は，「いい会社」とは「これからの社会に必要とされる会社」であ
り，「経済性と社会性を両立している会社」であり，そして〈『理想目標』として
の八方よしを追究している会社〉であるとしている．ここでいう「八方よし」と
は，近江商人の「三方よし」を現代社会に適合するように発展させたものであ
り，その本質は〈細やかにステークホルダーを想定し，すべてのステークホル
ダーと共通価値を見出し貢献する〉という考え方にある．鎌倉投信はこの考え
を自らにも適用し，投資運用会社として「経済性と社会性を両立」し，
「全ての
ステークホルダーに貢献する」という理想目標を，
“社会性と成果の両立を実
現する仕組み”によって実現しているのだ．
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コンシャス・ファンド・カンパニーの本質的に重要なポイントと
本質定義の提示
以上をまとめれば，コンシャス・ファンド・カンパニーの本質的に重要なポ
イントは，以下の 3 点からなることになる．
①「いい会社」を犠牲にしないために「いい会社に対して投資し続けるこ
と」
，社会を犠牲にしないために「社会を棄損する会社には投資しないこ
と」といった“コンシャス・ファンドの社会性の本質”を備えていること．
② 投資家や運用会社を犠牲にしないために，投資の社会性を追求しながら
も成果を上げることが可能な“社会性と成果の両立を実現する仕組み”を
備えていること．
③ 社員やその家族をはじめとするステークホルダーの犠牲の上に成果を出
す「犠牲に基づくマネジメント」に依拠することなく，全てのステークホ
ルダーに貢献するという理想理念を実現する“コンシャス・マネジメン
ト”により経営されていること．
さらに，このコンシャス・ファンド・カンパニーの重要なポイントをもとに，
さらに簡潔に一文にまとめる形でその本質定義を提示する．
コンシャス・ファンド・カンパニーの本質定義
「いい会社に対して投資し続けること」
「社会を棄損する会社には投資しな
いこと」といった投資の社会性と成果を両立可能な仕組みを備えており，
全てのステークホルダーに貢献するという理想理念を実現すべく「コン
シャス・マネジメント」により経営されていること．

「コンシャス・ファンドの本質定義」の視点としての活用法
本質行動学においては，ある事柄の本質の妥当性は，研究関心と有用性の双
方の観点から吟味される．したがって，次に考察部ではこの「コンシャス・ファ
ンド・カンパニーの本質定義」を視点とすることで，それがどのような形で役

つまり，コンシャス・ファンド・カンパニーの第 3 のポイントとして，投資
先，投資家，運用会社自身（社員やその家族，経営者）
，社会を構成する一般市
民といったいずれかのステークホルダーへの犠牲の上に成果を出す「犠牲に基

立ちうるかを論じる．
方法の有効性は状況と目的に応じて変わる．コンシャス・ファンド・カンパ
ニー / マネージャーを志向する人や組織は，先行研究で示されている鎌倉投信

づくマネジメント」に依拠することなく，
「すべてのステークホルダーに貢献
する」という事業の前提となる理想理念を実現すべく “コンシャス・マネジメ
ント”により経営されていることが挙げられる．

の構造モデルを活用し，その考え方や仕組みや方法を直接参考にすることはで
きるが，置かれた状況（リソースや強み）が異なるなかで，必ずその方法でなけ
ればならないとなってしまうとうまくいかない可能性もある．そこで，このコ
ンシャス・ファンド・カンパニーの本質を指針として置くことで，その会社の
持つリソース（強み，人材，資本等々）を活かしながら，それぞれの状況を踏ま
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えて，この本質を実質化するための方法を柔軟に考案，実施しやすくなると思
われる．
またこの本質を置くことによって，たとえば，反社会的組織，ブラック企業
と呼ばれる労働者を犠牲にしている企業，自然環境を破壊していたり，生存権
といった人権を犠牲とする原発事業に加担している会社などは，コンシャス・
ファンドの投資先として相応しくない，といった形でコンシャス・ファンド・
カンパニーとして相応しい投資先を判定する際の基準原理としても活用するこ
とができる．

コンシャス・ファンドを査定 / 認定する基準原理としての活用
「基準原理」として活用しやすくするために，先ほど示したコンシャス・ファ
ンド・カンパニーの条件となる重要なポイントを反転させることで，コンシャ
ス・ファンド・カンパニーのアセスメントシートを提示する．
コンシャス・ファンド・カンパニーのアセスメントシート
アセスメント項目
「いい会社に対して事業が苦しいときも投資し続けること」
「社会を棄損する会社には
①
投資しない」といった“コンシャス・ファンドの社会性の本質”を満たしているか？
②

投資家や運用会社を犠牲にしないために社会性を追求しながらも成果を上げること
が可能な
“社会性と成果を両立させる仕組み”を備えているか？

③

その組織が「犠牲に基づくマネジメント」に陥ることなく，全てのステークホルダーに
貢献するという理想理念を実現すべく
“コンシャス・マネジメント”により経営されて
いるか？

* 
［評価ポイント例 非常にそう思う3 ／まあまあそう思2 ／そうは思わない1 ／
まったくそう思わない 0］
このアセスメントシートは，項目毎にどの程度該当するのかを数値を右側に
記入することで活用する．社内でセルフチェックとして活用する場合には，全
社員に無記名（匿名）で毎年定期的に実施し，統計をまとめることで，コンシャ
ス・ファンドと言えるかどうかを判定することができるだろう．またコンシャ
ス・ファンドになりたいという会社のコンサルティングの際にこのアセスメン
トシートを活用することも可能だろう．
本研究で示された（1）コンシャス・マネジメントの重要な 3 つのポイント，
（2）本質定義，そして（3）
「基準原理」として活用しやすくするために（1）を
「問い」に変換することで提示されたアセスメントシートを活用することで，こ
の社会にコンシャス・ファンドを増やし，ドラッカーが志向したコンシャスで
機能する社会の実現に貢献できる可能性がある．
また今後の課題としては，先行研究で示された「コンシャス・ファンド・カ
ンパニーの構造モデル」や，本研究で示された「コンシャス・ファンド・カンパ
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ニーの本質定義」等をもとに，さらに抽象度をあげた概念を抽出し「脱文脈化」
することで，さらに汎用性の高い「コンシャス・マネジメント」と「犠牲に基づ
くマネジメント」の分岐構造を構築できる可能性があるため，あらためて研究
論文としてまとめる必要がある．

質的研究に基づく本質観取の方法の提示
以上，本論では「コンシャス・ファンド・カンパニー」の質的研究によって構
築された構造モデルに基づき，
（1）
「コンシャス・ファンド・カンパニー」の本質
的に重要なポイントを明らかにした上で，
（2）本質定義を導くという新たなスタ
イルの本質観取を実施した．研究方法として再現可能性を残すために，そのポイ
ントを本質行動学における本質観取の研究方法のモデルとして以下に提示する．
質的研究 SCQRM の構造モデルに基づく本質観取の研究モデル
① 本質観取の対象となる事柄
（単語）に関して本質が取り出せる可能性がある
質的研究を選定する．
② 質的研究の構造モデルを構成している概念
（項目）やカテゴリーや上位カテ
ゴリ−を用いて，研究で設定された本質観取の研究関心に対して説明力のあ
る文章を作成し，そこから本質的に重要となるポイントを明らかにしていく．
③ それらを本質定義としてまとめ，それを視点とすることでどのように活用でき
る可能性があるか有用性を示す．
④ 重要なポイントを
「問い」の形に変換し箇条書きにして，基準原理として査定
やコンサルティングに活用可能なようにアセスメントシートとして提示する．

質的研究に基づく本質観取の方法の意義
本質観取に関する具体的な方法や研究モデルは整備されつつあるが，質的研
究法によって明らかにされた構造図から明示的に本質を取り出す方法モデルは
まだ未整備であった．本研究では，構造構成的質的研究法“SCQRM”によって
研究関心に照らして最も象徴的な事例を選択し，分析した結果得られた高い説
明力を備えた概念やカテゴリーからなる構造図を継承し，そこで提示された概
念やカテゴリーを援用することで，関連性の高いテーマの本質観取が可能であ
ることを示したのだ．
このように，ドラッカーのような本質洞察の天才でなくとも，本質を取り出
す方法を確立することは，ドラッカーマネジメントを学問的に再生可能な本質
行動学の方法論を整備し，ドラッカーマネジメントを継承発展させていくため
にも重要になる．質的研究に基づく本質観取による本質的な知識の拡大，深化
によって，ドラッカーが志向したコンシャスな社会の実現に寄与できるだろ
う．
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人文社会科学から自然科学まで適用可能な本質行動学における本
質観取のヴァリエーションとそれらの共通本質
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掴まれることになる，という点である（17）．なぜなら，
「価値の原理」によれば
“重要な”ポイントとは必ず関心や目的に応じて立ち現れるためであり，それら
抜きに本質的か否か（重要なポイントか否か）を論じることはできないためで

上記の研究モデルに関連して，構造構成主義に依拠する本質行動学の本質観
取は，構造主義科学論やソシュールの一般記号論（コトバの恣意性）に基づい

ある．
・ ・
・ ・
第 2 の志向相関性として，
「本質行動学」は、物事の本質を把握し適切な行動

ている点などいくつか特性があるため，本質行動学における本質観取の特性に
ついて論じておく．
まず本質行動学においては本質とは，
「それをそれたらしめているような重
要なポイントをコトバで表した構造」のことを指す．その特性は，第 1 に本稿で
も実施した対象となる事柄に関する重要なポイントを明らかにしていく「重要

を導くという本質（原理）と行動（実践）が相即しているその名称にも現れてい

なポイントの抽出」という意味での本質観取がある．第 2 にこれも本稿で行っ
た「本質定義の明確化」がある．第 3 にその事柄についての本質的な洞察を記述
していく「本質洞察」というべきものもある．
そしていずれも「コトバによってつむがれている構造（コトバとコトバの関
係形式）
」という点では共通しており，本質行動学（構造構成主義）における
「本質」とは正確にいえば「本質を捉えた構造」
（コトバとコトバの関係形式に
より重要なポイントを言い当てたもの）であり，本質観取は重要なポイントを
押さえた「本質的な構造の構成」というべきものとなる．
また構造構成主義が諸学を基礎づける普遍学の特性を備えていることから，
（10）
，
「ドラッ
「複数のキーワードの重ねあわせによる本質観取の研究モデル」
カーのテクストに基づき普遍性を備えた原理を抽出する本質行動学の研究モ
（11）
デル」
，
「書籍を契機として研究者にとって未知のコトバを本質観取する研
（12）
，
「トライアンギュレーションに基づく質的研究によって事故の
究モデル」
（13）
本質的な構造と対策を明らかにする研究」
，
「関心特定アプローチにより組
（14）
織の失敗の本質を明らかにする研究」 ，
「理論的な洞察に基づきクライシス

るように，そこで提起される概念 / 本質 / 理論のいずれも，それを視点とするこ
とで現実（現象）においてどのように行動が望ましい方向に変わっていくのか
といった，視点としての「有用性」を志向している．
Essential Management Science
（ 本質行動学）において「マネジメント」と
は，その対象に関する「望ましい状態をなんとか実現していくこと」と定義さ
れるため，現実（reality）において“誰にとってどういう形で役立ちうるのか”
といった有用性（effectiveness）が重視されるのだ．そのため上記の研究モデル
の③④でもその有用性を示しているように，本質行動学においては研究で得ら
れた構造（本質 / 概念 / 理論）が現実（マネジメント / 実務 / 行動実践）において
どのように役立ちうるのかを論じる必要がある．
以上のように，本質行動学では研究関心 / 問題意識の設定という志向性と，
そこで得られた構造がどのように役立つのかといった有用性の志向性の二つの
観点に照らして（相関して），本質構造（コトバとコトバの関係形式により本質
を言い当てたもの）がどういった範囲において普遍的に了解されうるかが吟味
されることになる．これは本質行動学においては，「研究関心」と「有用性」と
いう二つの観点を抜きに，その本質構造の妥当性や適用範囲を判断することは
できない，ということでもある（図）．そこでは，個々人の納得や確信といった
主観的な判断を越えて，研究関心と有用性という二つの契機から判断されるべ
きものとなる．

（15）
，
「地震の長期予測不可能性という本
マネジメントの本質を導出する研究」
（16）
質洞察に基づく地震の短期予測モデルを構築する研究」
といった様々な研究
形態があり，その射程は哲学，人文社会科学から自然科学の分野に至るまでカ
バーできる普遍性を備えている点に特長がある．

志向相関性による了解可能性を高める 2 つの契機
「本質構造」が人間がコトバでつむいだものである以上，疑いの余地のない真
理といったものではありえず，常に可謬性と更新可能性に開かれている．だが，
だからといって何でもアリというわけではなく，本質行動学の「本質観取」に
は了解性を高める契機があるのだが，それを基礎づける鍵となるのが構造構成
主義の「原理の中の原理」というべき「志向相関性」となる．この志向相関性が
普遍的に了解される可能性を高める 2 つの契機となっている．
第 1 に志向相関的に（関心相関的に）— 研究関心 / 問題設定に応じて本質は

構造主義科学論が本質観取にもたらす革新的意義
本質行動学において，本質とは「コトバとコトバの関係形式により重要なポイ
ントを言い当てた構造」と定義されるわけだが，これはその学問的基盤となる構
造構成主義の科学論に「構造主義科学論」が組み込まれていることと関係してい
（18）
る．
「構造主義科学論」
は，1990 年に池田清彦が創唱したものであり，
「外部
実在の同一性」や「認識構造の同一性」といった何らかの「同一性」を措定する
ことなく，さしあたり疑うことができない，考える「私」
，立ち現れとしての「現
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象」
，そして「コトバ」の 3 つの契機から科学が成立することを論証し，科学とは
コトバを用いて，現象の予測と制御に役立つ構造（コトバとコトバの関係形式）
を追究する営みであると科学の本質を定義した「科学の原理論」である．
この構造主義科学論は「理論の真理性よりも有益性」を重視している点に特
性があり，池田は次の様に述べている．
「理論の真理性という考えに固執すると，矛盾する 2 つの理論体系はどちら
かが間違っているか，どちらも間違っている，と考えがちだが，理論の優劣
は真理性ではなく有益性で決まるのだとする私の立場からは，矛盾する理論
が両立していても別に問題はないのだ．問題はそれらをいかに上手に使いこ
（19）
なすかなのだ．
」
つまり，構造主義科学論においては，構造は個人が真理と確信できるかどう
かではなく，現実に役立つかどうかが重要であり，状況と目的にあわせて様々
な理論をうまく使いこなせばよいということになる．本質観取の文脈でいえ
ば，従来の現象学（本質学）においては「超越論的主観性」
（私の意識体験や内
在）における納得感や了解といった主観的確信を軸足とした本質の「確かめ方」
になるが，それに対して本質行動学においては「現象」を軸足とした「確かめ
方」となるため，研究関心に応じて現象学のように個人の主観的確信（納得感 /
了解感）を軸足とすることも，また現象をより予測したり制御するのに役立つ
構造か否かで判断することも可能となるため，哲学から人文社会科学，自然科
学に至る諸学において研究を実施することが可能になるのだ（20）．
科学も哲学も，疑いの余地がない真理性を追究する営みと考えてしまうと，
容易に真理の座を巡る信念対立に陥り，自分と異なる考えをすべて否定しなけ
ればならなくなる．有益性を軸とすることで，2 つの矛盾する理論体系があっ
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コトバの本質論であるソシュールの一般記号学に加えて，同じシニフィエ（表
記 / 音声）が指すコトバの内実（シニフィエ）がズレていることを認識しやすく
（21）
するため「記号論的還元」
といったコトバを契機とした信念対立を避ける契
機を備えている．
そして，
「本質はコトバでつむがれている」という自覚は，「自分が知らない
コトバに関してもそのコトバの使い方に関する経験を増やしていけばよい」と
いう行動を意識的に選択することにつながる．このため「コーチングの本質観
（22）
取」
や「コンシャス・ファンド」のように，研究者自身にとって（よく知らな
い / そのコトバの使い方に関する十分な経験が蓄積されていない）未知のコト
バ（事象）に対しても，書籍やインタビュー，現地での情報収集といった様々な
手段によって自覚的に“そのコトバに関する経験を増加させていくこと”で本
質的な構造化を実施していく理路が開かれているのだ．
もちろん自分自身のなかにその言葉に対する十分な経験がある場合（なんと
なくそのコトバの意味をわかっていると思える場合）
，西がワークショップ形
式で行っている現象学的な本質観取のように自らの経験を内省する方法をと
ればよい（23）．私も授業等でワークショップ形式で本質観取を実施する際には，
「挨拶」や「嫉妬」といった誰もが知っている言葉で行っている．ただし構造構
成主義に依拠する本質行動学では，コトバを契機とした信念対立に陥らないよ
う「コトバの恣意性」という原理を踏まえた「本質観取」になっているため，そ
こでの「本質」が意味するものは，動かしがたい確信でも信憑でもなく，コトバ
により重要なポイントを言い当てた“本質構造”であり，その妥当性は問題設
定と有用性という二つの志向性により判断されることを忘れてはならない．
構造構成主義は，従来の哲学や科学の営みによく見られる関心やコトバのズ
レに気づかないことに起因する信念対立の壁によって学問的な「確かめ合い」

たときに信念対立に陥ることなく，かつ何でもありにならずに有用な本質構造
を追究することが可能になるのである．
また構造主義科学論（構造構成主義）は「ソシュールの一般記号学」のコトバ
の恣意性という“コトバの本質構造”を踏まえて構築されている点に特性があ
る．コトバのシニフィアン（表記 / 音声）とシニフィエ（意味 / 内実）の対応は

が阻まれることがないよう「哲学的構造構成」の領域が備わっており，その上
に目的に応じた「構造の有効性」や「構造化に至る条件の開示」からなる「科学
的構造構成」の領域がセットで備わっていることで，哲学から人文社会科学，
自然科学に至る諸学における健全な「確かめ合い」
（検証可能性）と「進化」
（更
新可能性）を可能にしているのだ．こうした「学問の本質」を実質化するための
条件を担保し，信念対立を解消可能な契機からなる「超認識論」だけが諸学を

原理的には恣意的であり（その対応に必然性はなく）
，池田が指摘するように，
言語体系はその言葉に関する経験を積み重ねるなかでそれぞれの脳内で構築さ

十全に発展させる理論的基礎になり得るのである．
この構造構成主義に依拠する本質行動学は，分断された哲学と科学を本質に

れていくため，一人一人が実は異なる言語体系を持っているのだ．
シニフィアン（表記 / 音声）とシニフィエ（意味 / 内実）のズレが少なければ
（現象からコトバの引き出し方が同型的であれば）そのことは顕在化しにくい
のだが，抽象的な概念はズレが認識しにくい．科学分野において「科学的だ /
科学的ではない」，また哲学分野において「原理的だ / 原理的ではない」といっ
た信念対立が起きやすいのはそのためである．構造構成主義（本質行動学）は，

おいて統合し，基礎研究を有用性と直結させることで，ドラッカーが志向した
「機能する社会」を担う営みとして学問を甦らせる革新的な枠組みである．そし
て Essential Management School は，その「本質に基づくマネジメントの実践
学」である“Essential Management Science”を学び，発展させる場として「機
能する社会」の一翼を担う機関に他ならない（24）．
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まとめ — 本質行動学における本質観取の機能性
本質行動学の本質観取は，重要なポイントを押さえた構造をコトバで構成し
ていく営みであり，研究関心と有用性という二つの志向性を契機として構成さ
れる．それにより①コトバの普遍了解可能性を高めると同時に，②信念対立に
陥りにくい構造にもなっており，③哲学から人文社会科学，自然科学に至るま
で適用可能な汎用性を備えているのである．
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顧客概念の拡大

―ドラッカーの顧客概念を中心に

Broadening the Concept of “Customer”: Focusing on Drucker
Writings

西川英臣

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

Summary
The term “customer” is important and frequently used in marketing theory; customer
satisfaction, customer value. This paper examines the concept of “customer”
focusing on Drucker’s writings. As a result of the examination, this paper
demonstrates that the concept of “customers” in Drucker’s writings is broadened.
But it’s not an unlimited extension. The concept of “customer” in Drucker’s writings
broadens on the basis of “results of organizational activities.”

はじめに
ピーター・F・ドラッカーは 20 世紀を代表する経営思想家であり，経営学に
おいて，革新的なコンセプトを生みだし，その後の経営学に多くの影響を与え
た人物として評価されている（1）．ドラッカーが生み出したコンセプトとして最
も知られているものの一つが「顧客の創造」である．
事業とは何かを理解するには，事業の目的から考えなければならない．事
業の目的はそれぞれの企業の外にある．事実，企業は社会の機関であり，そ
の目的は社会にある．事業の目的として有効な定義は一つしかない．すなわ
ち，顧客の創造である．
（Drucker
（1993a）p.37）
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思い浮かべる人もいるだろうし，営業担当者に聞いたら卸売店や小売店といっ
た「流通チャネル」を思い浮かべる人もいるかもしれない．
『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（通称 もしドラ）
』
を読んだ人なら，主人公が「野球部の一番の顧客は野球部員」と定義していた
ことを思い出すかもしれない．
『現代の経営』
，
『マネジメント』
，ないしはそれを題材とした小説『もしドラ』
を読んだことのある人の多くが，少なくとも「顧客の創造」という言葉を知っ
ているだろう．中には「顧客の創造」はこれまで十分に論じられてきており，改
めて「顧客」を論ずることに意味があるのかと疑問視する人もいるかもしれな
い．しかしながら，上記のように，各人が「顧客」と聞いて思い浮かべるものは
一様ではない．同じように，各人が思い浮かべる「顧客」とドラッカーの言う
「顧客」には少なからず意味の相違がある．しかも，ドラッカーが捉える「顧客」
の範囲や意味は，著作によって違いがみられる．ここにおいて，ドラッカーの
顧客概念を検討する必要が生じているといえる．
ドラッカーの顧客概念に関する先行研究として，三浦の「ドラッカーにおけ
る顧客概念の拡大について」がある．三浦は同論文で，
『現代の経営』
，
『創造す
る経営者』，
『マネジメント』
，
『経営者における 5 つの質問』のドラッカーの「顧
客」の記述の要点を簡潔にまとめながら，顧客概念が拡大していることを見事
に指摘している（三浦（2010）21 - 26 頁）
．他方で，同論文は，ドラッカーの「顧
客」に関わる事例の記述については，積極的にとりあげていない．しかしなが
ら，ドラッカーの顧客概念の変化や拡大は，具体的な事例を通じて集中的に示
されているように思われる．
そこで本論文は『現代の経営』，『創造する経営者』，
『マネジメント』，『非営
利組織の経営』という 4 つの著作を中心に，ドラッカーの「顧客」に関わる記述
や事例を検討することを通じて，その顧客概念の内実を明らかとすることを目
的とする．

1.『現代の経営』における「顧客」
ドラッカーの顧客概念の検討にあたって，まず『現代の経営』
（原著発表 1954

ドラッカーの上記の「顧客の創造（to create a customer）
」の提起は，マーケ
ティング研究に非常に大きな影響を与えたことが知られている（2）．
「顧客の創造」に端的にみられるように，ドラッカーのマネジメント理論にお
いて，
「顧客（customer）
」はきわめて重要な用語であり，頻繁に登場する（3）．
『Oxford English Dictionary Online』は，
「 顧 客（customer）」が，現 在 で は
「商品またはサービスの購入者」
，
「特定の企業から定期的に購入する人」を意
味する用語として，一般的に使用される機会が多いとしている．
多くの人が「顧客」と聞いて思い浮かべるのは，この「商品またはサービスの
購入者」だろう．しかし，消費財メーカーの製品開発者に聞いたら「消費者」を

年）における「顧客」の記述をとりあげたい．本論文の冒頭で引用した「顧客の
創造」に関する記述と同じ章には次のような記述がみられる．
事業が何かを決定するのは顧客である．商品やサービスへの支払いを喜ん
で行うことによって，経済的な資源を富に変え，ものを商品に変えるのは顧
客だけである．
（Drucker
（1993a）
p.37）
上記では，ドラッカーが「商品またはサービスの購入者」という一般的な意
味で，「顧客」という用語を使っていることが確認できる．
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次に，「顧客」に関連する具体的な事例の中から 3 つの事例をとりあげたい．
1 つ目は同著の第 7 章「われわれの事業は何か」の「顧客は何を買うか」の箇所
で記述されているガスコンロメーカーの事例である．この事例では「顧客」と
して，ガスコンロの最終消費者に当たる「主婦」が記述されている．
（Drucker
（1993 a）p. 53）
2 つ目は同じ「顧客は何を買うか」の箇所で記述されている食品メーカー
の事例である．この事例では「顧客」として，
「食料品店」が記述されている．
（Drucker（1993 a）p. 54）これは，購入した商品を他者に再販売して利益を得
ることを目的とする再販売業者に当たる．
3 つ目は同章の「顧客は誰か」という箇所に登場する電機メーカーの事例で
ある．この事例では，ヒューズボックスという製品が，消費財と生産財という
2 つの側面を持ち，消費財としては「一般家庭」
，生産財としては「電気工事店」
という複数の「商品またはサービスの購入者」がいることが示唆されている．
（Drucker（1993 a）p.52）
これら 3 つの事例は，それぞれ異なる特徴を持つ複数の種類の「商品または
サービスの購入者」の存在を示唆している．ただし，
『現代の経営』においては，
こうした複数の「商品またはサービスの購入者」の存在が示唆されているもの
の，その分類の意味は明確に定義されたわけではなかった．

2.『創造する経営者』における「顧客」
次に『創造する経営者』
（原著発表 1964 年）におけるドラッカーの「顧客」の
記述をとりあげたい．
『現代の経営』と同様に，
『創造する経営者』では，「商品
またはサービスの購入者」は「顧客」とみなされている．例えば，
「市場経済の
もとでは，顧客が喜んで代価を払い，優先して購入してくれることだけが，経
済的な成果を測る有効な基準である」という記述がみられる．
（Drucker（2009）
p.44）
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ため，上記の缶詰メーカーの記述は，消費財を想定したものであると考えられ
る．
上記では第 1 に「顧客とは，支払う者ではなく買うことを決定する者である」
という記述がみられる．第 2 に「購入の決定権を持つ顧客は，少なくとも二人い
る．最終購入者と流通チャネルである．缶詰メーカーには主たる顧客は二人い
る．主婦と食品店である」という記述がみられる．
上記の事例の場合，メーカーにとって直接の「商品またはサービスの購入者」
は小売店である．しかしながら，小売店は，最終消費者への再販売を目的とし
て製品を購入する．製品の使用を目的として購入するのは，最終消費者である．
つまり，単純化すれば，消費財では「メーカーと小売店の間」と「小売店と最終
消費者の間」にそれぞれ売買が発生することを仮定できる．そして，小売店は，
そもそも最終消費者に再販売できない製品を継続的に陳列することはない．こ
こにおいて，メーカーは，値入率や販売店支援などを通じて，自社の製品を取
り扱ってもらえるように，小売店に働きかけると同時に，製品開発や広告を通
じて，自社の製品の価値を感じてもらえるように，最終消費者に働きかけなけ
ればならない．
「顧客」の一般的な意味である「商品・サービスの購入者」は，このような目
的の異なる複数の種類の「顧客」を捉えるうえでは，少し平板であるように思
われる．ドラッカーは，
「購入の決定権を持つ者」を「顧客」とみなし，消費財
メーカーの「顧客」を最終消費者と流通チャネルの 2 種類に分類することで，企
業が目的の異なる複数の種類の「顧客」の存在をより意識的に捉えられるよう
にしている．
（2）生産財メーカーと「顧客」
さらに，ドラッカーは「顧客」の意味と分類に関する記述を消費財から生産
財に置き換えて展開している．

（1）消費財メーカーと「顧客」
しかしながら，『創造する経営者』では，ドラッカーの「顧客」をめぐる記述
に変化がみられる．

しかも，消費財よりも生産財のほうが，誰が顧客であるかを決めることが
難しい．機械につけるべき動力機器の部品メーカーにとっては，最終消費者
は誰であって，流通チャネルは誰なのだろうか．機械メーカーの購買担当者
か，仕様を決める機械メーカーの技術者か，それとも完成品の機械の購入者

顧客とは，支払う者ではなく買うことを決定する者である．
（…中略…）購
入の決定権を持つ顧客は，少なくとも二人いる．最終購入者と流通チャネ

か．完成品としての機械の購入者は，モーターの始動機や制御機能などの部
品をどの部品メーカーのものとするかについては，通常，決定権を持ってい

ルである．缶詰メーカーには主たる顧客は二人いる．主婦と食品店である．
（Drucker
（2009）p.98）

ない．しかし拒否権はもっている．
したがって，ここに挙げた者はすべて顧客である．そして，それぞれのレ
ベルのそれぞれの顧客がそれぞれの欲求，習慣，期待，価値観をもっている．
少なくとも拒否権を発動されることのないよう，彼らすべての顧客を満足さ
せなければならない．
（Drucker（2009）p.99）

この事例に続いて，
「しかも，消費財よりも生産財のほうが，誰が顧客である
かを決めることが難しい」という記述がみられる．
（Drucker（2009）p.99）その
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上記では，機械部品のような生産財では「誰が顧客であるかを決めることが
難しい」と指摘されている．しかし，単純化すれば，「部品メーカーと完成品
メーカーの間」と「完成品メーカーと最終消費者の間」に，それぞれ売買が発生
していると仮定できる．重要なのは，前者では「部品」，後者では「完成品」とい
う異なる製品が売買されていることである．ドラッカーは「完成品の機械の購
入者」をあげることで，部品・原材料などの購入自体には決定権はもたないが，
完成品の購入決定を通じて拒否権を持つ者がいることを指摘している．そして
「製品・サービスの対価を支払うことに拒否権を持つ者」もまた「顧客」として
みなすべきことを主張している．
これらから『創造する経営者』において，
「顧客」の分類がなされる中で，
「顧
客」という用語に対して「製品・サービスの対価を支払うことに決定権・拒否
権を持つ者」という意味づけが行われたことを指摘できる．
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ここでは保険会社の事業は，コミュニティの預金を生産的な投資先に流す
チャネルであると定義することができる．つまり，保険会社は二つの事業を
もち，二種類の顧客を満足させなければならない．
同じように銀行は預金者と借り手を必要とする．いずれを欠いても事業は
成り立たない．そしていずれの顧客の欲求も異なり，銀行の事業に対する定
義も異なる．いずれの一方を満足させても，もう一方を満足させなければ事
業は成立しない．
（Drucker（1993b）p.82）
上記では，2 つの事例の「顧客」について記述されている．第 1 に，保険会社
の「顧客」として，保険加入者と投資先の 2 種類が挙げられている．第 2 に，銀
行の「顧客」として，預金者と借り手の 2 種類が挙げられている．
「顧客」に関連して，
『現代の経営』や『創造する経営者』でとりあげられてい

次に『マネジメント』
（原著発表 1974 年）における「顧客」の記述をとりあげ
たい．まず『マネジメント』では，ドラッカーが「商品またはサービスの購入
者」という意味で，
「顧客」という用語を使っていることが確認できる．例えば，

る事例はある点で共通性をもっていた．例えば，ガスコンロメーカーは，製品・
サービスを「顧客」に販売することを通じて，収益を得ていた．つまり，従来の
事例では，企業と「顧客」の関係は，会計上の損益取引に該当するものによって
基本的に結ばれていた．
上記で，保険会社の「顧客」の一つとして記述されている投資先はそうでは

『現代の経営』とほぼ類似した「逆に，事業が何であるかを決めるのが顧客であ
る．顧客だけがその支払いの意思によって資源を富に代え，物を商品に代える」
という記述がある（Drucker（1993b）p.61）
．

ない．投資先から株式や社債，国債を取得すること自体には，損益は発生しな
い．もちろん，株式の売買や利息の受取りによって，損益は発生する．しかしな
がら，ここにおいて，保険会社と「顧客」との関係は，基本的には会計上の交換

また『マネジメント』では，複数の種類の「顧客」をもつという記述が確認で
きる．例えば，「ほとんどの事業に，少なくとも二種類の顧客がいる．カーペッ
ト産業には住宅購入者と住宅建築業者という顧客がいた．カーペットが売れる
ためには，この両者が購入してくれなければならない．生活用品のメーカーに
は，主婦と小売店という二種類の顧客がいる．主婦に買う気を起こさせても，

取引によって結ばれている．
銀行にとっての「顧客」として記述されている預金者と借り手もまたそうで
はない．預金者から現金を預かることや借り手に資金を融通すること自体に
は，損益は発生しない．もちろん，利息の支払いや受取りなどによって，損益は
発生する．しかしながら，銀行と「顧客」の関係は，基本的には会計上の交換取

店が置いてくれなければどうにもならない．店が目につくよう陳列しても，主
婦が買ってくれなければ，これまたどうにもならない」という記述がみられる

引によって結ばれているといえる．
これらは従来の事例とは異なり，交換取引を基軸とする関係を企業と結んで

（Drucker（1993 b）pp.81-82）
．
上記は，
『創造する経営者』における最終消費者と流通チャネルという 2 種類
の「顧客」の分類を通じて明確化された，「製品・サービスの対価を支払うこと
に決定権・拒否権を持つ者」としての「顧客」を示すものである．

いる相手を「顧客」とみなしていることを示している．ただし，それだけではな
い．従来の事例は「顧客」の範囲がある程度絞られていた．メーカーにとっての
アウトプットは基本的に食品，機械部品といった製品であり，その対価として
収益を得ていた．それ故に，「顧客」の範囲は，製品の所有権の移転先に関連し
ていた．

（1）保険会社・銀行と「顧客」
他方で，
『マネジメント』では，従来とは異なる 2 種類の「顧客」の存在が記
述されている点が興味深い．

しかしながら，上記の事例では「顧客」の範囲が明らかに拡大している．それ
は，上記の事例のアウトプットが，物的製品ではなくサービスであることにも
関連している．日本の代表的なサービスマネジメントの研究者である近藤隆雄
は，サービスを「だれかにとって価値のある活動のことであり，それを得るた
めに対価を必要とするもの」と定義している（近藤（2007）26 頁）．この定義に
したがえば，保険会社は，「保険」に対する対価として，加入者から保険料を受

3.『マネジメント』における「顧客」

互いに関係のない二種類の顧客をもつという事業もある．保険会社の事業
は保険を売ることである．しかし，投資をすることも保険会社の事業である．
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け取るだけでなく，
「コミュニティの預金を生産的な投資先に流すチャネル」
として，活動する対価として配当金や利息を受け取っているとみなすことがで
きる．つまり，上記の保険会社の事例は，2 つの異なるサービスを提供する対価

に，AT&T の「顧客」にならざるを得ない状況にあったことを指摘している．
（Drucker（1993b）pp.148-149）
『現代の経営』や『創造する経営者』において，とりあげられている事例の多

を受け取っているとみなすことができる．
しかしながら，銀行は預金者に対して，預金という価値ある活動を提供して
いるにも関わらず，その対価を得ていない．預金は会計上，銀行の負債であり，

くでみられる「顧客」は，製品・サービスに対する決定権や拒否権を持つ者で
あった．どの製品・サービスに対価を支払うかについては，選択の自由がある
ことが，基本的に想定されていた．

逆に預金者に利息を支払っている（全国銀行協会（2016）6 - 7 頁）．つまり，銀行
は預金者に対価を支払う側である．従来の事例，例えば完成品メーカーが対価
を支払うのは，従業員や部品・原材料のサプライヤーといった事業のインプッ
トに関わるステイクホルダーに対してである．言いかえれば，銀行にとって預
金ないし預金者は，インプットとして捉えられる．しかしながら，われわれの

『現代の経営』においても，AT&T の事例は記述されているが，製品・サービ
スに対する対価の支払いが強制されており，拒否権を持たないという論点につ
いては明確に記述されておらず，暗示されるにとどまっていた（4）．

多くが，銀行の「顧客」と聞いたら預金者を思い浮かべるだろう．
これらから銀行にとっての預金者は，
「商品またはサービスの購入者」や『創

い「顧客」として，明確に記述されている．
他方で，AT&T のもう一種類の「顧客」である州政府の規制機関について，
ドラッカーは下記のように記述している．

造する経営者』における「製品・サービスの対価を支払うことに決定権・拒否
権を持つ者」という意味づけを超えている．したがって，ここにおいて，ドラッ
カーの顧客概念が大きく拡大していることを指摘できる．
（2）公的サービスを提供する独占企業と「顧客」
他方で，同著において，ドラッカーは，保険会社と銀行に加えて，「互いに関
係のない二種類の顧客」として AT&T の事例を記述している．
ヴェイルによる AT&T の事業の定義の強みは，電話加入者と州政府の
規制機関という二種類の顧客（customers）の双方を意識していたところに
あった．いずれをも満足させなければならなかった．しかも，いずれもが異
なる価値観と異なるニーズをもち，異なる行動様式をもっていた．
（Drucker
（1993 b）p. 82）

しかしながら，上記のように『マネジメント』の事例においては，電話加入者
が，支払いを強制されている人々，製品・サービスに対する拒否権さえ持たな

ヴェイルはもう一つ特異ともいうべきことを行った．彼は AT&T にとっ
ての関係先（constituency）を割り出した．様々な州の公益事業委員会などの
規制機関は，当時アメリカでは若干でも右寄りの経営者から，社会主義者の
巣窟や敵とみられていた．そのような中にあってヴェイルは，世論が正統な
関係先（constituency）であり，規制機関を機能させることが電話会社の役目
であることを決めた．そのため，それらの規制機関の目標は何であり，何で
あるべきかを考えた．もしアメリカの世論が，規制機関は役割を果たしてい
ないと見たならば，AT&T は国有化されるはずだった．
（Drucker（1993 b）
p. 149）
上記の事例の引用では，「AT&T は国有化されるはずだった」，「世論が正統

上記では AT ＆ T の「顧客」として，電話加入者と州政府の規制機関がいる
ことが示されている．電話加入者は，電話サービスの対価として電話料金を

な関係先（constituency）であり，規制機関を機能させることが電話会社の役
目」という記述がみられる．
ドラッカーは，上記の引用とは別の章で，電力や電話といった公的サービス

AT ＆ T に支払っているため，
「顧客」とみなされているといえる．しかし，AT
＆ T にとって，なぜ州政府の規制機関が「顧客」であるのかについては，上記
だけでは判断できない．ただし，
「互いに関係のない二種類の顧客」の事例とし
て記述されている以上，単なる電話加入者とは別の意味があると考えられる．

を提供する独占企業では，成果の意味が一般の企業とは異なることに言及して
いる．また，
「成果に対して支払いを受けるのではなく，計画と活動に対して
支払いを受ける」という特徴をもっていることにも言及している．そして，ド
ラッカーは，「規制のもとに置いた民間の自然独占は，規制のされていない民

その意味を考えるにあたって，AT&T の事例が，同著の中で公的サービス
を提供する組織の成果について言及した別の章にもみられることは，よい手が
かりになる．ドラッカーは，その中で AT&T が「地域独占体」であったこと，

間や国有の自然独占に比べ，顧客の不満や消費者のニーズに敏感である．料金，
収入，利益のいずれについても，規制機関や世論の力を無視することはできな
い」と記述している．
（Drucker（1993b）pp.159-161）この記述において，ドラッ
カーは，AT&T のような公的サービスを提供する独占企業では，州の規制機関
や世論もが，満足させなければならない存在となることを指摘している．

電話が必要不可欠な社会的インフラであったことに言及している．そして，当
時のアメリカの人々は，ほとんど選択の余地なく，言い換えれば半ば強制的
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また，上記の事例の引用において，規制機関や世論が「顧客（customers）」と
同時に，「constituency」とみなされている点にも，ドラッカーの示唆が表れて
いる．経営学分野において，企業の「constituency」は「利害関係者」と日本語
訳される．そのことを踏まえて，上記の引用だけでなく，本論文では後述する
ドラッカーの様々な引用において登場する「constituency」を文脈の関係上，不
自然にならないように他の言葉と区別して「関係先」と訳している．
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していることが確認できる．そしてそれ故に，ドラッカーの顧客概念は従来と
は比べようもないほど大きく拡大しているといえる．

4.『非営利組織の経営』にみる「顧客」
前章では，
『マネジメント』における学校，大学，病院を典型例とする 2 種類
目のサービス機関についての言及の中に，
「顧客」という記述がみられること

しかしながら，
『Oxford English Dictionary Online』は，「constituency」が，
立法府や他の公的機関のメンバーの選出する権利を有する人々の集まり，換言
すれば，有権者や選挙民を意味する言葉として一般的に使われると記述してい
る．ドラッカーが，規制機関や世論を，AT&T の「constituency」として記述し
ているのは，有権者が選挙において，議員や首長への選出に決定権や拒否権を

を指摘した．
『非営利組織の経営』
（原著発表 1990 年）における「非営利組織」
についての言及のなかにも「顧客」という記述がみられる．これらの「顧客」に
関する記述に入るまえに，ドラッカーにおける「非営利組織」の定義を引用し
たい．

有するように，規制機関や世論が，AT&T という組織の存続に対して，決定権
や拒否権を行使するものとして捉えているためであると考えられる．加えて，

非営利組織とは否定語である．それは営利でないことを意味するにすぎな
い．しかしこの言葉は，非営利の組織が何か共通のものをもっていることを

ドラッカーは，製品・サービスの対価の支払いに直接関係のない規制機関や世
論といった「constituency」さえ，
「顧客（customers）
」とみなしている．
以上から，AT&T の事例にみられる「顧客」が，
「商品またはサービスの購入
者」という一般的な意味や『創造する経営者』の「製品・サービスの対価を支払
うことに決定権・拒否権を持つ者」の意味づけを超えていることを指摘できる．

示した．今日われわれは，その何かが何であるかを知った．非営利組織は，政
府や企業とは違う何かを行う．
企業は財とサービスを供給する．政府はコントロールする．企業は，顧客
が買い，払い，顧客のニーズが満たされたとき役割を果たす．政府は，自ら
の政策が意図した成果をもたらしたとき役割を果たす．非営利組織は，人
を変えたとき役割を果たす．非営利組織が生み出すものは，治癒した患者，
（Drucker
学ぶ生徒，自立した成人，すなわち変革された人の人生である（5）．
（2010）
“Preface”
）

（3）公的サービス機関への顧客概念の適用
他方で，AT&T の事例は，同著においてドラッカーが「顧客」という概念を
一般的な企業だけでなく，公的サービス機関（Public Service Institute）へと拡
大する契機となっているように思われる．
ドラッカーは公的サービス機関を「成果に対して支払いを受けるのではな
く，計画と活動に対して支払いを受ける」という意味で捉えた場合，3 種類に分
けられることに言及する．それは第 1 に AT&T のような公的サービスを提供す
る「自然独占」
，第 2 に「予算から支払いを受けて事業を行うサービス機関（学
校，大学，病院など）
」
，第 3 に「目的と同じように手段が意味をもち，手段の統
一性が不可欠であるサービス機関（国防や司法のための政府機関，行政機関な
ど）」の 3 つである．ドラッカーはこれら 3 種のサービス機関が成果をあげるう
えで必要なことについて，順に記述している．
（Drucker（1993b）pp.159-166）
この 3 種のうち，学校，大学，病院を典型例とする 2 種類目のサービス機関に
ついての言及の中に「顧客」という記述がみられる．しかし，その記述の検討に
ついては，
『非営利組織の経営』における「顧客」の種類に関する記述の検討と
あわせて，後述したい．
いずれにしても『マネジメント』において，ドラッカーが，交換取引を基軸
として企業と関係を結ぶ保険会社の投資先や銀行の預金者と借り手，また公的
サービスを提供する独占企業にとっての規制機関や世論などを「顧客」とみな

上記のドラッカーの「非営利組織」の定義は，『マネジメント』における「予
算から支払いを受けて事業を行うサービス機関」に対する言及といくつかの点
で共通している．例えば，企業とも政府機関とも区別されている点で共通して
いる．また，公立私立の区別なく病院，学校，大学を典型例としてとりあげてい
る点で共通している（6）．
また，『マネジメント』における「予算から支払いを受けて事業を行うサービ
ス機関」は，具体的な「目的と目標達成のための方法は多様である」
（Drucker
（1993 b）p.160）にもかかわらず，
「自らの顧客（customers）を何者かにしよう
とする，何かをさせようとする，何かを知らせようとする，あるいは何かを信
じさせようとする」
（Drucker（1993 b）p. 162）という点で共通していることが
指摘されている．この記述は，上記の『非営利組織の経営』の引用の「非営利組
織は，人を変えたとき役割を果たす．非営利組織が生み出すものは，治癒した
患者，学ぶ生徒，自立した成人，すなわち変革された人の人生である」という記
述とほぼ同じものである．
これらから，
『マネジメント』における「予算から支払いを受けて事業を行う
サービス機関」と『非営利組織の経営』における「非営利組織」の目的が，かな
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りの程度共通したものであると推察できる．それ故に，両者の「顧客」の記述も
また共通性をもっていると考えられる．

述され，『非営利組織の経営』では，拠出者はもちろんのこと，拠出者以外の組
織に対する拒否権を有する多様な「関係先（constituencies）」もまた「非営利組
織」の「顧客」として記述されているといえる．これらは，企業以外の組織の客

（1）非営利組織と「顧客」
次に，『マネジメント』と『非営利組織の経営』にみられる「予算から支払い
を受けて事業を行うサービス機関」ないしは「非営利組織」の「顧客」の種類に

体を示す用語として，
「顧客」が適用されたことに伴って，ドラッカーの顧客概
念が拡大していることを示す．
他方で，『非営利組織の経営』では企業の「顧客」の記述がみられる．上記の

関する記述を検討していきたい．
『マネジメント』では「顧客」に関して，
「この種のサービス機関の顧客
（customer）は，本当の意味での顧客（customer）ではない．拠出者である．望
むと望まざるとにかかわらず，税金，保険料，費用負担などの形で支払いをさ
せられている」という記述がみられる．
（Drucker（1993 b）p. 162）他方で，
『非

引用では「企業の場合，重要な関係者といえば，顧客（customer），従業員，株
主である．大企業以外はほとんどそれだけといってよい」という記述がみられ
る．また「かつて，企業には関係先（constituency）は一種類，顧客（customer）
しかおらず，顧客満足の観点から計画を立てることができた．当時は，従業員，
地域社会，環境，株主さえ制約要因にすぎなかった．これが大きく変わったこ

営利組織の経営』では，下記のような「顧客」の記述がみられる．
非営利組織と企業の最も基本的な違いの一つは，非営利組織のほうが，
致命的に重要な関係者が圧倒的に多いことにある．企業の場合，重要な関
係者といえば，顧客（customers）
，従業員，株主である．大企業以外はほ
とんどそれだけといってよい．ところが非営利組織はあまりに多くの関係
先（constituencies）をもつ．しかもいずれも大事にしなければならない．
（Drucker（2010）p.157）

とが，今日のアメリカの経営者が世も末と思うようになった一因である」とい
う記述がみられる．
（Drucker（2010）p. 109）さらに企業の「顧客」の種類に言
及したものとして，「スーパーが棚に並べてくれなければ石けんは売れない．
目につくところに置いてもらわなければならない．主婦が買ってくれなけれ
ば，同じく売れない．したがって，石けんメーカーには顧客（customers）は二
種類ある」という記述がみられる．
（Drucker（2010）p. 55）これらは，ドラッ
カーが，従業員，株主，地域社会などの他の「関係先（constituencies）
」とは明

上記の引用では「非営利組織はあまりに多くの関係先（constituencies）をも

確に区別して，最終消費者や流通チャネルだけを，企業の「顧客」とみなしてい
ることを示している．
それでは，ドラッカーは，なぜ「非営利組織」の「顧客」として，多様な「関係

つ」と記述されている．また，他にも同著では「ノーということのできる者を顧
客（customer）と呼ぶならば，非営利組織には何種類もの顧客（customer）が
いる」と記述されている．さらに，具体的な事例を通して，
「非営利組織」の「顧
客」の種類に言及したものとして「ボーイスカウトやガールスカウトはもっと

先（constituencies）
」をみなしているであろうか．ドラッカーは，企業と「非営
利組織」の違いの一つを端的に「企業は自分で稼ぐ．非営利組織は自分で稼が
ない」と指摘している．
（Drucker（2010）p. 57）また，『イノベーションと企業
家精神』では，企業と公的サービス機関の違いについて下記のような記述がみ

多くの顧客（customers）をもつ．親がいる．子供がいる．働いてくれるボラン
ティアがいる．生徒の参加を禁止することさえできるという地元の学校の先生
方がいる」と記述がみられる．
（Drucker（2010）p.55）
事例を通して「非営利組織」の「顧客」の種類に言及したものとしては，他に

られる．

「ところが，非営利組織にとっては常に多数のグループがおり，そのいずれもが
拒否権を持っている．学校の校長は，教師，教育委員会，納税者，保護者，そし
て高校の場合には生徒まで満足させなければならない．これら五種類の関係先
（constituencies）がみな，学校をちがう角度から見ている．校長としては，クビ
にされたり，ストライキされたり，座り込まれたりすることのないよう，彼ら
のすべてを満足させなければならない」と記述がみられる．
（Drucker（2010）
pp.109- 110）
以上から，『マネジメント』では「望むと望まざるとにかかわらず，税金，保
険料，費用負担などの形で支払いをさせられている」拠出者が「顧客」として記

第 二 に，サ ー ビ ス 機 関（service institute）は 非 常 に 多 く の 関 係 先
（7）
によって左右される．市場で製品を販売する企業では，消費
（constituents）
者という関係先（constituent）が他の何者よりも優先される．企業が成功す
るために必要なのは，小さな市場のわずかなシェアだけである．株主，従業
員，地域社会などの関係先（constituents）を満足させるのは，消費者を満足
させたあとである．
公的サービス機関（Public service Institute）は，活動の成果が収入の原資
になっていないためにあらゆる種類の関係先（constituents）が拒否権をも
つ．あらゆる人たちを満足させなければならない．いずれとも不和になる余
裕はない．
（Drucker
（1993c）179 頁）
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経済的機関である企業は，製品・サービスを提供し，その成果として流通
チャネルや最終消費者から対価の支払いを受ける．全体的に捉えた場合，基本
的に活動にかかる費用以上の売上を得ている．つまり「活動の成果が収入の原

従業員，地域社会といった他の「関係先（constituents）
」を満足させる必要性を
記述しながらも，活動の成果の対象となる最終消費者や流通チャネルの満足が
何よりも優先されることが記述されている．また『非営利組織の経営』では，活

資」となっている．
企業において，製品・サービスの購入者を満足させることが何よりも重視
されるのは，製品・サービスの提供が企業の活動の成果そのものであり，そ

動の成果の対象となる最終消費者と流通チャネルに，企業の「顧客」は限定さ
れ，株主，従業員，地域社会とは明確に区別して記述されている．
さらに『経営者に贈る 5 つの質問』では，「非営利組織」の中にも優先させる

してその「活動の成果が収入の原資」となるためである．ドラッカーはそれ故
に，従業員，株主，地域社会などの他の企業に対して拒否権を有する「関係先
（constituents）」と明確に区別して，最終消費者や流通チャネルだけを「顧客」
とみなしていると推察できる．
他方で，「非営利組織」の場合はそうではない．
「非営利組織」の活動の成果

べき「顧客」がいることが言及されている．
社 会 セ ク タ ー の 組 織 に は 二 種 類 の 顧 客 が い る．一 方 は，主 た る 顧 客
（primary customer），すなわち組織の活動によって生活と人生を変えられ
る人たちである．
（ …中略…）もう一方は，支援者としての顧客（supporting

は，例えば「治癒した患者，学ぶ生徒，自立した成人」である．「非営利組織」
は，サービスの直接の受益者から対価の一部分だけを受け取るにすぎない．対

customers）である．ボランティア，構成員，パートナー，寄付者，委託先，従
業員など，やはり組織の活動によって満足させるべき人たちである．
（…中略

価の支払いをまったく受けない場合すらある．
「非営利組織」の多くが，少なく
とも活動にかかる資金の一部を税金，寄付金，補助金によって賄っている．つ
まり，
「非営利組織」では必ずしも「活動の成果が収入の原資となっていない」．
上記で引用した『イノベーションと企業家精神』の記述の中で，ドラッカー
は「公的サービス機関は，活動の成果が収入の原資になっていないためにあら

…）主たる顧客だけが顧客ではない．支援者としての顧客が満足しなければ
成果をあげることはできない．そこで，支援者としての顧客を主たる顧客と
並置したくなる．しかし，組織が成果をあげるには，その焦点はあくまでも
主たる顧客に絞らなければならない．
（Drucker（2011）pp.25-26）

ゆる種類の関係先（constituents）が拒否権をもつ．あらゆる人たちを満足させ
なければならない．いずれとも不和になる余裕はない」と記述している．
これは主語を「非営利組織」に変えても同じことがいえる．「非営利組織」も

上記のように「非営利組織」の「顧客」を活動の成果の対象となるか，なら
ないかを基準に，「主たる顧客（primary customer）」と「支援者としての顧客
（supporting customers）
」の 2 種類に区分し，その優先順位を明確化している．

「活動の成果が収入の原資となっていない」ために，あらゆる種類の関係先が
拒否権を持つ．そして，活動の成果を収入によって測ることができないため，
活動の成果に影響を与えるいずれの関係先も満足させる必要がある．だからこ
そ，ドラッカーは『非営利組織の経営』において，組織の存続に拒否権をもつ多

これらは，ドラッカーが活動の成果の対象を基準として，自らの拡大した顧
客概念を整理していることを示している．

様な「関係先（constituencies）
」を「非営利組織」の「顧客」とみなしていると
考えられる．
以上から，
『マネジメント』以降の著作において，
「顧客」という用語を「予
算から支払いを受けて事業を行うサービス機関」や「非営利組織」に適用する

本論文では，ドラッカーの 4 つの著作をとりあげ，著作の中で「顧客」という
用語が，どのような意味で使われているのかを検討してきた．
検討を通じて，3 つの点が明らかとなった．第 1 に，ドラッカーが「そもそも

ことを通じて，ドラッカーが，組織の存続に決定権，ないしは拒否権をもつ「関
係先（constituencies）
」をも，
「顧客」とみなすようになったことがわかる．こ
こにおいて，ドラッカーの顧客概念は大きく拡大し，あたかも組織が何らかの
形で満足させるべき対象を，すべて同列的に「顧客」とみなしているかのよう
にもみえる．
（2）拡大した顧客概念の整理
しかしながらそうではない．拡大した顧客概念を整理しようとする試みがみ
られる．前述したように，
『イノベーションの企業化精神』では，企業が株主，

おわりに

顧客とは何なのか」についての関心を一貫して持っており，注意を払っていた
点が明らかとなった．
『現代の経営』
，
『創造する経営者』
，
『マネジメント』
，
『非
営利組織の経営』のいずれにおいても，
「商品またはサービスの購入者」という
一般的な意味の説明に終始するのではなく，事例を通じて多様な「顧客」の種
類を示し，従来の「顧客」の意味と範囲を問い直す試みがみられる．これは，ド
ラッカーが，少なくとも 30 年以上の長期間にわたって，「顧客」の意味や枠組
みに対して関心をもち，継続的にアプローチを行っていたことを示している．
第 2 に，ドラッカーが自らの顧客概念を拡大している点が明らかとなった．
とりわけ，
『創造する経営者』と『マネジメント』の間には，顧客概念の飛躍的
な拡大がみられる．『創造する経営者』以前は，もっぱら製品を生産するメー
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カーの事例を通じて，
「顧客」の意味や「顧客」の分類の記述が行われていた．
しかし『マネジメント』以降は，メーカーだけでなく，銀行や保険会社，
「公的
サービス機関」や「非営利組織」の事例を通して，
「顧客」の意味や「顧客」の分
類の記述が行われている．それによって，自らが『創造する経営者』で定義した
「製品・サービスの対価を支払うことに決定権・拒否権を持つ者」という意味
でさえ，捉えるためには解釈が必要な保険会社の投資先や銀行の預金者の「顧
客」の存在が示されている ．また，そもそも「製品・サービスの対価を支払う
ことに決定権・拒否権を持つ者」という意味に当てはまらない，公的サービス
（8）

機関や「非営利組織」の納税者・寄付者といった「顧客」の存在にも言及してい
る．さらに，それらの「活動の成果が収入の原資となっていない」組織にとっ
て，「顧客」は組織の存続に拒否権を持つ多様な「関係先（constituencies）」を
意味するとさえ，記述している．
第 3 に，ドラッカーの顧客概念が，組織の「活動の成果」を基準として規定さ
れていることが明らかとなった．企業の「顧客」は基本的に「製品・サービスの
対価を支払うことに決定権・拒否権を持つ者」に限定されている．それは経済
的機関である企業の活動の成果が製品・サービスを提供することであり，「活
動の成果が収入の原資」となっている企業にとっては，最終消費者や流通チャ
ネルを満足させることが，何よりも優先されると，ドラッカーが捉えているた
めである．「非営利組織」の「顧客」は組織の存続に拒否権を有する「関係先
（constituencies）
」と規定されている．それは，
「非営利組織」では「活動の成果
が収入の原資となっていない」ため，あらゆる種類の関係先が拒否権を持つと，
ドラッカーが捉えているためである．また，人の人生や生活を変えるという
「非営利組織」の活動の成果を基準として，活動の成果の対象となるサービス受
益者を「主たる顧客」
，それ以外の「関係先（constituencies）
」を「支援者たる顧
客」と区分し，「主たる顧客」の満足を優先させるべきことを主張している．以
上から，ドラッカーが，やみくもに自らの顧客概念の拡大したわけでも，組織
のステイクホルダー全てを同列的に「顧客」とみなしているわけでもないこと
がわかる．ドラッカーの顧客概念は組織の「活動の成果」を基準として規定さ
れ，分類されているのである．
上記の 3 点から本論文は，ドラッカーの「顧客概念」の拡大が，単なる拡大で
ないことを明らかにした．ドラッカーの「顧客概念」の拡大は，「活動の成果」
を基準として，新しい要素を取り込みながら，繰り返しとりあげられる中で，
次第に洗練化しているといえる．
「顧客ニーズ」，「顧客満足」
，
「顧客価値」という言葉が表すように，
「顧客」
はマーケティングと密接に関わる用語である．つまり，顧客概念の拡大は，
マーケティング概念の変化と相関関係にあることが予想される（9）．くしくも，
ドラッカーの顧客概念が飛躍的に拡大した 1970 年前後には，アカデミズムで
はマーケティング概念の拡大をめぐる論争が，繰り広げられていた（10）．本論文
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は，ドラッカーの顧客概念が拡大・洗練化していることを明らかとした一方で，
ドラッカーのマーケティング概念とその変化，アカデミズムにおける位置づけ
については言及しなかった．これについては，今後の課題とし，稿を改めて論
じたい．
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【注】
（1）ドラッカーの影響を受けたことを公言する経営者は非常に多く，経営学者もそれなりの
数にのぼる．最近だと，現在の経営学で最も注目されているコンセプトの一つである「ダ
イナミック・ケーパビリティ」を提示したカリフォルニア大学バークレー校の教授デビッ
ド・ティースが，インタビューの中で「私もドラッカーの大ファンで，ダイナミック・ケー
パビリティ理論は，ドラッカーの経営哲学のフレームワーク化を目指したものである．
（…中略…）ダイナミック・ケーパビリティ論の本質は，ドラッカーの思想を形式知化し
た実用的なシステム論であるということだ」と語っているのは興味深い（広野（2020）46
頁）．また，セールスフォース・ドットコムの創業者であるマーク・ベニオフも，自著の
中で「経営学の大家であるピーター・ドラッカーがかつて定めた簡単なルールが，私の
頭にこびりついて離れない．それは「企業文化は戦略に勝る」というルールだ．セールス
フォースでの私の経験上，企業文化はすべてのことに勝る」と言及している（Benioff and
Langley（2019）p.126）．
（2）例えば，セオドア・レビットは，上記のドラッカーの記述を引用しながら，「ピーター・ド
ラッカーはマーケティング・コンセプトを創造し公表した．そして誰もかつてそのことを
真に認めてこなかった．このコンセプトの，ドラッカーによる美しく明瞭な要約がより広
い文脈に向けられたのは特徴的である」と評価している（Levitt
（1970）p. 8）．また，フィ
リップ・コトラーは「ピーターは現代マネジメントの父であるだけではない．現代マー
ケティングの分野における主要なパイオニアでもある」と評価している（Kotler（2017）
pp.81）．
（3）本論文の文中で記述されている日本語の「顧客」は全て，ドラッカーの著作の引用の文中
に記述されているものも含めて，英語の「customer（s）」に当たるものとして記述している．
（4）
『現代の経営』における AT&T の事例では，地域独占である電話会社が，国有化の対象にな
りやすいことや，同社の存続のために社会の支持が必要とされることに対する言及はな
されているが，規制機関や世論を顧客とみなすことに対する言及はみられない（Drucker
（1993a）pp.49 -50）．
（5）ドラッカーは非営利組織の目的，ないしは成果を「人を変える」ことだと記述している
が，全ての非営利組織が「人を変える」ことを直接の目的や成果としているわけではない．
例えば，環境保護団体や動物愛護団体の直接の成果の対象は「環境」や「動物」であって，
「人」ではない．ここには，ドラッカーの非営利組織に対する認識の特徴が表れているよう
に思われる．しかしながら，この点については本論文の目的から外れるため，稿を改めた
い．
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（6）非営利組織の定義には，ドラッカーの他にも様々なものがあるが，最もよく知られている
ものとして，サラモンの定義がある．サラモンは①継続的な組織実態があること，②非政
府（民間）組織であり，政府機関の直接的な支配下にないこと，③事業を通じて得た利益
の分配がなく，組織活動に再投資されること，④外部から管理されておらず，自治を行っ
ていること，⑤機関の活動への参加が自発的な意思により行われていること，⑥公共の利
益への貢献が目的となっていること，の 6 つの特徴を持つ組織を非営利組織として定義し
ている（Salamon（1999）pp.10 - 11）．
（7）
『Oxford English Dictionary Online』は「constituent（s）」の意味として，「選挙人・選挙区民」
や「構成要素・部品」などを記述している．本論文では，『イノベーションと企業家精神』
における上記の引用の「constituent（s）」が，『非営利組織の経営』における前述した引用の
「constituency」とほぼ同じ文脈で記述されていることを踏まえて，
「組織の存続に決定権，
ないしは拒否権を持つ関係先」を意味するものと考え，不自然にならないように「関係先」
と訳している．
（8）とりわけ，銀行にとっての預金者を「製品・サービスの対価を支払うことに決定権・拒
否権を持つ者」という枠組みで顧客と解釈することは難しい．解釈にあたっては，マーケ
ティング交換に関する議論などを検討し，それをもとに考察する必要があるが，これにつ
いては稿を改めたい．
（9）ドラッカーのマーケティング概念の変化について扱った先行研究として三浦（2011）が
あるが，三浦（2011）は，主としてドラッカーのイノベーション概念とマーケティング概
念の連結に焦点が当てられており，本論文で検討してきた「顧客概念の拡張」を踏まえた
マーケティング概念の変化については，わずかな言及しかなされていない．
（10）マーケティング拡張（境界）論争は，マーケティングの対象を「非企業組織（nonbusiness
organization）」に拡張することを主張し，そのためにマーケティング概念の核を交換一般
に広げようとする Kotler（1969 a），Kotler
（1969 b），Kotler
（1972）と，それに反対する Luck
（1969）や Bartels（1974）等との間で繰り広げられた論争である．
【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，マーケティング論，流通論．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，流通イノ
ベーション等を関心領域としている．
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日本文化を分析する視角に関する一考察
A Study on the Viewpoint for Analyze Japanese Culture

佐藤 等
Hitoshi Sato

（本会理事，公認会計士）

Summary
The purpose of this paper is to build a process to deriving the “the potential
capabilities of old Japan” that should be utilized in management. Develop a tool for
this purpose. The tool is called “Viewpoint for Analyze Japanese Culture.” This tool
derives a "concrete analytical perspective" from which "potential capabilities of old
Japan" can be obtained.

Ⅰ -1. 考察の背景と目的
ドラッカーは，マネジメントの性格を次のように述べた．「マネジメントは
それ自体が文化であり，価値と信条の体系である．つまるところマネジメント
は，急激にグローバル化しつつある文明と，多様な伝統，価値，信条，遺産と
なって現れる文化の懸け橋たるべきものである．それは，文化的な多様性が人
（1）
類の目的の実現に資するうえでの道具となるべきものである」
．
このように述べる背景には，明治維新による成功がある．ドラッカーは，そ
れを「文明」と「文化」の懸け橋とし，マネジメントが機能した好事例と評価
（2）
し，「これこそわれわれが日本から学ぶべきことである」
と世界に発信した．
しかしドラッカーは，その後，1999 年に発刊された『明日を支配するもの』

ドラッカーは，
「明治という時代の特質は，古い日本が持っていた潜在的な
（4）
能力をうまく引き出したこと」
と評し，「新しいものを外から取り入れて，そ
れを自分に合うようにつくりかえるという点で，ほかの誰にもまねのできない
（5）
と述べた 「
. 日本から学ぶべきこと」とは，具
驚くべき才能を持っています」
体的には「古い日本がもっていた潜在的な能力」
（以下，「日本の潜在的な能力」
という）のことである．しかし，外来のものを日本化する能力と総括したとこ
ろで何をしたらいいのか一歩も動けないもの現実である．潜在的に保持してい
る能力を磨き，生かすことができて，はじめてマネジメントに応用し得るので
ある．そのためには，潜在的な能力の真の正体とは何かを見極めなければなら
ない．それゆえ本考察では，マネジメントに生かすべき日本の潜在的な能力を
導出するプロセスを構築することを目的とする．

Ⅰ -2. 考察方法
考察の手順を以下に示す．第一に，マネジメントに生かすべき日本の潜在的
な能力を導出するプロセスを構築するという目的を達成するために一つの道具
を開発する．その道具を〈日本文化を分析する視角〉と呼び，本考察の仮説の中
核にすえる．その際，『文明とマネジメント』2016 で示した〈社会生態学のフ
（6）
レームワーク Vol. 2〉
（以下単に「フレームワーク」という）を用いて仮説の位
置づけを整理する（Ⅱ）
．
第二に，提示された仮説の有効性を検証するためにドラッカーの文化に関わ
（7）
から関連するテクストを選択する．この際，日本
る小論「日本美術への恋文」
の潜在的な能力を発見するには，どのようなテクストが有効かを検討し，探索
範囲を限定する（Ⅲ）
．

で「転換期にある日本の危機」を明言し，同時に「近代的であっても西洋的では
（3）
ない日本として，この転換期を乗り越え，再起することを期待している」
と述
べた．
このような期待も日本の「多様な伝統，価値，信条，遺産となって現れる文
化」をマネジメントに生かし，転換期を乗り越えて欲しいとの思いからである．
われわれは，マネジメントのグローバルな側面に目を奪われ，わが国の文化と
いう「強み」を生かすことを忘れつつあることを反省しなければならない．そ
れが長く続く日本の閉塞感の原因かもしれないからである．
では「日本から学ぶべきこと」とは何か．自分の強みを真に知っていること
は稀であるとのドラッカーの指摘は，この場合も当てはまるであろう．明治維
新の成功の秘訣が明治よりも前にあることは，自明だが，われわれの視線は明
治以降に向けられたままである．
「日本から学ぶべきこと」を日本人自身が自
覚することなくして，今後の日本のマネジメントの発展はないといえよう．以
上が本考察の背景にある日本の現実である．
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第三に，選択したテクストを契機として関連する情報を収集，吟味を深め，
〈日本文化を分析する視角〉をより具体化させる視点【具体的な分析視点】を得
ることを目指す（Ⅲ）
．
最後に，仮説検証のための評価テストを行う．具体的方法は後述するが【具
体的な分析視点】から何らかの日本の潜在的な能力を取り出す試みを行う．こ
の過程で日本の潜在的な能力の断片が取り出せるかどうかを仮説の有効性の判
断基準とする．以上の手順で，仮説の有効性の評価をとおして日本の潜在的な
能力の探索に資するプロセスを構築する．

Ⅱ -1 . 仮説の提示
今回，仮説提示に用いるのは，家永三郎の著書『日本文化史（第 2 版）
』であ
る．家永は，普遍性のある 3 つの分析視角を提供する．
「文化とは，人間，すなわち社会またはそれを構成する個人がつくり出し，か
つ享受するものであるから，文化には，つくり出すはたらきと，つくられたも
のと，享受するはたらきとの三つの面があるわけである．この三者は密接に結
びついていながら，それぞれ相互にある程度の独立した面をももっている．そ
（8）
．
こでこの三者の相互関係を中心に文化の発達が追跡されるべきであろう」
家永の 3 つの面とその説明を整理すると次のようになる．
〈文化の 3 つの側面〉
① 文化をつくり出すはたらき ― どのような社会または個人の要求と活動
を通じ，いかなる素材・方法によって文化がつくり出されたか
② つくられたもの ― つくり出された文化が，どんな性格・構造・役割をも
つか
③ 享受するはたらき ― つくり出され文化が，どのような社会または個人に
よって受け入れられ，役立てられ，さらに次の文化をつくり出す上にいか
なる貢献をしたか
家永の分析視角を用いたのは，日本の潜在的な能力を導くためである．
「能
力」は「活動」によって獲得される．家永は，文化をつくり出すはたらきの分析
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文化は，歴史の上部構造と呼ばれる領域である．人間社会の生産力の発達や生
（11）
産関係の展開を土台とし，その上に成立つのが学問や芸術や宗教である」
．

本考察では狭い意味での文化，しかも日本の文化を取り上げる．ドラッカー
が「私が日本で見るべく目を光らせているものは，
（中略）日本の社会，文化，
（12）
云々というときの社会，文化，コミュニティの関係
コミュニティの継続性」
性は，
「社会」の上部構造に位置する「文化」とその担い手としての「コミュニ
ティ」と位置づけることができる．
家永は，「文化とは，人間，すなわち社会またはそれを構成する個人がつくり
出し，かつ享受するものである」というが，原理的に文化は「少数の個人がつく
り出し」
，
「多数の個人が享受する」ことで社会性を帯びる．このように考えれ
ば，ドラッカーが注視していた少数の個人を基本単位とする「コミュニティ」
こそ，文化をつくり出す担い手として最も注目する存在であると考えることが
できる．
このことをふまえて家永の「社会または個人」を「コミュニティ」と置き換え
ることで文化を分析する際の 3 つの視角と 8 つの問に整理した．
〈3 つの分析視角と 8 つの問い〉
a）文化をつくり出すはたらきを分析する
a- 1）ど のようなコミュニティの要求によって文化がつくり出されたか
（要求を観る）
a- 2）ど のようなコミュニティの活動を通じて文化がつくり出されたか
（活動を観る）
a-3）い かなる素材・方法によって文化がつくりだされたか（素材と方法
を観る）
b）つくられたものを分析する
b- 1）つくり出された文化はどんな性格をもつか
b- 2）つくり出された文化はどんな構造をもつか
b- 3）つくり出された文化はどんな役割をもつか
c）享受するはたらきを分析する

として「活動」に目を向ける．これに対して多くの日本文化論は，日本文化の特
性という静的な部分に目を向ける．そこから源泉に目を向けるというアプロー
チが多い（9）．これに対して家永は，最初に分析のための視座を提示している．

c-1）つ くり出され文化はどんなコミュニティによって受け入れられ，役
立てられたか（役立ちを観る）
c-2）つくり出され文化は次の文化をつくり出す上にいかなる貢献をした
か（貢献を観る）

また家永は「文化」を次のように定義する．
「
『文化』をもっともひろい意味
に使うと，
『自然』と区別される人間のいとなみがすべて文化である」が，家永
が同書で用いた定義は狭い意味の文化，つまり「学問や芸術や宗教や思想・道
徳などの領域」を指す（10）．
さらに家永は，歴史と文化の関係を次のように整理した．「せまい意味での

さらに家永の「三者の相互関係を中心に文化の発達が追跡されるべきであろ
う」との指摘は，3 者の相互関係の考察に「発達」という時間軸を導入すること
を意味している．このような考えは，
〈フレームワーク〉の考え方に通底するも
のがある．〈3 つの分析視角と 8 つの問い〉を〈フレームワーク〉に配当したも
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のが，図 2 である．図中に示したように〈3 つの分析視角〉を〈日本文化を分析
する視角〉と呼ぶ．
文化に関する分析は，家永も示すように b- 1）つくり出された文化はどんな
性格をもつか，b- 2）つくり出された文化はどんな構造をもつか，b- 3）つくり出
された文化はどんな役割をもつかといった静態的な分析が比較的多い．しかし
日本の潜在的な能力を導くためには，そのような静態的な特性をみるのではな
く動的な側面，すなわち「活動」やそれによって生みだされた「素材と方法」を
観ることが重要である．
〈フレームワーク〉は，動的な過程を示すため，b）つ
くられたものを分析するという視角は，配当しなかった．
以上をもって本考察の仮説を次にように設定する．
仮説：
〈日本文化を分析する視角〉は，古い日本が持っていた潜在的な能力を
探索するのに有効である．

Ⅱ -2. 仮説の検証に用いる素材（テクスト）
本考察は，社会の一つの構成要素である「文化」，しかも「日本画」に焦点を
絞る．その領域をドラッカーが最も深く凝視したからである．今回用いるド
ラッカーの著作は，「日本美術への恋文」である．この小論でドラッカーは，室
町・桃山時代の文化を「ルネッサンス」と呼び，明治維新に比肩する変革を描
いた（13）．
この小論には，いくつかの文化の変遷が記されている．本考察では，その中
でも小論の中核となった「室町・安土時代のルネッサンス」を構成する 2 つの

レームワーク〉を通してみれば動態的に変化する過程を切り取り，
「③人間の
適応的行動」に関するテクストに探索範囲を狭める．具体的には，〈日本文化を
分析する視角〉を加味して，「つくられたものを分析する」のうち「活動」
「素材

文化を取り上げる．すなわち「水墨画（山水）文化」とその根としての「武家文
化」である．武家文化は，
「鎌倉武家社会」が「南宋からの文化の流出」を受容
していく過程であり，その継続性の上に水墨画（山水）文化がある．

と方法」に注目し，テクストを抽出する．先にも示したが，
「能力」は「活動」に
よって獲得されるからである．
以下，具体的にテクストを抽出し，仮説の吟味を行い，日本の潜在的な能力

ルネッサンスとは，
〈フレームワーク〉の「③人間の適応的行動」における事
例の 1 つである．それは，特異な動物たる人間がとる〈正しい人間の行動〉の一
つの例でもある．変革やイノベーション，再構成などの別名でもある（図 2 参
照）．それゆえこの小論には，
〈フレームワーク〉の「③人間の適応的行動」以外
の段階①②④に関するテクストも多数示されている．

を発見するための【具体的な分析視点】の探索を試みる．

〈フレームワーク〉をもとに 2 つの文化を観ると武家文化の生成過程で〈①社
会の新しい現実→②環境に身を置いた者にとっての「意味」→③人間の適応的
行動→④社会の変革〉と小論のテクストを整理することができる．さらに水墨
画（山水）文化でも①→②→③→④の流れを確認することができる．つまり，フ
レームワークを螺旋状に 2 周する姿を観取し得る．それは，南宋という来来の
種が，武家文化と水墨画（山水）文化として日本に根づいていった過程そのも
のである．
本論考では，この小論で用いるテクストの範囲を限定する．すなわち〈フ

図 2 〈社会生態学のフレームワーク Vol.2〉×〈日本文化を分析する視覚〉

Ⅲ -1.「武家文化」に関するテクスト抽出と情報収集・吟味
〈フレームワーク〉③人間の適応的行動
〈日本文化を分析する視角〉つくられたものを分析する「活動」
「素材と方法」
テクスト 1 －彼らをひきつけたのは，禅宗の厳格さであり，自性体得に重
きをおくこと（瞑想や書によって自己修練をつむこと）であり，儀式を嫌
い，偶像崇拝を排し，哲学的思弁や知的詮議に反して直接的な体験を重視
することであった（14）
（情報収集と吟味）
『禅と日本文化』を著した鈴木大拙は，同書の中で「禅と武
士」という章を設け，なぜ慈悲の宗教が武士の戦闘精神を励ますことになった
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のかを明らかにしている．
「武士がなにかの理由で一たび禅に入った時は，禅
は受動的に彼らを支持したのであった．禅は道徳的および哲学的 2 つの方面か
（15）
ら彼らを支援した」
．
「つぎに，禅の修業は単純・直裁，自恃，克己的であり，
この戒律的な傾向が戦闘精神とよく一致する」 ．
「単純・直裁，自恃，克己的」な性格を表す言葉が今に伝えられている．鎌倉
（16）

の地に禅宗を根づかせた南宋からの禅僧，蘭渓道隆が，執権の北条時頼の求め
に応じて，来日した翌年，大船の常楽寺の住持として迎え入れられた（1248）
．
その翌年，90 日間の修行（夏安居）に入る日に集まった修行者に発した言葉で
ある．「教家の経・律・論，三蔵の経典はそれぞれ精通する達人がいる．精通
できないものにとって経典は絵に描いた餅のように役に立たず，本当の飢餓を
満たすことができぬ．
（わが禅家では）諸人は今日常楽寺に集まり，これからの
90 日間に何をするつもりか．山僧（蘭渓）はみなを軽んじないが，諸人よ．自分
（17）
．禅家
で自分を欺くことなかれ．さて，自分を欺かない人がここにいるかな」
は，経典で佛法の教義を説く宗派のことを教家という．これに対して禅家は，
経典の文字によらないで，文字・言説を用いず（不立文字）
，心から心へ伝える
（以心伝心）を主張している（18）．
【具体的な分析視点】新しい価値観を受け入れたのは誰かを観る，活動の本質
的な意味を観るなど

Ⅲ -2.「水墨画

（山水）文化」に関するテクスト抽出と情報収集・
吟味
〈フレームワーク〉③人間の適応的行動
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のであり，そこで生まれた文化が五山文学であり，その中心は禅僧が作った漢
（21）
詩である．「室町時代の水墨画も，漢詩・漢文の世界を視覚的に表現する」
も
のとして位置づけられていた．
武家と禅宗，その文化的な一側面である水墨画との不離一体の姿を田中一松
が記している．「まったく新たに宋朝から伝えてきた禅宗が，新興の武士社会
の建設に果たした役割は，他の宗派とは比較にならぬほど大きなものであっ
たといえよう．まずなによりも，変革を遂行する主体たる武人階級の活力源と
なった積極的なる否定精神，これは前代に対する変革の意味にもつながってく
るし，芸術面では，旧仏教に対する徹底的な偶像否定という基本線に立って強
引に古代の伝統を振り切り，やがて水墨画というジャンルの開拓による中世芸
術の独立にまで連動する方向を決定した点でも，まさに当代画壇の革新運動の
拠点となった観がある．こう考えると，禅宗が中世武家の政治権力と結びつく
とともに，絵画の芸術的な力を掌握するにいたるのは当然のなりゆきであった
（22）
といえよう」
【具体的な分析視点】活動の本質的な意味を観る，対抗勢力に対する新機軸を
観るなど
テクスト 3 －日本の禅林画家が尊敬し，私淑した画家たちは，必ずしも中
国でも評価されていたわけではなかった．稚拙で素人ぽいと考えられるぐ
らいであった．日本人の目にとまった 2 大巨匠は梁楷（13 世紀前半）と牧谿
（1269 年から 1274 年の間に没）である（23）

〈日本文化を分析する視角〉つくられたものを分析する「活動」
「素材と方法」

（情報収集と吟味）画僧たちのこのような行動は，明確に素材選びの基準を

テクスト 2 －統合の手段として働いたのが水墨画で，この時代の最も意義
の大きい成果である（19）

持っていることを意味する．日宋交流の当初は明確な選択眼をもって作品が選
ばれたわけではないのかもしれない．「将来された宋元画は必ずしも宋元代に
行われていた画派の作品を網羅していたものではなかった．そこには輸入する

（情報収集と吟味）水墨画は素材もしくは方法である．その生成過程を見る．
「所詮鎌倉時代は中世への過渡期的性格が強く，新芸術の真の誕生は 14 世紀の
南北朝時代を待たなければならなかった．今少しはっきりいえば，足利政権が

わが国人の好みと輸出する大陸人の希望が織り交じり，禅僧等の往来により招
来されたものは主として大陸禅林の間に行われていた水墨による山水，人物，
花鳥画（中略）と他は宋代―ことに南宋時代―宮廷画院を風靡した花卉翎毛，
（24）
山水画（中略）の作品であった」
．しかし結果として「大陸禅林」と「宮廷画

京都室町の花の御所に定着するにいたって，ようやく将軍家を中心とする，新
しいアカデミーの画院が成立し，ここではじめて芸術における古代超克の成果
（20）
として，水墨画の世界が全般的に確立される段階に到達したわけである」
．

院」のそれぞれの代表格として牧谿と梁楷が受容されたことは間違いない．
よりすぐりの『唐絵』を所蔵していた足利将軍家は，その作品目録である『御
物御画目録』には，290 点の唐絵が収録されているが，うち 109 点が牧谿の作品

ドラッカーが「自分のよき先生」と呼んだ田中一松の言葉である．では水墨画
は，どのような活動をとおして統合の手段と評されるようになったのだろう
か．
注目すべきは，五山十殺と呼ばれる制度である．これは，宋の五山十塔制度
を起源とし，鎌倉五山を経て，天竜寺，相国寺など京都五山に引き継がれたも

である．当時の牧谿人気の程を知ることができる．これらの唐絵は，御所のな
かのサロンのような場所である「会所」の飾りとして使われていた．その後，足
利幕府の衰退とともに所蔵されていた美術工芸品は散逸を余儀なくされ，戦国
大名や茶人の手に渡っていった．織田信長などは，牧谿画を茶会で飾られ権威
を誇示する道具として使った（25）．こうして会所や茶会というコミュニティに水
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墨画が飾られ，政治権力と結びついていったのである．
【具体的な分析視点】代表的文化素材の使われ方を観る，特定の文化素材が代
表的存在になった背景を観る，代表的な活動の場（コミュニティ）を観るなど
テクスト 4 － 14 世紀の室町時代の禅余画家たちは，真の意味での山水画を
描き始め，宗教よりもヒューマニズムを優先し始めるようになる．山水画
の登場は，精神的なものから美的なものへ，宗教のための芸術から芸術の
ための宗教への移向を意味するのである（26）．
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確立することを重視する．評価テストの成否基準は，
「日本の潜在的な能力」の
片鱗を取り出すことができるか否かにある．この成否を仮説の有効性の判断基
準に用いる．
能力は，何らかの活動なしには形成されない．ここでは，
〈フレームワーク〉
③人間の適応的行動と〈日本文化を分析する視角〉つくられたものを分析する
「活動」
「素材と方法」から抽出された 4 つのテクストから導き出された【具体的
な分析視点】―新しい価値観を受け入れたのは誰かを観る，活動の本質的な意
味を観る，対抗勢力に対する新機軸を観る，素材の変化を観る，代表的な人物
の活動を観る―を用いて評価テストを行う（評価テスト①〜④）
．

（情報収集と吟味）牧谿画を代表とする宋元画の受容を経て幕府が京都に移
り，新しい動きが生まれる．ドラッカーが「室町ルネッサンス」と呼んだ動きで
ある．
「新しい武家文化を象徴するアカデミー芸術の成立にほかならないが，それ
らの芸術内容としては宋元画の受容，ことに禅宗的な水墨画や，中国のアカデ
（27）
ミーにおけるいわゆる引院体画の様式等が中心となっている」
．その結果，

「禅宗寺院において専門と余技のいずれを問わず，宋元画の描法に練達した画
（28）
するのである．
僧たちが排出して，新しい制作活動を展開」
相国寺の画僧，如拙と周文，これに続く雪舟は，アカデミー形成には欠かせ
ない人物である．一方ドラッカーは，アカデミーにおける禅余画家の存在を挙
げ，「山水画」の登場を指摘した．山水画の登場は，画題（素材）の変化を意味
する．
まず禅宗本来の偶像否定の宗旨や芸術的な好尚を反映して，古代礼拝対象と
しての宗教的な偶像画の域を脱し，むしろ鑑賞的な道釈人物画（道教，仏教の
画像）が生まれ ，さらに花鳥草木画や山水画へ変化する画題は，
『室町ルネッ
サンス』の一側面である．
（29）

「禅宗ではこの自然界は釈尊の心の現れであると考えるのが常識である」
．花
鳥画や山水画には，心象風景が描かれているといわれる所以である．「山や木
（30）
は，目に見えない独自の精神の目に見える表面にすぎない」
とドラッカーも
いう．釈尊の心とは，画僧の心そのものである．仏の心とはすなわち自分の心
である．ここにヒューマニズム開花の起点がある．
【具体的な分析視点】素材の変化を観る，代表的な人物の活動を観るなど

Ⅳ -1. 仮説の検証－評価テストの方法

Ⅳ -2. 評価テスト①－対象テクスト 1
対象テクスト 1 から得られた【具体的な分析視点】活動の本質的な意味を観
る―を用いて日本の潜在的な能力の探索を行う．
文字・言説を用いず（不立文字），心から心へ伝える（以心伝心）などが禅の
教えの本質にある．振り返れば，この影響は，現代日本にも大いに残っている
のではないか．たとえば「空気を読む」というコミュニケーションの前提とし
ての能力がある．また哲学など理路で説明するのではなく自己超克的に修練に
よって能力を獲得することを称える伝統などに見られる．典型的には，武道，
茶道などの「型」を身につけるなどがこれにあたる．「型」にする能力なども日
本に古くからある潜在的な能力といえよう．

Ⅳ -3. 評価テスト②－対象テクスト 2
対象テクスト 2 から得られた【具体的な分析視点】活動の本質的な意味を観
る―を用いて日本の潜在的な能力の探索を行う．
「室町時代の水墨画も，漢詩・漢文の世界を視覚的に表現する」．禅宗の本質
である不立文字につらなる表現方法の 1 つとして水墨画は発達した．また以心
伝心は，より短い文字で何かを伝える漢詩や漢文という表現方法で発達した．
これは，日本の能力として当時すでに発現していた『万葉集』などにみられ
る和歌という方法と同じと言える．江戸時代に松尾芭蕉により一つの表現形式
として地歩を固め，今も国民に愛されている俳句もまたこれに連なる能力の形
態である．たとえば，俳句には「切れ」という考え方がある．
「切れ」は省略で
ある．ときに俳句が「省略の文芸」と呼ばれる所以である．また現代に残る「行
間を読む」などの表現にみられるように，省略することで何かを伝えるという
能力は日本人には備わっている潜在的な能力の 1 つといえよう．

仮説：〈日本文化を分析する視角〉は，古い日本が持っていた潜在的な能力
を探索するのに有効である．
評価テストを行うには紙面が十分でないが，ここでは，評価テストの手順を

Ⅳ -4. 評価テスト③－対象テクスト 3
対象テクスト 3 から得られた【具体的な分析視点】活動の本質的代表的な活
動の場（コミュニティ）を観る―を用いて日本の潜在的な能力の探索を行う．
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室町の茶会は，当時の活動の代表的存在である．鈴木大拙は『禅と日本文化』
で「禅と茶道」という 1 章を設け，
「禅の茶道に通うところは，いつも物事を単
純化せんとするところにある」とその節を始めた．茶道の黎明期にその場の環
境を整えるのに愛された牧谿画はこの単純化の要請に応えたといえよう．と
きの権力者が絢爛とは，正反対の枯淡を愛でる場を要求したともいえる．枯山
水，水墨画などとともに茶道の精神は「わびさび」という精神性に結実して現
代に生きている．「日本人は美術の解釈と評価の仕方が我々と違う．日本人は
“さび”と呼ばれる．物静かなたたずまいが好きだ．そして“わび”という，美術
品が放つ，かつて存在し，活動していたものの歴史が刻まれている雰囲気を好
（31）
む」
とドラッカーも言及している．
ちなみに「わびさび」は，明治以降一般化した概念である．西洋に対抗しよう
とした日本人の智慧といってもよいであろう（32）．
「わびさび」という感性を感
じ，その価値を愛で，具象化する能力は日本の潜在的な能力の 1 つといえよう．

Ⅳ -5. 評価テスト④－対象テクスト 4
対象テクスト 4 から得られた【具体的な分析視点】素材の変化を観る―を用
いて日本の潜在的な能力の探索を行う．
日本の水墨画の成熟の頂点に位置するのが雪舟である．雪舟は，室町のアカ
デミー（画壇）で修業し，後にこれを脱し，周防の大内氏の下で活動を始め，入
明し，3 年学び，帰国後，今にその姿を伝える名作を生みだした日本画史上の傑
物である．雪舟自身は，終生禅僧の生活スタイルを維持し，多くの禅僧との交
流を続け，宗教家としての自覚をもって生涯を終えている．しかし彼が描いた
現存する宗教的な絵は，
『恵可断臂図』のみである．
雪舟が心血を注いだのは，四季山水図という中国にも類例が稀なる画題で
あった．雪舟は，四季の移り変わりの中に天の意を聞き取り山水画とすること
を目指したといわれている（33）．雪舟の画法の卓越性による高評価はもちろんで
あるが，国宝として評価を受ける諸作品の基底には，四季を愛でる日本人の感
性があると思われる．
物心を宿した大自然という自然観は，東洋一般に見られる汎神論であるが（34）
四季をことさらに愛でる習性は，日本人に固有の能力といえよう．たとえば和
歌における四季表現の豊かさ，俳句の季語などは言うに及ばず，「風薫る五月」
といった時候の挨拶のような習慣は 8 世紀初めの『万葉集』所収の季節の歌に
まで遡ることができるという．また旬の食材を愛でる日本料理など現代にまで
その影響を色濃く残している．
四季を識別し，そこに価値を見出し，様々な形で表現する能力は今に受け継
がれた日本の潜在的な能力の 1 つといえよう．
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Ⅳ -6. 評価テスト⑤ －【具体的な分析視点】を起点にするテスト
次の評価テストは，別の観点から行う．〈フレームワーク〉人間の適応的行
動，〈日本文化を分析する視角〉つくられたものを分析する「活動」
「素材と方
法」から取り出された【具体的な分析視点】をドラッカーの他の著作のテクス
トに逆にあてはめて日本の潜在的な能力の探索を試みる．以下のテストで用い
る【具体的な分析視点】は，
「代表的な活動の場（コミュニティ）を観る」であ
る．このようなテストは，【具体的な分析視点】と特定のテクストとの間の従属
性の有無を測ることが目的である．
【具体的な分析視点】がより独立性があり，
汎用性の高い視点であれば，他のテクストでも使える可能性が高まることを意
味する．
〈テストに用いるテクスト①〉琳派の最後の大家，酒井抱一（1761 〜 1828）
は，1790 年ごろ，狩野派で修業をはじめ，その後，有名な南画家，釧雲泉
（1759 〜 1811）の弟子となった．やがて，政治の中心である江戸で，南画
の大家として著名になっていた谷文晁（1763 〜 1840 年）のところへ行き，
進むべき道について助言を受けた．文晁は若い抱一に対し，南画に固執せ
ずに尾形光琳（1658 〜 1716）の作品を学び，琳派に入るよう助言したとい
う．西洋であったならば，才能に恵まれた若者には，
『自分に合ったスタイ
ルを見つけよ』と言うところを．文晁は『自分に合った流派を見つけよ』と
言ったのだった（35）．
江戸時代に隆盛を極めた琳派の最後の代表的人物に注目したドラッカーの記
述である．この記述にみられるのは，この文晁の助言とそれに従って人物（酒
井抱一）が取った行動（活動）である．ドラッカーは，そこに「日本の画家たち
は極端なほど個人主義」という一つの本質を見出す．
「スタイル」と「流派」は，前者が機能的，形式的であるのに対して，後者は人
的，集団的である．また前者はモノやコトに付着したコンセプトであるのに対
して，後者はヒトに依拠したコンセプトである．ここに「集団の同質性を維持
しようとする能力」という日本の潜在的な能力が隠されていると考えられる．
このように「代表的な活動の場（コミュニティ）を観る」という【具体的な分
析視点】については，他のテクストに用いても，その汎用性の高さについて一
定の評価ができたといえよう．そのことは，他のテクストやそれ以外の絵画な
どの情報を用いて日本の潜在的な能力を発見できる可能性を示唆している．
さて，本考察で提示された仮説は，
「古い日本が持っていた潜在的な能力を
探索するのに有効である」だった．この仮説の検証結果は，評価テストによっ
て「日本の潜在的な能力」の断片を手にできたかどうかにかかっている．
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評価テストの数は，十分なものとはいえない．しかし〈日本文化を分析する
視角〉を用いてテクストを抽出し，さらに必要な情報を集め，吟味することで
【具体的な分析視点】を獲得しながら，これを日本の潜在的な能力発見の補助線
として用いることは可能ではないかとの手ごたえは得られた．これをもって，
いったん仮説の有効性の肯定的評価としたい．今後，同種のテストを継続して
行い仮説の有効性の検証に努めることを課題とする．

Ⅴ . まとめ－新たな知見と課題
さて，本考察の目的は，仮説の有効性の検証そのものにあるのではない．仮
説検証をとおして「古い日本が持っていた潜在的な能力」を導出するプロセス
を構築することにある．以下に，本論考で得られた主要なプロセスを図示する
（図 3）．
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本考察では【具体的な分析視点】のすべてを活用できなかった．具体的には，
a）文化をつくり出すはたらきを分析する―a- 1）どのようなコミュニティの要
求によって文化がつくり出されたか（要求を観る）と c）享受するはたらきを分
析するである．これらから得られた【具体的な分析視点】を日本の潜在的な能
力の探索にどのように役立てるかは，これからの課題である．
また，本考察は，ドラッカーの文化，とりわけ日本画に関するテクストを用
いた．しかし，日本の文化を分析する素材としてドラッカーのテクストに限定
する必要はない．今回，吟味の過程で用いた蘭渓道隆の言葉が記されているテ
クストなどの一次資料は，文化を分析する素材として第一級である．また鶴岡
八幡宮寺という呼称を紹介したが，神仏習合という文化そのものが，分析対象
となる．つまりこれもまた，一次資料として活用可能であろう．本考察で用い
たようなテクストは，文化を分析する一つの素材にすぎないということであ
る．俳句という定型様式，茶道の作法や道具，能などの芸能など文化に関する
あらゆるものが，分析の対象となり，そこに日本の潜在的な能力が潜在してい
る可能性がある．
今回の考察を通して日本文化に通底している何世紀にも及び継続性している
ものの存在をあらためて感じることになった．ドラッカーは，その存在を「根」
という表現を用いて明らかにした．その根は，ときに外来の種によって生まれ
ることもあり，また突如として芽吹き，花を咲かせたりもする．能力が過去の
活動の集積の結果だとすれば，日本列島に居を構えた私たちの祖先は，1 万数
千年間にわたり膨大，かつ独自の能力を蓄え今日に至っている．
しかしその能力は，当たり前に備わっている能力として自己認識できず，自
己に潜在し，活用されず埋もれている．古い日本の能力の活用という，ドラッ
カーの着眼点にあらためて心服するしだいである．

図 3 古い日本が持っていた潜在的な能力を導き出すプロセス

このプロセスについては，評価テストを積み上げなければならない．紙面の
関係で吟味の対象となったコンテンツ収集は充分とはいえない．また吟味の結
果得られた【具体的な分析視点】も筆者の着想レベルにとどまる．より広範で
網羅的な情報収集と吟味が求められるところである．
今回，それぞれのテクストから 1 〜 3 個の【具体的な分析視点】を得られた
が，関連情報をさらに集め，吟味を深めることで，より多くの分析視点を手に
できる可能性がある．その結果，汎用性の高い視点が明らかになったり，独自
の視点を手できたりする可能性がある．その可能性の追求は今後の重要な課題
である．

本考察で活用した〈社会生態学のフレームワーク Vol. 2〉は，もともとドラッ
（36）
に基づいて日本画家の動きから社会に対象
カーの小論「日本画に見る日本」
を変え，一般化したものである．その意味で本考察は，この〈フレームワーク〉
の追試の意味があった．
いったん一般化という過程を経ることで他者の視点（この場合は家永）との
融合が容易になり，〈フレームワーク〉の新たな可能性を見出すことができた．
このことは，他の知識体系との組み合わせ次第で，新たな方法を手にできる可
能性を示唆している．これは，ドラッカーがいう「知識の結合」の典型例といえ
よう．
最後に，本考察は，私たちの強みである日本の古い潜在的な能力を発見する
プロセスを構築することを目的にした．しかし私たちは，そこから発見された
能力を認識し，活用することがより重要であることを自覚しておかなければな
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らない．
例えば，評価テストで挙げられた「集団の同質性を維持しようとする能力」
は，現代社会では，同調圧力などマイナスに表現されがちであるが，本来は強
みに属するものである．強みはときに弱みになるという好例である．コロナ禍
の下で法的な規制なしに行動を自制することやワクチン接種が急速な勢いで実
施されているのは，この能力のプラスの側面と考えられる．ドラッカーが日本
は，「全体の意思に個人の意思を合わせる国である」と評し，変化の急激な国で
ある（37）と述べる所以である．
発見された私たちの潜在的な能力を生かすことが本考察の最終的な目的であ
る．これらの能力の継続的探索を約束するとともに，同時に能力をいかに生か
していくかの議論も進めていかなければならないことを強調して筆を置く．
【注】出版年はオリジナルを示している
（1）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1973〕エターナル版『マネジメント』ダイヤモンド社 p. 38
（2）同上
（3）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1999〕
『明日を支配するもの』日本の読者へⅱ
（4）NHK「明治」プロジェクト（編著）
〔2005〕
『明治 1 変革を導いた人間力』NHK 出版 p. 14
（5）同上
（6）筆者〔2016〕
『文明とマネジメント』ドラッカー学会編「小論『日本画に見る日本』にみる
社会生態学のフレームワーク」p.72
（7）
「日本画に見る日本」と同時期に P.F. ドラッカーが書いた小論 . 責任編集島田修二他
〔1980〕
『在外 日本の至宝』全 10 巻毎日新聞社に付録した「月報」に連載される
（8）家永三郎〔1982〕
『日本文化史第二版』岩波新書 p.4
（9）たとえば大久保喬樹著『日本文化論の系譜』には，15 名の日本文化論が示され，その内容
を概観できるが，家永のような体系的アプローチをとる者は一人もいない．
（10）家永三郎〔1982〕前掲書 p.1
（11）同上 p.2
（12）P.F. ドラッカー（上田惇生ら訳）
〔1993〕
『すでに起こった未来』p. 240
（13）ドラッカーは，注 7 の小論で「『ルネッサンス』という言葉が，長く活動を休めていた古い
根から，再び花が，芸術文化の花が咲き出すことを広く意味しているとすれば，日本の室
町（足利）時代（1392 ～ 1573 年）とそれに続く短い桃山時代（1573 ～ 1615 年）は『ルネッ
サンス』と呼び得るだろう」と指摘した．これに関してドラッカーが「私たちの先生」と
呼んだ一人に松下隆章がいる．その著作『日本美術水墨画論集』の中に次の言葉がある．
「禅宗の影響といっても，二つの面が考えられます．一つは禅宗そのもの，個の発見とい
うか，人間を中心とする考えであり，二つには禅宗にともなって渡ってきた中国宋代の
文化の影響であります．そこで人によっては―ことに外国の学者の多くがその見方を
とっていますが―室町時代をわが国の人間回復の時代，または文芸復興の時代と呼んで
います」．松下の小論とドラッカーの月報への寄稿はほぼ同時期である．外国の学者にド
ラッカーが入るのは間違いない．両者の交流の中から伝えられた情報であろう．
（14）P.F. ドラッカー〔1980〕
（仲町啓子訳）
「日本美美術への恋文」
（三）p. 2
（15）鈴木大拙著北川桃雄訳［1940］
『禅との本文化』岩波書店 p. 35「道徳的というのは，禅は，
一たびその進路を決定した以上は，振り返らぬことを教える宗教だからで，哲学的とい
うのは生と死とを無差別的に取扱うからである」
（16）同上 p.36
（17）蘭渓道隆禅師原著 彭丹訳著［2019］
『蘭渓録』禅文化研究所 p. 22
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（18）同上 p. 23
（19）P.F. ドラッカー〔1980〕
（仲町啓子訳）
「日本美美術への恋文」
（二）
p. 3
（20）田中一松〔1972〕前掲書 p.146
（21）城市真理子〔2012〕
『室町水墨画と五山文学』思文閣出版 p. 12
（22）同上 pp. 148 - 149
（23）P.F. ドラッカー〔1980〕
（仲町啓子訳）
「日本美美術への恋文」
（三）
p. 3
（24）松下隆章［1983］
『日本水墨画論集』中央公論美術出版 p.215
（25）谷端昭夫［1997］
「茶人が生んだ“牧谿ブランド”」月刊『芸術新潮』1 月号新潮社 pp.53 - 54
（26）P.F. ドラッカー〔1980〕
（仲町啓子訳）
「日本美美術への恋文」
（三）
p. 3
（27）田中一松〔1972〕
『水墨画』p.165
（28）同上
（29）同上 p. 165
（30）P.F. ドラッカー（上田惇生ら訳）
〔1993〕前掲書 p.254
（31）
『日経ビジネス』
「私がドラッカーから得た学び」2020 .12 .21 号日経 BP 社 p. 90
（32）森神逍遥〔2015〕
『侘び然び幽玄のこころ―西洋哲学を超える上位意識―』星雲社に詳し
い．
（33）渡邊明義〔1994〕
『日本の美術 4 水墨画−雪舟とその流派』至文堂 pp.77 - 78
（34）田中一松〔1969〕
『日本の美術 12 周文から雪舟へ』平凡社 p.139
（35）P.F. ドラッカー（上田惇生ら訳）
〔1993〕前掲書 pp.247 - 248
（36）同上 pp. 243 - 268
（37）同上 p. 252

【略歴】 本会理事．小樽商科大学大学院商学研究科修士課程修了．公認会計士．アウル税
理士法人代表社員ほか．関心領域－ドラッカー・プレミアムの実践．社会生態学
の体系化．実践するマネジメント読書会 ® 普及．著書『実践するドラッカー［思
考編］』ダイヤモンド社，2010 ほか
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しているかを客観的に評価するツールとしてマネジメント・スコアカードを創
造した．マネジメント・スコアカードは，ドラッカーが発明し，専門化し，体系

―知
 識創造理論と制度主義理論から俯瞰する
マネジメント・スコアカード

Drucker’s Knowledge Concept That Supports a “Free and Functioning
Society”: Overview of Drucker’s Management Score Card from
Knowledge Creation Teory and Istitutionalism Teory

佐藤幸夫
Yukio Sato

（多摩大学医療・介護ソリューション研究所）

Summary
Drucker systematized the knowledge that is an important resource in modern society
as Drucker’s concept of knowledge. He has shown that the purpose of knowledge is
to achieve results through co-creation of social values. Through this paper, we will
elucidate the process by which knowledge generated from the common good hidden
in each individual's inner heart builds a “free and functioning society” through social
systems such as spontaneous order and intentional order. Introduce that Drucker's
Management Score Card supports knowledge creation within the constraints of
social order and social institutions.

1. はじめに（背景）
知識労働者による知識の創造と適用は，我々人類の共通目的である「自由で
機能する社会」を構築するための手段である．社会に存在する制度配列も知識
の一部であり，「自由で機能する社会」という人類共通の普遍的秩序を維持す
るための共通プラットフォームである．制度配列は，社会の中で行われている
知識創造活動を通じて絶えず調整，廃棄，新設されており，その重要な役割は，
「自由で機能する社会」を構築するための社会的秩序として我々の活動を制約
することである．この様な社会学的視点は，ドラッカーのマネジメント理論を
理解するための重要な視点である．
2021 年に発表した論文『ソーシャルビジネスを導くマネジメント・スコア
（1）
では，ドラッカーのマネジメント理論と現代マーケティン
カードの可能性』
グのサービス・ドミナント・ロジックを対比させ，知識創造理論を用いて，知識
の創造，適用，社会的成果へのプロセスをマネジメント・スコアカードで支援
することの重要性について言及した．ドラッカーは，組織が自らの役割を果た

化した「自由で機能する社会」を構築するための知識である．知識の創造から
適用，社会的な成果をあげることを支援するマネジメント・スコアカードは，
知識としての社会的制度の構築に寄与するとともに，社会の中に存在している
自生的秩序とも密接な関係を有している．知識創造の源泉である「共通善」や
自生的秩序など，人間が普遍的に有し希求する社会秩序とマネジメント・スコ
アカードの関係を，知識創造理論や制度主義理論など多角的な視点から検討す
る意義は大きい．
本論文は，マネジメント理論やマーケティング理論，組織理論に関心を持つ
研究者の他，組織のマネジメントを担っている実務家など，広く社会学領域に
関心を持つ者を対象に，
「自由で機能する社会」を実現するために不可欠な知
識創造と社会秩序の関係性を提示することを目的とする．ドラッカーは，知識
が現代社会における重要な資源であることを独自の知識概念として体系化する
とともに，広く社会的価値共創を通じて成果をあげることが知識の目的である
ことを示した．本論文を通じて，個々人の内心に潜む「共通善」から生じた知
識が，自生的秩序や意図的秩序など社会制度を介して「自由で機能する社会」
が構築される過程を解明するとともに，社会秩序や社会制度からの制約の中で
ドラッカーのマネジメント・スコアカードが知識創造を支援することを紹介す
る．知識労働者として知識を専門化，体系化する研究者が，社会の中で実践的
な成果を導き出す手掛かりとなることを期待する．

2. ドラッカーが唱えた知識概念
本章では，先ずドラッカーの知識概念について概括する．ドラッカーが唱
えた知識概念については，すでに多くの先行研究が存在する．春日は，ドラッ
カーの知識概念についてドラッカーの書籍を時系列的に検証し，萌芽・成長段
階，本格的誕生の段階，適用・普及の段階，展開の段階として考察している（2）．
萌芽・成長段階とは，『企業とは何か』
（1946）から『経営者の条件』
（1966）ま
での期間で，「知識」や「知識労働者」概念がアイデアとして芽生え，それがし
だいに明確なものとして体を成していく時期であると示した．本格的誕生の段
階とは，『断絶の時代』
（1968）から『マネジメント』
（1973）までの期間で，概念
としての「知識」
「知識労働者」総じて社会ビジョンたる「知識社会論」が体系
化され，それらを適用してマネジメントが理論的に完成された時期であると示
した．適用・普及の段階とは，
『見えざる革命』
（1976）から『新しい現実』
（1989）
までの期間で，「知識」
「知識労働者」総じて「知識社会」の本格的誕生の段階に
つづく時期であると示した．展開の段階とは，
『未来企業』
（1992）から『ネクス
ト・ソサエティ』
（2002）までの期間で，
「知識」概念がまとめ上げられる一方で，
「知識労働者」概念について錯綜した様相を呈した時期であると示した．
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ここからは，ドラッカーの代表的な著書から，知識概念についての変遷を探
る．ドラッカーは，
『断絶の時代』
（1969）の第Ⅳ部「知識の時代」，第 12 章「知
識経済への移行」
，第 15 章「問われる知識」の中で，従来の財を中心とした経済

「知識こそが知識社会と知識経済における主たる生産手段，すなわち資本だか
らである」，
「知識は専門化して，初めて有効となる．ということは，知識労働
者は組織と関わりをもたざるをえないことを意味する．組織とは，多分野の知

から，知識労働者による知識の適用という知識経済への移行を述べている．ま
た，ドラッカーは知識について，
「体系的に習得した知識が仕事に対して体系
的に適用できる．」
（
「p. 276）
，
「知識が自らを最終目的とするものから，何らか

識労働者を糾合し，彼らの専門知識を共通の目的に向けて動員するための人の
集合体である」
（p. 21）と述べた．また，「これからの知識社会においては，き
わめて多くの人間，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

の成果をもたらすための手段に移行したことの結果だった」
（p. 357）と述べて
いる．これは，スペシャリストとして，知識が単に体系化され新たな知識の創
造を目指すのでなく，ジェネラリストとして知識が他の領域や組織外の社会の
中に適用され新たな価値として共創されることが知識労働者たる現代人の役
割であることを示したと考えられる．この様な知識概念の拡張は，知識の社会

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」
（p. 28）として，知識社会が新たな価値観の到来として，従来の経済的価値観か
ら社会的，精神的な価値観が重要視されている現代社会を捉えた．
ドラッカーは，専制主義や全体主義では実現しえない「自由で機能する社会」
の構築を目指した．さらに，ドラッカーは，知識労働者による知識の専門化，体

的意味として「知識は現代社会の中心的な資源」
（p. 359）であり，人，モノ，金，
情報とともに経営のための重要な資源として認識すべきと示したのである．

系化，社会への適用を通じた成果が「自由で機能する社会」をもたらすことを
示し，知識を扱う知識労働者の役割と知識を中核とする知識経済の重要性を説

ドラッカーは，『新しい現実』
（1989）の第Ⅳ部「知識社会」
，第 13 章「ビジネ
ス社会を超えて」第 16 章「情報化組織の機能と構造」，第 18 章「知識の変化」の
中で，現代社会にあふれるデータや情報，知識について述べている．知識は情
報やデータとして扱われることもあるが，知識の重要な要素として，「知識と
は，個人や組織が何らかの成果をもたらすように行動を可能にし，何かあるい

いたのである．経済至上主義や資本主義社会により生じる格差や貧困など社会
的課題を解決するために，知識労働者が自らの役割を果たすことが求められて
いる．ドラッカーが提示した，知識の専門化，体系化，適用を果たすための手法
は，マネジメント理論として我々現代人の知識へと引き継がれている．我々に
は，マネジメント理論を駆使して，社会的課題を解決し，社会的な成果をあげ

は誰かを変えるものである」
（p. 285）と述べている．知識が単なる情報でなく，
成果や行動に関与しているという示唆は，ドラッカーの知識概念やネジメント
理論の大きな特徴へと発展していく過程である．

ることが求められている．既存の知識が，将来の知識の基盤となり新たな知識
へと創造される知識の連鎖は，知識創造理論にも通じる思考である．また，創
造された知識が社会の中で活用され現代社会を制約する過程は，制度主義経済

ドラッカーは，
『ポスト資本主義社会』
（1993）の第Ⅰ部「社会」
，第 1 章「資
本主義から知識社会へ」
，第 4 章「サービス労働と知識労働の生産性」，第Ⅲ部
「知識」，第 10 章「知識」の中で，知識を科学的側面からテイラーの評価として
「先進国経済を生み出したものは，
「知識」の仕事への適用だったという事実」

学的視点である．本論文では，ドラッカーの知識概念やマネジメント理論を理
解するために，知識が創造，適用される過程について知識創造理論から検討す
るとともに，知識創造過程を通じて生じる社会的制約について制度主義理論の
視点からも検討する．この様にマクロ的視点からドラッカーの知識概念やマネ

（p. 82）を述べている．また，
「知識を富の創造過程の中心に捉える経済理論が
必要」
（p. 303）として知識の経済が重要であり，改善，開発，イノベーションへ
知識が重要な役割を果たすことを示した．
ドラッカーは，
『明日を支配するもの』
（1999）の第 4 章「情報が仕事を変える

ジメント理論を捉え直することで，我々現代人に課せられた様々な社会的課題
を解決するための知見や視点を得ることができると考える．

新情報革命」，第 5 章「知識労働者の生産性が社会を変える 先進国の条件」の
中で，知識は社会や組織にとって重要な資源であることを踏まえて，知識労働
者と組織関係について，
「知識労働者，すなわち，組織に富の創出能力を与える
存在としての人的資源の利益の観点から雇用主としての組織とその経営を見直
さなければならない」
（p.187）と言及した．
ドラッカーは，『ネクスト・ソサエティ』
（2002）の第Ⅰ部「迫り来るネクス
ト・ソサエティ」，第 3 章「雇用の変化」
，第Ⅱ部「IT 社会のゆくえ」
，第 1 章「IT
革命の先に何があるか？」
，第 2 章「爆発するインターネットの世界」の中で，
知識が重要な経営資源であるとして，
「知識労働者とは新種の投資家である」
，

3. 制度主義理論から俯瞰するマネジメント理論
本章では，制度主義理論の概要を紹介した後に，ドラッカーのマネジメント
理論と制度主義理論の関係について検討する．ドラッカーは，著書を通じてマ
ネジメントによりもたらされる「自由で機能する社会」の実現を訴えてきたが，
ドラッカーのこの様なアプローチについて内田は「社会学と経済学のコンセプ
トを統合しようとしている」，更に「ドラッカーは制度的な思想家である」と述
べている（3）．ドラッカーは，組織が社会の機関であることを示し，すべての組
織が経済的，社会的な相互関係の中で共生すべく「自由で機能する社会」を構
築するための責務を組織に託したのである．社会秩序を維持するために創出さ
れる制度という視点から社会を捉える制度主義的思想と，マネジメントにより
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「自由で機能する社会」を構築するドラッカー思想のアプローチは，近似的な
概念と捉えることができる．内田はドラッカーの制度的な社会観について「マ
ネジメントは社会的な問題を解決することが必要なために現れた．その結果と
して組織は社会的な貢献によって定義され，制度的なマネジメントはこれら
の貢献を可能にする」と述べている．ドラッカーの制度的なマネジメント思想
は，組織構造のみならず組織過程にも焦点を合わせていると考えられる．内田
は現代の制度主義理論が，規範的行動や組織的形態における影響，文化的要素，
社会的ネットワークという制度的構造と捉えるともに，その創造過程にも注
目し，「制度的構造を認識し，制度的なマネジメントプロセスに集中している
ドラッカーの考え方に類似している」と制度主義理論とドラッカーのマネジメ
ント思想の類似性を示している．ドラッカー自身，書籍の中で制度主義理論と
の関係や定義については語っていないように思われるが，企業文化，企業の社
会的責任，規範などインフォーマルな領域の言及も多い．フォーマルな制度で
ある法規，規則などとインフォーマルな制度を包括する現代制度主義理論とド
ラッカーのマネジメント思想の類似性は強いと考えられる．
ドラッカーのマネジメント思想との類似性がある制度主義理論を理解するた
めに秩序と制度について補足する．シャバンス（4）の『入門制度経済学』から秩
序について「ハイエクにおける秩序とルール」
，制度について「ノース：フォー
マルな制度とインフォーマルな制度」を参考に制度主義概念について紹介す
る．ハイエクは秩序という概念について「ある種の首尾一貫性や永続性を想起
させ，「システム」
「構造」あるいは「パターン」という概念と似ている」と述べ
ている．ハイエクは，社会や経済の領域において，組織された秩序と自生的秩
序という 2 種類の秩序を理解することが重要であると述べている．組織された
秩序とは，意図的に構築されかたちづくられた秩序であり組織とも呼ばれて
いる．自生的秩序とは，管理されることのない進化によって自己組織化の過程
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社会的ニーズや豊かな社会を目指し，知識を創造，体系化することで社会的
成果をあげることが，現代社会に生きる我々に課された役割である．「自由で
機能する社会」を構築するために必要な秩序や制度を構築することは，我々が
役割を果たすための社会的基盤として重要な社会的資源となる．マネジメント
は，意図的秩序（フォーマルな制度）を創造する際に重要な役割を果たす．ド
ラッカーは，
「自由で機能する社会」を構築するためにマネジメントという知
識の体系化を果たした．我々は，ドラッカーのマネジメントを活用して「自由
で機能する社会」を実現できる可能性を手にしたと言って良いだろう．制度主
義理論で示された意図的秩序（フォーマルな制度）を創造するために，ドラッ
カーの知識概念やマネジメント理論を理解することで，我々は多くの示唆を得
ることができる．社会秩序を維持するための自生的秩序（インフォーマルな制
度）についてはどの様に捉えるべきであろうか．知識創造理論から，暗黙知で
ある「共通善」の表出化から形式知の結合化として意図的秩序（フォーマルな
制度）が創造される過程であり，新たに暗黙知の表出化，結合化による自生的
秩序（インフォーマルな制度）が創造される過程と捉えることが可能である．
暗黙知の結合化により生じる自生的秩序は，意図的秩序同様に我々の社会や組
織を制約することになる．つまり，我々が社会活動を行うに際して，意図的秩
序と自生的秩序双方から制約を受けつつ，日々の活動（価値共創活動）を送る
ことが求められる．マネジメントを論じる際にも，社会的制約としての意図的
秩序とともに，自制的秩序の関与を，考慮する必要がある．次章では，知識創
造に際して重要な要素となる暗黙知について知識創造理理論から，自生的秩序
（インフォーマルな制度）に深く関与している暗黙知について検討する．

4. ドラッカーの知識概念と知識創造理論（SECI モデル）
ドラッカーの知識概念やマネジメン
ト理論，更に近似的な理論である制度主
義理論の概観について述べてきたが，本

を通じて形成され拡大していく．組織された秩序と自生的秩序は，経済と社会
の様々なレベルで共存している．ノースは制度について「制度は人間によって
作られた制約であり，人間の相互作用を構造化する．それはフォーマルな制約
（ルール，法律，憲法）とインフォーマルな制約（行動規範，慣行，自己に課す行
為コード）とそれらの履行（enforcement）に関する特性からなる」と定義して
いる．制約という概念，フォーマルな制度とインフォーマルな制度という 2 種

章では「自由で機能する社会」を構築す
るために新たな知識が創造され，社会へ
適用され，その結果として新たな制度と
して社会を制約，規定する過程を野中の
知識創造理論（SECI モデル）から俯瞰す
る（図表 1）．野中が提唱した SECI モデ

類の制約が大きな特徴である．フォーマルな制度とは，日々の経済的，社会的
行動に対して規制，制約するための，意図的に創られた制度である．これに対
して，インフォーマルな制度とは，無意識的に生じ共有される自生的な秩序で
ある．これらの制度は，社会秩序を維持するという共通目的を有するが，その
創造過程や制約の程度は大きく異なっている．
「自由で機能する社会」を構築
するためのマネジメントを検討するためにこれら制度を認識し，社会の中で最
適化することが求められる．
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ルとは，知識創造の過程を 4 つのフェー
ズ（共同化，表出化，結合化，内面化）に
分け，これらの領域を知識が暗黙知から形式知，形式知から暗黙知へと循環す
ることで新たな知識創造が行われることを示した（5）．SECI モデルを理解する
ためには，形式知と暗黙知を理解することが必要である．形式知とは，言葉や
図表 1 SECI モデル
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数値，図表など客観的に相互
理解が可能な知識である．暗
黙 知 と は，個 人 の 経 験 や 感

制約），自生的な秩序（インフォーマルな制約）
，自律的な秩序（インフォーマル
な制約）として捉えることで，制度と人間の社会活動の関係性を認識する手掛
かりとなる．

覚など主観的で相互理解が
難しい属人的な知識である．
フ ェ ー ズ 1（ 共 同 化 ）で は，

フォーマルな制約が，形式知的な社会的合意である法規や政策として強制力
を有するのに対して，インフォーマルな制約は，暗黙知的で自制的な制約であ
る．社会の中で，人々に共有されているインフォーマルな制約は，個々人の自

自身が有する暗黙知と新た
に獲得した暗黙知が共有さ
れることで新たな暗黙知が
創造される．フェーズ 2（表
出化）では，個人が習得した

律的な道徳と一体化し，社会秩序を維持するための制度として機能すると考
えられる．SECI モデルの共同化にて，インフォーマルな制度を創造する暗黙
知は，形式知としてのフォーマルな制度の源泉であるとともに社会秩序を維持
するための倫理を支える道徳である．これは，我々が社会の中で生活するため
に必要な信頼や規範の源泉であり，個々の人間の自律的な道徳観である．個人

図表 2 知識創造を介した制度創造プロセス

暗黙知を言語化など客観的
に認識できる新たな形式知が創造される．フェーズ 3（結合化）では，組織や社

的な善意や善行は，社会秩序を維持するための社会秩序へ移行するとともに
インフォーマルな制度として社会に根付き，文化や慣習，習わしなどローカル

会に存在する形式知を組み合わせることで新たな形式知が創造される．フェー
ズ 4（内面化）では，既存の形式知を活用し新たな暗黙知が創造される．このよ
うに暗黙知から形式知，形式知から暗黙知という変換プロセスを循環すること
で，新たな知識が創造されるのである．ノースが制度主義理論として提唱した
インフォーマルな制度は，暗黙知としての倫理的規範が共有されている状態で

コモンズを機能させる規範として，社会や個々人を制約する．しかしながら，
インフォーマルな制約にも限界がある．地域社会を越える国家的な活動や宗
教，民族，グローバル企業の台頭などを背景に，世界規模の秩序構築の要請が
高まっている．多様性が求められる現代社会では，共感や信頼関係を通じたイ
ンフォーマルな制度のみで，社会秩序を維持することは困難である．法規制な

あり，フォーマルな制度とは形式知である法的規範が共有されている状態であ
ると考えることができる（図表 2）
．インフォーマルな制約として個々人の活動

ど公権力による，強制力を備えたフォーマルな制度が必要である．しかしなが
ら，特定の志向に基づき，強制的に世界を制約することは，全体主義的な志向
として社会的反発を生じさせる危険性を秘めている．強制的な全体的制約は，

を制約する道徳や倫理について，知識創造理論の視点からその創造過程を考え
ると，個々人の内心で共同化として生じる道徳と社会の中で結合化として共有
される倫理では大きく異なることが理解できる．ここでは，野中の SECI モデ
ルを参考に，社会秩序が構築されるプロセスについて検討する．SECI モデルで
は，個々人の暗黙知が表出化を経て，形式知として結合することで社会に共有
されることが示されている．形式知に至らず，個々人の間主観として暗黙知的
に共有された状態を，自発的な秩序と想定することができる．これは，個々の
人間が，社会の中で必要な暗黙知的秩序を共有している状態であり，個々人の
暗黙知が社会の中で新たな暗黙知として結合化された状態と考えることができ
る．「暗黙の了解」や「場の空気」と喩えることができる．自生的な秩序（イン
フォーマルな制約）は，社会の中で暗黙裡に我々を制約し，社会秩序を維持す
るための規範として作用している．社会の中で規範として存在する倫理も，社
会的に共有された暗黙知として，個々の人間の中に内面化することで，自主的
な制約として作用している．SECI モデルの結合化を拡張し，形式知の結合化
を意図的な秩序，暗黙知の結合化を自制的な秩序と考えることができる．さら
に，社会的な制約でなく，自律的な規範である道徳は，自己の内心で生じるも
のであり，暗黙知の共同化として自律的な秩序と考えることができる．知識創
造理論の視点から，社会に存在する制度配列を，意図的な秩序（フォーマルな

無条件に許されるのではなく，社会全体の利益を確保するために必要最小限の
制約となるようグローバル社会からの正統性が求められる．正統性を担保した
フォーマルな制約の構築と，社会の中で自生的に生じているインフォーマルな
制約との絶妙なバランス感覚が求められることになる．
現代社会では，インフォーマルな制約とフォーマルな制約をバランスさせ
ることで，持続可能な社会を目指すことが求められる．SECI モデルを活用す
ることで，制度創造過程を認識することが可能となり，形式知の結合化による
フォーマルな制約と暗黙知の結合化によるインフォーマルな制約の違いや，イ
ンフォーマルな制約の基盤となる倫理や道徳が創造される過程を理解するこ
とができる．社会に存在する制度は，経時的に変化している．時代や環境に即
した制度配列が必要であり，持続的かつ機能的な社会を実現するためには，制
度配列を継続的に調整することが必要である．最適な制度調整を行うには，
個々人に内在している道徳，社会的に共有された倫理などの暗黙知であるイン
フォーマルな制度，強制力を有する形式知であるフォーマルな制度を認識し，
現代社会に必要な制度配列として再構築することが必要である．この様な複雑
な制度配列を構築する際に SECI モデルの循環を理解することは，個々人の自
律的な制約として作用する道徳，社会の中で自制的な制約として作用する倫
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理，強制的な制約として作用する法規制などの関係性を認識するための視座と
して有用である．これらの知見を活用することで，社会的認識が広がり，現代
社会に生じている社会的課題や環境問題を解決する手掛かりとすることができ
る．
社会システムから生じる様々な問題に対処するには，既存制度の改廃や新た
な制度の新設が必要である．しかしながら，必要以上に社会を制約することは，
我々の社会的活動の利便性や自由，イノベーションなどに対して大きな障害と
なる恐れがある．現代の社会情勢を踏まえて，機能的な社会に必要な制度配列
を構築するために，特定の地域や自国など限定された範囲に対する制約でなく
広く社会的な視点から必要な制約を検討することが必要である．次章では，マ
ネジメントや知識，制度，秩序の源泉である個々人の内心に存在する暗黙知で
ある「共通善」につい検討する．

5.「自由で機能する社会」を支える「共通善」
森岡は，知識労働者が「自由で機能する社会」を実現するための方策につい
て，2019 年 11 月に来日したフランシスコ教皇の発言から，我々が持つべき社
会的視野について「市民性の意識」から「共通善の意識」に拡張すべきことを
示している（6）．知識労働者は社会貢献のために知識を社会に適用し成果を実現
するための基盤として社会的な視野の拡張とともに自己の内心や社会の中に存
在する社会的意識として「共通善」という新たな領域を提示し，
「共通善」につ
いて「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」と述べている．また，「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．
」と述べ，組織やマネジメントの役割である社会的責任や社
会貢献と同義的な重要要素であることを示した．
「自由で機能する社会」を実
現するためには，人間の内心に潜む主観的で暗黙知的な「共通善」を表出化し，
社会に求められる成果として知識を創出することが必要である．
マネジメントに求められる社会的拡張は，資本主義の台頭により，グローバ
ル化した巨大な資本主義市場の中で，企業活動を継続するために不可欠な要件
である．北村は，現代社会で生じている様々な社会的課題について，「企業の存
在はこの共通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」と警鐘
（7）
を述べている ．我々が認識すべき社会は，経済市場という限定された領域で
なく，地域社会や自然環境など広大な領域である．この様な現代社会の中で，
「自由で機能する社会」を目指すマネジメントの重要性は計り知れない．
行本は，明確な定義がされていない「共通善」について，近江商人の三方よ
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し，商売 10 訓，渋沢栄一の論語と算盤，SDGs，ESG 投資，ドラッカーなどから
「共通善」の本質について検討している．行本は，「共通善というのは，常に改
善修正されながら，理想的には，誰一人残さない，人類共通善を目指す努力が
人類に求められている．これをやっていかないと人類の命が守れないレベルに
至る前の予防措置として，共通善の実践が求められている」と述べている（8）．
これは，「共通善」とは，自然科学的な普遍的定義は存在せず，時代とともに変
遷することを示唆している．
ドラッカーは，「共通善」について明確な定義はしていないが，著書の中で，
「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の善に
対する責任を担わないかぎり，社会として成立できない．しかし，そこには常
に，共通の善の追求と正当ならざる権力の行使という落とし穴がある．
」
（
『マ
ネジメント』
（上）
P 405）
，
「自らの経済力をもって，自らの価値観を社会に押し
付けることも許されない．」
（
『マネジメント』
（上）
P 405），
「多元社会 において
は，共同の善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」
（『マネジメント』上，P 407），
「しかしこの望みをかなえるためには，
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）などと述べている．
「共通善」の本質を認識し，
「自
由で機能する社会」を実現するために我々が何を行うべきか，自問自答を継続
し組織活動を行うことが必要である．
（9）
の中で，
「
「共通善」は絶対主義
菊池は，『人間の尊厳と「共通善の政治学」
』
や全体主義の正当化として，もっぱら用いられるという理解がある」，「「共通
善」は個人の自由や権利を否定するものであるとか，たんなる個人の利益の集
合でしかないという見方が強まっていった」と，社会の中で共通善が用いられ
る危険性を述べている．また，
「
「人間の尊厳」や個人の「権利」をむしろ共通善
と考え，民主政治の目的がそのような「共通善」を実現することであるという
主張がむしろ一般化する．
」
，
「民主主義の目的は「共通善」であることを語って
いる」
（まえがき p. ⅰ〜ⅱ）として，
「共通善」が人類の本質的な目的としてそ
の重要性を述べている．
ティロールは，『良き社会のための経済学』の中で，「共通善」について多く
を述べている（10）．ティロールは「共通善」について，
「社会全体にとって良い
こと，すなわち共通善を求める姿勢は〜」
（はじめに p. 18），「経済学は共通善
に尽くし，世界をより良くすることを目指す．この目的を達成するために，全
体の利益を高めるような制度や政策を示すことが経済学の仕事となる．経済学
は社会全体の幸福をめざす中で，個人の幸福と全体の幸福の両方に配慮し，個
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人の幸福が全体の幸福と両立する状況，両立しない状況を分析する．」
（はじめ
に p. 21）と述べ，「共通善」が社会活動の中で重要な目的として存在してい
ることを示している．また，ティロールは，
「共通善」が求められる社会的背景

認するとともに，知識が社会に適用される過程と既存の知識により制約，規制
される社会秩序を SECI モデル，制度主義理論との対比を試みた．ドラッカー
のマネジメント理論と知識創造理論や制度主義理論を対比することで，暗黙知

として，市場に対する不信感，ポピュリズムやポピュリストの台頭をあげ，社
会全体の幸せを求めず自国や自身が属するコミュニティを優先する思考は，社
会的な対立を生じさせ危険性についても述べている．
「公共善」に陥ることな

的な知識から形式知的な知識である意図的秩序（フォーマルな制度）と暗黙知
的な知識である自生的秩序（インフォーマルな制度）が創造され，
「自由で機能
する社会」を構築している現状を確認することができる．また，暗黙知の根底

く，
「共通善」を実現するための方策として，
「共通善」を追求する基準につい
ても言及している．ティロールは，個人は自分の幸福のために他人を犠牲にし
てはならないとして，個人の利己的な判断を排除するために，無知のヴェール
越しに主観のない全体の幸福を問う重要性を示した．更に，経済学の限界とし
て，社会に成り代わって「共通善」を定義することはできないが，
「共通」の実

にある「共通善」が，暗黙裡に共有され，社会秩序を維持するための制約として
機能していることを示した．次章では，知識としてマネジメント理論を活用す
ることで，現代社会に生じている社会的課題を解決するための手法について提
案する．

現手段を分析し峻別することによって「共通善」の具体的な目的へと議論を導
くことができること，経済学が「共通善」を所与の条件とし，その実現に寄与

6. 社会的課題を解決するための「共通善」と「知識」，「関係性
（ネットワーク）」

するツールを開発することが期待されることを述べている．
『良き社会のため
の経済学』の解説の中で北村は，
「私たちは，社会科学が徐々に再統合される現
場に立ち会っている．再統合の歩みはのろいかもしれないが，必然だといえる．
なぜなら，…文化人類学，法学，経済学，歴史学，哲学，心理学，政治学，社会
学は，みな同じ人間，同じ集団，同じ社会を扱っているからだ．19 世紀の終わ

ドラッカーが示したマネジメント概念は，組織の管理という狭義的な視点を
拡張することで，社会的課題の解決というマネジメントの広義的な役割を求め
ている．社会的課題を解決するには，知識の専門化，体系化，社会への適用を

りまで，これらの学問は一つにまとまっていた．それを復活させるべきであり，
多くの学問分野が他分野の知識や技術に対して開かれた姿勢で望む必要があ
る．」と述べている．探求を通じて知識の社会的適用や他学問との融合という新
たな知識創出の可能性を示したことは，ドラッカーの社会観や知識概念と共通
する視点である．
ドラッカーの知識概念，マネジメント理論は，
「自由で機能する社会」を構築
するための手段であり，その目的は専制主義的な全体主義を排除し「自由で機
能する社会」を実現することである．知識労働者は，すでに先人により創出さ
れ社会の中で共有されている知識や秩序の制約の下で新たな知識を体系化し，
．社会の中で活用される知
知識の適用を通じて社会的価値を共創する（図表 3）
識創造の源泉は，社会的価値
を全人類で共有するという
「共通善」であり，マネジメ
ントを実施する際には，組織
や個々人の役割や使命を定
めること，つまり事業の定義
が最も重要であることを再
認識すべきである．本論文で
は，知識の専門化，体系化と
してのマネジメントを再確 図表 3 共通善から生じる知識と秩序

通じて，属人的な知識を組織活動の成果として社会に貢献することである．知
識の創造に際して，暗黙知から形式知への創造過程は，SECI モデルから理解を
深めることができる．また，知識の活用は意図的秩序（フォーマルな制度），自
生的秩序（インフォーマルな制度）として制度主義理論からも学ぶべき知見も
多い．この様に多様な学問的論点を包含するマネジメント概念から創造された
マネジメント・スコアカードの可能性を追求するには，多様な視点から考察す
ることが必要である．森岡は，マネジメント・スコアカードを「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
（11）
である．」と定義 するとともに，前述した『ニューノーマル時代のオーケス
トラの楽譜』の中で，マネジメント・スコアカードを 4 つの知識エリアに分類
した（12）．知識エリア 0 を「マネジメントは“自由で機能する社会”に貢献する」，
知識エリア 1 を「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）
」
，知識エリア 2 を「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）
」
，知識エリア 3 を「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」と示した．
森岡は，マネジメント・スコアカードにおける知識と社会との関係を浮き彫
りにした．個々人の内心に潜む「共通善」と社会で求められている成果を接続
するマネジメント・スコアカードの重要な役割である．本論文では，森岡が示
した知識エリアについて探求を加える．知識エリア 0 では，
「自由で機能する社
会」を実現するための知識の共同化や表出化の源泉となる「共通善」を認識す
ることが求められる．また，知識エリア 1 と知識エリア 2 では，知識を社会的成
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動を目指すことが不可欠で
ある．マネジメント・スコ

果へと転換するための知識の表出化と結合化を推進することが求められる．更
に，知識エリア 3 では，知識が社会的な成果へと具現化されるよう社会からの
制約を含めネットワークを構築することが求められる．「自由で機能する社会」

アカードは，組織に求めら
れている使命や役割を達成
するために考慮すべき社会
的要因である意図的秩序
（形式知的な法規や施策な
ど）と自生的秩序（
「自由で
機能する社会」を構築する

を実現するためには，我々の知識創造活動などすべての活動の源泉が「共通善」
から生じていることを認識することが必要である．
「共通善」
，
「知識」
，
「自由
で機能する社会」それらの「関係性（ネットワーク）」を理解することで，現代
社会に生じている社会的課題を解決するための示唆を得ることができる．今回
の研究を通じて，ドラッカーの知識概念を知識創造理論や制度主義理論の視点
から概観することで多くの知見を得ることができた．具体的には，知識が社会
的な制約を受容する中で「自由で機能する社会」を構築するために知識が社会
の中で創造，適用される過程の解明である．また，知識の創造から適用に際し
て，マネジメント・スコアカードを活用することで，社会的な制約として存在
する知識や制度を認識するとともに，社会的課題との関係性を社会的ネット
ワークとして認識できることを示した．
最後に，現代社会に生じている解決が困難な社会的課題に対するマネジメ
ント・スコアカードの活用意義について述べる．社会的課題が生じる要因とし
て，四つの次元があると考えられる．一つ目は，社会的課題を解決するための
知識が存在していないという不確実性の次元がある．二つ目は，社会的課題を
解決するための知識は存在するが入手できないという情報の非対称性の次元
がある．三つめは，社会的課題を解決するための知識を入手しているのも関わ
らず使用するための合理的判断が行えないという限定合理性の次元がある．そ
して，最大の難関である四つ目の次元として，社会的課題を解決するための知
識を有し，かつ合理的判断を得ているにも関わらず知識の適用を放棄する多元
的無知という次元がある．多元的無知とは，特定の社会的集団の構成員に見ら
れるバイアスの一種と考えられ，集団の過半数が任意のある条件を否定しなが

79

ための倫理や規範，道徳な
ど）を認識するための羅針
盤として機能する．人類が
共有している「共通善」を源泉とする知識活動に際し，社会的要因として社会
を制約する自生的秩序や意図的秩序を認識するとともに，これらの関係性から
社会的価値共創に必要なネットワークを構築し，自己の活動と社会的要請を協
働させることで社会的価値である成果をあげることが可能となるのである（図

図表 4 マネジメント・スコアカードの役割

表 4）
．
「共通善」は人類が共通している「豊かな社会で共存したい」という願望の源
泉であり，無意識の根底にある集合的無意識の中に存在すると考えられる．
「共
通善」は，
「自由で機能する社会」を希求する潜在的な無意識であり，「自由で
機能する社会」を構築するために必要な知識の源泉でもある．つまり「共通善」
は，
「自由で機能する社会」や社会貢献のための知識を創造するという信念と
して，人間の内心から表出されるのである．この様な信念は，組織社会の中で
知識として専門化，体系化され，社会に適用されることで社会的価値共創が実
現される．この価値共創のプロセスは，社会に存在する意図的秩序である法規

らも，他者が受け入れることを想定しそれに沿った行動をしている状況と定義
されている（13）．情報の非対称性については囚人のジレンマ，限定合理性につい
ては様々なバイアスの存在やフリーライダー，共有地の悲劇，社会的ジレンマ
などへの対処として多くの研究が存在する．また，多元的無知についても認知
的不協和理論，認知バイアスなどの視点から解決に向けた多くの研究が行われ
ている．グローバル化や DX を背景に，多くの知識が社会的課題解決に向けて

や自生的秩序である文化や慣習，倫理からの制約を受けることになる．しかし
ながら，この様な制約下で創造される知識が社会的価値を阻害する恐れもあ
る．不確実性，情報の非対称性，限定合理性，多元的無知などの存在である．こ
の様な，社会に存在する要因，人間の内心に存在する要因を，正統性ある社会
的価値共創へ導くための羅針盤として，マネジメント・スコアカードの活用が
期待される．「自由で機能する社会」を実現するためには，前述した『MSC 体

世界的に共有可能である．しかしながら，組織社会の中で合理的判断を阻害す
る空気や暗黙の了解，利己的な忖度という，悪しき組織文化が存在し続けてい
ることも現実である．理想としては，全体の利益を遵守すべき「共通善」から
生じる社会秩序や互助，共助を促す社会的ネットワークが機能すべきである．
しかしながら，社会的課題を助長する負のネットワークが個々人の欲望ととも
に社会に併存している．この様な現状を解決するためには，知識やネットワー
クを手段として現状を認識し，社会的価値の共創という目的の下で知識創造活

系図』
（
『ニューノーマル時代のオーケストラの楽譜』に詳しい）を参考に，社会
的なネットワークの中で正統性のある知識創造活動であるかを自問自答するこ
とが求められる．個々人の内心に存在する「共通善」の存在，社会の中に自生
的秩序として存在する文化や慣習，倫理などインフォーマルな制約の存在，意
図的秩序として制定された法規や規範などのフォーマルな制約の存在，これら
の制約の中で行われる知識創造の成果を最適化させるには，全体的な関係性の
中で図られているバランス感覚である．このバランス感覚については，リレー
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ションシップや関係性，ネットワークとして多くの研究が存在している．本論
文では，社会の中に存在する関係性について，社会学的視点からも考察を加え
た．社会学では，個人間の関係性を紐帯として，その関係性について探求され
ている．我々は，自身や自社が存在する業界という強い紐帯の中で経済活動を
行っているが，関係するステークホルダーの中で生じている環境問題や人権問
題など様々な社会的課題を認識するために，弱い紐帯の存在にも配慮すること
が求められている．ドラッカーも，企業の社会的責任に留まらず，プロフェッ
ショナルとして知りながら害をなすことがないようプロフェッショナルの倫理
を固持することを求めている．グラノヴェッターは（14），弱い紐帯について，社
会移動の機会をもたらす重要な資源であり社会的凝集性をもたらすと示すとと
もに，強い紐帯は，局所的に凝集した部分を生み出すことで全体的に見れば断
片化をもたらすことを示した．フラッシュ（15）（16）は，強い紐帯の弱さとして，強
い社会的紐帯がインフォーマル・コントロールに基づく解決を促進するどころ
か，社会的ジレンマにおける集団連帯を損なうかもしれないこと，共有財を犠
牲にしてでも強い紐帯を維持する危険性についても言及している．マネジメン
ト・スコアカードを活用することで，紐帯の強弱を超えて社会的価値を共創す
るための社会的ネットワークの構築を目指すことができる．マネジメント・ス
コアカードに基づき，組織を定義し組織の知識活動を継続すること，すなわち
「事業の定義」
，
「5 つの重要な質問」，
「8 つの重要領域目標」を策定，共有する
ことが求められる．強い紐帯による反社会的な歪んだ制約を排除し，弱い紐帯
になりがちな社会性や正義という制約に従い，社会貢献することで社会的正当
性が得られるよう行動すべきである．

「自由で機能する社会」を支えるドラッカーの知識概念
― 知識創造理論と制度主義理論から俯瞰するマネジメント・スコアカード
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に知識労働者の専門知識の適用を支援し，専門知識が社会的な成果となること
を組織目標とすべきである．社会に存在する組織がこの目標を果たすための手
法がマネジメントであり，その体系として専門化されたマネジメント・スコア
カードの社会的意義は大きい．
本論文では，ドラッカーの知識概念について，知識創造理論や制度主義経済
学の視点から，「共通善」を源泉として知識が社会的な制度として，我々の社
会に秩序をもたらす過程について概観した．知識の目的が，社会的な成果と考
えるのであれば，知識の創造過程やその作用を認識することに留まらず，知識
が社会的に価値をもたらす実践的活用が社会的要請であろう．本論文では，暗
黙知が内面化，共同化，表出化を経て，形式知とともに暗黙知として結合する
ことで社会的価値が創造されることを示すとともに，社会に存在する文化や慣
習，倫理などが，暗黙知として結合することで社会的意識となり，社会を制約
することで社会秩序を担保することに言及した．これは，社会に存在する形式
知的知見が社会秩序を維持するための知識の結合による社会的共有を示した
SECI モデルからの拡張である．個人と組織，社会と社会的制度の関係を，人間
の内面から捉え直すことで，より有効的な社会制度，しいては知識創造や「自
由で機能する社会」の構築に資すると考えられる．
「自由で機能する社会」を実
現するために，すべてのステークホルダー間のネットワークを認識し，「共通
善」を基盤とした新たな知識の共有を図ることが必要である．
「自由で機能する社会」の構築には，専制主義的な全体主義に対抗する価値観
の多様性が不可欠であり，そのためには，自身の価値観を超える新たな知識の
認識が必要である．知識のサイロ化を防ぎ，多様な隣接領域における社会的価

「自由で機能する社会」は，社会全体が豊かになるために個々人の内心に存在
する「共通善」によって自生的に創造され得るだろうか．個々人が自覚し難い
「共通善」が，利己的な欲望を抑えて「自由で機能する社会」が構築される可能

値の共創を支援するために，知識の創造とそのプロセスに影響を及ぼす社会制
度配列の最適化が現代社会に生きる我々の役割である．本論文で紹介した知識
概念は，抽象的な概念であり，実務での実践的な活用には課題も多いと思われ
る．また，社会の中で有機的に結合し，我々社会を制約している制度としての
形式知の共有（フォーマルな制度）と暗黙知的な共有（インフォーマルな制度）

性のみに期待せず，自律的な知識創造活動を介して積極的に「自由で機能する
社会」の実現に貢献することが必要であろう．社会秩序を維持するための慣習
や文化を通じた倫理的な制約（インフォーマルな制約）や必要に応じて強制的

の関係性についても，未だ十分な研究は行われていない．マーケティング理論
やマネジメント理論という経営学や経済学も社会の中で密接に関係し，単独で
の専門知識のみでは，広く社会的な成果として寄与することは難しいであろ

な行動を強要する強制力を有する法規や経済的インセンティブ（フォーマルな
制約）をバランスさせることで「自由で機能する社会」を構築することを目指
すべきである．インフォーマルな制約に直接的に関与する「共通善」が「自由で
機能する社会」を構築する源泉である．我々は，人間の利己的な欲望によって，
その行動が歪められないように，社会や地域社会を客観的に認識するための知

う．今後は，隣接領域との相互研究が進み全体知として社会的価値が共住でき
るよう統合的研究が行われることを期待する．人間の内心に存在する利己的な
欲望や社会の中に存在する不寛容な空気を排除するために，社会学や心理学な
ど周辺知識を統合することが必要である．ドラッカーの知識概念やマネジメン
ト概念が精緻化されることで，知識がその専門領域を超えて社会に適用され．

識を獲得すべきであり，この様な組織活動こそが，ドラッカーが求めた知識概
念の目的である．
「自由で機能する社会」に必要な知識を創造することが，知識
労働者に課された役割であり，組織は「自由で機能する社会」を構築するため

社会的な成果となり，「自由で機能する社会」を構築することが可能となる．
我々は自身が有する知識と社会的ネットワークを介して入手した資源を統合す
ることで知識創造を実現することになるが，社会的ネットワークの中で自らを

6. まとめと今後の課題
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適確にマネジメントすることを忘れてはならない．
【注】
（1）佐藤幸夫 ,「ソーシャルビジネスを導くマネジメント・スコアカードの可能性」MSC 論文
エッセイ集（Vol. 2）
, ドラッカー学会マネジメント研究会 MSC 実践研究部会（第二期）成
果報告 , p.55 -73
（2）春日賢 ,『ドラッカーの「知識労働者」概念について：概念的 変遷をめぐって』, 北海学園
大学経営論集 ,2013 11（2）, p.13-59
（3）内田成 ,「制度主義とマネジメント理論：ドラッカーを中心として」埼玉学園大学紀要 経
営学部篇 ,2011（11）, p.65-76
（4）ベルナール・シャバンス（著）
, 宇仁宏幸，中原隆幸，斉藤日出治（訳）
,「入門制度主義」ナカ
ニシヤ出版 ,2007 , p.62-74, p.87-98
（5）Nonaka I. and Takeuchi H.The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995（野
中郁次郎 , 竹内弘高 , 梅本勝博（訳）,『知識創造企業』, 1996 , 東洋経済新報社）
（6）森岡謙仁 ,「ニューノーマル時代のオーケストラの楽譜」MSC 論文エッセイ集（Vol. 2）
,ド
ラッカー学会マネジメント研究会 MSC 実践研究部会（第二期）成果報告 , p. 23 - 53
（7）北村和敏 ,「 経営倫理とドラッカー・マネジメント」MSC 論文エッセイ集（Vol. 2）, ドラッ
カー学会マネジメント研究会 MSC 実践研究部会（第二期）成果報告 , p. 74 - 92
（8）行本憲治 ,「近江商人，渋沢栄一の公共善からドラッカー MSC のめざす共通善への道程」
MSC 論文エッセイ集（Vol. 2）, ドラッカー学会マネジメント研究会 MSC 実践研究部会（第
二期）成果報告 , p.93 - 112
（9）菊池理夫 ,『人間の尊厳と「共通善の政治学」』, 2011 , 勁草書房
（10）ジャン・ティロール , 村井章子（訳）
『良き社会のための経済学』, 2018 , 日本経済新聞出版
社
（11）森岡謙仁 ,「MSC 体系図；『ネクスト・ソサエティ』以後 2020 . 12 . 31 まで」, 2020 . 12 . 31
（12）森岡謙仁 ,「MSC 体系図；『ネクスト・ソサエティ』以後 2020 . 12 . 31 まで」, 2020 . 12 . 31
（13）Katz Daniel and Floyd H. Allport,
（1931）, Student Attitudes. Syracuse, N.Y., Craftsman.
American journal of sociology, 78 : 1360 （14）M Granovetter, 1973 ,“The Strength of Weak Ties,”
1380 .（大岡栄美訳，2006，「弱い紐帯の強さ」野沢慎司編，『リーディングスネットワー
ク論：家族・コミュニティ・社会関係資本』勁草書房 , p. 123 - 158）
（15）Flache, A. 1996, The Double Edge of Networks, Amsterdam,Thesis Publishers.
（16）Flache, A. and M. W. Macy. 1996,“The Weakness of Strong Ties: Collective Action Failure in a
Highly Cohesive Group,”Journal of Mathematical Sociology, 21 : p. 3 - 28 .

【略歴】 多摩大学医療・介護ソリューション研究所フェロー
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，倫理的消費，SDGs 導入，企業の社会的責任など．
ドラッカー学会ドラッカー「マネジメント」研究会 MSC 実践研究部会では，
MSC の実践導入に向けて，サービス・エコシステム概念や知識創造理論，制度
主義理論など関連知識との融合について研究．
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『経営者の条件』にGROWモデルを適応
することによる「成果をあげる5 つの習慣的
能力」のコーチングスキル・セルフマネジメント
スキルとしてのリフレーム
―ドラ
 ッカー「経営者の条件」
×コーチングの
「GROWモデル」
＝ドラッカリアン・コーチング

Reframing as the Coaching Skill Self-Management Skill
of “Five Elements of Executive Effectiveness” by Adapting
GROW Model for “The Effective Executive” I Call it
“Druckerian Coaching”

和光良一
Ryoichi Wako

（（株）日興電機製作所 , EMS Fellow, 中小企業診断士）

Summary
P. F. Drucker wrote “The Effective Executive” for knowledge workers. There, he
indicated five elements of executive effectiveness. These five elements are related
mutually and do not be independent. But the frame for this relationship does not
exist. I utilized a GROW model as a frame there. Besides, I could do the same thing
about 5 elements of the decision process of “The Effective Executive.”

1. 問題
1 . 1 知識労働者のマネジメント
知識労働者は自らをマネジメントする能力を修得する必要がある．
自らの知識を活用して働く人をドラッカーは知識労働者と呼んだ（1）．知識労
働者はその価値を高める為に通常は分野を特定して先鋭的に知識を深めてい
く．そのため，知識労働者は必然的に専門化していく（2）（3）．
一方，先鋭的に専門化するほど知識労働者は自分一人だけでは社会の役に立
てなくなる．例えば，外科手術は麻酔の専門家を必要とするが，麻酔の専門家
だけでは患者を治療できない．従って，知識労働者は仕事をするために他の種
類の専門家の助けを必要とする（4）．すなわち，組織やチームで働くことで，初
めて世の中の役に立つ事ができる．しかし，これは簡単なことではない．専門
家にはそれぞれ固有の価値観があり，異なる分野の専門家同士ではコミュニ
ケーションを図ることすら容易ではなくなるからだ．すなわち，そこには専門
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家同士が力を合わせて仕事をするためのマネジメントが必要となる．
しかも知識労働者に対しては指示命令によるマネジメントは殆ど意味がない．
単純な肉体労働であれば，例えば「食堂の椅子をこの部屋に持ってきて」という
指示に従って椅子を移動させることができる．たとえ目的を知らなくても肉体
労働であれば決められた手順通りに作業することで一定の成果を上げられる．
しかし，知識労働ではそのような誰もが同じ結果を出せる手順を前もって他の
誰かが決めておくことができない．例えばアイデアの出し方は人によって全く
異なる．誰かにとって有効だった手順が，他の人にも有効とは限らない．勿論，
使いやすいテンプレートというものはあり得るが，それを有効に活用できるか
どうかも本人次第であり，その人に特有の強みや弱みによって有効な方法は異
なる．そのため，仕事の目的を達成する方法を決められるのは本人だけだ．
従って，知識労働者は他の誰かからの指示や命令によって成果を上げること
（4）
はできない．即ち，
「知識労働者は自らをマネジメントしなければならない」
．
そこで，ドラッカーは知識労働者が自らをマネジメントする能力を身につけ
られるように『経営者の条件』を著した（5）．しかも上記の現実を踏まえて，知識
労働者が組織を通じて成果をあげる方法について書かれている（6）（7）．
しかし，
『経営者の条件』は非常に難解である．内容を実践することが難しい
という事もあるが，それ以前に理解することが難しい．その為に途中で読むの
を断念する人がいるほどである．
1 . 2『経営者の条件』の修得を困難にしている理由（構造）
実は『経営者の条件』が理解し難いのには理由がある．同書の終章でドラッ
カーは以下のように述べている．
「本書は教科書ではない．その理由は，成果をあげることは学ぶことはできる
が教わることはできないからである．つまるところ成果をあげることは教科
ではなく修練である」
（p218）
ドラッカー自身が「本書は教科書ではない」と断言している．
『断絶の時代』
に詳しく述べられているがドラッカーは「教えること」と「学ばせること」を
明確に区別している（8）．ドラッカーの言う「教えること」は理解させることを
意味する．一方，「学ぶこと」は反復練習によってできるようになることを指
す（9）．「教科書ではない」ということは，ドラッカー自身が教えようとしていな
い，つまり読者に理解させることを意図していないということであり，そのよ
うな本が理解し易いはずがない．
それでは，
『経営者の条件』はどのよう読めば良いのだろうか．それを考える
ために，まず，「教えること」と「学ぶこと」の違いについて，自転車に乗るこ
とを題材として掘り下げていく．例えば，自転車に乗る方法を理解しても，自
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転車に乗れるようにはならない．逆に自転車に乗る方法を十分に理解していな
くても，反復練習によって自転車に乗れるようになる．「理解する」ことと「学
ぶこと」は同一視されがちだが，このように身近なところにも「教えること（理
解させること）
」はできないが「学ぶこと」はできる能力は存在する．
自転車に乗る能力は，ドラッカーの言う「成果をあげる能力」と同様に「学ぶ
ことはできるが教わることはできない」能力であるといえる．この点で「自転
車に乗る能力」と「成果をあげる能力」には類似性を確認できる．
また，
「自転車に乗る能力」を身に付けることは，学ぶことによって「乗れな
かった人が乗れるようになる」ことであり，「成果をあげる能力」も，学ぶこと
によって「成果をあげられなかった人が成果をあげられるようになる」ことで
ある．これは，「学ぶことによって，できなかったことができるようになる」と
いう意味で同じ構造を有している．
このように「自転車に乗る能力」をベース領域とし「成果をあげる能力」を
ターゲット領域とするアナロジーを確認できる．このようなアナロジーは論
理の飛躍ではあるが，諸学問を基礎づける超メタ理論である構造構成主義では
アナロジーに基づく一般化を行う枠組みが提供されている（10）．「自転車に乗る
能力」と「成果をあげる能力」は存在的には異なる事象だが，「能力を修得する
（学ぶ）」という関心に基づけば，上述したように「類似性の制約」と「構造の制
約」を満たすことができることから，それらを存在論的に同じものとしてみな
すことができる．
さて，自転車に乗ろうとする時は，考え過ぎずに何度も転びながら練習する
方が良い．同様に成果をあげる能力を習得する時も，
『経営者の条件』を理解し
ようとするより，まずは書かれていることを実践するべきだろう．つまり，何
度も転びながら繰り返し自転車に乗る練習をするように，『経営者の条件』も，
たとえ最初は読んだ内容をうまく実践できなくても，成果をあげられるように
なるまで何度も繰り返して読めば良いということになる．
しかし，『経営者の条件』の内容を実践することもまた容易ではない．その原
因について考えるために，再び「自転車に乗る能力」に着目する．
「自転車に乗る能力」を動作に着目して分解すれば，「ペダルを漕ぐ」
「ハン
ドルを操作する」という 2 要素に分解できる．同様に「成果をあげる能力」をド
ラッカーは『経営者の条件』において，「（1）時間を管理する」
「（2）貢献に焦点
を当てる」
「（3）強みを生かす」
「
（4）集中する」
「
（5）意思決定を行う」という 5 要
素に分解した（11）．
そして「自転車に乗る能力」の場合で考えればすぐに分かるが，
「ペダルを漕
ぐ」だけの練習や「ハンドルを操作する」だけの練習には意味がない．通常自転
車に乗る際は意識しないが，この 2 動作には以下のような関連性がある．
「ペダ
ルを漕ぐ」動作には，車輪を回転させて自転車を前進させる作用がある一方で，
それだけではなく必ず自転車のバランスを崩す作用も起こす．すなわち，ペダ
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果をあげる 5 つの習慣的な

ルを踏むことで傾いた自転車のバランスを取る必要があるが，これは「ハンド
ルを操作する」ことで行われる．一方，
「ハンドル操作」も自転車の進行方向に
影響を及ぼすだけではなく速度にも作用するので，ハンドル操作に合わせてペ

能力」は手に触ることがで
き な い コ ン セ プ ト で あ る．
従って，それらを位置づけ

ダルを踏む力加減も調整する必要がある．この両者は別々の操作でありながら
相互に関連し合いながら「自転車に乗る能力」を実現している．
普通はここまで考えなくても 2 つの要素が別々に修得するものではなく，同
時に関連しながら身に付けるものであることは一目瞭然である．なぜなら，そ
こにペダルとハンドルを一体化させている「自転車の車体（フレーム）
」がある
からだ．このことがペダルとハンドルの操作という 2 つの要素を同時に修得す
る必要性を私たちに瞬時に理解させる．
ところが「成果をあげる 5 つの習慣的な能力」には，ペダルとハンドルを位置
づける自転車の車体（フレーム）に相当する，5 要素を体系的に位置づけるもの
が明示的には存在しない．その為に，これらが別々の独立した能力であるかの
ような誤解が生じるのだ．
「自転車に乗る能力」と同様に「成果をあげる能力」
についても，これら 5 要素をそれぞれバラバラに修得することには意味がなく，
それぞれの要素を相互に関連させながら修得する必要があるはずだ．この点に
ついて，
『経営者の条件』におけるドラッカーの記述は，
「2 章は時間管理」
「5
章は集中」という様に，それぞれ一章ずつ説明する章立てとなっている一方で，
よく読むと全ての章において，その章の当該要素以外の要素について盛り込ま
れた記述となっており，ドラッカー自身は「成果をあげる 5 つの習慣的な能力」
を別々の能力とは捉えていなかったことが伺える．これは想像に過ぎないが，
ドラッカーは読者が『経営者の条件』を何度も繰り返し読むことで自然に「成
果をあげる 5 つの習慣的な能力」を統合された一つの能力として捉えていくこ
とを期待したのではないだろうか．しかし，現実問題としては一度普通に読む
だけでは，これら 5 要素を独立した別々の能力として認識し易い．すると，自転
車の「ペダルを漕ぐ」能力と「ハンドルを操作する」能力とを別々に捉えてしまう
と自転車に乗ることができないように，成果をあげる能力の修得も難しくなる．

2. 目的
本論考では，『経営者の条件』に記述された「成果をあげる 5 つの習慣的な能
力」について，有機的に一つに結びつける体系を用意することを目的とする．
それができれば，『経営者の条件』という書物の読み難さを改善する助けにな
るはずであり，またそこに書かれている成果をあげる為のセルフマネジメント
を習得する助けともなる．

3. 方法
自転車の「ハンドル」や「ペダル」は目に見え，手で触ることもできるので，
それらを位置づける自転車の車体（フレーム）も手に触ることができるが，「成
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るフレームも手で触ること
ができない概念的なモデル
となる．
そのようなモデルを全く

図 1 自転車の車体（フレーム）のイメージ

新規に発明するという方法
もあるが，すでに存在して
いるモデルを借用する考え
方もある．そこで，本論考で

は敢えて新しくモデルを構築することは目論まず，すでに一定の有効性を確認
されているモデルを活用する．それでは，そのようなモデルをどんな分野から借
用したらよいだろうか．
本論考で位置づけに取組もうとしている「成果をあげる 5 つの習慣的な能力」
は，セルフマネジメントを実現する能力なので，それに関わる分野から見つけ
られれば活用しやすいはずである．では，セルフマネジメントを助ける方法に
は，どういったものがあるだろうか．
セルフマネジメントとは読んで字のごとく自らをマネジメントすることであ
る．自分の考えで自分を自分の力で動かしていくことだ．そして，本当の意味
で自分の内面と向き合うことができるのは自分自身だけである．これを他の人
が助けることは本質的にはできない．セルフマネジメントに関わる分野におけ
る難しさがここにある．外部からの誘導で行動を変えるのであればセルフマネ
ジメントとは言えない．
一方，人間は一人だけでは生きていけないというのも厳然たる事実である．
人は人との関係で思考を形作り行動を変える．真に自分の内面と向き合えるの
は自分自身だけだが，人との会話を通じて，それを行い易くすることはできる．
その様にして，自分以外の人のセルフマネジメントを助ける方法が「コーチン
グ」である．
コーチングも理論を理解しただけではできるようにならない．自転車に乗る
のと同様，単に方法を理解するだけでは修得できず，できるようになるために
は何度も反復練習が必要な能力である．
コーチングの能力を身につけるためには何度も繰り返し実践する必要がある
という点で自転車に乗る能力や，成果を上げる能力と類似性が確認でき，また
「学ぶことによって，できなかったことができるようになる」という意味で同じ
構造を有している．
「コーチング能力」も「自転車に乗る能力」や「成果をあげる能力」とは存在
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的には異なる事象だが，
「能力を修得する（学ぶ）」という関心に基づけば「類
似性の制約」と「構造の制約」を満たすことができることから，それらを存在論
的に同じものとしてみなすことができる．
さて，コーチングは，クライアントが元もと持っている能力を引き出すもの
であり，コーチはクライアントに対して命令するわけでも，何かを強制するわ
けでもなく，また手を貸すわけでもなく，あくまでもクライアントがクライア
ント自身の力で自ら望む結果（ゴール）に辿り着けるようにする．
そのようなコーチングがどのようにして行われるかと言えば，それは，もっ
ぱらクライアントの話を聴くことによって行われる．もちろん，コーチングで
は日常会話と同じように話を聴くわけではなく，その聴き方にはいくつもの工
夫が凝らされている．それらの工夫はコーチングスキルと呼ばれ，反復練習で
身に付けることで普通の人がコーチング能力を修得する．しかもコーチングに
は反復練習で能力を修得するための体系も整えられている（12）．
そして，本論考で必要としているのは，幾つかの要素を関係づけることがで
きるフレームであるが，その様なモデルとして，コーチングでは一般的に用い
られている「GROW モデル」がある（13）．
コーチは GROW モデルに沿ってクライアントの話を聞いていくことで，効
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ル」
「R：リアリティ」
「R：リソース」
「O：オプションズ」
「W：ウィル」の 5 つの
要素で構成される．
「ゴール」とはクライアントが実現したい状況や，ありたい
姿などいわゆる目標を明確化することを意味する．問題に直面しているクライ
アントは，ゴールを見失っている場合が多く，自分が本当に実現したいことは
何なのか，本当に望んでいる結果はどんな状態なのかを改めて考えることで，
悩んでいる問題が相対化され解決に向かうことも多い．「リアリティ」とは現
状把握を意味する． ゴールに照らして考えることで，問題しかないように見
えた現状にも意外と良いところがあると気付けることがある．
「オプションズ」
とはゴールとリアリティとの間のギャップを埋める選択肢について考えること
を意味する．ここで複数の選択肢を考えることが重要である．道は一つしかな
いと思い込んでいたクライアントが，コーチングセッションの中で新たな選択
肢を見つける瞬間はコーチングの醍醐味の一つである．
「リソース」とはゴー
ルを達成するために自らが活用できるものを意味する．オプションズで他の選
択肢を見つけるのが難しい時などに，問題に囚われてしまっているクライアン
トの目線をリソースに向けさせることで道が開ける場合がある．「ウィル」と
はゴールに向かって行動に移すことを意味する．沢山の選択肢を見つけること
ができても実行に移せなければ意味がない．コーチングセッションではクライ

果的にコーチングを進めることができる． GROW モデルを使ったコーチング
を反復練習によって身に付けることができれば，GROW モデルを使ったコーチ
ングを自分自身に対して行う，いわゆるセルフコーチングによって自分一人で
効果を上げることも可能となる．
本論考では，この GROW モデルを借用して『経営者の条件』で示された「成

アントが実際に行動できるように，行動内容を具体化していく．
以上のように，GROW モデルは「ゴール」
「リアリティ」
「リソース」
「オプショ
ンズ」
「ウィル」の 5 要素がバラバラに存在しているのではなく，コーチング
セッションの中でこの 5 つが有機的に関連しあって機能している．

果をあげる 5 つの習慣的な能力」を一つのフレームの中に位置づけることを試
みる．いわば，自転車のハンドルとペダルを位置づける車体（フレーム）の役割

4 . 2「成果をあげる 5 つの習慣的な能力」と GROW モデル
GROW モ デ ル を 活 用 し
て『経営者の条件』の中でド

を，GROW モデルに果たしてもらおうとする試みである．
このようなアナロジーに基づく記述を行うことで学問的な厳密さが損なわれ
ることがないようにメタ理論として構造構成主義を導入する．

4. 結果
4 . 1 GROW モデルについて

ラッカーが提示した「成果を
あげる 5 つの習慣的な能力」
が，有機的に関連しあって機
能することを確認する．まず
『経営者の条件』から，5 つの

GROW モデルは，コーチングで一般的に用いられているモデルである．必ず
しも GROW モデルを使わなければならないという事はないが，GROW モデル
を意識したコーチングを行うことで高い効果を出すことが可能になる．コーチ

習慣的な能力がまとめて書か
れている箇所を引用する．

ングを学ぶ体系はコーチングスクールごとに異なるが，その中でも広く共通し
て使われているのがこの GROW モデルである．本論考では「成果をあげる 5 つ
の習慣的な能力」を位置づける為に必要な範囲で GROW モデルについて説明
する．
まず，GROW モデルの構造について説明する．GROW モデルは，「G：ゴー

「成果をあげるために身に

つけておくべき習慣的な能
図 2 コーチングで一般的に用いる GROW モデルの
イメージ
力は 5 つある．
（1）何に時間を取られているか知ることである．残されたわずかな時間を体
系的に管理することである．
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（2）外の世界に対する貢献に焦点を合わせることである．仕事ではなく成果
に精力をむけることである．
「期待されている成果は何か」からスタート
することである．

るのに対し，ドラッカーの示す「成果」は，一般的に使われている意味での「成
果」とは異なる意味を持つ．具体的には，ドラッカーは『経営者の条件』の中
で，「成果」について以下のようにリコンセプトしている．

（3）強みを基盤にすることである．自らの強み，上司，同僚，部下の強みの上
に築くことである．それぞれの状況下における強みを中心に据えなけれ
ばならない．弱みを基盤にしてはならない．すなわちできないことから

「特に重要なこととして，組織の中に成果は存在しない．すべての成果は外に
ある」
（p31）

スタートしてはならない．
（4）優れた仕事が際立った成果をあげる領域に力を集中することである．優
先順位を決めそれを守るよう自らを強制することである．最初に行うべ
きことを行うことである．二番目に回したことは全く行ってはならない．
さもなければ何事もなすことはできない．
（5）成果をあげるような意思決定を行うことである．決定とは，つまるとこ
ろ手順の問題である．そして成果をあげる決定は，合意ではなく異なる
見解に基づいて行われなければならない．もちろん数多くの決定を手早
く行うことは間違いである．必要なものは，ごくわずかの基本的な意思
決定である．あれこれの戦術ではなく一つの正しい戦略である．」
（p 43）
この 5 要素に「成果」を加えて以下の様に簡略表記し，GROW モデルへの対
応付けを行う．
「成果」
（1）時間管理

（1 章）
（2 章）

：ゴール
：リアリティ

（2）貢献に焦点を当てる （3 章）
：オプションズ
（3）強みを生かす
（4 章）
：リソース
（4）集中する
（5 章）
：ウィル
（5）意思決定を行う
（6 章 7 章）：ウィル
この対応付けを行うために，一旦，逆に GROW モデルの各要素が，『経営者
の条件』の「成果をあげる 5 つの習慣的な能力」で言えば何に相当するのかを考
えていく．
4. 2 . 1「G：ゴール」
：
「成果」
まず，GROW モデルの「ゴール」には，
『経営者の条件』でドラッカーが示す
「成果」を対応させる．

この「成果は組織の外にある」という考え方は，『創造する経営者』の中で
「企業の現実についての仮説」
（p5）として提示されている．この仮説が『経営者
の条件』にも踏襲されており，知識労働者が組織において効果的に働く上での
重要な前提となっている．
4 . 2 . 2「R：リアリティ」
：
「
（1）時間管理」
次はリアリティについて考える．リアリティには「
（1）時間管理」が対応する．
リアリティとは現状把握を意味することを念頭に．
「
（1）時間管理」について
の説明文を確認する．再度引用する．
「何に時間を取られているか知ることである」
（p43）
『経営者の条件』2 章で示された時間管理は「計画」からは入らない（14）．ド
ラッカーは最初に時間記録を取ることを推奨している（15）．時間記録と言うと時
間だけ記録する印象を受けるが勿論そのようなことはありえない．必ずその時
間に「何をしたか」を書く．つまり．時間記録とは活動記録であり，取りも直さ
ず自分自身についての現状把握である．
『経営者の条件』2 章では，時間記録の後に，整理し，まとめるという時間の
使い方の改善方法が述べられている（14）．しかし，
『経営者の条件』の時間管理
の特徴は，明らかに自分自身の現状把握から始める点にある．
そこで，「成果」をゴールとした GROW モデルの「リアリティ」に「（1）時間
管理」を置いてみる．この時間管理とは，すなわち時間記録のことである．
そうすると，自分の時間記録を後から見た時に，記録した活動が成果に繋がっ
ているのか，それとも成果には繋がっていないのかを識別できなければ意味が

GROW モデルの通常の使い方として，クライアントが自らの意思で「ゴール
は組織を通して成果をあげることです」と設定すればそれがゴールになる．そ
う考えれば，何の論理的な飛躍もなく GROW モデルのゴールとして『経営者の

ないことにすぐ気が付く．例えば記録内容が「会議をした」という記述だけでは
不十分だ．成果をあげる為に必要不可欠な会議もあれば，惰性で行われている会
議もあり，
「会議をした」という記述だけでは，どちらなのか識別できない．
一生懸命に仕事をしていたつもりが，時間記録を見たら，成果に繋がる活動
があまりにも少ないことに気付けるからこそ，時間を記録する意味がある．こ

条件』の「成果」を当てはめることができる．
ところで GROW モデルのゴールが単にクライアントが実現したい状態であ

のように「成果」をゴールとした GROW モデルのリアリティに「
（1）時間管理」
を対応させることで，時間記録の意味が分かり易くなる．
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4. 2 . 3「O：オプションズ」
：
「
（2）貢献に焦点を当てる」
次にオプションズについて考える．オプションズはゴールを達成するための
選択肢のことであり，しかもそれは複数であることが望ましい．このオプショ

4 . 2 . 4「R：リソース」
：
「
（3）強みを生かす」
ゴールを「成果」に，リアリティを「（1）時間管理」に，オプションズを「（2）
貢献に焦点を当てる」に対応させたので，次は，リソースについて考える．

ンズには「
（2）貢献に焦点をあてる」が対応すると考えられる．
オプションズがゴールに繋がる取組みであることを念頭におき，改めて先に
引用した「
（2）貢献に焦点を当てる」を説明した文章を確認する．再度引用する．

リソースとは，ゴールを達成するために自らが活用できるものを指す．この
リソースには「
（3）強みを生かす」が対応する．
ゴールを達成するために活用できるリソースの中で，物や金，時間といった

「（2）外の世界に対する貢献に焦点を合わせることである．仕事ではなく成果
に精力をむけることである．
「期待されている成果は何か」からスタートす
ることである．
」
（p43）

リソースは使えば目減りするが，
「自らの強み」は使っても減らず，むしろ活用
することで磨かれ価値を増す．従って，何よりも先に活用すべきであり，そし
て何よりも徹底的に使っていくべきリソースが「自らの強み」である．
では，ドラッカーの言う「強み」とはどんなものだろうか．実は『経営者の条
件』の 4 章「人の強みを生かす」には，強みを生かす人事についての記述が多

先に「成果は組織の外にある」ことが明示されているので，上記「外の世界に
対する貢献」とは，本論考で GROW モデルのゴールとした「成果」
（上記引用で

く，
「強み」そのものに対する言及は少ない．セルフマネジメントに有効な内
容として「読む人と聞く人」の記述があるが（16），これは『明日を支配するもの』

は「期待されている成果」
）に対する貢献を意味している．
そして上記の「仕事ではなく成果に精力を向ける」とは，十分な成果に繋が
らない仕事に対してではなく，高い成果に繋がる仕事に力を注ぐことを意味し
ている．前節の「（1）時間管理」で見たように，現実の私達の活動は必ずしも
ゴール，すなわち成果に結びついていない．これは，GROW モデルの図で表現

では「仕事の仕方（ワークスタイル）」として紹介されており（17），後年のドラッ
カーは「強み」とは分けて考えている事がわかる．
それでは，人の強みについてドラッカーはどのように考えていたのか．その

すればゴールに繋がっていない矢印に相当する．そのような成果に繋がらない
活動も当人は遊んでいるつもりではなく「仕事」として取組まれている．
つまり，成果に繋がらない仕事が数多く存在している現実に対してドラッ
カーは「外の世界に対する貢献に焦点をあわせ」
「仕事ではなく成果に精力を向
ける」ことを，成果をあげるための習慣的な能力の一つ「（2）貢献に焦点を当て
る」として示したのである．
それから，オプションズは複数形である点も非常に重要な要素である．この
点について，『経営者の条件』3 章のタイトルは「どのような貢献ができるか」
であり，更に同章には以下の文章がある．
「自らの貢献を問うことは，可能性を追求することである」
（p 80）
これは，自分が貢献だと思っている仕事の他にも貢献できることがないか，
その可能性を探すということであり，貢献の種類の数を増やすことである．こ
の点でもコーチングセッションにおいてゴールに繋がるオプションズを探すこ

ヒントとなる言葉が『非営利組織の経営』
（及び『プロフェッショナルの条件』）
にある．
「自らの強みは自らの成果で分かる」
（
『非営利組織の経営』p216）
この文章から解釈できることは，強みとは成果をあげる能力であるというこ
とだ．しかも，「強み」は人それぞれに異なる．それにも関わらずその人の強み
が分かるということは，あげられる成果が平凡ではなく非凡な成果であるとい
うことだ．つまり，強みとは非凡で卓越した成果をあげる能力のことだ．
しかし，一般に「強み」というと，英語力等のスキルを連想されることが多い
が，これはドラッカーの言う「強み」とは異なる可能性が高い．実際，本人が自
分では強みだと思っているスキルが成果に繋がっていないことは多い．
この点にこそ「（3）強みを生かす」を，ゴール（成果）を実現する為のリソー
スとして位置づける意義がある．GROW モデルに位置づけることで，「強み」
を単なるスキルとしてではなく，
「成果」に関わるものとして把握できる． 私

とと「
（2）貢献に焦点をあてる」こととの間には共通点が見られる．
「（2）貢献に焦点をあてる」ことを GROW モデルのオプションズに位置づけ
ることで，その内容がゴールである「成果」との関係を断っては考えられない

達は多くのオプションズの中から，自らのリソースである「強み」に合致した
「卓越した成果」に繋がるオプション（貢献）を選べば良いのだ．
このようにドラッカーの言う強みは「成果」との関連で理解できるが，一方，
ドラッカーは成果さえ上がればそれで良いと考えていたわけではない．それが
示されている文を『経営者の条件』から引用する．

ことが明確に理解できる．そして，
「
（1）時間管理」の時間記録が，成果に対す
る貢献時間の記録による現状把握であることも理解できる．

「人間性と真摯さは，それ自体では何事もなしえない．しかしそれらがなけれ
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ば，ほかのあらゆるものを破壊する．従って人間性と真摯さに関わる欠陥は，
単に仕事上の能力や強みに対する制約であるにとどまらず，それ自体が人を
失格にするという唯一の弱みである」
（p120）
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ないオプションズは廃棄すべきであり，その理由は「稀少な資源（リソース）」
である「人の強み」を「明日の機会」すなわち将来のより高い成果（ゴール）に
向けた活動（オプションズ）に振り向けるべきだからだ，ということになる．
一方，『経営者の条件』5 章の結び近くには以下の一文がある．

成果に関連付けて強みを理解した上で，同時にドラッカーを学ぶ者としては
「真摯さ」の欠如はどんな非凡な成果を持ってしても，それを補う事ができない
ことは肝に銘じておきたい．
4. 2 . 5「W：ウィル」
：
「
（4）集中する」
GROW モデルの最後の一つであるウィルについて考える．5 つの習慣的な能
力のうち残っているのは「
（4）集中する」と「
（5）意思決定を行う」であるが，
ウィルにはこの二つともが対応する．但し，主としては「
（4）集中する」が対応
する．
ウィルとはゴールに向かって行動に移すことである．それを念頭に「
（4）集
中する」の説明文を再度引用する．
「最初に行うべきことを行うことである」
（p43）
「（4）集中する」について書かれた『経営者の条件』5 章のタイトル「最も重要
なことに集中せよ」の原文は「First Things First」でありその直訳は上記引用
文の方に近い．従って「
（4）集中する」の要点は行動することにあり，GROW モ
デルに対応させるならばウィルが相応しい．
それでは，
「成果」をゴールに，
「
（1）時間管理」をリアリティに，「（2）貢献
に焦点を当てる」をオプションズに，
「
（3）強みを生かす」をリソースに，そし
て「
（4）集中する」をウィルに対応させた GROW モデルを念頭に，
『経営者の
条件』5 章の以下の文を参照する．
「集中のための第一の原則は，生産的でなくなった過去のものを捨てること
である．そのためには，自らの仕事と部下の仕事を定期的に見直し，
『まだ
行っていなかったとして，いまこれに手をつけるか』を問うことである．答
えが無条件のイエスでないかぎり，やめるか大幅に縮小すべきである．もは
や生産的でなくなった過去のもののために資源を投じてはならない．第一級
の資源，特に人の強みという稀少な資源を昨日の活動から引き揚げ，明日の
機会に充てなければならない」
（p142）

「集中とは，『真に意味あることは何か』
『最も重要なことは何か』という観点
から時間と仕事について自ら意思決定をする勇気のことである」
（p152）
つまり，ドラッカーは「集中」について行動であると同時に意思決定でもあ
ると述べている．このことから，少し変則的になるが「
（4）集中する」と併せて
「
（5）意思決定を行う」についても GROW モデルのウィルに対応させたい．
4 . 2 . 6「成果」をゴールとする GROW モデルのまとめ
『経営者の条件』で提示された「成果をあげる 5 つの習慣的な能力」を図 3 の
ように GROW モデルに位置づけることができた．このようにして，5 つの要素
は有機的に結びついた一つの「成果をあげる能力」として捉える事ができる．
前節で引用した文章からも分かる通り，ドラッカー自身はこれらの能力を相互
に関連しあって作用するものとして捉えていたと思われるが，ドラッカー本人
の頭の中にあった構造が本論考で示したような GROW モデルの形をしていた
とは限らない．むしろ全く違う形をイメージしていた可能性は高い．
しかし，ドラッカーはその著作において，読者のイメージが固定化されるこ
とを恐れたために，図表やグラフによるモデル化をあえて避けていたとも言わ
れている（18）．もし，そうならば，たとえドラッカー自身が『経営者の条件』を著
す時に全く別の形のモデルをイメージしていたとしても，それを正解として提
示するのではなく，読者が想像の羽を広げてそれぞれのイメージを構築するこ
とを期待していたと考えられる．
従って，本論考で行った試みについて，ドラッカーの頭の中にあったモデル
と一致しているか，いないかで評価することには意味がない．あくまでも『経
営者の条件』に記された「成果をあげる能力」を習得する助けとなるかどうか，
その一点のみで評価するべきである．

5. 考察
『経営者の条件』で示されている「成果を上げる 5 つの習慣的な能力」を
GROW モデルに対応させることができた．
これにより以下に示すような有用性が得られると考えられる．

この文章を GROW モデルに当てはめて読み解くと，まず「仕事を定期的に見
直す」のはリアリティすなわち「
（1）時間管理」として行えることが分かる．そ
して「生産的でなくなった過去」の仕事，つまり，もはや高い成果に繋がってい

5 . 1『経営者の条件』を読みやすくする
本論考の初めに確認した通り『経営者の条件』は理解されることを意図して
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書かれていないので，理解し
ようとして読む人にとって
は大変読みにくい本である．
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つ架け橋の役割を果たすことができる .
5 . 3 コーチングでドラッカーの言葉を活用できる

「成果をあげる 5 つの習慣的
な能力」は相互に関連しあっ
ているため，例えば，2 章「汝

また，すでに GROW モデルを身に付けたコーチにとっては，本論考を参照す
ることで『経営者の条件』が読み解き易くなり，コーチングセッションでもド
ラッカーの言葉を活用し易くなる．

の時間を知れ」だけを読んで
も内容を完全に理解すること
は難しく，次章以降を読み進
めていくことで，段々と 2 章
の内容も理解できるようにな

例えば，手元の作業ばかりに焦点があっているクライアントに対しては，
「あ
（19）
なたには，どのような貢献が期待されていますか？」 ．「その貢献は，組織の

る．つまり，繰り返し読むこ 図 3 「 成 果 を あ げ る 5 つ の 習 慣 的 能 力 」を 対 応 し た
GROW モデル
とで初めて理解できる構造に

で，コーチングセッションの中でドラッカーの叡智を活用し易くなった．

なっている．そのため，当然のことだが最初の 1 回目が一番読み難く，最後まで
読むことを妨げている．
本論考で提示した『経営者の条件』の全体として書かれていることを構造化
した GROW モデルは，この読みにくい本を読み進んでいく上での，いわば地図
のような役割を果たせる．
例えば『経営者の条件』の読書会のような場で，読み難さのために読み進め
ることを断念しそうな読者に対して，本論考で提示したモデルを用いて，今読
んでいる部分が『経営者の条件』全体の中でどのような位置づけとなるのかを
伝える事で，その読者が先に読み進めることを助ける事ができる．
5 . 2「成果をあげる能力」を実践しやすくなる
反復練習で修得するコーチングで使う GROW モデルに『経営者の条件』の内
容を対応できたということは，取りも直さず「成果をあげる 5 つの習慣的な能
力」も反復練習によって身に付け易くなったということである．
『経営者の条件』の記述は難解だが，GROW モデルを覚えることは難しくな
い．覚えることができれば実生活で活用できる．セルフコーチングの要領で
日々の仕事を問い直すこともできる．その上で，本論考で提示した GROW モデ
ルに対応した『経営者の条件』の該当する章を読み直すことで「成果をあげる 5
つの習慣的な能力」を活用することができる．
例えば，セルフコーチングの過程でオプションズの部分で悩んだら，
『経営
者の条件』3 章「どのような貢献ができるか」を読み直すことで，その状況に
合ったドラッカーの言葉が見つかる．自分の問題に適切に対応したドラッカー
の言葉が見つかれば，それを実践することも容易になる．
つまり，本論考で提示した「成果をあげる 5 つの習慣的な能力」を対応させた
GROW モデルは，いわば『経営者の条件』と，その読者の実践との間を取り持

（20）
どんな成果に繋がりますか？」
．といった質問によってクライアントの目線

を上げ視野を広げる手伝いができる．
このように，『経営者の条件』の内容を実装した GROW モデルを用いること

5 . 4 今後の課題
『経営者の条件』6 章「意思決定とは何か」には「意思決定の 5 要素」が提示さ
れており（21），以下のように GROW モデルへ対応できると考えられる．
ゴール
：
（2）必要条件（境界条件）を明確にする
リアリティ ：
（5）フィードバックを行う
オプションズ：
（3）何が正しいかを知る
リソース
：
（1）問題の種類を知る
ウィル
：
（4）行動に変える
本論考では「集中する」と併せてウィルに対応させた「意思決定」の詳細につ
いて，新たに別の GROW モデルに対応させることができれば，
『経営者の条件』
に示された成果をあげる能力を更に実践し易くなるが，紙幅の制限により，こ
こでは案を提示するに留め別稿とする．
【注】
（1）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2007］ドラッカー名著集 7『断絶の時代』ダイヤモンド社 ,
p. 286
（2）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2000］はじめて読むドラッカー【自己実現編】
『プロフェッ
ショナルの条件』ダイヤモンド社 , p. 29
（3）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2008］ドラッカー名著集 8『ポスト資本主義社会』ダイヤモ
ンド社 ,p. 62
（4）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド社 ,
p. 21
（5）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド社 ,
p. 218
（6）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド社 ,
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ⅴ
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p.342
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［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド社 ,
p.42
（10）西條剛央［2005］
『構造構成主義とは何か：次世代人間科学の原理』 北大路書房 , p. 163
（11）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド
社 , p.43
（12）本間正人・松瀬理保［2015］日経文庫『コーチング入門〈第 2 版〉』日本経済新聞出版社 , p.
30
（13）本間正人・松瀬理保［2015］日経文庫『コーチング入門〈第 2 版〉』日本経済新聞出版社 , p.
126
（14）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド
社 , p.46
（15）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド
社 , p.48
（16）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド
社 , p.129
（17）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［1999］
『明日を支配するもの』ダイヤモンド社 , p. 199
（18）上田惇生［2012］
『P.F. ドラッカー完全ガイドブック』ダイヤモンド社 , p. 86
（19）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド
社 , p.93
（20）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド
社 , p.78
（21）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド
社 , p.165
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Sustainability Initiatives by Companies Established by
Eiichi Shibusawa
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（清水建設㈱）

Summary
The Theory and Arithmetic is a modern reminder that the public interest of a
company is essential to building a sustainable society. Eiichi Shibusawa established
the practice of how SDGs and ESG investment became a universal issue in the
present age when global sustainability is essential due to environmental destruction
and abnormal weather. I will give examples of some companies and consider how
they are trying to put it into practice in the companies involved, and consider their
efforts for sustainability, which is based on the management philosophy of “Theory
and Arithmetic.”

1. はじめに
【略歴】 図書館情報大学大学院卒．（株）日興電機製作所 代表取締役社長．中小企業診
断士．2010 年ドラッカー学会エッセイコンテスト優秀作品賞． EMS Fellow

（1）渋沢栄一が主張する企業の公益性と持続可能性の繋がり
渋沢栄一は，生涯において道徳経済合一説を主張していた．実際の言葉を紹
介すると，「唯仁義道徳と生産殖利とは，全く合体するものであるといふこと
を確信し，且事実に於いても之を証拠立て得られる様に思ふ．（国を富ますと
いふことを）商工業に拠るには如何にしても合本組織が必要である．而して合
本組織を以て会社を経営するには，完全にして鞏固なる道理に依らなければな
らぬ．」と記録に残っている講演で述べている（1）．
そして，商業の真の意義については，『青淵百話』において，「真の商業を営
むは私利私欲ではなく，即ち公利公益であると思ふ．或る事業を行って得た私
の利益と謂ふものは即ち公の利益にもなり，又公に利益になることを行へばそ
れが一家の私利にもなるといふことが真の商業の本体である．
」とし，商業が公
益性を第一に行われることで商業を行う事業家の利益も得られるものであると
明確に述べている（2）．
明治維新後の新政府の方針により収入源を失った華族層の生活基盤となる
新たな収益を得るために，蓄積された財産を活用し継続的な利益を得ることが
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トナーシップの下でこ
の計画を実行するもの

できる企業の創出が急務であったという時代背景にあって，企業が公益性を重
視すべきであるという考え方は，多くの企業を設立した渋沢栄一の一貫した主
張であった．社会の繁栄は個々の企業家が公益の増進をめざした「意識的な努

とされた．
そ の 上 で，17 の 持 続
可能な開発のための目
標，その下の 169 のター

力」の積み重ねによって実現すること，その過程で企業家自身も私的利益を獲
得し，さらにその企業家の行動の結果，社会がより豊かになり，多くの公益を
皆が享受できる，すなわち社会の持続可能性が図られる，という長期的で動態
的な視点で捉え，それを『論語と算盤』に集約して説いているのである（3）．
（2）本稿の目的
『論語と算盤』は，企業の公益性が持続可能性のある社会の構築に不可欠であ
るということを現代に知らしめている．環境破壊や気異常気象などで全世界的
な持続可能性が必須となっている現代で，SDGs や ESG 投資がどのような経緯
で世界共通の課題となったのか，その実践を渋沢栄一が設立に関わった企業で

国連広報センター（UNIC）
に
よる訳

9

産業と技術革新の基盤を作
ろう

1

貧困をなくそう

10

人や国の不平等をなくそう

2

飢餓をゼロに

11

住み続けられるまちづくりを

どのように実践しようとしているのか．いくつかの企業の実例を挙げ，『論語
と算盤』を経営理念の根底に置く企業の持続可能性への取り組みを考察するこ

3

すべての人に健康と福祉を

12

つくる責任，つかう責任

4

質の高い教育をみんなに

13

気候変動に具体的な対策を

ととする．

5

ジェンダー平等を実現しよう

14

海の豊かさを守ろう

2. SDGs の概要と企業の行動指針

6

安全な水とトイレを世界
15 陸の豊かさも守ろう
中に

7

エネルギーをみんなに，
平和と公正をすべての人
16
そしてクリーンに
に

8

働きがいも経済成長も

（1）
SDGs の採択と「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
SDGs とは，持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）
を 意 味 し，2001 年 に 採 択 さ れ た ミ レ ニ ア ム 開 発 目 標（MDGs：Millennium
Development Goals）の後継として，
「持続可能な開発のための 2030 アジェ
ンダ」に記載された，2030 年までに持続可能で多様性と包摂性のある社会の
実現を目指す国際目標である．地球上の「誰一人取り残さない（leave no one
behind）
」ことを誓約するものであり，発展途上国のみならず，先進国自身が取
り組むユニバーサル（普遍的）なものとなっている（4）．
SDGs の 17 の目標の構成を見てみると（5），目標 1 〜 6 で人間生活の基盤とな
る「持続的な社会を創出」し，目標 7 〜 12 で「持続的な経済を創出」，目標 13 〜
15 で社会・経済を取り巻く「環境を保護・育成する」という段階を踏んでいる．
目標 16・17 は目標 1 〜 15 を実行するための手段として，平和・公正と関係者
（6）
間の連携を掲げている（図 2-1 参照）
.
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17

パートナーシップで目標
を達成し

ゲット，232 の指標が定
められ，ミレニアム開
発目標 MDGs を基にし
て，ミレニアム開発目
標が達成できなかった
もの（例えば乳幼児や
妊産婦の死亡率削減は，
サブサハラアフリカ等
で未達成であった）を
全うすることを目指し，
全ての人々の人権を実
現し，ジェンダー平等
とすべての女性と女児
の能力強化を達成する
ことを目標としている．
主題であるその決意

図 2-1 非国連主体用 SDGs ロゴ（2019 年 8 月改訂，SDGs
ロゴを使用した資金調達や商品販売時は申請と許可 は，人間・地球・繁栄・
が必要となる）
平和・パートナーシッ
出典：一般社団法人 SDGs 支援機構『SDGs ジャーナル』 プ の 5 つ の P に つ い て
（2019），日本語訳は国連広報センター HP

それぞれ下記のように

述べられている．
①人間：People
我々は，あらゆる形態及び側面において貧困と飢餓に終止符を打ち，すべ
ての人間が尊厳と平等の下に，そして健康な環境の下に，その持てる潜在能

開発アジェンダの節目の年である 2015 年の 9 月 25 日〜 27 日，国連本部にお
いて，「国連持続可能な開発サミット」が開催され，150 を超える加盟国首脳の

力を発揮することができることを確保することを決意する．
②地球：Planet
我々は，地球が現在及び将来の世代の需要を支えることができるように，

参加のもと，その成果として，
「我々の世界を変革する：持続可能な開発のた
めの 2030 アジェンダ」が加盟国の全会一致で採択された（7）．
このアジェンダは，人間・地球・繁栄のための行動計画で，あらゆる貧困を
撲滅することが最大の地球規模の課題であり，持続可能な開発のための不可欠
な必要条件であると認識し，全ての国及びステークホルダーが，協同的なパー

消持続可能な消費及び生産，天然資源の持続可能な管理並びに気候変動に関
する緊急の行動をとることを含めて，地球を破壊から守ることを決意する．
③繁栄：Prosperity
我々は，すべての人間が豊かで満たされた生活を享受することができるこ
と，また，経済的，社会的及び技術的な進歩が自然との調和のうちに生じる
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ことを確保することを決意する．
④平和：Peace
我々は，恐怖及び暴力から自由であり，平和的，公正かつ包摂的な社会を

ダを主流化することが重要．一義的な責
任を有する政府と，民間セクター，ユー
ス，市民社会とが，互恵的なパートナー

育んでいくことを決意する．平和なくしては持続可能な開発はあり得ず，持
続可能な開発なくして平和もあり得ない．
⑤パートナーシップ：Partnership

シップを構築しなければならない．」と
それぞれコメントしている．安部前総
理大臣は，企業への SDGs 促進について
「第 1 の鍵は企業です．日本ではますま

我々は，強化された地球規模の連帯の精神に基づき，最も貧しく最も脆弱
な人々の必要に特別の焦点をあて，全ての国，全てのステークホルダー及び
全ての人の参加を得て，再活性化された「持続可能な開発のためのグローバ
ル・パートナーシップ」を通じてこのアジェンダを実施するに必要とされる
手段を動員することを決意する．
これらの目標及びターゲットは，統合し不可分のものであり，持続可能な開
発の三側面，すなわち経済，社会及び環境を調和させるもので，かつ人類及び
地球にとり極めて重要な分野で，2030 年までの 15 年間に渡って行動を促進す
るもの，と SDGs の達成を目指す決意が記されている（8）．
（2）
SDG サミットの開催
2019 年 9 月 24 〜 25 日，国連本部において「SDG サミット 2019」が開催され
た．このサミットは，首脳レベルで SDGs 採択以降過去 4 年間の取組のレビュー
を行い，SDGs 達成のモメンタムを高めるために開催された．2015 年に上述の
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の採択から 4 年経ったものの，目
標の達成に向けた取り組みが進んでいない現状を受け，世界の指導者が，2030
年までに持続可能な開発目標（SDGs）を達成するため，より踏み込んだ“野心
的な行動の 10 年”を求めるとともに，アジェンダ推進に向けて実施しているア
クションを発表した．このサミットにはアントニオ・グテーレス国連事務総長，

す多くの企業が SDGs を経営理念の中核
に据えるようになっています．ESG 投
資やイノベーションを促し，こうした民間の取組を後押しします．
」とスピーチ

図 2-2 SDG サミット 出典：外務省 HP

で明言した（9）．
（3）日本での企業に関連する SDGs 目標の設定
日本が 2030 アジェンダを実施し，2030 年までに日本の国内外において
SDGs を達成するための中長期的な国家戦略として 2016 年 12 月に SDGs 推進本
部会合において SDGs 実施指針が策定された．「SDG サミット 2019」での推進
強化を踏まえ，2019 年に実施指針が改定された（10）．
この改定版実施指針に基づき，2020 年からの 10 年を 2030 年の目標達成に向
けた「行動の 10 年」とすべく，政府の具体的な取組を盛り込んだ「SDGs アク
ションプラン 2020」が定められた．
そこでは企業に関連して「ビジネスとイノベーション〜 SDGs と連動す
る「Society 5 . 0」の推進〜」が柱として挙げられた．
「Society 5 . 0」とは，狩猟
社会を Society 1 . 0，農耕社会を Society 2 . 0，工業社会を Society 3 . 0，情報社
会を Society 4 . 0 として，これらに続く新しい社会を目指すものであり，IoT
（Internet of Things）
，ロボット，人工知能（AI）
，ビッグデータ等の新たな技

ティジャニ・ムハンマド＝バンデ国連総会議長，安倍前総理大臣を含む各国首
脳，国際機関の長が出席し，以下の項目が含まれる「SDG サミット政治宣言」
．
を採択した（図 2-2 参照）
① SDGs 達成に向けたコミットメントの確認
② 現状分析（極度の貧困，子どもの死亡率，電気・水へのアクセス等で進展．

術をあらゆる産業や社会生活に取り入れてイノベーションを創出し，一人一人
のニーズに合わせる形で社会的課題を解決する新たな社会を意味している．
その上で，①企業経営への SDGs の取り込み及び ESG 投資を後押しするこ
と，②「Connected Industries」の推進，③中小企業の SDGs 取組強化のための
関係団体・地域，金融機関との連携強化の 3 点が明記された（11）． ESG 投資は，

他方，飢餓，ジェンダー，格差，生物多様性，環境破壊，海洋プラスチック
ごみ，気候変動，災害リスクへの対応に遅れ．
）
③ アクションの加速化（資金，実施体制，地域の取組，強靱性構築，STI，統

① Environment
（環境）
，② Social
（社会）
，③ Governance
（企業統治）の 3 つの観
点から企業の将来性や持続性などを分析・評価した上で投資先を選別すること
を意味し，企業経営のサステナビリティを評価するという概念が普及した現代

計等）
企業の SDGs 取り組みについて，グテーレス国連事務総長は「政府，民間，ビ
ジネス，金融，市民社会，若者が行動を起こし，取組は進展したが，あるべき姿
からは程遠く，いま取組を拡大しなければならない．
」
，ムハンマド＝バンデ国
連総会議長は，
「資金を確保し，貧困撲滅や教育に焦点を当て，2030 アジェン

で，気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや，企業の新た
な収益創出の機会を非財務情報の要素を加えて評価するベンチマークである．
（4）世界的な企業の SDGs 活動の指針「SDG Compass」
SDGs を導入する世界的な企業のための行動指針が，2016 年 3 月に作成され
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た SDG Compass である．国際的な NGO として知られる GRI（Global Reporting
Initiative）と国連グローバル・コンパクト（UNGC），そして持続可能な開発を
目指す企業約 200 社の CEO 連合体で組織されている WBCSD（World Business
Council for Sustainable Development：持続可能な開発のための世界経済人会
議）の 3 者が作成に関わり，日本語版の制作は GCNJ
（Global Compact Network
Japan）と IGES
（公益財団法人地球環境戦略研究機関）が行った．企業が SDGs
を導入するための 5 つのステップが記載され，企業がどのように SDGs に取り
組むべきか，指針が掲載されている（12）．
なお，WBCSD には，日本企業からキヤノン，富士通，日立製作所，本田技研
工業，小松製作所，三菱ケミカルホールディングス，三菱商事，ルノー日産グ
ループ，損害保険ジャパン日本興亜，住友化学，住友林業，太平洋セメント，東
芝，東洋ゴム工業，トヨタ自動車，横浜ゴムなどが参加している（13）．
SDG Compass の目的は，企業が，いかにして SDGs を経営戦略と整合させ，
SDGs への貢献を測定し管理していくかに関し，指針を提供することにあり，
企業は，その中核的事業戦略が持続可能性を確保する上でどのあたりに位置し
ているかを勘案し，その戦略の方向を決定し，調整していくために，活用でき
る 5 つのステップを示すことである．
この 5 つのステップは，すべての企業が，関連する法令を遵守し，最小限の国
際標準を尊重し，優先課題として，基本的人権の侵害に対処する責任を認識し
ていることを前提としている．SDG Compass は主に多国籍企業に焦点をおい
て策定されているが，中小企業，その他の組織も，新たな発想の基礎として，必
要に応じて変更して，この指針を使用することが期待されている．また，指針
は，企業レベルで使用されるものとして作成されているが，必要に応じ，個々
の製品や拠点，部門レベル，さらには特定の地域レベルにおいても適用できる
ものとなっている（14）．具体的には以下のステップとなる（図 2-3 参照）
．
① 01 SDGs を理解する
第一ステップは，企業が SDGs に関し十分に理解することを支援するもの
である．
② 02 優先課題を決定する
SDGs によってもたらされる最も重要な事業機会をとらえ，リスクを減ら
すために，企業は，そのバリューチェーン全体を通して，SDGs に関する現
在および将来の正および負の影響を評価し，それに基づき，それぞれの優先
的に取り組む課題を決定する．
③ 03 目標を設定する
目標の設定は，事業の成功にとって重大であり，企業全体を通じ，優先的
事項の共有を促進し，パフォーマンスを改善する．企業は，その目標を SDGs
と整合させることによって，企業のリーダーは持続可能な開発に対する明確
なコミットメントを示すことができる．
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④ 04 経営へ統合する
中核的な事業と企業ガバナンスに持続可能性を統合し，企業内のすべての
機能に，持続可能な開発目標を組み込むことは，設定された目標を達成する
上で鍵となる．共有された目的を追求し，組織的な課題に取り組むためには，
バリューチェーン全体を通じて，そのセクター内，あるいは，政府や市民社
会団体とのパートナーシップにより協働していく必要がある．
⑤ 05 報告とコミュニケーションを行う
企業は，共通の指標や共有された優先課題を活用して，持続可能な開発に
関するパフォーマンスを報告することができる．SDG Compass は，企業が，
SDGs に関する事項を，多くのステークホルダーとの意見交換や報告に導入
していくことを推進する．
SDGコンパスの 5 つのステップ

SDGsデザインセンターのソリューション

01 SDGs を理 解する そもそもSDGsとは
何で，なぜ取り組むのか．経営層をはじめ従
業員に SDGs の理解を促す

経 営 層 向 け 勉 強 会，リーダー向 けワーク
ショップ，従業員向けeラーニング

SDGsと事業の紐付け・マトリックス整理，重
02 優先課題を決定する 自社とSDGs の関 要課題決定支援のための社内ワークショッ
係と取り組み状況を調査分析し，現状把握． プ・調査，SDGs 従業員意識調査，ESG スコ
優先課題を決定する
アのベースライン分析，SDGs 未来予測調査，
SDGsブランディングベンチマーク調査
03 目標を設定する 戦略を立て，目指すべ
きゴールを設定し，持続的な企業価値の向上
を設計する

価値創造ストーリー策定，KPI 設定，ESG ス
コアのベースライン分析，SDGsブランディン
グに向けたロードマップ作成，SDGsを経営
戦略に組み込む

04 経営へ統合する
み込む

中期経営計画の策定⽀援，経営理念・ビジョ
ン・ミッションの再策定⽀援

SDGsを経営戦略に組

05 報告とコミュニケーションを行う 決めて
きたこと，SDGsに取り組んだことを統合報
告書や企業サイトなどで社内外に発信する

統合報告書，CSRレポート制作，CSRレポー
トから 統 合 報 告 書 へ の 移 行 支 援，ESG・
SDGs 視点の企業サイトリニューアル，ESG・
SDGs のWebコンテンツ整 理，ESG・SDGs
ムービー制作，会社案内制作，新聞広告制
作，グローバル広報 サポート，従 業員向け
SDGsブランドブック制作，SDGs ネイティブ
向け新卒採⽤ PR サポート

図 2-3 SDG Compass の 5 つのステップ
出典：日経ビジネス電子版『SDG 経営を進める 5 つのステップを知る』

3. 企業の持続可能性と ESG 投資の関連性
（1）ESG 投資の世界的な増加
企業の持続可能性という観点から注目されているのは「ESG」である．ESG
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とは，環境（Environment）
，社会（Social）
，ガバナンス（Governance）の頭文
字を取って作られた言葉であり，持続可能な世界の実現のために，企業の長期
的成長に重要な環境・社会・カバナンスの 3 つの観点である．気候変動問題や

ESG と SDGs はともに企業の持続性に関連するため，その違いが分かりにく
い面があるものの，ESG は企業の現状についての投資家等のステークホルダー
にとっての評価であり，SDGs は企業の未来に向けた活動であると捉えるとわ

人権問題などの世界的な社会課題が顕在化している中，企業が長期的成長を目
指す上で重視すべき ESG の観点での配慮ができていない企業は，投資家などか
ら企業価値毀損のリスクを抱えているとみなされる．そのため，ESG に配慮し

かりやすく，概念的に ESG は SDGs に包含される（図 3-2 参照）．

た取り組みを行うことは，長期的な成長を支える経営基盤の強化につながると
考えられている．
「ESG 投資」とは「ESG に配慮した企業に対して投資を行うこと」である．
2018 年における世界の ESG 投資額は約 3100 兆円で世界の投資額の 3 分の 1 を
占めている．ESG が投資で重視されるようになった背景には，国連が 2006 年に

国民の年金を運用する GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）は，2017 年
から ESG 投資をスタートさせ，中長期の投資に財務（経済）だけでなく，環境
や社会の要素に配慮した投資に力を入れている．また，日本経済団体連合会も
SDGs を前面に打ち出した「企業行動憲章 2017」を公表し（図 3-3 参照），民間
企業の間で，環境・社会に関わる一連の動きを促進させようという機運が高
まっている（16）．

「責任投資原則（PRI）
」を提唱したことが挙げられる．2015 年には日本の年金
積立金管理運用独立行政法人（GPIF）も PRI に署名し，それ以降，国内におい
ても ESG 投資が進んでおり，2019 年の日本における ESG 投資額は 336 兆円で
（15）
あるが，前年比 45％増で伸びている（図 3-1 参照）
．

図 3-2 SDGs と ESG の関連性
出典：みずほリサーチ & テクノロジーズ HP『「SDGs」経営の
メリットと取り組み方』

図 3-1 ESG 投資の増加傾向と国連責任投資原則
出典：野村総合研究所 HP『ナレッジ・インサイト

用語解説』

（2）
SDGs と ESG 投資の関連性
このように全世界で ESG 投資が増加しているものの，近年ではこれらの投
資は財務リターンが高く，投資リスクが小さいと捉えられるようになり，企業
にとっては財務＋αの指標という認識となっている．一方，SDGs は現在のス
テークホルダー
（顧客，株主等）から未来のステークホルダーにまで広がる新た
な事業機会である．SDGs は世界全体の共通言語であることもあり，企業とし
ての活動の意義を世界において共有するツールとなり得るとされている．

図 3-3 経団連の企業行動憲章と SDGs の目標の関連性
出典：日本経済団体連合 HP『企業行動憲章の主な改定ポイントと
関連する SDGs の目標の例』
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4. 渋沢栄一が関わった企業の持続可能性活動と ESG 投資
渋沢栄一が設立や経営近代化に関わった企業の具体的な持続可能性に向けた
活動及び ESG 投資の方針について，各社の公表資料を中心に分析してみる．
（1）東京ガス
渋沢栄一は，1867（慶応 3）年に渡欧し，近代都市の象徴としてパリの街を
輝かせていたガス燈の灯に出会い，深く感銘をうけた．帰国後，大蔵官僚を
辞して民間の立場となり，明治 7 年（1874 年）に東京ではじめてのガス事業

109

ビリティ推進に関する会議体としては，社長を委員長とする「サステナビリ
ティ委員会」を設置し，重要事項は取締役会に報告している．
具 体 的 は，グ ル ー プ の 事 業 活 動 と マ テ リ ア ル バ ラ ン ス と し て LNG バ
リューチェーンの各過程で環境に与える影響を把握，管理し，環境負荷低減
に向けて「LNG 調達時，再生可能エネルギーやバイオマスの活用及び顧客
先使用時の温室効果ガス排出量（CO 2 等量）の削減」などに取り組んでい
る（19）．
（2）東洋紡

に携わると，明治 9 年（1876 年）からは東京府ガス局長として事業の健全化
に務めた．事業改善の見通しが立った 1885（明治 18）年，民営化により東京
瓦斯会社が設立され，創業時の最高責任者（委員長）に就任した．それ以来
1909（明治 42）年に取締役会長を退任するまで，35 年に渡り，東京のガス事
業を通して社会と暮らしの発展を推し進めた（17）．

繊維業の知識があった渋沢栄一は，官営や官主導の小規模で国産綿花を使
用した紡績工場の多くが経営難にあることを鑑み，洋綿を輸入し製綿機械に
より大量生産を行なう企業の必要性を感じ，華族，投資家及び事業家と共に
1882（明治 15）年に大阪紡績を設立し相談役に就任した．またロンドン大学
に留学し経済学・保険学を学んでいた 28 歳の山辺丈夫に同社経営者着任の

①企業行動理念

招請状を送付した．渋沢の熱意に動かされた山辺は，渋沢の資金援助を得て
キングスカレッジに転学，マンチェスターの紡績工場で実務を経験し，1883

東京ガスは，
「公益的使命と社会的責任を自覚しながら，企業価値を増大
させていく」を企業行動理念のトップに位置付け，事業活動を通じた社会課
題の解決により，当社グループの社会価値および財務価値を向上させ，永続
的な企業経営を実現することで，社会の持続的発展に貢献していく，として
いる．また，サステナビリティの推進にあたっては，国際的なサステナビリ
ティ情報開示のガイドラインである「GRI スタンダード」や社会的責任に関
する国際規格である「ISO 26000」等をもとに，マテリアリティ（サステナビ
リティ上の重要課題）を特定して課題解決を進めている（18）．
②サステナビリティ推進
東京ガスは，グループの事業活動
を通じた社会課題の解決によって
社会価値および財務価値を創出し，
永続的な企業経営を行うことで，持
続可能な社会の実現に貢献してい
くことを目指している．具体的なサ
ステナビリティの推進のため，国
際的なサステナビリティ情報開示
のガイドラインである「GRI スタン
ダード」や社会的責任に関する国際
規 格 で あ る「ISO 26000」等 を も と
図 4-1 東京ガスの持続可能性推進の考え方
に，マテリアリティ（サステナビリ
出典：東京ガス HP
ティ上の重要課題）を特定するこ
．その上で重要な経営課題について調査・検討
ととしている（図 4-1 参照）
または調整・推進するための会議体を適宜設置し，気候変動を含むサステナ

（明治 16）年の操業開始時より工務支配人となり取締役を経て 1898（明治
31）年に社長となった．大阪紡績は大量生産を実現し，創立当初から順調に
業績を拡大，1914（大正 3）年に渋沢が設立から関与していた三重紡績と合併
し，東洋紡績が創立され，山辺が初代社長，渋沢が初代相談役となった（20）．
①経営方針
東洋紡は，社会の持続可能性に配慮した経営，ひいては企業の持続可能性
を向上させる経営を行う，強固な経営基盤を構築するサステナビリティとし
て経営基盤軸（ESG）を持つこと，競争力を強化し，成長をけん引するサステ
ナビリティとして事業軸（CSV）を持つこと，が経営方針となっている．
②経営方針の考え方
東洋紡グループは，創業時から，日本初の民営会社による大規模紡績工場
として，衣料用繊維の普及を通じ様々な課題に取り組み，人々のよりよい生
活の実現を目指し，環境を中心とした社会課題の解決にも貢献してきた．そ
れらを踏まえ 2019 年に渋沢栄一の座右の銘の一つであった企業理念『順理
則裕』を再定義し，理念体系「TOYOBO PVVs」を再整備した．
東洋紡グループは「人と地球のサステナビリティ」の確保に貢献すること
に本質があると考え，持続可能社会の実現に貢献することは，「素材 + サイ
エンスで人と地球に求められるソリューションを創造し続けるグループにな
る」というグループのビジョンの実現であり，グループのサステナビリティ
に対する考え方を示すものであるとしている．
持続可能な社会の実現に向けた貢献が，収益となって企業価値向上につな
がり，この企業価値の向上が，事業成長を通じて，次の「持続可能な社会の実
現」に繋がる．この正のスパイラルを続けることが「サステナビリティ」で
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あると捉えている．そのため，ステークホルダーの期待に応えることを目的
として，情報発信を一層強化するとともに，全従業員のサステナビリティの
「自分ごと化」にも積極的に取り組んでいる（21）．

測定が可能な新型コロナウイルス検出キット
「SARS-CoV- 2 Detection Kit」を開発し，治療薬
等を開発する研究機関向けに販売している．

③サステナビリティ・マネジメント体制
東洋紡グループは，ソリューションを提供することにより，これまで以上に

新型コロナウイルス感染症が急速に拡大する
中，治療薬等の早期開発が求められている．治療
薬等の開発には，ウイルスに感染した細胞に治療

社会課題の解決に貢献することを企図して，2020 年 4 月，組織体制を製品分野
別の事業本部からソリューション本部に変更した．同時にサステナビリティ
を経営の根幹に置いて，全社的に推進すべく，サステナビリティ推進部を設置
し，2021 年 4 月には社長直轄の組織とした．同部では成長戦略へサステナビリ
ティ視点を織り込むための提言やその実現に向けた施策支援，ESG に関する
社内情報の取りまとめと社内外への発信も強化している，としている．
また，横断的にサステナビリティを推進するため，取締役社長執行役員を
委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し，四半期ごとに全社のサ
ステナビリティ活動の進捗を確認しつつ，新たに取り組むべき課題につい
て，また全社的なリスクについても議論し，その内容は取締役会に定期的に
．
報告している（図 4-2 参照）

薬等を投与した後で，ウイルスの増殖をどの程度
抑制できているか，PCR 法を用いてウイルスの
図 4-3 エアバッグの基布を 遺伝子を増幅し，検出可能になるまでの時間など
活用した防護服
を計測しながら何度も検証する必要がある．PCR
出典：東洋紡ニュースリ 法には，ウイルスから遺伝子を抽出する工程（約
リース（2020）

30 分〜 2 時間）と，遺伝子を増幅（PCR）
・検出
する工程（約 2 時間）があり，約 2 時間
半以上掛かるのが一般的で，治療薬等
の研究・開発において大量のサンプ
ルを扱う際に，手間や時間を要する一
因となっていた．東洋紡が開発した新
型コロナウイルス検出キット「SARS-

CoV- 2 Detection Kit」は，遺伝子の抽
出工程と増幅（PCR）・検出工程に掛
図 4-4 新型コロナウイルス検出キット
出典：東洋紡ニュースリリース（2020） かる手間・時間を大幅に短縮している
（図 4-4 参照）．
（3）清水建設
第一国立銀行本店（1872（明治 5）年）の請負工事を契機として渋沢栄一と
知己を得た清水家の 3 代目満之助が 34 歳で急逝した後，妻ムメの要請により

療機関へと提供した．医療現場における防護服など医療資材の不足深刻化の
課題解決に向け，豊田合成および縫製を手掛ける華利達服装集団有限公司と
共同で防護服を開発したもので，生地には東洋紡が生産するエアバッグ用基

相談役に就任した渋沢は，オーナーに変わり経営の采配を行う支配人制度を
明確化し，営業規則の制定を行うなど，不文律な血縁による経営が強く残っ
ていた時代にオーナー経営者でない支配人の責任や権限を明確化し，経営近
代化を果たした．また，渋沢は会社組織となった合資会社清水組の相談役を
1916（大正 5）年まで 30 年に渡って務め，建設業界の近代化にも貢献してい
る（22）．現在でも社是を『論語と算盤』とし，経営理念を「真摯な姿勢と絶えざ
る革新志向により社会の期待を超える価値を創造し持続可能な未来づくりに
貢献する」こととしている．

布を使用．シリコーンコーティングを施しており空気を通さないため，防護服
として活用でき，洗って繰り返し使うことも可能である．その後，北里大学メ
ディカルセンター，神戸市立医療センター中央市民病院へ 50 着ずつなど防護
服の不足している医療機関などに継続的に提供している（図 4-3 参照）
．
また，最短 60 分以内で新型コロナウイルス（SARS-CoV- 2）の抽出と検出・

① ESG 経営の方針 -「顧客とともに持続可能な未来社会の実現」
清水建設は，「お客様とともに持続可能な未来社会の実現を」を基本とし
て，建設事業の枠を超えた不断の自己変革と挑戦，多様なパートナーとの共
創を通じて，時代を先取りする価値を創造（スマートイノベーション）し，
SDGs の目指す社会を「お客様とともに」実現していくことを同社の方向性

図 4-2 東洋紡のサステナビリティアプローチ

出典：東洋紡 HP

④ SDGs の具体的活動 ― コロナ感染対策
2020 年 5 月に，エアバッグの基布を活用した防護服を豊田合成㈱などと共
同で開発し，豊田合成を通じて，200 着を名古屋大学医学部附属病院などの医
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としている．同社の本業で
ある建設業の枠を超え，不
動産開発，エンジニアリン

3 つ 目 と し て「 地 球 環 境
に配慮したサステナブルな
社会の実現」のため，次世

グ，施 設 運 営，エ ネ ル ギ ー
など幅広い事業を行うにあ
たって所有するさまざまな

代に豊かな地球を残すこと
が求められていることを鑑
み，環境負荷低減を目指す

技 術 と ノ ウ ハ ウ を も と に，
これらの「知」を結集し，デ
ジタル技術も駆使して，顧 図 4-5 清水建設の ESG 経営方針
出典：清水建設 HP
客や利用者一人ひとりの満
足につながる新しい価値を創造する，としている（図 4-5 参照）
．
②長期ビジョンと具体的な取り組み
清水建設は，ESG 経営の方針に基づき，2030 年までの長期的な経営ビジョ
ンを立てている．1 つ目に，
「安全・安心でレジリエントな社会の実現」とし
て，地震や巨大台風，豪雨などの自然災害リスクが高まる中，生活と事業を
災害から守ることが社会的に求められている状況を考慮し，強靭な建物・イ
ンフラの構築を通じて，安全・安心でレジリエントな社会の実現に貢献して
いくこととしている．
主な取り組みとしては，「八ッ場ダ
ム 本体建設工事」
，
「ライフサイクル
サポート－ 100 年先を見据えて建物に
寄り添う」
，
「清水建設とつくるスマー
トシティ」及び「災害リスクマネジメ
ント－想定外のリスクに備える先端
地震防災研究棟」などが挙げられてい
．
る（図 4-6 参照）
図 4-6 八ッ場ダム
出典：清水建設 HP
2 つ目に，
「健康・快適に暮らせる
インクルーシブな社会の実現」のため，高齢化や人口減少，都市化などの急
速な社会変化が進む中，誰もが安心して快適に暮らせる社会が求められてい
ることに対応するため，人にやさしい施設やまちづくりを通じて，健康・快
適に暮らせるインクルーシブな社会の実現に貢献していくこととしている．
主な取り組みとしては，
「人に優しいまちづくり－東京に新しい顔をつく
る（豊洲六丁目 4 - 2 街区・4 - 3 街区）
」
，
「ユニバーサルデザイン ユニバーサ
ルデザインの積極的導入」
，
「ウェルネス空間の創出－健康経営 WELL 認
証で建物にも「健康」の視点を導入」及び「バリアフリー・ストレスフリー
な街づくり－日本橋室町地区において高精度音声ナビゲーション・システム
『インクルーシブ・ナビ』を国内で初めてサービス実装」などが挙げられてい
る．

企業活動を通じ，地球環境
に配慮したサステナブルな
社会の実現に貢献するとし
図 4-7 ガイスト社の高精度カメラ搭載車両（道路面 ている．
の画像を収集，解析できる）
主な取り組みとしては，
出典：講談社（現代ビジネス）HP（2020）「建物の省エネ化 -ZEB への

挑戦，ZEB で変える日本の未来」
，
「エネルギーサービス事業－公立病院初の
エネルギーサービス事業」
，
「水素エネルギーの利用－建物付帯型水素エネル
ギー利用システム」及び「グリーンインフラの推進 ― グリーンインフラプラ
ス」などが挙げられている．
③ SDGs の具体的活動 ― イギリスのスタートアップ企業ガイスト社との連携
イギリスのスタートアップ企業ガイスト社は，車両に搭載した高精度カメ
ラで路面や周辺道路施設を含めた道路インフラ画像を取得し，その場で地理
情報と紐づけて集積して解析．その情報を活用して，道路の損傷診断，劣化
モデリングを行い，長期メンテナンス計画の策定を可能にした．すでにイギ
リスにおいて，技術者の目視と AI 技術を組み合わせて 1 億 4600 万枚以上の
道路画像を解析している（図 4-7 参照）．
担当者は「日本でインフラの維持管理事業確立を目指す社内の事業本部に
繋ぎ，第一弾として横須賀市の協力を得て調査を実施した．道路の劣化状況
を予測し，地方自治体や中央政府に長期的資金計画策定をサポートしていく
事業に取り組くむ．
」と述べている．
日本政府，国連，国連開発計画（UNDP），世界銀行及びアフリカ連合委員
会（AUC）が共同開催するアフリカ開発会議（TICAD）は日本政府が主導し
ているが，2019 年 8 月に横浜で開催された第 7 回会議では，TICAD 史上初め
て民間企業を公式なパートナーと位置づけ，日アフリカ官民の直接対話が実
施された．日アフリカ間の貿易・投資を拡大するための具体的な提案や，日
本の直接投資拡大，現地での人材育成への強い期待が表明され，企業側はア
フリカ事業の積極的推進にコミットした（23）．
この会議の国交省サイドイベントでは，ガイスト社，ウガンダの国家道路
公社（UNRA），カンパラ市と覚書を交わし，アフリカでも同社と共同で事業
化に向けた取り組みを始めている．アフリカ国内の既存道路の維持管理業務
で効率化を模索する．道路インフラの整備やコスト削減は，国内の輸送効率
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のアップや，限られた予算を他目的に充当することにも繋がり自治体財政の
効率性にも貢献できる．このプロジェクトの実現で，SDGs の「9 産業と技術
革新の基盤をつくろう」
，
「11 住み続けられる街づくりを」及び「17 パート
ナーシップで目標を達成しよう」などの目標を事業によって企業の収益を実
現しつつ達成することが期待されている（24）．

5. まとめ ― 現代企業の持続可能性活動に活きる『論語と算盤』
本稿で見てきたように，渋沢栄一の『論語と算盤』の理念は，現在もなお渋沢
が設立あるいは経営近代化に関与した企業において根付いていることが明らか
になった．そして各社とも，企業の公益性を重視していることが明らかとなっ
た．
東京ガスは企業行動理念として「公益的使命と社会的責任を自覚しながら，
企業価値を増大させていく」ことを挙げ，グループの事業活動を通じた社会課
題の解決による持続可能な社会の実現への貢献を目指している．東洋紡は，企
業理念『順理則裕』を軸に「人と地球のサステナビリティ」を確保し，持続可
能社会の実現に貢献し，
「素材 + サイエンスで人と地球に求められるソリュー
ションを創造し続けるグループになる」というグループビジョンの実現を目指
している．さらに，清水建設は，社是『論語と算盤』を軸に，経営理念を「真摯
な姿勢と絶えざる革新志向により社会の期待を超える価値を創造し持続可能
な未来づくりに貢献する」として SDGs の目指す社会を「お客様とともに」実現
していくことを長期的な方向性としている．いずれも渋沢栄一の『論語と算盤』
の思想が直接的に経営の方向性の指針として深く根付いていることが改めて認
識された．
そして，これら企業は，企業活動の中枢に持続可能性を取り込み，従業員が
普段の職務の中でその意義を共有できる社内環境を整えているものと思われ
る．持続可能な社会が実現するためには，まず地球の環境の維持が大前提とな
る．そのためには私欲にとらわれない健全な企業の存在と継続が必要である．
各企業には，引き続き事業を行いながら世界的な持続可能性の向上に向けたさ
らなる活動の実現に向けた取り組みの発案とその実行が期待されている．
【注】
（1）島田昌和編『原典で読む 渋沢栄一のメッセージ』
（2014）岩波書店 p. 7
（2）前掲（1）
『原典で読む 渋沢栄一のメッセージ』
（2014）岩波書店 p. 183
（3）橘川武郎，パトリック・フリデンソン編著『グローバル資本主義の中の渋沢栄一』
（2014）
東洋経済新報社 p.59
（4）外務省 HP『持続可能な開発目標 SDGs とは』
（5）内閣府地方創生推進室『地方創生に向けた SDGs の推進について』
（2021）p. 2
（7）みずほリサーチ & テクノロジーズ㈱ HP『「SDGs」経営のメリットと取り組み方』
（8）国際連合広報センター（United Nations Information Centre）
HP『持続可能な開発目標（SDGs）
とは』
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（9）外務省『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（仮訳）』
（2015）
前文より編集
（9）内閣府地方創生推進室『地方創生に向けた SDGs の推進について』
（2020）p. 6
（10）首相官邸 SDGs 推進本部幹事会『SDGs 実施指針改定案（骨子）』
（2019）p. 1
（11）外務省国際協力局地球規模課題総括課『持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けて日本
が果たす役割』
（2020）p. 4
（12）㈱デジタルホールディングス HP『SDGs 経営とは？ SDGs 経営が企業に求められている
理由と推進する方法とは』
（2021）
（13）㈱ニューラル HP『WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）』
（2017）
（14）WBCSD『SDG Compass：SDGs の企業行動指針—SDGs を企業はどう活用するか—（日本
語翻訳版）』
（2016）
（15）㈱野村総合研究所 HP『ナレッジ・インサイト 用語解説』
（16）前掲（6）
『「SDGs」経営のメリットと取り組み方』
（17）東京ガス㈱ HP『渋沢栄一とガス事業−「公益追求」実践の軌跡展』
（18）東京ガス㈱ HP『経営理念・行動基準』
（19）東京ガス㈱『2020 年度 ESG データ』
（2020）p. 1
（20）拙稿『渋沢栄一の壮年期における経営者の選択についての考察』
（2016）ドラッカー学会
年報 vol. 13 pp.217 - 218
（21）東洋紡㈱ HP『サステナビリティ・マネジメント』
（22）前掲（19）
『渋沢栄一の壮年期における経営者の選択についての考察』
（2016）ドラッカー
学会年報 vol. 13 p.219
（23）外務省「第 7 回アフリカ開発会議結果概要』
（2018）P. 1
（24）㈱講談社 web メディア（現代ビジネス）
『世界に先駆け，200 年前から「SDGs」を実践して
きた「意外な企業」』
（2020）

【略歴】 清水建設㈱建築営業本部 PPP・PFI 推進部課長，税理士 .
東北大学大学院経済学研究科前期課程修了．
主に国内 PFI 事業の事業計画提案に関わる．ハリウッド大学院大学非常勤講師
（2021 年）学校法人ものつくり大学事務部総務課長（2015 〜 2017 年 , 出向），
ドラッカー学会・日本ものつくり学会各会員．
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Philosophy Management of the HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS: Focus on Creation of the HOKKAIDO
BALLPARK F. VILLAGE

種子田 穣
Joe Taneda

（立命館大学スポーツ健康科学部）

Summary
The purpose of this thesis is clarification of the importance of the entrepreneurial
spirit and corporate philosophy of the HOKKAIDO NIPPON-HAM FIGHTERS.
How influence “Sports Community”as corporate philosophy and “Challenge with
Dream”as management philosophy to management of FIGHTERS? This thesis
based the many valuable interview data from the senior executives of the Business
Operation of the FIGHTERS.

1. はじめに ─「日本ハムファイターズ」から「北海道日本ハム
ファイターズ」へ
2004 年 1 月 1 日に北海道日本ハムファイターズが，そのフランチャイズを東
京から北海道札幌市に移転し，わが国のプロ野球史上初めて北海道を活動の拠
点とする球団が誕生した．北海道日本ハムファイターズの前身，
「日本ハムファ
イターズ」は，1973 年，日拓ホーム野球株式会社から日本ハム株式会社が経営
権の譲渡を受けて，日拓ホームフライヤーズの専用球場であった後楽園を専用
球場として継承して誕生した．日本ハムが東京を拠点とするプロ野球球団を獲
得したのは，いわゆる「広告塔モデル」に基づいて考えると，首都圏で知名度が
十分浸透していない日本ハムのロイヤリティ向上による売上高拡大を図る役割
を「日本ハムファイターズ」に託したと考えられる．その甲斐あって，1982 年
に日本ハムの連結売上高は，わが国食肉業界で首位の地位を獲得し，日本ハム
ファイターズはその役割を果たして所期の目的を達成し，
「広告塔モデル」の
考え方によって東京をフランチャイズにプロ野球の球団を保有する必然性はな
くなったということができる．
その後，東京での「日本ハムファイターズ」は，1988 年，東京ドームの完成
に伴い，読売巨人軍とともに同球場を専用球場とし，同年に観客数，約 245 万
8 , 500 人という，NPB 12 球団中，読売巨人軍に次ぐ二位の観客動員を記録した
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ものの，東京ドーム人気で観客が急増したことを好機として捉えることができ
ず，その観客をチームのファンに取り込む機会を逃した．その結果，2001 年の
観客動員は約 138 万人にまで落ち込み，入場料収入が低迷するとともに，東京
ドームの高額な使用料は球団の経営コストを押し上げることとなった．
これらの反省は，北海道へのフランチャイズ移転後の球団マネジメントに生
かされることになるが（1），そもそも，東京をフランチャイズとした球団経営に
は地方球団とは異なる困難性がある．東京都とその近郊の首都圏は人口が多
く，大きな市場が存在したものの，首都圏に居住する人々のバックボーンは多
様で地域色を出しにくい．また，当時，首都圏には，日本ハムファイターズの他
に，読売巨人軍，ヤクルトスワローズ（現東京ヤクルトスワローズ），横浜ベイ
スターズ（現横浜 DeNA ベイスターズ），千葉ロッテマリーンズ，西武ライオン
ズ（現埼玉西武ライオンズ）の 6 球団がフランチャイズを置いており，その「関
東 6 球団」で首都圏におけるファン獲得の市場を争奪し合う構図があったと考
えられる．
こうした結果，2003 年には約 66 億円の球団運営コストに対して，事業収入
は約 20 億円で，46 億円を日本ハムからの補填でチームの経営が維持された，と
2005 年に株式会社北海道日本ハムファイターズ事業本部長，2006 年から 2011
年まで代表取締役社長を務めた藤井純一は述べている（2）．
「すでに当初の目的は達成されたので，日本ハム社内では，もうやめてもいい
んじゃないか，という話もあったが，先代の大社義規会長が，
「続けていくこと
がプロ野球球団を持った者の使命だ」と断じたことから，ではどうしたらいい
（3）
と藤井純一はいう．
か，ということになった」
こうした経緯を，「関東に 6 球団ある中，地元球団と言ったときに，果たして
ファイターズが上の方にいるのか下の方にいるのかというと，おそらく「Top
of Mind」に来る球団では全くなかったので，それであれば新たな場所をと日本
ハムが考えた，もしくはファイターズで働いているメンバーが考えたというこ
とで，そこで拠点が必要になり，その時に 2001 年に開業した札幌ドームが，フ
（4）
が北海道へのフラ
ランチャイズとする球団を求めているというマッチング」
ンチャイズ移転の一つの契機になったのであろうと北海道日本ハムファイター
ズ事業統括本部副本部長の三谷仁志はいう．藤井純一は，当時の日本ハムファ
イターズにとって，北海道は，
「日本ハムの工場が旭川にあるし，知床にもある
し，他にもいくつかあって，日本ハムとの繋がりある土地であり，また，今まで
北海道にフランチャイズを置いたチームはなかったし，地域のオンリーワンに
なれるのではないか．そこに札幌ドームという冬でも野球ができる施設があっ
（5）
た」
というのが，札幌にフランチャイズを移した大きなポイントであったで
あろうと述べている．
そして，北海道，札幌にフランチャイズを移した北海道日本ハムファイター
ズに求められた在りようは，「基本的にはやはり，球団として自立してもらう
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必要がある，というのが一番．続けていくためには自立しないといけない，と
（6）
いうのがあった」
と藤井純一はいう．藤井は，
「当時，日本ハムの専務で球団

らの改革を通じて，社員はビジネス感覚を身に着け，社員同士の連帯感も高ま
り，企業理念，経営理念の具現化によって，北海道日本ハムファイターズが「道

の会長だった大社啓二氏がサッカーでスポーツビジネスを相当勉強したことが
あって，自分たちで儲けて，初めて地域貢献もできるし，ファンサービスもで

民の誇り」となるための挑戦を始めることとなった．
北海道日本ハムファイターズでは，社員たちが，2004 年のフランチャイズ移
転と球団の名称変更を，単なる「移転」，「変更」ではなく，「誕生」という．つ
まり，2004 年に北海道日本ハムファイターズは「新たに生まれた」のであって，
それは，その後続く「道民球団」をめざす挑戦を象徴的に示すものである．
北海道日本ハムファイターズは，その後，全道を活性化する取り組みをさま
ざまに実施し，その結果，北海道日本ハムファイターズは全道に浸透し，球団

きるじゃないかという考え方から始まって，それじゃあ自分たちで儲けないと
いけない，親会社もこれ以上出せない，継続するためには自立する必要がある，
（7）
という．
というふうになった」
「2003 年の 10 年前，1993 年から J リーグがスタートして，地域とスポーツ
チームというのが，どのような価値形成をしていくのか，といったことが話に
なる中，日本ハムで球団と J リーグのセレッソ大阪に携わった大社啓二さんを
中心に，親会社と地域，プロスポーツチーム，このトライアングルをどのよう
にしていくのか，という話の中から，親会社がどうというより，割りと高尚な
考え方の中で，プロスポーツチームと地域にフォーカスされて考えられたとい
うふうに思っている．ある意味，J リーグ自体が，野球の悪いところをふんだ
んに学びながら，いいところも真似しながら作ったモデルだと言われているけ
れども，実際，その J リーグのセレッソ大阪に 3 割資本を入れて，一つのチーム
を保有する中で感じたものが，色濃く影響を与え，J リーグで培ったものをプ
ロ野球で具現化したらどうなるのか，というのが，移転の協議の範疇にあった
（8）
と思っている」
という三谷の言葉は，日本ハムファイターズの当時のフラン
チャイズ移転をめぐる状況をきわめてよく表わしていると考えられる．

2. 北海道に「新しく誕生した」球団が「道民球団」になるための
挑戦（9）
日本ハムファイターズが，そのフランチャイズを北海道に移転する際に生じ
たきわめて重要な変化は，球団への出資企業・団体に北海道の有力企業・団体
を迎えた ことによって，ファイターズがこれまでの日本ハム一企業を親会社
とする「企業球団」から「コンソーシアム型球団」に変化したことである（11）．そ
れは，北海道を支える企業と連携して，北海道の発展に貢献する「道民球団を
目指す」という北海道日本ハムファイターズの使命を自明のものとしたという
ことができる．
そして，2002 年 7 月に札幌ドーム内に開設された移転準備室は，2003 年 8
（10）

月，株式会社北海道日本ハムファイターズの設立と同時に，本稿の重要なテー
マである経営理念と企業理念，そして活動指針を制定した．経営理念「Sports
Community」
，企 業 理 念「Challenge with Dream」，活 動 指 針「Fan Service
1 st」がそれである．これらの理念，指針にもとづく本格的な球団のマネジメン
ト改革は 2005 年に始まった．この改革では，徹底して組織内のビジネス，マネ
ジメントに関する考え方を一新する意識改革に取り組んだ．また，縦割り組織
からフラットでフレキシブルな対応が可能な組織への組織改革も行った．これ

に対する道民のシンパシーを高めることとなった（12）．北海道日本ハムファイ
ターズのファン創造とビジネスとしての発展は，他の球団にも大きな影響を与
え，北海道日本ハムファイターズの取り組みが参考になっているとみられるも
のも多い．そうした点から，
「北海道日本ハムファイターズは，フランチャイズ
に根差した活動を展開することによってビジネスとしても成功するというビジ
ネスモデルを示すという点で，日本プロ野球界のイノベーティブリーダーとし
（13）
ての役割を担ってきたということができる．
」

3. 本論文の目的
北海道日本ハムファイターズで意欲をもって働く，ファイターズの次世代を
担う社員は，ビジネス組織としての北海道日本ハムファイターズについて，次
のように語っている．
「おそらく中小企業なんですよね．中小企業のスピード感，意思決定が迅速で
あるのは非常に大きな強みです．それから，北海道企業としての地域に根差し
た視点を持っている企業だという，ちょっと独特な部分もあって，私がここで
ビジネスをしていて意外と大きい点は，中小企業であり北海道の企業なんです
けれど，大企業のブランド力のようなものを持ち合わせていると感じるところ
（14）
で，非常にビジネスがやり易いな，と思っています．
」
「スポーツのトップとビジネスのトップとの繋がりとか関係性が非常に強固
だなと感じていまして，おそらく，スポーツビジネス，球団経営という観点か
らみると，フィールドサイドと事業サイドがきちんと同じ方向を向いて回ると
（15）
いうのは非常に重要だと思っています．」
「東京から北海道に居を移して，心
機一転，「誕生」してやりましょうという，その過程の中で，元々いた部隊と新
しく外から入ってきた人材とのバランスが結構，普通の組織よりはいい具合

で，ダイバーシティーがあるように感じるので，新しい視点とか，挑戦してい
くというところが，歴史的に，場所を変えて組織として大きくなっていく過程
で上手く作用して，Challenge with Dream という経営理念のとおり，挑戦する
（16）
文化が根付いている組織であるという印象を持っています．
」
「一番感じたのは，北海道のみなさんに認識されているチームであり，会社で
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すので，ここの会社で仕事をすることが北海道のみなさんの興味関心を刺激し
たり，北海道のみなさんを元気にするようなことに直接かかわれることが面白
いなということです．それから，組織がフラットに近くて，働いている人間，個
人個人の責任と裁量が大きくて，そこが，非常にやりがいがあって，自分がや
りたいと思った仕事は熱意があればいろんな仕事に関わることができるという
（17）
ところもかなり面白いなあ，と感じています．
」
「北海道の中でファイターズ
はものすごく知名度の高いベンチャー企業だと認識していて，それは新しいこ
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（20）
ある．」

「「われわれの事業は何か」に答えを出すには，
「われわれの顧客は誰か．どこ
にいるか．彼らにとっての価値は何か」を考えなければならない．事業を決め
るものは世の中への貢献である．貢献以外のものは成果ではない．顧客が支払
うものが収入である．他のものはコストに過ぎない．
外の世界，つまり市場から考えることが第一歩である．すべてはその第一歩
から始まる．そこから，マネジメントが最初に行うべきもっとも基本的な意思

とにどんどんチャレンジしていける社風があるという意味でのベンチャーで
（18）
す．」
これら，若く有望な社員の言葉からは，ビジネス組織としての北海道日本ハ
ムファイターズのダイナミズムを感じることができ，このダイナミズムが日本
でまだ誰も見たことのないボールパーク建設事業への挑戦を可能にしたと考え

（21）
決定の基盤を得ることができる．
」

られるが，同時に，北海道日本ハムファイターズは，形の整った大企業ではな
く，中小企業であり，ベンチャー企業でもある姿が見てとれる．現在，北海道日
本ハムファイターズが北広島市に建設を進めている新球場，ES CON FIELD

生活する人々のありようを規定し，とりわけ企業組織は，そこに存在する問題
─不便，矛盾，不合理，悩み，不安など─を解決する「もの」やサービスを商品
として提供することで自らの顧客を得ることができる．その際，社会に存在す

HOKKAIDO を擁するボールパーク，HOKKAIDO BALLPARK F.VILLAGE
は，これまで，日本のどのプロスポーツのどのチームも建設したことのない大
規模で複合的なファシリティであり，建設に要する財政規模としても巨額で，
北海道日本ハムファイターズ自身がいうように，その建設事業はまさに「街づ
くり」である．その点に鑑みると，この「街づくり」は，日本の一プロ野球チー

る問題を解決して「顧客を創造」するために企業は何をなすべきか，すなわち，
「われわれの事業は何か」
．それを明らかにする「定義」が企業の理念であると
考えられる．

ムにはきわめてハードルの高い事業であると考えられる．
そこで，本論文では，著者が，北海道日本ハムファイターズ事業統括本部
の全面的な協力のもとで実施した，同本部と球団関係者への半構造化インタ
ビューにもとづき，何が北海道日本ハムファイターズにこのボールパーク建設
を可能ならしめたのかを，組織に根付いて力強く生きる「企業理念」に焦点を
当てて明らかにすることを試みたい．
ドラッカーは，
「企業の目的」について以下のように述べている．
「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
（19）
る．」
このドラッカーの言葉に照らすと，本論文の目的は，すなわち，わが国のプ
ロスポーツビジネスの「顧客創造」における「企業家精神」と「企業理念」の果
たす役割を明らかにすることであると考えることができる．

4. 企業家精神に裏付けられた「企業理念」の意味するもの
4 - 1「われわれの事業は何か」
「あらゆる組織において，共通のものの見方，理解，方向づけ，努力を実現す
るには，
「われわれの事業は何か．何であるべきか」を定義することが不可欠で

ドラッカーのいうように，事業を行うあらゆる組織は，社会に暮らす人々の
求めるものを知り，その求めに応えなければならない．そして，その求めを知
るためには，市場を，社会を知らなければならない．社会のありようがそこで

（22）
4 - 2 北海道日本ハムファイターズの「企業理念」
とその背景
北海道日本ハムファイターズの理念は，毎年，COMPANY PROFILE の扉を
開いた代表取締役社長あいさつに続く 1 ページ目に記されている．

「企業理念 Sports Community スポーツと生活が近くにある，心と身体
の健康をはぐくむコミュニティを実現するために，地域社会の一員として地域
社会との共生をはかる．スポーツは人々の健康に貢献し，人と人が触れ合う交
流の機会となり，人と人との心がつながるコミュニティを創造する力となる．
ファイターズは「スポーツと生活が近くにある社会＝ Sports Community」の
実現に寄与したい．
経営理念 Challenge with Dream ─ 既成概念に縛られない，夢を持った挑
戦を実現する ─ これまでの概念にとらわれず，長期的視点・継続的視点に基
づき，チーム（選手）・ファン・地域社会とともに成長するプロ野球球団を目指
す．
活動指針 Fan Service 1st ─ 全ての活動にファンサービスを優先させる─
チーム（選手）に留まらず，フロント自身が最初のファン（1 st Fan-Ship）と
（23）
しての眼差しをもつことで，Fan Service 1st を実現する．
」
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この「スポーツと生活が近くにある社会を実現するために，チームの構成
員がファンとしての眼差しで，夢をもって挑戦する」という理念と指針は，北
海道日本ハムファイターズのこれまでの歩みと，HOKKAIDO BALLPARK
F.VILLAGE 建設への挑戦を象徴的に言い表した，
「われわれの事業は何か」と
いう問いに対する解答としての，チームの進むべきベクトルのバックボーンで
あるかのように感じられるが，ここではこの理念と指針がなぜ，どのようにで
きたのかをみることとしたい．
北海道日本ハムファイターズの企業理念，経営理念，活動指針の策定に，
1996 年に創業者，大社義規氏の後を継いで，日本ハム株式会社の専務取締役
から社長に昇格した大社啓二氏の下で理念，指針づくりに取り組んだ染谷栄一
は，北海道日本ハムファイターズの理念と指針は 2002 年にはほぼ固まってい
たという．染谷は当時，理念を策定することとなった経緯について，次のよう
に述べている．
「理念策定の経緯は 1996 年ごろから始まるんですが，（アサツーディ・ケイ
（24）
の）二代前の社長に多氣田（力）
という者がおりまして，彼はうちの社長を退
いた後，ファイターズの相談役になるんですけど，その多氣田のもとに日本ハ
ムの大社（啓二）さんからファイターズをもう一度活性化するために力を貸し
てくれないかという話が入って，私は大社さんに初めてお会いしたんですね．
その当時はまだ事務所が六本木にある時代でして，それこそ，Fan Service 1 st
という指標もないまま，球団としてはパ・リーグ下位低迷型の球団でしかなく
て，そのあたりからファイターズを今後どういう形でつくり変えていくかとい
う活動が始まっていったんですね．その時に移転先も決めていく段階で，野球
ファンという存在がどういう存在かきちんと現状分析していかないといけな
いということで，もともと私はマーケティングをずっとやってきているので，
ファンの現状分析もその当時やりました．2000 年ごろだったと思いますが，北
海道でもやりました．そういう整理をしていく段階で，その頃から理念がある
ように，ドラッカー流にいうと，組織は社会の機関である，その時に企業の存
在意義はどこにあるべきなのか，言ってみれば，一プロ野球球団のポジショニ
ングをどう創るかというよりも，社会の中でどういう役割を日本のプロスポー
ツで最も影響力のあるプロ野球が担うのか，みたいなことをずっと考えており
まして．プロ野球協約の中にも，プロ野球は公共財であるという概念がありま
すよね．そう考えたときに，野球の運営にしても何をゴールにしていくべきな
のかという整理をもう一度し直していこうと．その中で，勝ち負けとか，勝敗
はもちろんありますけれど，ファンの存在とか地域とのステークホルダーとし
てのエンゲージメントのあり方とか，そのあたりをきちんと整備していった方
（25）
がいいなということで 96 年以降，整備していきました．」
そして，理念を策定する際の前提について，
「日本ハムには企業理念として「食べる喜び」というのがあります．これを具
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体的な行動指針に落とし込んでいくときに，日本ハムの子会社であるファイ
ターズが，日本ハムの企業理念を実現していくためにどのような役割を果たす
ことができるのかということが，2004 年以前に北海道日本ハムファイターズの
企業理念，経営理念，活動指針を決定する際の前提になりました．日本ハムは
当時から，セレッソ大阪やファイターズといったスポーツ事業と関わっていま
したので，食だけではなく，
「食×スポーツ」の掛け算でウェルネスな社会を実
（26）
現するというテーマを掲げたのです．
」
と述べ，
さらに，創業者，大社義規氏の時代に遡って，
「大社義規氏はいろいろな事業を立ち上げていく中で，戦後の日本人の貧弱
な体つきを見て，やはりこの国には良質なたんぱく質を届けなければならな
い．自分たちはそういう貧弱な体躯をしている人たちを健康・健全に育てるた
めにたんぱく質を提供する会社を創る．それをハム，ソーセージでやる．とい
（27）
う強い志」
があったという．その志の影響を受けて，
「食べる行為だけでは
なく，運動という掛け算も含めて強い体を育てていく環境づくりをしていこう
というのが，ファイターズのあるべき位置づけを考えていく上での前提となっ
た．二代目の大社啓二さんはビジョナブルな人であったので，いろいろ相談し
ながら一緒に創り上げていった．日本ハムの企業理念と，そこから生まれた野
球ないしはスポーツ事業のあるべき社会的存在意義まで大義をもって整備して
（28）
いったというのがプロセスです」
と，北海道日本ハムファイターズの企業理
念，経営理念，活動指針制定の前提となった経緯を述べている．
このようにみると，日本ハムファイターズが 2004 年に，そのフランチャイズ
を北海道に移す前に，企業理念，経営理念，活動指針の骨格が整ったと考えら
れるが，それがフランチャイズの移転後にチーム内に浸透していく重要な基礎
となる背景について，藤井純一は，日本ハムファイターズの北海道へのフラン
チャイズ移転を社内では「移転」ではなく，北海道日本ハムファイターズとし
て「新たに誕生」したと捉えたことが特に重要であるという．
藤井純一は次のように述べている．
「北海道日本ハムファイターズは移転したんじゃないんですね．「生まれ
た」と言っていたんですよ，ずっと．新しく誕生したと．「生まれた」という
ことで社員全員，頭の回路が変わったことは事実ですね．理念が浸透したの
は，北海道に移ったんだから，北海道でのファイターズの存在価値は，「Sports
Community」ですよということが一つ．もう一つはやはり，自立しないといけ
ないということで，
「Challenge with Dream」が浸透していったという感じが
あったと思います．そのためにはファンサービスだと．最初に，選手にも社員
（29）
にも，全員に浸透したのは「Fan Service 1st」だったと思います．
」
また，北海道日本ハムファイターズのフランチャイズ移転を受け入れた側の
北海道の当時の状況について，染谷栄一は次のように述べている．
「北海道への移転の最大の成功の要因は，北海道という名前を付けたことで，
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アイデンティティが非常に強い土地柄─当時，銀行が潰れて（30），雪印が大きな
事件を起こして（31），アイデンティティ・クライシスな状況の中で，みんなが担

頻繁に野球場に足を運んでいたことは事実だと思います．歴代の監督とはみん

ぎ上げるものが無くなってしまったところに，スポーツコミュニティを実現す
るんだという考えで日本ハムが入っていき，そこで薄れた社会が帰属していく

大社義規氏の率直で魅力的な人柄，人を引き付ける力がよく伝わってくる．
また，その大社義規氏の後を引き継ぎ，2005 年から 2012 年まで球団オー
ナー，その後，2016 年まで球団オーナー代行を務めた大社啓二氏の考えたス

基盤をみんなで取り戻そうと，ファンの方々，地域の方々が必死になって動い
（32）
てくださったんじゃないかな，そんなエネルギーを感じましたね．」
当時，その場に居合わせたからこそ感じられた，興味深い指摘である．
このようにして，北海道日本ハムファイターズの「企業理念」は形作られ，社
内に浸透し，北海道に受け入れられていったとみられるが，そこには，日本ハ
ムの創業者，大社義規氏，そしてその後継者，大社啓二氏の与えた影響を感じ
取ることができる．そこで次章では，大社義規氏，大社啓二氏と北海道日本ハ
ムファイターズの「企業理念」との関係を紐解いてみたい．

5. 大社イズムと「企業理念」
5 - 1 企業家精神としての大社イズム
今日，日本ハム創業者の大社義規氏を知る北海道日本ハムファイターズの関
係者は多くはないが，その一人である北海道日本ハムファイターズ元社長の藤
井純一は当時の大社義規氏を振り返って，次のように述べている．
「創業者の大社会長は，すごく人を大事にしたんですね．社員全員の名前を
知っているんじゃないかと思ったくらいです．例えば，僕が係長クラスの時に
本社に転勤になった時も「お前，大丈夫か」と言われたり．よく覚えていますよ
（33）
ね．社員のことはよく知っている．
」
そして，大社義規氏のビジネスに対する感覚について，

（36）
な，仲が良かったですよ．
」

ポーツコミュニティの概念について，ADK マーケティング・ソリューション
ズの染谷栄一は，
「食とスポーツで「野球コミュニティ」を作ろうとしている
のではなくて，スポーツによって「地域社会の基盤」をもっと強くしようとし
（37）
た．
」
また，「スポーツがあることで社会課題にきちんと向き合えるような組
織体になっていかなくちゃいけない，そう考えていくとスポーツの力は人と人
を繋ぐし，それはファンという絆もあれば，地域というステークホルダーもい

るし，そういった大きなエネルギーとして地域をどう変え，どういう貢献がで
（38）
きるか，みたいなところまで整備をしていった」
とも述べており，そこには
ファイターズの企業理念の底流に流れる考え方をみることができる．
大社啓二氏を知る事業統括本部エンターテイメント・クリエーション部部長
の森野貴史は，大社啓二氏とファイターズの企業理念との繋がりについて，次
のように語った．
「オーナーが本当にこれだけ現場を見て，球団あるいはスポーツビジネスの
あり方みたいなことをいろいろ話していただいた，現場に正面から向き合って
やっていただいた，こんなことはあり得ないと思ったし，当然，大社さんご自
身も，新球場建設という具体的な構想は別として，新しいボールパークイメー

難な時ほど新しいことに挑戦しましょう，という感覚かな，そういうのがあっ
（34）
た気がします．そして，判断が早い．
」
「みんなにいろんなことを挑戦させて，
（35）
判断だけを最後にするというスタイル．
」
これらの言葉からは，
「Challenge with Dream」に通じるものを強く感じる．

ジというものを当時からずっとお持ちで，そんな話も聴かせていただきまし
た．そういうものから今が生まれているんだと思いますし，それはうちの会社
の DNA として，そこには企業理念も含めて引き継がれているんだというふう
（39）
にすごく感じますね．」
「大社さんがずっと言っておられるのはまさにそれで
す．いわゆる「大社イズム」がイコール，うちの理念だというふうに認識して
いますけどね．我々はそう感じながらやってきましたし，まさにそうだと思い
（40）
「日々別にずっと感じているわけじゃないですけれど，何か行き詰
ますね．
」
まったり困ったりした時に最後に考える指針，やっぱりだからこっちなんだ
（41）
ねっていう考え方に持っていける指針ですね．」
「押し付けるわけじゃないん

さらに藤井はいう．
「それと結構現場主義です．例えば，野球でいうと，暇があれば野球を観に行
きますけれど，行けない時も野球の成績は毎日聴いていたはずです．僕はサッ

ですよね．話しながらやっているうちに，やっぱりそっちの方向に行くんだと
思うんですよ，うちは．やっぱり根本的にある思想，思いみたいなものは DNA
（42）
として受け継がれてる．」
「うちの理念イコール大社イズムの大社イズムって

カー担当だったんで，試合ごとに大社さんに電話して，負けたらガシャってや
られてましたから．それから，日本ハムの大きい展示会がビッグサイトであっ
たりする時は必ず来ていました．車いすに乗ってまで来ていました．
野球が好きで，しょっちゅう野球を観に行っていましたから，選手たちに
とっても非常に身近な人だったと思いますね．ほかのチームのオーナーよりも

いうものは，時代の変化の中で別に「大社イズム」である必要はないと思いま
す．ただうちの企業理念は変わらないと思うんですよね．だからこの理念って
いうものは当然，今の若い社員たちにも伝えていかなくちゃいけないし，引き
（43）
継いでいくものだと思っています」
また，次世代の北海道日本ハムファイターズを担う若い世代である，北海道

「やはり，大社イズムの中に，失敗を恐れず，というのがあって，思いっきり
挑戦しましょうという感覚が非常にあった気がしますね．それと，得意な分野
で戦おうというのがあったのと，それから，例えば，コロナ禍の今みたいな，困
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日本ハムファイターズ事業統括本部ファシリティ・リレーション部ボールパー
クデザイングループグループ長でファイターズスポーツ＆エンターテイメント
の小川太郎は，次のように述べている．

5 - 2「食×スポーツ」とボールパーク創造事業
ところで，先にみたように，染谷栄一によれば，「食べるよろこび」を企業理
念にもつ日本ハムは，日本ハムファイターズを創設するにあたって，「食×ス

「スポーツコミュニティの実現という大きな企業理念が，多分，北海道に来た
時につくられて，それは根幹として組織に根付いているような気がしています．
それで，大社啓二さんとプロジェクトの中でお会いして少しお話を聴く機会も

ポーツ」の掛け算でウェルネスな社会を実現するテーマを掲げたという．では，
日本ハムにとってのこのテーマは，北海道日本ハムファイターズによるボール
パーク創造事業の中にどのように息づいているのであろうか．

あったり，島田さん（44）の話などを聴いても，組織をドライブしてきた方に通じ

まず，三谷仁志は，日本ハムにとって，同社が売上高業界日本一の地位を獲
得するための広告宣伝モデルの具体化としての日本ハムファイターズであった
ものが，日本ハムがその地位獲得を達成したのちの日本ハムファイターズ保有
の意義の変化について，つぎのように語る．
「当然，引き続き知名度の維持向上に寄与しているということがあり，合わせ

ている理念だなと思いますし，結局，前沢 ，三谷 も，新球場をやろうと言っ
た考えの根底には，そのスポーツコミュニティの実現，コミュニティに対してど
（45）

（46）

う還元するか，みたいなところが根強くあるんだなというふうに思っています．
そして，そこは得てして抽象的なものになったりするのが理念だと思うんです
が，今も，この 16 年間（47）もそうですし，これからボールパークの挑戦をしよう
（48）
という中で，芯として根付いているんじゃないかな，と思っています．
」
この小川太郎の言葉からは，大社義規氏，大社啓二氏の強い思いから，「大社
イズム」の普遍化の形として北海道日本ハムファイターズの誕生とともに歩み
始めた企業理念が，確実に次の世代に受け継がれていることが理解できる．
事業統括本部長の前沢賢は，大社イズムは「私の中では間違いなく生きてい
（49）
る」
といい，大社啓二氏が素晴らしい人であり，また人間臭くもあって，
「何
でも話せる人だな，と思います．そういう意味でいうと，この会社に「日本ハム
（50）
イズム」なんてものは 1 ミリもなくて，
「大社イズム」なんですよ」
と述べる．
そして，「今のグループ長もしくは部長以上にはみんな，大社さんのイズムみ
（51）
たいなものが大なり小なりあるのではないか」
という．また，この大社イズ

てそれ以上に，スポーツを通じての社会貢献だとか，スポーツを通じての人づ
くり，そして，
「食とスポーツ」といったものを打ち出すメッセージアイコンと
して価値があるというふうに思っています．つまり，以前の，社名をより多く
連呼してほしいというような，また，社名を活字で世の中の人により多く見て
もらうためにプロ野球球団があればいい，という感じからは完全に脱却してい
ると思っていて，ファイターズそのものが持っているブランドイメージが会社
（日本ハム：筆者注）と上手く結びつくということをベースにして，それが会社
（54）
に対する求心力の要素になると思います．
」

そして，ボールパーク創造事業の日本ハムにとっての意義については，
「やはりそれ以上にもう少し構想力があって，こんなこともやっているんだ
と，グループで取り掛かり，やり遂げられるということを世間に対して発信す

ムが意味するところは「Sports Community」の枠に収まらない，もっと広いも
のではないか，ともいう（52）．その言葉を私は，今回のボールパーク創造事業が
単なる「最新鋭の球場建設」ではなく，社会を活性化し，人々を元気づける「街

ることが次なる価値だと思いますし，そのボールパークという構想の中で，い
くつもの事業パートナーとの共同創造という概念を打ち出しながらやってい
く．そしてその中で，
「食とスポーツ」のあり方みたいなものも表現できる「場」

づくり」であることに符合するものとして理解した．
そして，日本のプロ野球ビジネスに精通し，前沢賢，三谷仁志とも旧知の中
であり，今日，ファイターズのボールパーク創造事業にもかかわりをもち，こ
れまで社員の口から語られた，企業理念の息づく北海道日本ハムファイターズ
を組織の外から見続けてきた鈴木友也の言葉には，きわめて感慨深いものを感

というふうに変わっていくというのが，まさしく今回の拠点をもつ意味，意義
（55）
だと思います．
」
このような，日本ハムにとってのボールパーク創造の意義を受けて，前沢賢
はつぎのように述べる．
「私はあまり「食とスポーツ」に固執していません．というのも，食というの

じる．
「もう亡くなってしまいましたけれど，日本ハム創業者の大社義規さんが長

は世の中になくてはならないもので，ある意味，経済圏が形成されれば自ずと
生み出されて，消費されるものだと思うので，大きな経済圏をつくること，も
しくは事業モデルをつくることの方が優先されるべきだと思っていて，そのあ

いこと野球が好きで，野球界に入ってきて，今はもう球団から退かれましたが，
大社義規さんの息子の大社啓二さんが球団にいらしてて，その大社ラインが
ファイターズを守っていたというのがあると思うんですね．
（中略）その創業
者と息子さんが，野球への愛情があって，自由にやりたいことをやれという起
業家文化というようなものが，日本ハムのスポーツラインに残っていて，それ
（53）
が前沢，三谷のような人物をファイターズに呼んだんだと思います．」

とに必然的に「食」がついてくるものだと思っています．ですから，そこの手段
（56）
と目的があべこべになるようなことはしない方がいいと思っています．
」
この前沢のいうところはきわめて重要である．それは，
「食×スポーツ」の掛
け算でウェルネスな社会を実現することは結果であって，そこに至るプロセス
である「大きな経済圏の創出」もしくは「事業モデルの確立」こそが肝要である
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と指摘しているのである．

6. 事業創造のリーダーシップ
こうした大事業を組織が同じベクトルに向かって旺盛に展開していくために
は，リーダーシップの発揮が重要な役割を果たすことはいうまでもない．
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藤井は当時を振り返り，「ファイターズスタイルを作ろうよ，と．そして，日
本一，世界に誇れるチームを作ろうというのが合言葉だったんです．それは，
チームの強さで日本一ではなくて，球団全体としての日本一のチームという
（62）
か，独特のチームを作りましょうという考え方です」
というが，藤井による
改革の根底には，これらの考え方が流れており，それが全社への浸透を果たし

ドラッカーは，リーダーシップとそれが十分に発揮される素地について，つ
ぎのようにいう．
「リーダーシップとは，人の視線を高め，成果の基準を上げ，通常の制約を超
えさせるものである．リーダーシップの素地として，行動と責任についての厳
格な原則，高い成果の基準，人と仕事に対する敬意を，日常の仕事において確

たということができる．
その後，ボールパーク創造に繋がる北海道日本ハムファイターズのビジネス
としての発展は，事業統括本部が牽引していく．
事業企画室室長の小林兼は，事業統括本部のトップの思いが，北海道日本ハ
ムファイターズに，ボールパーク建設事業を可能にしたのだという．

（57）
認するという組織の文化に優るものはない．
」
すなわち，「大社イズム」に裏打ちされた企業理念，経営理念，行動指針が生
きる北海道日本ハムファイターズはリーダーシップの素地を備えているし，ま
た，リーダーシップの発揮無くして Sports Community の実現と，そのための

「個人的にはトップマネジメントの思いが強いっていうのが，結構重要だな
と思っています．やっぱり前沢みたいに思いと行動力みたいなものがないと，

社員一丸となった Challenge with Dream も困難であろう．
日本ハムファイターズは，2004 年に北海道日本ハムファイターズとして「新
しく誕生」し，企業理念の具体化に努めていくが，移転初期には 2005 年に事業
本部長，2006 年から 2011 年まで社長を務めた藤井純一のリーダーシップが大
きな役割を果たしたとみることができる．
「一番最初に社員をチャレンジ精神を持った人間に変えていくというか，組
織改革というか，そういう感覚はありましたよね．要するにみんなで汗かいて
なんぼやという感覚です．それまでは野球が好きならいいとか，そういう感覚
で入って来た人も，親会社は日本ハムだけれど，ファイターズが自分たちの会
社ですよ，ということをもっと明確にしようじゃないかということで，プロ
パーの人たちが自分たちの会社だと思える，そして，自分たちが一生懸命汗を
流して稼いだお金で給料をもらうんだと，いう意識に変えていくというのが，
（58）
そして，
「2008 年に黒字に転換して，そ
最初だったかなという気がします．
」
の時に社員の給与体系を変えているんですね，全部．今までの年功序列型の給
（59）
料から，成果主義に変えてしまいました．
」
そして，管理部門を含め，ファイ
ターズのすべての部門が予算の達成に責任を持ち，「全員で会社を作っていく
んだという考え方で，何かイベントをやる時は，関係ない部署の人もみんな一
（60）
緒に手伝いますよ」
という空気ができた．また，
「今まで相当，海外研修をさ
せています．僕はセレッソの時にもさせていましたけれど，海外研修が大好き
なんです．百聞は一見に如かずで，いつかはああいうスタジアムにしたいよね
と，みんなが思うことが非常に大事だと思っていたので，アメリカなどの素晴
らしいスタジアムを見て，そういうスタジアムを持ちたいと思ったのは事実だ
（61）
と思います．
」
この時の社員の気持ちが，今日のボールパーク建設事業に息づ
いていることは間違いない．

ここまで来ていないんじゃないかなと，客観的に私が過去の資料とか面談資料
とか見直して思ったところです．やはり前沢と三谷，あの二人が相当牽引して，
かつ親会社である日本ハムを説得してここまで持ってきているというのは衝撃
を受けましたね．ある意味その，グループ会社の一つに過ぎないファイターズ
が，親会社に今までしたことのない投資金額を認めさせているという．600 億
（63）
円という投資金額は，日本ハムグループでも過去最大級らしいです．
」
そして，本部長の前沢賢について，
「やっぱり野球に対するリスペクトが凄いですよね．普段は全然出さないん
ですけれど，そういうのは．例えばチームとのミーティングなんかに同席する
と，チーム側の意見をすごく尊重しているし，野球に対する愛っていうのが根
底にあるんだろうなと．野球に対するリスペクトとそもそもボールパーク事業
を通じて社会に貢献したいという思いが突き動かしているんじゃないかなと思
（64）
います．」
こうした考え方が球団の両輪である現場を担うチームと事業の良好なバラン
スを生み出しているのであろう．
また，ボールパーク創造業務の中心を担っているボールパークデザイング

ループ グループ長の小川太郎は，
「私の場合は，ボールパークプロジェクトを具体的にやっていて，直属のマネ
ジメントと言いますと，対面しているのは前沢や三谷だったりします．上の人
間の考え方は学ぶことが多いですし，高い視点を見ながらマネジメントに取り
組んでいるので，私が入って業務をしている中では，組織全体というとちょっ
と視点が広いかもしれませんが，非常に高いビジョンと目標と視座を持って
やっているなという印象をもっています．上のトップ二人には，そういうとこ
（65）
ろがあると思っているので．
」
と事業統括本部トップのリーダーシップを語
る．一プロ野球チームである北海道日本ハムファイターズが，日本ではまだ誰
も見たことがないボールパーク，HOKKAIDO BALLPARK F.VILLAGE の建
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設を実現できた要因については，
「一義的に思うのは，これをドライブしていたリーダーに推進力があって，周
りを説得できたということだと思います．前沢みたいなのが，世の中に必要な
ビジョンを臆することなく掲げて，高い視座でそういったものを発信していっ
たということと，たぶん私が入る前も，いろんなハードルがあったようなんで
すが，一つひとつ乗り越えて，執着してできるまでやり続けたという推進力と
ビジョンだと思っています．ファイターズも北海道に移転して，「新たに誕生」
してチャレンジしようという理念があったり，組織の中でも壮大な事業に挑戦
していく人たちがいたからこそ，今回の挑戦もできたのかなと思いますし，そ
ういったものが重なって，挑戦する人たちの想いが潰されることなく，どんど
（66）
ん賛同者を増やしていったのかなというふうに思います．」
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2012 年以降，15 年ごろまでずっと頭打ち状態が続いてるなかで 30 億円伸ばし
たというのは．もちろんみんなの頑張りですべてそうなったんですけれど，結
局何が原因だったかっていうと既成概念を取っ払ったことだけなんですよね．
やってることはそんなに大きく変わらないんですよ．でも，どこか働いている
職員の中で，200 万人動員するのは難しいんじゃないか，とか，そこまでいかな
いよね，みたいな．予算書を書かせても昨年対比 103％，105％というような，
段階的に最終的に 115％にします，みたいな右肩上がりの予算書を出してくる
んですけれど，こんなバカげた予算書出すなよ，と．一回下がって急激に上が
ることだって事業部門ではあるわけじゃないですか．考えていないんでしょ，
と．一度既成概念取っ払って，数字を 105％にするとかいうことも忘れて，どこ

このように，事業統括本部で働く若い社員たちからは，本部長の前沢賢や副
本部長の三谷仁志のリーダーシップに対する高い評価が聴かれる．
そしてその事業統括本部長の前沢からは，きわめてわかりやすく，具体的に，

までやったらどうなるの，っていうのをゴール設定したうえでブレイクダウン
していく，というのは結構言いました．それによって，105％じゃなくて 130％
伸びたところもたくさんありましたし，2 年目は 105％伸びなかったところも
もちろんありますけれど，全体で見たらガバッと上がっているわけじゃないで

ボールパーク建設事業を通じた彼自身の考えが語られている．それは，前沢の
リーダーシップの姿である．
「凄くエモーショナルなんですけれど，そもそも想像できることは実現でき

すか．日本人の一番いけないのは昨年対比 105％を 3 年間上積みしていくよう
なことを一生懸命やろうとしてしまうことだと思うんです．うちみたいな中小
（69）
零細企業でそんなのやっててどうするのって言ったんですよ．
」

ると勝手に思っていて，想像できないものはやっぱりできないんだというふう
に思っているんですよね．その際に，当然，自社の収支はそれなりに理解して
います．それで，この環境で今後，変化が渦巻くであろう業界を考えた時に，想
像したことを実現しないと，むしろこの会社が立ち行かなくなるとも思いまし
た．ですから絶対にやらなければいけないことだと思っていました．やれれば

「2004 年に北海道で「新たに誕生」してからスポーツコミュニティという旗
印で，いろんなことが進められたのも事実なんですけれども，これからの時代
はもう一段変わらなければいけないと思うんですよね．今までの理念をそのま

（67）
いいな，というふうには全く思っていなかったですよね．」
「私は 2015 年の 11 月に本部長職に就いたんですが，23 年にボールパークを
完成させるためには 2018 年，19 年あたりには決断していないと間に合わない

と思っていて，それが遅れれば遅れるほど陳腐化を進めてしまうので，それは
嫌だったんです．それで，じゃあ，どうしたら本部長として周りに信用しても
らえるかというと，やっぱり一つは業績を上げることだと思って，結構尻をた
たいて，自分でもめりめりやったんです．それで，2016 年，17 年，18 年の売上
が急激に上がりました．それによって会社が成長し，うちの場合は営業利益が
ボーナスに分配されるので，自分達もボーナスが増えて，少なからずプラスに
なったと思います．ざっくりいうと 3 年間で売上が 30 億円ほど上がったと．そ
ういう意味でいうと，私と三谷の二人の体制で事業を運営していくことによっ
て，会社もプラスだし，自分たちにもそのメリットリターンがあるんだと，言
（68）
葉では言わなくてもわかってもらえたのかなと思います．」
「やっぱり数字が
残せない上司では，どんなお人よしでもついて行きづらいと思うんですよね．
世の中にいい人は五万といると思うんですけれど，実際数字を残していける
人というのは意外とそんなにいないじゃないですか．ましてや，うちみたいに

ま踏襲していくというのでは，私はあまり成長が見込めないと思っていて，そ
こは「破壊と創造」だと勝手に思っているんです．これをいうと，大社さん，怒
るかもしれないのですけれど，多分，怒らないと思うんですよ．それはやっぱ
り，スポーツコミュニティの解釈がいろんな人にあるからで，私はどちらかと
いうと「スポーツコミュニティ」じゃなくて「リビングコミュニティ」だと思っ
ているんです．いろんな地域，もしくはツーリストのリビングの機能になるこ
とのほうが重要だと思う．そこにスポーツがあったり文化があったりすればい
（70）
「「街づくり」までやった人は誰もいません．この街
いだけの話でしょ，と．」
づくり，つまり，札幌経済圏や北海道経済圏の中の新しい柱，新しい地区とい
うイメージでの「経済圏」を形成することが私たちが果たさなければならない
役割だと思っているんです．だから，今までの既成概念からどうやって枠をは
み出して，はみ出すだけじゃなくて，はみ出した後にちゃんと経済圏を形成で
（71）
きるかできないかだと思うんです．これがすべてです．
」
これらの言葉が，今日の北海道日本ハムファイターズにおける事業創造の
リーダーシップのありようを表している．
前沢，三谷と長く親交のある，Trans Insight の鈴木友也は，親会社である日
本ハムとファイターズ，そして，ファイターズと前沢，三谷との関係を次のよ
うに語っている．
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「日本のプロスポーツの場合は，チームを保有している企業が，どれだけ球団
経営への気持ちを持っているかによって，そのレベルが決まってしまうという
のが球団経営の大きな要因として挙げられると思います．
日本ハムとファイターズの場合は，いい意味で，球団が自由にやっていいと
いう関係が，親会社と球団の間にあったので，それが土壌として大きいと思い
ます．そしてその土壌の中で，前沢，三谷という，一流企業にいても飛び抜けて
優秀な人材がこの球団に来たんですね．それはファイターズという土壌があっ
たから，自分が生きると思って来ていると思うんですよ．だから，そこが大き
（72）
いと思いますね．
」
北海道日本ハムファイターズには，前沢と三谷の，事業創造のリーダーシッ
プを育む土壌があると鈴木は述べている．

7. 北海道日本ハムファイターズとファイターズ スポーツ＆エン
ターテイメント
2019 年 10 月に，株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント
（FSE）が設立された．分社化によって，これまでの株式会社北海道日本ハム
ファイターズの事業統括本部と，管理統括本部のうちビジネスに関連する部
分が切り分けられてファイターズ スポーツ＆エンターテイメントに組織ごと
移ったという表現がわかりやすい（73）．
ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの分社化に至った理由を，事
業統括本部副本部長の三谷仁志は明快に述べている．
第一の理由は，「社内のマインド的な部分で，今までのプロ野球チームの領
域から，事業領域をもう少し拡大して，物事を考えておかないといけないとい
うことで，別会社にした．今までのプロ野球でこれもやります，あれもやりま
すというよりは，その街づくり，不動産，ライフスタイルに入っていく中で，
パートオブライフスタイルというよりも，人々のライフそのものに入っていか
ざるを得ないという中で，自ら意識を変える．合わせて，新しく入ってくる人
（74）
たちのためにも，別会社を作ったということです．
」
第二の理由は，
「資本的なもので，今球団は資本金 2 億円の中小企業ですけ
れども，今回 600 億円の球場建てるには，レバレッジを考えて，イクイティー
で 240 億円くらい持っておきたいという中で，
（中略）事業パートナーを募り
たかったというのがあります．
「共同創造」って言っているのに，会社自体は
日本ハムグループ 1 社というふうにやっていたら，それはもう共同創造のベー
スができていないことになりますし，FSE は電通，民都（一般財団法人 民間都
市開発推進機構）というような，さらなる事業パートナーを募れるインフラだ
とも思っています．民都さんには，国交省の絡みもあって行政とのパイプとい
う意味で入ってもらったというのが経緯です．あとはやっぱり，プロ野球の球
団に課せられるルールみたいなものが色々あるので，そこからいったん外れる
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ほうが理に叶っているのかなということです．まぁ地域権等々みたいな話もあ
（75）
るので．
」
第二の理由の意味するところは，「共同創造」のための事業パート
ナーを募る際に，新しい器を作って，日本ハム，ファイターズもそれぞれその
新しい器に資金を入れ，事業パートナーもそこに資金を入れるということで，
互いが対等の共同パートナーを募りやすくする形を作るということであろう．
そして，このボールパーク創造事業は「街づくり」のビジネスで，狭いプロ野球
ビジネスの枠組みの外にあることから，日本プロフェッショナル野球協約の制
約を受けない組織を作ったのだと理解できる．
ところで，FSE はこれまで，北海道日本ハムファイターズという一つの傘の
下にあった事業統括本部と管理統括本部の一部を切り分けて別法人にしたも
のであるが，どちらも株式会社で，この二つの株式会社を束ねる上部組織は存
在しない．すなわち，組織図上の繋がりはない．しかし，この二つの企業は，い
うまでもなく，同じベクトルの方向に進んで行かなければならず，それを，二
つの企業間の役員の兼務と，健全で信頼される企業経営を実現するためのコー
ポレートガバナンスを推進する，「ファン 1 st 委員会」
「SC（スポーツコミュニ
ティ）委員会」
「コンプライアンス推進委員会」の三つの委員会が，両方の会社
からの所属部署を超えたメンバーで構成されることで担保している．三谷はこ
の点について以下のように述べている．
「特に，スポーツコミュニティ，ファンサービスという，球団の理念だったり
行動指針をどういうふうに組織の中で展開していくのか，そのための重要な位
（76）
置づけ，かつ意識づけの部分を共同で運営しているということですね．
」
すなわち，企業理念が二つの企業を結びつけているのであり，北海道日本ハ
ムファイターズの理念経営の一つの形を表しているといえるであろう．

8.“Sports

Community”
“Challenge with Dream”とボール
パーク
元社長の藤井純一は，北海道日本ハムファイターズが今日のボールパーク建
設に向かう最初のきっかけは，ファイターズが北海道に移転して，札幌ドーム
でファンサービスに全力で取り組んでいた社員の想いだという．
「移転してから最初の何年か，利益が出るか出ないかは後にしておいて，ファ
ンサービスを徹底的にしようとしてる時に，ある社員からの「これ以上，ファ
ンサービスしようと思ったら，札幌ドームではできませんよ」という言葉を，
僕は今でも覚えてるんですよ．自由にできないから．（中略）一番は，やはり思
い切りファンサービスをしたいと．そのためには自分たちが自由に使える球場
欲しいよねと．今みたいに，ボールパークを造るか造らないかは別問題として，
（77）
自由にできる球場が欲しいよねと．
」
当時は，オーナーであった大社啓二氏も交えて議論もしたし，藤井自身も札
幌市に対してさまざまに働きかけたが，その中で「自由にできる球場」にはな
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らないということが見えてきたという．
もともと 2001 年に完成した札幌ドームは，札幌市が FIFA ワールドカップや
ラグビーワールドカップなどの国際的なスポーツイベントの誘致を目的に建設
され，収入確保の狙いから多目的化され，試合数の多いプロ野球球団の誘致が
前提にされていたもので，日本の多くのプロスポーツチームと同様，所有者と
使用者が異なる関係が成立した．その経緯からは，ファイターズの「自由にで
きる球場」となるには困難があったことが伺える．
事業統括本部長の前沢賢は次のようにいう．
「そもそもやはり歪みがあって，プロスポーツをエンターテインメント業界
の一つと捉えた時に，ソフトはチームでハードは球場になるわけですけれど
も，ソフトとハードが一体化されていないということによる弊害はたくさんあ
るんですよね．それは，長年それに甘んじているのでそれが当たり前だと思っ
ていることもたくさんあるんですけれど，私はそれを当たり前だとは全然思え
なくて，それはチームも当たり前だと思ってなくて，そういう意味でいうと，
弊害をクリアしていくためにもそれ（自前の球場，ひいてはボールパークの創
（78）
造：筆者）は必要だと思いました．
」
しかし，日本でまだ実現したことのない「街づくり」としてのボールパーク
創造にはリスクを伴うが，そのリスクテイクについて三谷は，
「リスクという観点で言ったら，今のままステイすること自体が，不確実性
が高いと思っていたことがあります．どこまで行っても，我々が言っているス
ポーツコミュニティみたいなものをここ（札幌ドーム：筆者）で形成できるの
かと言ったら，そういうふうに自治体さんも思ってなくて，たぶん札幌ドーム
さんも思ってなくて，
「スポーツチームでしょ」というふうな見え方が強かっ
たところもあり，地元自治体と一緒にタッグを組んで何かをやっていくみたい
な感じではなかったというのが根本にはありました．そう意味で言ったら，こ
のままステイすること自体も不確実性が高い，かつ自分たちの理念としている
ものが成しえないという十二分なリスクがあって，新しい，前進しての不確実
性と，そのまま留まることによる環境変化に押しつぶされる不確実性を比較し
た時に，我々は Challenge with Dream を掲げているので，じゃあどっちのリ
スクをとるの，と言った時に，新しいことに踏み出しての不確実性の方が，よ
り自分たちのリスクとして受け入れやすいものであることは間違いありませ
（79）
ん．」
という．

9. おわりに ─ 俯瞰して逆算できる座標軸を持つ組織
事業統括本部副本部長の三谷仁志は，
「うちの会社の特徴は，理念経営，ミッション経営をしているということだと
思います．それが，うちの会社のユニークさであり，凄さであると思っていま
（80）
す．」
という．
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これまでみてきたように，北海道日本ハムファイターズでは，プロ野球界に
参入以来，大社義規氏から大社啓二氏に受け継がれた「大社イズム」が，2004
年のフランチャイズの北海道への移転を契機に企業理念として整備され，決し
て誇張ではなく，それがすべての社員に共有されている．その浸透の深さは，
ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの分社化にあたっても，
「人」と
「理念」で北海道日本ハムファイターズとの二社間を結びつける選択をしてい
ることに表れている．
北海道日本ハムファイターズは「プロ野球」という領域で挑戦を続け，ファ
イターズ スポーツ & エンターテイメントは，「街づくり」という新たな事業の
領域で挑戦していく，というのが今回の分社化の意義である．
そのうえで，三谷は，
「我々は，その「街づくり」という事業の中で，より中長期的な時間軸で，よ
り俯瞰して物ごとを見て将来を考え構想する．そして，そこからの逆算で，今
何ができるかを考えて，日本社会や経済に価値を提供していこうと考えてい
（81）
る．そういう考え方がベースになっているのが FSE の強みです．
」
FSE の強みはすなわち，ビジネス組織としての北海道日本ハムファイターズ
の強みである．
この理念経営を強みとし，俯瞰して逆算できる座標軸を持つ組織が，スポー
ツコミュニティを実現するために，夢をもって挑戦している「HOKKAIDO
BALLPARK F.VILLAGE」の創造にみるイノベーションについて次稿で著し
たい．
【注】
（1）2015 年 6 月 9 日，当時，北海道日本ハファイターズ球団代表，島田利正氏へのインタビュー
による．
（2）2020 年 7 月 6 日，北海道日本ハムファイターズ元社長，藤井純一氏へのインタビューによ
る．
（3）2020 年 7 月 6 日，北海道日本ハムファイターズ元社長，藤井純一氏へのインタビュー．
（4）2020 年 5 月 27 日，北海道日本ハムファイターズ事業統括本部副本部長，三谷仁志氏へのイ
ンタビュー．
（5）2020 年 7 月 6 日，北海道日本ハムファイターズ元社長，藤井純一氏へのインタビュー．
（6）2020 年 7 月 6 日，北海道日本ハムファイターズ元社長，藤井純一氏へのインタビュー．
（7）2020 年 7 月 6 日，北海道日本ハムファイターズ元社長，藤井純一氏へのインタビュー．
（8）2020 年 5 月 27 日，北海道日本ハムファイターズ事業統括本部副本部長，三谷仁志氏へのイ
ンタビュー．
（9）北海道日本ハムファイターズの北海道札幌市へのフランチャイズ移転以降の事業展開に
ついては，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」pp.143 - 162）に著した．
（10）北海道日本ハムファイターズへの出資企業・団体は，株式会社北海道新聞，株式会社北洋
銀行，サッポロビール株式会社，ホクレン農業協同組合連合会，株式会社札幌ドーム，株
式会社北海道銀行，札幌商工会議所，日本ハム株式会社，北海道旅客鉄道株式会社，北海
道ガス株式会社，北海道電力株式会社である．（株式会社北海道日本ハムファイターズ，
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株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（2020）
「COMPANY PROFILE」
p.8）
（11）2020 年 7 月 29 日，株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ チーフ・ディレク
ター，染谷栄一氏へのインタビューにもとづく．
（12）その具体的な取り組みについては，種子田穣（2019）
「北海道日本ハムファイターズの顧
（三浦一郎編著「顧客の創
客創造 ─ 北海道へのフランチャイズ移転を契機として ─ 」
造」pp.143-162）を参照されたい．
（13）種子田穣（2019）p. 158
（14）2020 年 9 月 29 日，北海道日本ハムファイターズ事業統括本部事業企画室室長，小林兼氏
へのインタビュー．
（15）2020 年 8 月 8 日，北海道日本ハムファイターズ事業統括本部ファシリティ・リレーショ
ン部ボールパークデザイングループグループ長，小川太郎氏へのインタビュー．
（16）2020 年 8 月 8 日，北海道日本ハムファイターズ事業統括本部ファシリティ・リレーショ
ン部ボールパークデザイングループグループ長，小川太郎氏へのインタビュー．
（17）2020 年 8 月 21 日，北海道日本ハムファイターズ事業統括本部ファシリティ・リレーショ
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中国スポーツ・ビジネスにおける
顧客志向拡張と健康価値形成

―国
 務院 46 号文書と『“健康中国 2030”計画』
を中心に

The Social Innovation around the Healthy Body Ideas and the
Great March of the Customer Orientated Sports Business in China

宮内拓智

Takuji Miyauchi

（立命館大学 BKC 社系研究機構客員研究員）

Summary
This Paper is the Reflection on the Great March of the Customer Orientated
Sports Business in China. The Consequence is the Materialization of the Chinese
Constitution for the Human Capability Development. The Implication is the
Incarnation of the Social Innovation around the Healthy Body Ideas. It makes
The Way into the fusion of the Sports Needs and the Health Needs through two
Manifestation.
One is The Central Government’s Sports Policy Document No.46.This Scheme
means the Acceleration of the Sports Business Growth and the Sports Needs
Promotion, with the Result that Chinese Sports Business has the Innovation
Orientation and the Customer Orientation.
Another one is the “Health China 2030” Vision.This Vision Encourages the Health
Needs and Creates the Health Business, Including the Sports Business. There is a
Good Prospect that China is becoming The Healthiness Nation as The Perfection of
the Modern Healthy Body Ideas.
The Assignment is the Establishment of the Socio-Ecological Approach to the
Sports Business Ecosystem after the Social Innovation Reflects the Polyphony of the
Healthy Body Ideas.

1. 中
 国スポーツ・ビジネス研究と「イノベーションの視点」
― 問題意識と課題設定
1 . 1《イノベーションの視点》の理論的含意 ― 発展性認識と問題性把握
本研究は，中国国務院 46 号文書及び『“健康中国 2030”計画』の政策理念に
ついての理論的・価値的検討を通じて，政府のイノベーションが生み出した中
国スポーツ・ビジネスにおける顧客志向の拡張とその帰結としての健康価値の
展開過程についての理論的・社会的意義を明らかにし，今後の理論的課題を提
起した．
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多様な相貌を有し，事業領域の外延拡張を遂げる，今日の中国スポーツ・ビ
ジネスを，
《イノベーションの視点》から捉えると，イノベーション志向と顧客
志向を有する需要創造型ビジネスとしての地位と役割を獲得し，多様なニーズ
に対応しつつ，スポーツへのニーズと健康へのーズを融合させるイノベーショ
ンによって，新しい「健康産業」の発展を構想し，社会生態学的視点から「極相
（Climax Community）
」を志向する．
近代社会の自己認識としての社会科学にとって，《歴史＝時間》は重要なモ
メントである．ゆえに，社会科学の実証研究の一分野である産業研究における
個別研究としての中国スポーツ・ビジネスの研究は，比較的，新しく形成され
た未成熟の産業分野であるため，研究の蓄積も十分とは言えない．
張林，黄海燕，韓丹，伍紹祖，鮑明暁，李梅松・蘇湖平，江和平などは，経済
的・産業的・企業的な発展に焦点を当てた，主として，発展性認識の立場から
の接近を行っている（注 1）．また，楊明，李岐峰，Dan 建国，張海峰，白喜林らの個
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《事業の生態系》の内部において，事業の存立基盤の拡大と限界，新しい社会
的分業の形成などの産業内的特性の分析や産業的個性・経営的個性の研究だけ
でなく，企業単独あるいは《事業の生態系》全体の行動・活動と機能の実態と
原理の解明をめざすものとして展開され，理論としての体系化が望まれる．さ
らに，
《事業の生態系》が，どのような態様をとり，どのように機能するかにつ
いては，ルールや制度的枠組を抜きにしては論じられない．
その際，理論体系が，各位相におけるイノベーションの諸課題（経済的・社
会的・文化的・政治的等々のイノベーション）に対して，いかに応えようとし
ているのかが，ひとつの試金石となる．とりわけ，個人の自由な創造的活動の
発現＝創造力発揮としてのイノベーション機会の拡大と社会的連帯の強化は，
産業的・経済的発展と生活の質的向上とを結合させ，経済社会の刷新と経済
主体のあり方を問い，社会経済体制としての正統性を担保する重要な主題であ

しかし，これらの研究は，広範なスポーツ・ビジネスの一側面のみ，一部分の
みに焦点を当てた研究視角であり，中国の経済社会から要請されている諸課題

る．社会経済体制の正統性の根拠としてのイノベーションの実現及びイノベー
ション機会の発見は，発展至上主義的・経済至上主義的認識を基礎とした産業
経済の効率的で機能的な組織化をめざす，従来の理論的試みと方向性とは異
なる批判的な認識を用意し，存在論的根拠を明らかにし，社会的価値観の転換
にも大きく寄与する．いわば，発展性認識と問題性把握を止揚した《イノベー

に，適切に対応しているとは言い難い．多様化する論点の存在，例えば，グロー
バリゼーションの進展は，国際的関係や国際競争力の視点を求めているし，国
民の所得水準の上昇と調和社会化・福祉社会化・高度大衆消費社会化に伴って，

ションの視点》は，《創造的破壊の視点》であり，社会経済体制の各レベルで繰
り広げられる「継承と刷新」の過程を把握することを可能にし，適切で有効な
展望を与える．

顧客ニーズは多様化・個性化してきている．社会経済的現実が提起する多様な
論点に対応するためにも，発展性認識の立場だけでなく，それ以外の立場や視
点からの接近が求められる．
実際，スポーツ・ビジネスは，産業政策・経済政策の対象であると同時に，地
域政策の対象でもあり，スポーツ固有の政策対象にして，健康政策の対象とし

中国のスポーツ・ビジネスは，
『北京オリンピック争光計画（1995 年）
』及び
『中華人民共和国体育法（1995 年）
』
，
「十一五（第十一次五か年計画：2006 年〜
2010 年）
」を契機に，《ビジネス》へと転換し，国務院第 46 号文書（2014 年）を
基本方針として以来，スポーツ・ビジネスの発展とスポーツ消費の促進への政
策努力を継続的に注ぎ，2018 年度の市場規模は，約 2 兆 6600 億元（約 40 兆円）

ても位置付けられ，多面的な相貌を有し，その外延も拡張している．
とりわけ，問題性把握の視点は，最終的には，社会経済体制の正統性の問題，

と，急速な成長を遂げ，今後も，需要創造型ビジネスへのイノベーションに務
めている．宮内は，政府を経済的主体として捉え，その機能・役割，とりわけ

さらには，システム選択・体制選択の問題とも密接に関連して重要である．こ
れらの要請は，市場機構の限界と公共政策のあり方ともかかわって，「国民福
祉向上（あるいはパレート最適点や全体最適化など）
」等の全体的視点から，い
かに産業活動を制御するのか，あるいは，いかに産業活動を市民活動・市民生
活の安定化に貢献し得るのか，そのためのシステムを探求する立場からの研究

「企業家としての国家」の機能・役割を特徴づけて，
「国家による顧客の創造」
と理論的に位置付けている（注 4）．
また，中国においてスポーツは，2018 年憲法，第 21 条において，医療・保健
衛生とともに，国民の重要な権利として位置付けられ，国家の重要な政策の一
環でもある．また，第 25 条の，計画出産と人口計画の規定を合わせて捉えれば，

を必要不可欠なものとする．
スポーツ・ビジネスもまた，中国の社会経済体制のサブ・システムを構成す
る産業セクターのひとつであり，この産業セクターを行動・活動のフィールド
とする経済主体は，多様な組織形態と経営規模を有する企業である．これらの
企業の特徴的な行動様式が，産業構造・産業組織等の特性を規定し，相互依存
的関係にある《事業の生態系（Business Ecosystem）》を形成する．

「身体・生命・健康の国家管理体制＝健康国家」を構成し，「中華民族の素質向
上・資質向上」という優生思想的側面を有している．このことは，人間の全面
的発達を支える社会システムとしての積極面だけでなく，今日の中国における
政治的・社会的民主主義の水準から，重大な問題性を孕んでいる．
さらに，『
“健康中国 2030”計画（2016 年）
』の存在は，
「身体・生命・健康の

別分野の事例研究（注 2）や李衛東，李啓逼，Hao 勤，周文らのスポーツ産業政策の
研究においても，主に，発展性認識の立場からの接近が行われている（注 3）．

国家管理体制＝健康国家」を体現しており，人間の全面的発達と不断に増大・
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高度化するニーズの充足を実現する発展した社会体制では，生活世界の総体，
あるいは新しい生活様式が，不可避的に，計画的で，目的適合的な制御・統制
の，独自で，特別の対象となる．いいかえれば，社会成員全体の生活様式を総体
として管理・統制・制御することとなり，
《健康国家》下でのスポーツ・ビジネ
スの産業的発展や「健康産業」への包摂を，ソーシャル・イノベーションの観点
から，その可能性と限界，分岐と特異点を検討する．
なお，中国スポーツ・ビジネスとして表現している理由は，産業と企業との
相互規定的な側面に注目し，中国の社会経済体制のサブ・システムを構成する
産業セクターのひとつとしてスポーツ産業セクターを捉えるとともに，必要に
応じて産業セクターを活動・行動のフィールドとする経済主体としての企業に
ついても言及するためである．
1 . 2 イノベーション機会としての《認識の変化》
社会経済の発展は，多様で個性的なニーズを生み出す基盤を拡大させる．
シュンペーターによれば，多くの場合，専門能力を拠り所とし，リスクをため
らわない，「新しい人間」による「新しい企業」が，社会の潜在的なニーズを顕
在化させることで，
「新しい産業・新しいビジネス」が生み出される（注 5）．イノ
ベーションによる「顧客の創造」は，顧客のニーズに着目し，ビジネスの起点と
する顧客志向と相互規定的な関係にあるといえる．また，ドラッカーは，イノ
ベーションにおける機会発見の重要性を指摘し，認識あるいは意識の変化も重
要なイノベーション機会として取りあげており，健康についての認識の変化か
ら生じたイノベーションにも言及している（注 6）．
近代社会における，人々の《健康》の追求は，ジェファーソン的な「個人の権
利」として，言い換えれば，
《幸福追求の自然権》の身体的実現として理解さ
れているとともに，
《個人の尊厳・生命の尊厳（Sanctuary of Life）》の発現で
《健康》の概念は，身体面・精神衛生面・社会面・精神文
もある（注 7）．同時に，
化面における完全な福祉状態として捉えられ，
《生活の質（QOL； Quality of
（注 8）
Life）
》を測る基準として捉えられている ．
また，《健康》へのニーズは，個人の恣意にだけゆだねられるものではなく，
社会や共同体，近代国民国家からも位置付けられ，役割を与えられ，価値づけ
られる（注 9）．《健康》は，近代の国民国家が登場して以来，まずは，《軍隊の質》
を測る基準となり，次に，
《労働者の質》の，さらに後には，《母親の質》を測る
基準となった．近代国民国家において，人々は，
《人口》という人的資源となる．
ゆえに，近代の国民国家は，人間の最も私的な領域に属し，旧来，道徳や宗教に
よって守られてきた性生活の領域までも，政治的介入の対象として再編成し，
国家・社会の再生産装置としいて管理・運営することとなる．とりわけ，国力
の基盤となる《健全な子孫》の増殖を目指し，生殖の徹底した操作のため，優生
思想を選別基準とする傾向を生み出すこととなる（注 10）．
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近代国民国家の政治的動員の特徴は，個々の人々の主体性を取り組むことに
ある．ゆえに，国家は，人々の欲求の充足や快楽を積極的に，承認し，包摂し，
《顧客》として組織化・制度化し，これらを誘因として，広範な国民大衆の，国
民国家への忠誠心と支持を強化し，国民統合を図る．
《健康》もまた，国民の欲望を喚起し，国民国家への動員する誘因として機能
し，
「健康の提供」を通じた，一種の「テクノクラシー（専門技術官僚支配）」を
成立・発展させる（注 11）．
《健康国家＝健康中国》建設には，近代社会のセルフ・
モニタリングを行うサイバネティクス的なシステムとしての世界を色濃く反映
させている．人間の身体的環境と精神が，医療の対象として包摂されることに
よって，身体は，検査・診断を通じて，データ化・情報化される．様々なデー
タ・情報は，再構成され，判断・意思決定に利用され，様々な措置が施される
だけでなく，予測としての予防が行われ，事前に，人々の身体と行動が制御・
統制されることが規範となる．また，医療は，受胎から死までの様々な判定，す
なわち，
《生命》を定義する支配的地位を担い，
《生命》を，医療という名のマ
ネジメントの対象とし，その際，
《健康》はその重要な指標となる．いわば，
《健
康国家》における身体は，《医療対象化された身体》であると同時に，《データ
化・情報化された身体》であり，結果，《環境操作され，再構成される身体》で
もある（注 12）．
また，
《健康国家＝健康中国》において，社会に求められる身体のあり方は，
《データ化・情報化された身体》だけでなく，《健康》の実現にむけて《規律訓
練化された身体》であり，
《スポーツする身体》でもある（注 13）．近代的な身体の
あり方は，国民国家においては，人々の身体が，学校，兵舎，工場，監獄，病院
といった環境と制度の中で，特定の規範・ルール，指導者の視線等の《規律訓
練（ディスプリン；Discipline）
》を内面化して構成される，
《従順な身体》とな
ることで成立する（注 14）．この〈従順な身体〉は，産業社会＝産業資本主義におけ
る有効なロール・モデルとしの役割を有する．この近代的な身体は，規律化さ
れ，従順となった身体的諸能力を，経済的な効用や共創での勝利，他者への服
従，さらにはそれらの喜びの追求へと反転させる．この近代的な身体のあり方
は，《規律訓練＝トレーニングする身体》という意味で，《スポーツする身体》
である．
近代スポーツは，「遊びの四類型」の類型のうち，「競争（アゴン）」を突出し
て巨大化させ，「偶然（アレア）
」を精密に制御・創成してきた（注 15）．予測可能性
の拡大は，
「データ革命」によって，スポーツは著しく変容する．競技のあり方，
チームの戦術，競技を実践する身体までも一変さ，それは〈データ化・情報化
される身体〉と親和的である．
しかし，《健康国家＝健康中国》とはいえ，人間の生に意味を与える「健全な
生の喜び」が必要である（注 16）．また，近代社会では，我々を突き動かす欲望が原
動力であり，「近代＝神なき時代の福音」は，現世的な「生の実現・充足」であ
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る．《愉悦・快楽する身体》は，近代社会にあっても，
「遊戯」と「祝祭」と「聖
なるもの」を，身体の深部・深淵から求める．
《健康国家＝健康中国》において，
《規律訓練される身体》
，
《データ化・情報
化される身体》
，
《愉悦・快楽する身体》という，人間の身体の三つの位相は，
社会の「写像」であり，
《健康》の意味の社会的形成にも深くかかわっている．
社会における《健康》の意味とは，専門家によるサービスを受けることなのか，
あるいは，そのような専門サービスに依存しないことなのか，この両者の間に
ある一種のグラディエ―ション，一種のスペクトラムである．いわば，「ホスピ
タリゼーション（Hospitalization）
；病院への収容・入院」から「ホスピタリティ
（Hospitality）：おもてなし」の間の選択肢の中で，人々の生活構造＝生活世界
が形作られる．
いずれにせよ，人間発達を尺度とし，社会的評価基準を形成するならば，人
間の身体そのものに内在する多様性と種々の可能性を発現する機会の獲得を容
易にし，学習能力（Capability）の豊饒化と具現化を促進する社会であり，同時
に，社会の知的資産を共有財産として活用できる社会である（注 17）．そのために
は，人間の多様性・多面性の社会的承認と共同性・協同性を生成するコミュニ
ケーションの総合的・協同的・共有的発展が必要であり，こうした点が「人間
らしい人間社会」の特徴でもある（注 18）．

2. スポーツ・イベントからスポーツ・ビジネスへの転換
2 . 1「十一五」と『北京オリンピック争光計画』体制
「十一五」期は，中国におけるスポーツ・ビジネスの発展にとって，重要な戦
略的機会に遭遇する時期である．スポーツ・ビジネス全体は，発展動向で，不断
に規模拡大し，新分野・新領域を開拓し，構造は高度化し，経営効率も高めた．
中国におけるスポーツ人口は，県レベルの施設の利用者でのべ 9 億人にのぼり，
2010 年には，スポーツを経常的に行う人口を，総人口 13 . 6 億人の 40％前後と
なるように目標としている．また，産業としての市場規模は約 590 億元，前年
度成長率 15％増で，2010 年には中国の国内総生産の 1.5％を占めるようになる．
「十一五」期の中国では，スポーツ・ビジネスが提供するサービスへの消費者
利益を保護するため，スポーツ市場の健全な発展の推進，スポーツ市場におけ
るビジネス・マネジメントの推進・強化，国家と社会と組織との相互連携の強
化等，これらを目的とする政策と法律を，中国政府は整備していった（注 19）．
また，中国においてスポーツ・ビジネス発展のための総合的な政策や制度低
枠組が策定され，
『中華人民共和国体育法』や『新時代のスポーツ政策の強化と
改革に関する中国共産党中央委員会・国務院の意見』をはじめ，スポーツ・ビ
ジネスの産業的マクロ管理やスポーツ・ビジネスの許認可，スポーツ・ビジネ
スの経営管理モデルの提示など多方面にわたって整備され，
『スポーツ市場管
理弁法』
，
『経営性技術組織管理規定』
，
『公共文化体育施設管理条例』，『フィッ
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トネス市場管理弁法』
，
『スポーツ経営許可書制度』などが定められた．
さらに，スポーツ・ビジネスにおけるサービス水準の基準を認証する活動を
通じて，サービス水準や品質の向上，スポーツ・ビジネスの産業的発展を促進
するために，国家の承認と監督・管理を実現する『体育服務認証管理弁法』が
制定され，2006 年 1 月に施行された．この法律は，認証機関と認証員を通じて，
認証書や認証マークなどを公布し，中国のスポーツ・ビジネスにおける基準と
法制度の完備を積極的に進めた．
中国におけるスポーツ政策の基本的な枠組みは，国務院において，第 27 回オ
リンピック招致委員会（1991 年）を発足させた「八五：第八次五か年計画（1991
年〜 1995 年）
」期の諸改革を経た後に，
「九五：第九次五か年計画（1996 年〜
2000 年）
」期の「北京オリンピック争光計画」を通じて形づくられ，具体化され
た（注 20）．国家体育運動委員会が確定した「北京オリンピック争光計画」は，中国
における競技スポーツ発展の中長期的計画（2001 年〜 2010 年の期間）であり，
競技スポーツの発展における綱領的文章である．計画が明らかにした「中国競
技スポーツ発展のための指導原理」は，社会主義市場経済の発展に応じて，競
技スポーツと国家・社会の協力を結び付け，現代社会に適合させ，政策的努力
と資源配分の「集中と分散」を組み合わせ，強力で，水準の高い，世界に対抗で
きる競技スポーツ体制とスポーツ機構をつくりあげることである．特に，オリ
ンピックは，中国における国民意識の統合とともにスポーツの啓蒙・普及効果
を強く有している．
2 . 2『中華人民共和国体育法』と『全民健身計画』
国民・大衆スポーツ振興政策の面においても，1995 年に制定された『中華人
民共和国体育法』の役割は大きい．『中華人民共和国体育法』は，多種多様な内
容を有し，中国人民の資質強化・向上や社会主義物質文明・精神文明の建設，
競技スポーツの向上，大衆スポーツの振興，スポーツ医学・スポーツ科学の研
究の推進，スポーツ活動を担う多様な組織の育成など，スポーツ界全体を管
理・統制する法律である（注 21）．
また，
『全民健身計画（トリム運動計画）』は，『中華人民共和国体育法』にも
とづき，国家が指導し，社会が支持し，全国民が参加する健康スポーツの政策
である．
『全民健身計画』は，全国の人民を対象に実施され，とくに，青少年・
児童に重点を置き，2006 年〜 2010 年までの，中長期的な展望で，広範な大衆
スポーツの発展方向を確定し，人民の資質向上・強化を目的・任務として，様々
な政策を実施した．
大衆スポーツの発展は，中国共産党と中華人民共和国が一貫して追求してき
たスポーツの発展方向であり，毛沢東主席も「スポーツの発展は，人民の資質
の強化につながる」と強調していた．『全民健身計画』は，中国における大衆ス
ポーツの発展という成功体験の基礎の上におかれ，スポーツ改革の深化の実践
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の過程で形成された総路線にもとづき，多方面にわたって中華民族の資質強
化・向上に重要な政策である．
1995 年，国務院は『全民健身計画要綱』を発布し，中国における大衆スポー
ツ活動の発展に十分な中長期計画を提起した（注 22）．20 世紀末，経済社会の発展
と大衆スポーツの発展は，各地域において濃淡はあるものの，経常的にスポー
ツ活動に参加している国民の数は増加し，国民の体質は明らかに強化され，国
民大衆がスポーツに参加している時間やスポーツ消費にあてられている金額は
漸次増加し，健康と大衆スポーツ活動のための環境と条件は大幅に改善されて
いる．
『全民健身計画』は，世紀をまたがる長期的な政策であり，発展段階ごとに，
適切なテンポで政策を実施していかなければならない．国務院が発布した『全
民健身計画綱領』は，発展段階と政策実施のテンポを具体的に確定したもので
ある．また，国家体育運動委員会は，
『全民健身計画』の推進を通じて，一連の
政策体系と保障制度を制定してきた．例えば，
『社会体育指導委員技術等級制
度』や『中国成人体質測定標準』など，逐次，健全な大衆スポーツ法制度を整備
してきた．
『全民健身計画』および関連する諸政策の制定と実施によって，中国における
大衆スポーツ活動は，新しい発展段階に到達した．2004 年，中国全土で，広範
な「全民健身ウィーク」運動が展開され，この運動に参加している大衆は 3 億人
を超えている．「全民健身ウィーク」運動と「農村健康スポーツ」運動を密接に
結びつけ，国民大衆の文化的生活を豊かなものにし，
「全民健身運動」の深化
発展を強力に推進された．同時に，障碍者スポーツや少数民族スポーツ，青少
年スポーツ，社会人スポーツなどの多様な分野のスポーツ活動も活発化し，全
国で，経常的なスポーツ人口を増大させている．また，2004 年の「農村健康ス
ポーツ年」には，「身体の健康が必要」をキャッチフレーズに，全国各地で，各
種スポーツ施設の建設，フィットネス・インストラクターやダイエット知識や
スポーツ知識についての宣伝普及が進められ，
「農村健康スポーツ」運動の主
要な内容として，中国全土に，大衆向けのフィットネス施設の建設が強化され
た．また，2005 年，
『中華人民共和国体育法』制定 10 周年・
『全民健身計画』制
定 10 周年記念「全民健身運動成功典」が実施され，一連の記念行事が催され，
「全民健身運動」の深化・発展が進められた．
『中華人民共和国体育法』と『全民健身計画』の存在は，人間発達を保障する
社会体制を構築する一環として，人間の全面的発達の物質的条件を整備する重
要な制度的装置である．また，中華民族を，
「一個の有機体」ととらえて，医療・
衛生政策とも連動させ，
「優秀な民族」に改造し，
「優秀な民族」＝人的資源の
涵養・動員をめざして，国家が，人間の再生産や健康維持に深く介入する「生
命・健康の国家管理体制」でもある（注 23）．このことは，同時に，「健康であるこ
とが義務化」されている「人間の国有化」志向の体制であり，健康スポーツ政策
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の具体化を通じて「理想の身体イメージ」を中国社会の隅々まで浸透される機
能を有する．
2 . 3 スポーツ制度改革と経営組織機構改革
中国におけるスポーツ・ビジネス発展の基礎は，
「北京オリンピック争光計
画」と「中華人民共和国体育法」に規定された国民大衆スポーツ振興政策だけ
でなく，スポーツ制度改革およびその一環としての経営組織機構改革なども看
過してはならない．とりわけ，経営組織機構改革を通じて，スポーツ・ビジネス
を主体的に担う経営主体の多様化が進んだ．
中華人民共和国建国以来，中国におけるスポーツ活動全般は，スポーツ行政
部門の直接管理下におかれ，個々のスポーツ分野は，協会制，すなわち，各分野
の協会による管理が行われていた．
協会による管理は，次の 3 種類である（注 24）．第 1 の管理形態は，スポーツ行政
部門の直接管理で，協会の管理は，名目的・形式的なもので，スポーツ行政部
門の付属機関にすぎず，専門の人員の配置や独自の予算措置がなされていない
等，多くの欠陥を有している，旧式の管理形態である．
第 2 の形態は，事業性協会で，スポーツ行政部門の直属単位として存在し，行
政はスポーツ活動の実施に関する全面的・包括的な管理責任を有し，かつ履行
している．
第 3 の形態は，社団性協会で，スポーツ行政部門の指導の下，国家の法律に照
らして独自の活動を行い，協会独自の会則と政策を以って，独立した活動を行
うスポーツ社団組織である．この社団性協会は，自主的な存在で，スポーツ行
政部門の事業単位ではなく，スポーツ活動の管理運営に関して，行政の権限は
大幅に緩和されている．
社会主義市場経済体制の確立にともなって，スポーツ制度改革が求められ，
スポーツ活動全般の発展が求める要求から，経営組織機構改革，すなわち，事
業性協会および社団性協会の形態が求められた．スポーツ行政におけるマクロ
管理が確立し，直接管理の第 1 の形態から，間接管理の事業性協会形態および
自主独立の社団性協会形態への転換が進められ，スポーツ管理体制の重大な改
革が進められた．改革によって，各種のスポーツ協会を通じた，広範なスポー
ツ活動全般の活動をカバーする体制が形成され，国家の支援と社会の協力の結
合，行政管理と自主管理・社会管理の結合，総合管理と専門管理の結合が実現
された．
さらに，従来，中国に存在していた大衆スポーツ活動とは異なり，スポーツ・
クラブ制度が導入された（注 25）．スポーツ・クラブ制度は，フィットネス，競技ス
ポーツ，スポーツ・トレーニング，スポーツ交流活動などを展開するための，社
会スポーツ活動の組織形態であり，特定の専門的なスポーツ競技分野の中で，
多数のスポーツ・クラブが設立され，ビジネスとして活動し，一部には，企業
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化・会社化しているものもある．
新しい協会制とクラブ制の試行は，国家の支持の下で，社会から委託され，
自主管理・自己管理・自己発展を実現するための経営機構制度およびスポーツ
管理体制の重要な改革である．特に，サッカーやバスケットボールなどの分野
は，協会の機能を強化し，各地にクラブを設立し，さらなる改革を進めた．これ
らの分野では，スポーツ制度改革および経営組織機構改革によって，競技レベ
ルが向上し，競技がショーアップされ，大衆への普及率が向上し，社会的影響
力が拡大し，スポーツの産業化・ビジネス化を一歩進めた．
新しい協会制とクラブ制は，スポーツ運営のための経営組織機構の活力を増
強し，活動領域をひろげるための，スポーツ活動全般の発展に効果的な方法で
ある．いいかえれば，各地域のスポーツ施設は，多様な人民のニーズに応じて，
創造的かつ弾力的に運営されることが求められており，多様な経営形態を採用
し，投資，所有，経営，利益取得それぞれの機能を専門分化させ，民間の現代的
な経営手法を導入し，積極的に国民のスポーツ・ニーズに応じるとともに，よ
りいっそうサービス提供の手段・方法を活性化し，サービスの向上を図る条件
を築いていく必要がある．
スポーツ制度改革の深化発展は，経営機構制度改革とスポーツ管理体制改革
を進め，関連する諸政策・諸法規を通じて，スポーツ活動における管理能力と
サービス水準を高め，大衆スポーツにおける新しい組織管理制度，新しいモデ
ルを探求し，スポーツ組織を多様化し，大衆スポーツと競技スポーツとの関係
を正しく処理し，「スポーツ産業システム」を高度に発展させることを目標と
している．すなわち，スポーツ分野における民間活力の導入であり，企業への
転換や企業の市場参入，公共施設の民間委託など，投資，所有，経営，利益取得
それぞれの機能も分離した多様な形態で実施されている．
中国におけるスポーツ・ビジネスの産業的発展の社会的な背景には，スポー
ツ政策の影響だけでなく，潜在的なニーズを生み出す中国社会における社会的
な変化，とりわけ，人々が健康になるため，生活を美しく快適にするためにお
金を使うという消費者意識の変化があげられる（注 26）．また，中国における人口
構造の変化に照応する健康志向と大衆消費社会の進展に伴う「レジャー消費」
や「スタイル消費」の登場についても注目する必要がある（注 27）．
中国経済のサービス化が進展していく中で，従来型の基幹産業に替わる新産
業の創出と内需・雇用の拡大，国民の高齢化や健康志向の強化とともに，中国
のスポーツ・ビジネスの産業的発展への期待は高い．また，スポーツ・ビジネス
は，国民の健康増進と「生きがい・自己実現」に寄与することから，医療・福祉
など社会保障とは密接な関連がある．長期的な社会保障の安定化にも資するこ
とから，民間企業による健康増進事業やスポーツ・ビジネスの発展に，中国政
府のみならず，国民大衆も大きく期待している．
それゆえ，「十一五」では，積極的にスポーツ産業育成強化を位置づけ，
「北
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京オリンピック争光計画」体制の下，『中華人民共和国体育法』と『全民健身計
画』を柱に，国民スポーツ・大衆スポーツ振興の政策を展開し，国民のスポー
ツへのニーズを創造した．また，スポーツ・ビジネスが産業的に発展する社会
的な背景には，人々が健康になるために，生活を美しく快適にするためにお金
を使う消費者意識の変化がある．
中国においてスポーツ・ビジネスの産業的発展が，
「量から質へ」と転換す
るためには，いいかえれば．新しい価値観やライフスタイルを提案する「需要
創造型ビジネス」として発展していくためには，顧客の顕在的・潜在的ニーズ
により適合したものを提供する顧客満足型ビジネス・モデルの確立が必要であ
り，マーケティングとイノベーションの役割が大きい．
また，そのために，経済主体としての国家（中央政府及び地方政府）が独自の
企業家的機能と市場主体としての役割を担い，市場環境の整備をリードする．
この点に関しては，“国務院 46 号文書（『スポーツ産業発展の加速とスポーツ
消費の促進に関する国務院からの若干の意見』
）
”に体現されている．

3. 需
 要創造型ビジネスとスポーツ消費の促進 ― 国務院 46 号
文書を中心に
3 . 1 国務院 46 号文章における政策理念と政策枠組
中華人民共和国国務院は，2014 年 10 月 20 日（
「十二五（2011 〜 2015 年）
」期）
，
各省，各自治区，各直轄市の人民政府，国務院各部署・各員会，各直属機関に対
して，
『スポーツ産業発展の加速とスポーツ消費の促進に関する国務院からの
若干の意見（通称，“国務院第 46 号文書”）』を通達した．その内容は，次のとお
りである（注 28）．
スポーツ・イベントとスポーツ・ビジネスの発展は，中華民族の体質や健康
レベルの向上に，必要不可欠な要求であり，人民大衆の多様化するスポーツ欲
求を満足させ，国民生活の保障と改善にメリットがあり，内需拡大と雇用増加，
新しい経済の生長点の育成にメリットがあり，民族精神の高揚流布，国家の団
結力や文化的ヘゲモニーの増強にもメリットがある．近年，中国のスポーツ産
業は，発展速度が目覚ましいものの，全体の規模では，依然として，大きなもの
とは言えないし，発展のエネルギーは力強いものではないし，いまだ，幾つか
の体制と機構の問題が存在している．さらに，スポーツ・ビジネスの産業的発
展の加速とスポーツ消費の促進を進めるため，健康価値を訴求する顧客志向の
政策を提起した．
また，中国人民の体質の増強と健康レベルの向上を根本目的とし，思想を解
放し，改革を深化し，イノベーションを開拓し，活力を吹き込み，市場が持つ資
源配分への決定的な作用を十分に発揮させ，さらには，政府の役割も発揮させ，
有効競争となる市場の局面の形成を加速化し，スポーツ製品とスポーツ・サー
ビスの供給を，積極的に拡大させ，スポーツ・ビジネスを，経済構造転換のレベ

150

研究論文

中国スポーツ・ビジネスにおける顧客志向拡張と健康価値形成
― 国務院 46 号文書と
『
“健康中国 2030”
計画』を中心に

151

ルアップのための重大なパワーとなし，大衆スポーツと競技スポーツの全面的
な発展を促進し，スポーツ強国の建設を加速化し，人民大衆の，ますます増大
するスポーツ要求を不断に満足させる．

ツ用品の製造と販売など，スポーツ・ビジネスの各部門・各分野が協同で発展
し，産業組織形態及び産業集積モデルを，さらに豊富なものにする．産業構造
を，さらに合理化し，スポーツ・ビジネスに占めるスポーツ・サービス・ビジネ

改革とイノベーションを堅持することを基本原則とし，政府機能の改変を加
速し，さらに，エンパワーメントを進め，官僚的なマイクロ・マネジメントを減
少させる．計画，政策，標準の導入を強化し，サービス方法のイノベーションを

スの比重を，顕著に上昇させる．スポーツ製品とサービスは，各レベルで，より
多様なものとなり，十分な供給がなされる．

行い，市場の監督を強化し，秩序ある競争と平等に参加できる市場環境を醸成
する．
市場作用を発揮させるため，産業発展のルールを遵守し，市場機構を完成さ
せ，多様な市場主体を積極的に育成し，
「社会資本＝民間資本」の参加を誘引
し，全社会の積極性と創造力を十分にコーディネートし，大衆の需要に対応し，

3 . 2「事業の生態系の変遷」とオープン・イノベーション
中国政府は，システムと機構のイノベーションを進め，多様な経済主体と人
材の育成に努めるとともに，産業配置や産業構造の改良を政策的に進めてい
る．結果，新しい《事業の生態系》を生み出している．以下，その変遷の過程を
詳しく見てみる．

多種多様な製品とサービスを提供する．
健康生活を啓発指導するために，文明的な健康生活の方法を樹立し，健康へ

はじめに，政府機能の改変を，さらに進めることである．スポーツ・ビジネ
スの発展に関する規定で不利益になるものは全面的に整理し，不合理な行政届

のゲートウェイ戦略を推進し，健康寿命を延長させ，
「生活の質（QOL）
」を向
上し，大衆のスポーツ参加とスポーツ活動への意欲を奨励し，健康に対して，
金銭・時間・エネルギーを投資する消費理念と活力に満ちたスポーツ消費市場
の形成を推進する．
発展条件を創造するために，スポーツを重視し，スポーツを支持し，スポー

出事項を廃止し，おおよその法律・法規には，明文によって禁止された領域が
無いようにし，社会に対して，すべて開放されたものとする．商業的で開催さ
れる大衆的なスポーツ・イベント活動の届出制を廃止し，総合的なスポーツ・
イベントと単独項目のスポーツ・イベントの管理制度の全国的な改革を加速化
し，リスト・アップされたイベントを公開し，市場機構を通じて，「社会資本＝

ツに参加する社会の気運を醸成するとともに，全国民の身体的健康向上を国家
戦略までに高め，スポーツ・ビジネスを環境保全対応型産業（
“グリーン産業”
）
となし，新興産業として育成支援し，産業上の障害を取り除き，政策上の障壁

民間資本」を積極的に誘引する．関連する政府部門は，各種スポーツ・イベン
ト活動に対して，積極的にサービスを提供する必要がある．政府と社会の分立，
政府と企業の分立，経営管理と事務処理の分離を進め，スポーツ・ビジネス協

をなくし，スポーツ・ビジネスのスピィーディな産業的発展に，有利な政策体
系を形成する．
統合と協調を重視するために，全部局にわたって，相互の意思を統合し，ス
ポーツ・ビジネスとスポーツ・イベントとの間の良好な相互作用を十分に発揮

会と行政機関との機構的分離の促進を加速化し，スポーツ社会組織に提供する
公的サービスと解決すべき事項を適合させることを通じて，まさに，スポーツ
社会組織からの承認を得る．
次に，プロ・スポーツ改革を進めることである．プロ・スポーツ発展のルート

させ，スポーツ・ビジネスの各部門・各分野・各業態の全面的な発展と，スポー
ツ・ビジネスとその他の産業との相互の融合と，スポーツ・ビジネスと経済社
会の協調的発展の実現を促進する．
発展目標としては，2025 年までに，各部門・各種類，すべてを含むスポーツ・

を幅広く開拓し，プロ化へのロード・マップに，リスト・アップされるスポーツ
の具体的条件を奨励し，コーチやプレイヤーのプロ化への発展を支持する．プ
ロ・スポーツの政策と制度の体系を完全なものにし，プロ・スポーツの社会参
加を拡大し，プロ・リーグの発展を奨励し，逐次，プロ・スポーツの成熟度と規

ビジネスの全体システムで，基本が建設され，合理的に配置され，機能が完成
され，スポーツ製品とスポーツ・サービスが，さらに豊富なものとなり，市場機
構は不断に整備され，消費需要は，ますます旺盛となり，他の産業への好影響
を与える効果は顕著に高い水準にあり，スポーツ・ビジネス全体の市場規模は，

範となるレベルを向上させる．プロ・スポーツ・クラブの法人ガバナンス機構
を完備し，現代企業制度の建設を加速する．プロ・ゲーム・イベント政策共同決
定機構の改革を進め，クラブの市場主体としての機能を十分に発揮させる．
加えて，スポーツ施設運営機構のイノベーションを行うことである．施設管

5 兆元を超え，経済社会の持続的発展を推進する重要なパワーとなっているこ
とである．
産業システムを，一層，完全なものとするために，フィットネスとリクリ

理体制の改革と運営機構のイノベーションを積極的に推進し，現代企業制度の
導入と運営を進め，施設の活力を活発なものとする．施設の設計と建設，運営
管理一体化方式モデルをレベルアップし，競技パフォーマンスへの需要と競技

エーション＝レジャー，チャンピオン・スポーツとエンターテイメント・ス
ポーツ，施設提供とサービス提供，エージェント業務とトレナー業務，スポー

後の総合利用を有機的に結び付ける．施設運営管理の実態を通じて，ブランド
輸出，マネジメント・ノウハウ輸出，資本輸出等の形式で，運営の規模拡大化と
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専門化を奨励する．大型スポーツ施設の総合経営能力を増強し，サービス領域
を開拓・発展させ，システム・サービスを拡張・伸長させ，最良の運営効率を
実現させる．

レジャーなど，ビジネスの総合的な発展を促進する．
次に，健康維持との結合を促進するために，スポーツ・インストラクターを
強化し，「“運動処方箋（オーダーメイド・メニュー）”」を推奨し，スポーツ・ト

また，オープンなイノベーションを支えるため無形資産保護の政策も重要で
ある．ネーミング権，コラボレーション，協賛，キャンペーン，フランチャイズ
経営管理方式などを通じて，スポーツ組織，スポーツ施設，スポーツ・イベン

レーニングによって，疾病予防から健康促進などの積極的に作用する面を促進
する．スポーツ医学とリハビリ医学，リハビリ・スポーツ・スキルの積極的な研
究開発や健康維持，身体検査・測定，リハビリ・スポーツなどの各種機関への

トとイベントの名称，マークなどの無形資産の開発を強化し，無形資産の創造
や運用，保護と管理のレベルを向上させる．スポーツ・ブランド建設を強化し，
スポーツ企業が実施するブランド戦略を推進し，質の高い科学技術を開発し，
スポーツ製品に，自主的な知識財産権を持たせ，付加価値のある製品にレベル
アップさせ，市場競争力を向上させる．スポーツ製品のアイデアとデザイン開

「社会資本＝民間資本」の投資奨励に努力する．リハビリ・スポーツなどの面で
の，漢方薬の特色ある作用を発揮させ，健康へのコンサルティングや調理など
のサービスの開発を普及させる．
さらに，相互交流を促進するために，金融，不動産，建設，交通，製造，情報，
食品薬品などの企業が，スポーツ領域の製品やサービスを開発することを支持

発を促進し，関連ある産業の発展を推進する．現有の科学技術資源を，十分に，
利用し，スポーツ・ビジネスの領域における科学技術プラットフォーム・シス

する．ピンポイント方式で，スポーツ設備やフィットネス・インストラクター，
技術装備，スポーツ用の機能性飲料，栄養保健食品・薬品などの研究開発製

テムを健全なものにし，企業研究センターやプロセス技術研究センターなどの
建設を強化する．企業と高等教育機関とが共同した「科学技術研究機構」をサ
ポートし，「産学共同イノベーション機構」を建設し，
「産業技術イノベーショ
ン戦略同盟」を結成する．条件に適合したスポーツ企業が，承認し，担い，リー
ドしている，各種の科学技術計画（企画，基金）などの科学研究プロジェクトを

造販売を促進する．有利な条件がある地域でプロジェクト計画を策定し，野外
キャンプ場，ウォーキングやサイクリングのサービス・ステーション，キャン
ピング・カー用キャンプ場，ハングライダー・スカイダイビング用用地・着陸
場所，ボートの埠頭などの設備の発展をリードする．
各方面で，スポーツ・ビジネスの発展が求められ，スポーツ消費の促進は，国

支援する．スポーツ技術成果転用機構を完成させ，知的財産権の転用と保護を
強化し，科学技術の成果の産業化を促進する．

民経済発展及び社会発展の計画に組み入れられ，政府の重要スケジュールに
組み入れられ，国家発展改革員会や体育総局などの多くの部門が協同する「ス
ポーツ産業発展活動調整機構」を樹立する．各部門は，協調への架橋を強化し，

3 . 3 イノベーション志向と顧客志向
中国政府の政策的イノベーションによって，スポーツ・ビジネスの《事業の
生態系》の刷新がなされた．新しく築かれた《事業の生態系》において，多様な
スポーツ消費を促進するために，多様な経済主体がイノベーションに取り組

協働・協同のコーディネートを密接にし，活動への力をひとつにし，スポーツ・
ビジネスの発展状況と問題を分析し，スポーツ・ビジネスの産業的発展のため
の各政策と各措置の研究を推進し，スポーツ・ビジネスの発展に関連する任務
が要求するものを，実際に実現させる．特徴のある代表的な項目や地域を選択

み，顧客のニーズを掘り起こしつつあり，顧客志向のビジネス・マネジメント
を確立しつつある．また，多様なスポーツ消費の中から，大衆健康スポーツ消
費への趨勢が強まりつつある．以下，この過程についても詳しく見てみよう．
（1）ビジネス融合化の促進による多様なニーズへの対応

し，
「ネットワーク・ハブ機構」を樹立し，産業発展の状況をフォローアップし，
成功経験と方法を総括し，普及させる．
（2）健康ニーズの開拓とヘルス・プロモーション
健康ニーズのさらなる開拓のため，健康価値を訴求するヘルス・プロモー

多様で個性化したニーズに対応するため，業態・産業を超えた融合や相互交
流，ネットワーク化を推進する．とくに，健康へのニーズや健康価値との結合・
融合を促進させる．
まず，新しい業態を積極的に開拓・発展させるために，スポーツ・ビジネス

ションの取り組みが，次のように展開されている．
第一の取り組みは，日常的な健康スポーツを奨励することである．政府機関，
企業・職場，社会団体，学校などの，すべてで，業間スポーツや健康コンサル
ティング制度など実行し，毎日，1 時間の健康スポーツを啓発指導する．各職場

の内容を豊富にし，スポーツ・サービスと介護サービス，文化的創造性とサー
ビス設計，教育訓練などの融合を促進させ，スポーツ・ツーリズム，スポーツ・
メディア，スポーツ・コンベンション，スポーツ・キャンペーン，スポーツ映像

での労働者の心身の健康を創造する条件を奨励する．各組織は，『国家スポー
ツ・トレーニング基準』を実施する．国民体質診断制度を完成させ，大衆に体質
診断サービスを提供し，国民体質診断結果報告を，定期的に公表する．小学校・

コンテンツなどの業態相互の発展を促進する．スポーツ施設を媒介として，都
市スポーツ・サービス総合体を造成し，スポーツと住宅，リクリエーション＝

中学校のカリキュラム時間の保障を実現し，学生のスポーツ活動計画の実施を
奨励し，青少年にスポーツへの愛好精神の育成を促進し，1 項目以上のスポー
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ツ・スキルを習得させ，学生が，毎日，スポーツする時間を，少なくとも 1 時間
以上は確保する．
第二に，施設設備の利用開放を推進することである．各種，各レベルのス
ポーツ公共施設の費用負担なしか，低負担で利用開放することを積極的に推進
する．社会に向けて，会社・職場などでのスポーツ施設の開放の推進を加速す
る．学校のスポーツ施設を放課後に学生に向けて開放し，学生の安全の保障を
強化する措置をとりながら，社会に向かって，学校のスポーツ施設の解放の推
進を加速化する．農民健康スポーツ・プロジェクト施設の利用率を向上させる．
第三に，スポーツ文化の宣伝を強化することである．各種，各レベルのメ
ディアの壁を取り払い，テーマや種類を超えて，健康スポーツの知識を普及さ
せ，健康スポーツの効果を宣伝し，広汎な人民大衆に，健康価値とスポーツ消
費の概念の育成を積極的にリードし，スポーツ消費の習慣を養成する．多様な
形式のスポーツをテーマにした文芸・芸術作品の創作，スポーツ文化の拡散，
オリンピック精神と中華スポーツ精神の高揚流布，社会主義の核心的価値観の
実践を積極的に支持する．とくに，大衆のフィットイネス消費を促進する政策
を完備させる．
大衆健康スポーツ消費のニーズにとどまらない，国民・大衆の健康欲求の高
まりを受けて，
『
“健康中国 2030”計画』が策定され，
「人間の全面的発達の保
障体制＝身体・生命の国家管理体制」の整備が一層進められた．しかも，健康
へのニーズは，従来，市場の外側にある潜在的な社会ニーズであり，ビジネス
として包摂するソーシャル・イノベーションを促進する重要な機会でもある．
以下，
『
“健康中国 2030”計画』の概要とソーシャル・イノベーションを担う「健
康産業」の展開についてみてみる．

4. 『
“健康中国 2030”計画』建設とソーシャル・イノベーション
4 . 1 スポーツ・ニーズと健康ニーズの融合
また，今日，政府の様々な取り組みを通じて，スポーツへのニーズと健康へ
のニーズとの融合が進んでいく．国務院第 46 号文書の本格的な実施に際して，
国家体育総局副局長・馮健中の談話（2016 年 12 月 21 日）は，関係者の発言を
引用しながら，スポーツ消費の育成に大きな努力を注ぐことを明確にした（注 29）．
すでに，一人当たりの平均スポーツ用地面積は 2 平方メートルであり，大衆
スポーツとフィットネス・ダイエットへの消費者の意識とスポーツ消費支出は
高まってきており，スポーツ・トレーンングに関して，経常的に参加している
人員は 5 億人に達しており，公共スポーツ・サービスは，基本的に全国民をカ
バーしている．
今後，さらに，スポーツ消費への大衆の観念を変えることが進められ，金銭・
時間・エネルギー等を，健康に対しても投資する消費理念をリードし，大衆的
なダイエット・スポーツ消費と連動し，医療資源の節約に貢献すること，「全民

中国スポーツ・ビジネスにおける顧客志向拡張と健康価値形成
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健身」プログラムの一環である公共サービス・システムが改善されている．ま
た，
「汎スポーツ消費（スポーツ消費の多様化）」が進み，「スポーツ実践サー
ビス（
“するスポーツ”）」も発展し，健康価値への認識も浸透してきている．ダ
イエットの価値と作用を，あらゆる方面に啓発・普及するには，大衆に対して，
『スリムで，健康を手に入れること』を導き，健康に至るためには，病気がない
ことだけでは不十分であり，疾病の予防だけでも不十分で，身体のトレーニン
グの強化を加えていく必要がある．すでに，1000 万人以上が，「するスポーツ」
を消費しているし，中国人が，1 兆元のスポーツ消費を行えば，6 兆元の医療費
が節約され，健康寿命を 5 年程度延長させる．
政府の各レベルは，
「全民健身」プロジェクトの経費を，財政予算からファ
イナンスし，国民経済の成長に応じて財政予算を維持せざるを得ないので，ス
ポーツ施設建設を支える投資を調整するのに大きな努力を要する．一定の比
率でスポーツくじ公益金などの財政資金を処理し，政府を通じて，多様な方式
のサービスを購入し，積極的に大衆向けの健康スポーツ消費を支え，スポーツ
公共施設の無料あるいは低料金開放を奨励し，公共性のある大衆向けのスポー
ツ・サービスを提供する経営主体を指導する．企業・職場，学校，個人が，ス
ポーツによる障害などに対する保険購入を奨励する．さらに，大衆の健康ス
ポーツ消費にインセンティブを与える政策を奨励する．
4 . 2『“健康中国 2030”計画』建設の意義と戦略
中国の場合，健康へのニーズは，スポーツと同様，最終的に，国家によって集
約される．『健康中国 2030 計画』は，中国共産党中央委員会・中華人民共和国
国務院によって，2016 年 10 月 25 日に発布された．その内容は以下のとおりで
ある（注 30）．
健康は，人間の全面的発達を促進する必要不可欠の要求であり，経済社会発
展の基礎条件である．国民の健康寿命の長寿化の実現は，国家を富強にし，民
族振興の重要な指標であり，また，中国全土の各民族，全人民の共通の願望で
ある．
党と国家は，人民の健康を重視し，高め続けてきた．新中国が成立して以来，
特に，改革開放以来，我が国の健康領域の改革と発展は，顕著な成果を上げて
おり，都市・農村の環境面での明瞭な改善，《全民健身運動（トリム運動）》の
啓発普及と発展，医療衛生サービス・システムの一層の完備，人民の健康水準
と身体資質の維持向上である．2015 年における中国の平均余命は 76 . 34 歳であ
り，乳幼児死亡率や 5 歳以下児童死亡率，妊産婦死亡率でも，それぞれ 8 . 1％，
10 . 7％，20 . 1 人 / 10 万人に達し，全体として，中高収入国家の平均レベルを超
えており，《小康社会（富強・文明・民主・調和の，
“ほどほどに，豊かな社会”
＝“中国十四億総中流社会”）》の全面的建設実現のための重要な基礎を打ち立
てた．同時に，工業化，都市化，人口の高齢化，疾病構造の変化，生態環境と生
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活様式の変化等は，健康の維持と促進への一連の新しい挑戦を受けるようにな
り，また，依然として，健康サービス供給の全体的な不足と不断に増大する需
給の関係の長期的な矛盾が吐出し，健康領域の発展と社会経済発展との調和的

2030 年までの具体的な目標としては，①「人民の健康水準の持続的な向上」，
②「健康への主要なリスク要因を有効にコントロールすること」，③「健康サー
ビスの能力を大幅に向上させること」
，④「健康産業の規模を顕著に拡大させる

性格を強化させ，需要に対する，系統的で，多面的な国家戦略によって，健康に
関する重大で超長期的な問題を解決する．
『健康中国』の建設の推進は，全面的な《小康社会＝“中国十四億総中流社

こと」
，⑤「健康に関する制度・体系のさらなる完備を促進すること」が設定さ
れている．

会”》建設実現であり，社会主義現代化の重要な基礎を実現する基本であり，中
華民族の健康資質の全面的レベルアップであり，人民の健康と社会経済発展と
の調和的発展のための国家戦略の実現であり，健康ガバナンスへの積極的な
参加とグローバル化であり，2030 年に履行する持続的発展に関する国際的議
定書承認への重大な措置である．未来への 15 年間は，『健康中国』の建設の推

4 . 3「健康生活の普及」と「健康産業の発展」
これらの政策の第一の柱は，「健康生活の普及」であり，ここでは，次の点を
中心に進められる．
まず，
「健康教育の強化」の実現のために，
「全人民の健康リテラシーの向上」
及び「学校における健康教育の力量の強化」に取り組む．同時に，「自主的で自

進の重要な戦略的な機会を与える時期となる．経済は中高速度の成長率の保
持によって，人民の健康を維持する確実な基礎となっており，消費構造のレベ

律的な健康行為の形成」では，
「合理的な食習慣の指導」や「酒・たばこの統制・
制限の展開」，「メンタル・ヘルスの促進」，「安全でない行為や有害物質のリス

ルアップは，健康サービスを創造するための，広汎で，肥沃なフロンティアと
なっており，科学技術イノベーションは，健康レベル向上の有力な支援の提供
となり，各分野の制度を，さらに成熟させ，さらにモデル化させ，健康領域にお
ける持続可能な発展機のメカニズムの建設・強化を保障する．
『健康中国』の建設の推進によって，人民の健康水準を向上させ，党の第十八

クの減少」への取り組みを掲げている．
さらに，
「全人民の身体的資質の向上」では，「『全民健身』の公共サービス・
システムの完備」，「『全民健身』運動の広汎な発展」，「スポーツ・医療の融合
と非医療健康分野の関与の強化」，「セグメント別スポーツ活動の重点化の促
進」に取り組む．

期五中全会の戦略部署は，この計画要綱を制定した．本計画要綱は，
『健康中
国』の建設の推進のための広汎で重大なロード・マップであり，アクション・
プログラムである．全社会は，責任感，使命感を強化させ，全力で，『健康中

とりわけ，
「
『全民健身』の公共サービス・システムの完備」は次のような内
容である．
『全民健身』のための公共施設を系統的に建設し，ジョギング・ロー
ド，プロムナード，『全民健身』センター，スポーツ・パークなどを強化し，ス

国』の建設を推進し，中華民族の偉大な復興の実現と，人類文明進歩への，一層
の大きな貢献を実現させる．また，遵守すべき主要なものは，
（ⅰ）健康優先，
（ⅱ）改革とイノベーション，
（ⅲ）科学の発展，
（ⅳ）公平と公正の原則である．
『健康中国』建設の戦略的主題は，
「
“全国民の健康を，共同で建設し，利益を

トリートに多機能な運動場などの施設や場所を建設する．2030 年までには，
県・郷・村の三級の公共スポーツ設備のネットワークの基本を建設し，一人当
たり平均 2.3 平方メートルまでのスポーツ用地面積を実現し，メトロポリタン・
エリアでは，15 分以内の時間でカバーする生涯国民スポーツ・エリアを実現す

共有すること”
」であり，共同建設，共同利益が，
『健康中国』建設の基本路線で
あり，全国民の健康が，
『健康中国』建設の根本目的である．
戦略目標は，2020 年までに，都市・農村住民をカバーできる，特色ある中国
の，基本的な医療衛生制度を建設し，健康習慣の水準を向上し続け，健康サー

る．公共スポーツ施設の無料あるいは低料金での開放を遂行し，公共スポーツ
施設や公開の条件に適合する事業単位のスポーツ施設を確保し，すべてを社会
に対して開放する．
『全民健身』組織ネットワーク建設を強化し，基層にあるス
ポーツ社会組織の発展を支援し，リードする．

ビス体系の完備をレベルアップし，人々が，基本的な医療衛生サービスと基本
的な生涯国民スポーツ・サービスを享受することができ，豊富で充実した，合
理的な構造を有する健康産業体系の基本を形成し，主要な健康指標を，中進国
―先進国の水準の隊列に加えることである．

また，
「
『全民健身』運動の広汎な発展」では，『全民健身』計画の実施の継続
を決定し，健康な身体作りのための科学的知識と方法を普及させ，『全民健身』
化を推進すし，
「スポーツ・医療の融合と非医療健康分野の関与の強化」を進
め，
「セグメント別スポーツ活動の重点化の促進」を図る．とくに，青少年，女

2030 年までに，全国民向けの制度体系のさらなる完備を促進し，一層，健康
領域の発展のバランスを図り，健康的な生活様式を獲得普及させ，健康サービス
の品質及び健康保障の水準を不断に向上させ，健康産業の繁栄・発展させ，健康

性，高齢者，障碍者，職業団体など，体質に応じて，特別なセグメント毎に，ヘ
ルス・プロモーション計画を制定する．
「健康産業の発展」も重要な政策の柱のひとつであり，これは，独自の内容を

格差解消の実現を基本とし，主要な健康指標を，先進国の水準の隊列に加える．
2050 年までに，社会主義現代化国家にふさわしい《健康国家》を建設する．

有する経済政策・産業政策でもある．ここでの主要な内容は，①「優良で多様
な各級の医療機関」，②「健康サービス新業態の発展」，③「フィットネス・リク
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リエーション・レジャー産業の積極的な発展」
，④「医薬品産業の発展の促進」
である．以下，スポーツ・ビジネスと関連ある分野を取り上げる．
イノベーションとして，健康分野における新産業，新業態，新類型の誕生
を促進するには，健康と介護，観光，インターネット，リクリエーション・レ
ジャー，食品など，他の分野との融合を積極的に推進する．例えば，インター
ネット上の健康サービスをもとに，健康診断・検査，生活指導，コンサルティ
ングなどの健康サービスを発展させ，オーダーメードな医療やリハビリテー
ション・サービス，健康管理サービスを発展させ，一連の，特色ある健康管理
サービス産業を育成し，スクリーニング・マシンや健康医療用インテリジェン
ト・デバイス，健康医療アプリケーション，医療用総合データウェアハウス，ス
マート・フォーム，ポータル参照サービスなどを発展させる．健康文化産業及
び健康医療スポーツ産業としても育成する．標準や規範を制定し，国際競争力
のあるヘルス・ツーリズムのディストネーションを作り出す，とくに，漢方医
薬用のヘルス・ツーリズムの発展に努力する．また，一連の有名なブランドと
サービスが好循環する健康サービス産業クラスターを打ち立て，一群の中小零
細企業グループを発展させる．さらに，専門的な医療診断・検査センターなど
の発展をリードし，健康医療分野の専門化，市場化，優良化のためにも，客観的
な第三者評価機関の発展は重要である．
とりわけ，スポーツ・ビジネスとの関連が深い分野である「フィットネス・リ
クリエーション・レジャー産業の積極的な発展」においては，次のような取り
組みとなる．
市場環境のさらなる優良化，多元的な主体の育成，フィットネス・リクリ
エーション・レジャー施設の管理運営に社会的な勢力をリードする．各種のス
ポーツ団体の協会改革とスポーツ施設所有権改革を推進すし，経営権分離の改
革をおこない，スポーツ資源開放を加速化し，フィットネス・リクエ―ション・
レジャーの各分野での推進普及の方法のイノベーションをおこない，政府が購
入するスポーツ公共サービスの体制・機構の健全化をさらに進め，フィットネ
ス・レジャー総合サービス体系を打ち立てる．多様な形式のスポーツ・クラブ，
フィットネス・クラブの発展を奨励し，スポーツ・イベントや周辺のイベント
を豊富化し，寒冷地用スポーツ，山岳スポーツ，水上スポーツ，モーター・ス
ポーツ，航空スポーツ，エクストリーム・スポーツ，馬術などの消費の誘因をと
もない，特徴的で，流行のレジャー活動プロジェクトを積極的に育成し，特色
あるリクエ―ション・レジャー地区，リクエ―ション・レジャー地帯の地区確
定を確立する．

5. むすびにかえて ― 総括と展望
発展性認識と問題性把握を止揚した《イノベーションの視点》は，《創造的破
壊の視点》として，社会的・経済的現実が要請する多様な論点に対応しながら，
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全体としての社会経済体制の正統性を支えるため，社会経済体制そのものの，
あるいは各サブ・セクターにおける「継承と刷新」を繰り広げる過程を的確に
捉えるとともに，適切で有効な展望を与える．
中国の社会経済体制の全体レベルだけでなく，中国スポーツ・ビジネスにお
いても，政府によるイノベーションが進められ，経済主体が，
《ビジネス（事
業）》として成立し，イノベーション志向と顧客志向を発揮させる環境が生み出
された．また，イノベーション志向と顧客志向を規準に行動する経済主体が顧
客創造型ビジネスとして発展していくための生存領域として，新しい《事業の
生態系》を作り出す政策的・制度的イノベーションとして，国務院第 46 号文書
が発布・施行された．政府の政策的・制度的イノベーションは，多様なイノベー
ションの担い手たちを生み出し，結果として，多様なスポーツ消費のニーズを
開拓し，その中に，今後，重要となる大衆健康スポーツ消費へのニーズもある．
しかも，従来の産業区分の枠組を超え，融合させた「健康産業の発展」は，従
来，市場の外側にある潜在的な社会ニーズをも，《ビジネス》として包摂する
ソーシャル・イノベーションであると，同時に，《健康国家＝健康中国》建設に
とっても重要な課題である．
今日の中国の社会経済体制を，人間の全面的発達を保障する「身体・生命・
健康の国家管理体制＝健康国家」と位置付けるならば，
《健康・身体》への認識
の変化は，新しいイノベーション機会を提供して，《健康中国＝健康国家》と
いう新しい段階に到達しつつある．また，新しい発展段階の下での中国スポー
ツ・ビジネスの今後を展望していくためにも，《健康》概念の多面的・重層的・
多相的な側面に注意する必要があり，「健康産業」という新しい《事業の生態
系》における「極相（Climax Community）」を志向する社会生態学的アプロー
チの確立を，今後の課題としたい．
注
（注 1）中国のスポーツ産業に関する研究としては，次のものが代表的な研究である．
① 張林・黄海燕等（2008）
「中国体育産業和関連産業試算報告」
『上海体育学院学報』第 6 期 .
② 張林（2008）
「体育産業和関連産業分類（試行）解説」
『全球体育市場』第 2 期 .
③ 易剣易（2003）
『中国体育経済史』中国科学文化出版社 .
④ 鮑明暁（1999）
「在我国体育産業形成和発展」
『北京体育師範学院学報』第 11 巻 .
⑤ 李松梅等（2000）
「中国体育産業発展（概説）」
『哈爾浜体育学院学報』第 2 期 .
⑥ 藪湖平（2006）
「体育産業的理論和実践」人民体育出版 .
⑦ 江和平（2010）
『中国体育産業発展報告』社会科学文献出版社 .
⑧ 諸文兵（2008）
「按照予算模式中国体育用品的売上予測」
『武漢体育学院』第 6 期 .
⑨ 陸小聡（2003）
「関現代中国体育産業歴史的研究」
『体育産業学研究』第 13 期 .
⑩ 鮑明暁（2000）
『体育産業―新成長点』人民体育出版 .
⑪ 李敦厚（1999）
「中国体育産業現状思考」
『体育文史』第 5 期 .
⑫ 李栄日（2005）
『体育産業概論』北京体育大学出版社 .
⑬ 張林等（2012）
「改革開放 30 年以来，中国体育産業的研究概説」
『体育科学』第 11 期 .
⑭ 張林（2008）
「体育産業和関連産業分類（試行）解説」
『全球体育市場』第 2 期 .
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⑮ 易剣東（2003）
『中国体育経済史』中国科学文化出版社 .
⑯ 鮑明暁（1999）
「我国体育産業形成和発展」
『北京体育師範学院学報』第 11 巻 .
⑰ 李松梅等（2000）
「中国体育産業的発展（概説）」
『哈爾浜体育学院学報』第 2 期 .
⑱ 藪湖平（2006）
「体育産業的理論和実践」人民体育出版 .
⑲ 張岩（1986）
「体育事業和第三次産業」
『体育科学』第 4 期 .
⑳ 張岩（1988）
「体育経済連係関理論和実践」
『福建体育科技』第 4 期 .
㉑ 魯生（1988）
「従中国体育事業発展，体育経済間関係観察」
『上海体育学院学報』第 4 期 .
㉒ 銭文軍（1990）
「体育産業向探求」
『南都学壇』第 3 期 .
㉓ 張尚権（1991）
「体育事業属性和体育産業発展」
『哈爾浜体育学院学報』第 4 期 .
㉔ 韓丹（1992）
「転換従体育事業到体育産業―中国体育改革」
『体育と科学』第 5 期 .
㉕ 伍紹祖（1995）
「体育産業化進展加速化，体育事業発展加速化『体育文史』第 2 期 .
㉖ 鐘天朗（1990）
「我国体育消費発展傾向」
『成都体育学院学報』第 4 期 .
（注 2）スポーツ産業の各分野に関しての研究は以下の通りである．
① 楊明（2008）
「関広東体育用品業発展研究」
『体育文化』第 5 期 .
② Dan 建国（2001）
「中国在体育用品生産現状和発展傾向」
『北京体育学院学報』第 12 期 .
③ 李岐峰（2006）
「関中国体育用品業経営現状和発展対策研究」
『首都体育学院学報』第 9 期 .
④ 李麗（2011）
「関中国全民健身産業的発展現状研究」
『新西部』第 1 期 .
⑤ 張海峰（2006）
「中国職業体育研究現状」
『体育教育学刊』第 2 期 .
⑥ 白喜林（2000）
「中国職業籠球連盟経営現状和発展方策」
『北京体育大学学報』第 1 期 .
⑦ 辛利（2000）
「我国職業体育倶楽部経営状況関研究」
『広州体育学院学報』第 4 期 .
（注 3）スポーツ産業政策に関しては以下の文献を参照されたい．
① 国家体育委員会文史資料委員会（1988）
『中国体育改革 15 年』人民体育出版社 .
② 伍紹祖（1999）
『中華人民共和国体育史』中国書籍出版 .
③ 国家体育委員会政策研究室（1982）
『体育運動文書摘録 1949―1981』人民体育出版社 .
④ 陳偉明（2011）
「職業体育在政府介入的研究」
『浙江体育科学』第 33 巻・第 1 期
⑤ 王玲（2004）
「中国体育産業的発展和政府介入関研究」
『東北師範大学修士論文集』
⑥ 李秀梅（2001）
『中華人民共和国体育史摘録』北京体育大学出版社 .
⑦ 崔楽泉等（2008）
『中国体育通史（全八巻）』人民体育出版 .
⑧ 輩立新（1997）
「体育産業政策策定的基本方針与内容的研究」
『体育文史』第 4 期 .
⑨ Hao 勤（2004）
「体育発展在政府的役割与位置」
『体育学刊』第 11 巻 .
⑩ 李衛東等（1997）
「体育産業政策体系」
『体育科学』第 17 巻 .
⑪ 李啓迪等（2005）
「体育産業政策改革的研究」
『北京体育大学学報』第 28 巻 .
⑫ 徐衛華（2005）
「我国体育産業政策的検討」
『体育科学研究』第 2 期 .
⑬ 周文（1995）
「体育産業発展要綱（1995―2010）策定経緯」
『新体育』第 10 期 .
⑭ 周行謙（1985）
「体育体制改革・体育経済発展」
『哈爾浜体育学院学報』第 2 期 .
その他，中国体育総局『中国体育年鑑』及び『体育事業統計年鑑』など，政府資料・各通達等を
参照．
（注 4）宮内拓智（2019 年）
「国家による顧客の創造：中国スポーツ産業の事例」三浦一郎編著
『顧客の創造』晃洋書房及び宮内拓智（2009 年）
「中国スポーツ産業発展における経営組
織改革の深化とマーケティング展開」
『京都創成大学紀要』第 9 巻第 2 号 . を参照．
（注 5）この点に関しては，シュンペーター（1977）
『経済発展の理論（上・下）』
（塩野谷祐一・
中山伊知郎・東畑精一訳）岩波書店，シュンペーター（2001）
『企業家とは何か』
（清成忠
男編訳）東洋経済新報社を参照．
（注 6）この点に関しては，ドラッカー（1997）
『イノベーションと企業家精神（上・下）』
（上田
惇生訳）を参照．
（注 7）ジェファーソン的な権利観については，マックファーソン .C.B（1980）
『所有的個人主義
の政治理論』
（藤野渉・将積茂・瀬沼長一郎訳）合同出版や『アメリカ合衆国独立宣言
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（1776 年）』などを参照．
（注 8）例えば，WHO 憲章における「健康の定義」を参照．
（注 9）この点に関しては，イリイチ .I（1979）
『脱病院化社会』晶文社，ダグラス .M（1983）
『象徴
としての身体』
（江河徹・塚本利明・木下卓訳）紀伊国屋書房などを参照．
（注 10）国民国家における国民統合のため動員については，モッセ .J.L
（2012）
『大衆の国民化』
（佐藤卓己・佐藤八寿子訳）ちくま学芸文庫を参照．
（注 11）この点に関しては，市野川容孝（2000）
『身体・生命』岩波書店やフーコー（1977）
『監
獄の誕生』新潮社，ドゥルーズ（2007）
『記号と事件』
（宮林寛訳）河出文庫などを参照
されたい．とくに，近代社会における権力は，人々を「人口」として扱い，管理・統制
する「生―権力（bio-power）
」として現れ，規律型権力と環境操作型権力に類型化され
る．これらの社会編成原理を個人は内面化・身体化していく．
（注 13）フーコーの「規律訓練（ディシプリン）」による身体への近代スポーツの新地として理
論的規定した，多木浩司（1995）
『スポーツを考える』筑摩書房を参照．
（注 14）カイヨワは，「遊び」の性質を，「競争・闘争（アゴン）」，「運・偶然（アレア）」，「模
倣（ミミクリ）」，「眩惑・眩暈（イリンクス）」に分類し，これを規準に文化の発展を考
察した．詳細は，カイヨワ .R（1990）
『遊びと人間』
（多田道太郎・塚崎幹夫訳）講談社を
参照．
（注 15）この点に関しては，フーコー（1977）前掲書やイリイチ（1979）前掲書を参照．さらに，
身体観の変容とポスト近代の身体観についての展望は，山本敦久（2020）
『ポスト・ス
『猿と女とサイボーグ』
（高橋さきの訳）
ポーツの時代』岩波書店，ハラウェイ .D（2008）
青土社を参照されたい．
（注 16）この点に関しては，カイヨウ（1990）前掲書やホイジンガ .J（1973）
『ホモ・ルーデンス』
中央公論社，チクセントミハイ .M（1996）
『フロー体験』
（今村浩明訳）を参照．また，欲
望の身体性に関しては，ルドルフスキー .B（2010）
『みっともない人体』鹿島出版会を
参照．
（注 17）社会経済発展と人間発達の照応性に関しては，池上惇（1986）
『人間発展史観』青木書
店を参照．
（注 18）この点に関しては，ウェーナー .N（1979）
『人間機械論』
（鎮目恭夫・池原才止夫訳）み
すず書房，pp 138 - 139.
（注 19）中国のスポーツ政策に関しては，中国共産党中央委員会・中華人民共和国国務院『中
共中央国務院関進一歩加強和改進新時期体育工作的意見』2020 年 7 月や国家体育総局
『体育産業発展要綱（1995−2010 年）』2004 年 2 月，国務院弁公庁『国家体委関深化改
革加速発展的意見』1995 年 11 月などが展開された．また，「十五」期の総括に関して
は，中国国家発展和改革委員会・馬凱主編（2005）
『2005 年中国国民経済和社会発展報
告』中国出版社を参照．
（注 20）
『北京オリンピック争光計画』に関しては，国家体育員会『奥運争光計画』1995 年 7 月
や国家体育総局『2001−2010 年奥運争光計画要綱』2002 年 11 月などな展開された．
（注 21）1995 年 8 月 29 日，第 8 期全国人民代表大会常務委員会第 15 回会議において，中華人民
共和国体育法が成立し，中国における組織的・計画的・体系的・総合的なスポーツ政
策体系が確立された．
（注 22）国務院『全民健身計画要綱』1995 年 6 月や国務院『全民健身計画要綱第二期工程』
2001 年 8 月によって，国民大衆スポーツ振興に関する政策課題 26 項目が定められた．
（注 23）中国は，1982 年健保の第 25 条「計画出産・人口計画」及び第 21 条「医療・保健衛生
事業・体育事業」などにおいて，人民に対しての優生的配慮に努力することが求めら
れており，以来，中国社会は，今日でも，中国社会は優生政策を認めている．1994 年 10
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月，全国人民大会常務委員会は，当初，「優生保健法」草案を一部改正し，「母子保健
法」を策定し，1998 年 6 月から施行しているが，政策の基底には，「優生思想的発想」
がある．
（注 24）スポーツ制度改革に関しては，国家体育総局『2001 − 2010 年体育改革与発展要綱』
2000 年 12 月や国務院弁公庁『国家体委関深化改革加速発展県級体育事業的意見』
1996 年 11 月，中国国家発展和改革委員会『国民経済和社会発展“九五”計画和 2010 年
遠景目標綱領』中国計画出版社，2005 年などを参照されたい．
（注 25）スポーツ・クラブに関しては，国家体委・国家教委・民生部・文化部『関加速城市社
区体育工作的意見』1997 年 4 月，国家体育総局『農村体育工作暫行規定』2002 年 4 月，
財務部・国体委『体育事業単位財務制度』1997 年 6 月，中国国家発和改革展員会・馬
凱主編，前掲書などを参照されたい．
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（注 26）この点に関しては，宮内，前掲論文等（2009 年，2019 年）を参照．
（注 27）この点に関しても，宮内，前掲論文等（2009 年，2019 年）を参照
（注 28）中国共産党中央委員会・中華人民共和国国務院『スポーツ産業発展の加速とスポーツ
消費の促進に関する国務院からの若干の意見』
（国務院 46 号文章）2014 年 10 月が施行
され，政策展開がなされている．詳細は，中国体育総局ホームペイジ（http://www.sport.
gov.cn/n315/n331/n401/c707383/content.html.
［2020 年 2 月 19 日］）を参照されたい．
（注 29）馮健中「貫徹落實《意見》重点在大力培養体育消費」2015 年 12 月 21 日（http://www.
sport.gov.cn/n319/n4836/c573699/content.html.
［2020 年 2 月 19 日］）を参照．
（注 30）中国共産党中央委員会・中華人民共和国国務院『健康中国 2030』20016 年 10 月が施行
され，政策展開されている．詳細に関しては，中国体育総局ホームペイジ（http://www.
sport.gov.cn/n315/n331/n401/c785797/content.html.
［2020 年 2 月 19 日］）を参照されたい．
また，「健康産業の発展」については，すでに，2013 年 9 月 28 日，中華人民共和国国務
院『健康サービス産業の発展に関する国務院からに若干の意見（国務院第 40 号文書）』
によって齊瀬作的支援が進められている（http://www.sport.gov.cn/n 315 /n 331 /n 401 /
c785791/content.html.［2020 年 2 月 19 日］）．

【略歴】 1966 年 6 月 20 日．富山県出身．立命館大学大学院経営学研究科博士課程後期課
程中退．成美大学・元准教授．立命館大学 BKC 社系研究機構客員研究員 .
主要業績
・単著『戦後流通のダイナミズム』税務経理協会（1999 年 3 月）
・共編著『ドラッカー思想と現代経営』晃洋書房（2010 年 1 月）
・共著『顧客の創造』晃洋書房（2019 年 3 月）
・共著『食生活のソーシャル・イノベーション』晃洋書房（2020 年 12 月）など

青

Qing Hu

（立命館大学大学院）

Summary
This paper examines the transition and the result of sports policy in China from
the viewpoint of the entrepreneurial function of the public institution. From the
Chinese system, the influence of the government is extremely large, and it is
naturally required to exert entrepreneurial function. The government has reformed
the obsolescent government led sports system with the entrepreneurship. The
government has allowed the participation of various actors and introduced the
market mechanism to free the productivity and activate the development of sports.
As a result, the sports industry in China came to a great growth today.

1. はじめに
中国の建国初期の建設方針や体制整備について，陸（2008）や武（2011）など
により，政府はスポーツ分野のみならず，社会の各分野においてもほとんどソ
連を見本にしていた．中国における基本的なスポーツ体制としての「挙国体制」
の形成も，ソ連のスポーツ体制から大きな影響を受けたといえる．「挙国体制」
とは，国益にかなうことを最大目標とする政府がトップダウンの管理方法で，
スポーツ事業全体を指導し，限られた資源を集中させて効果的に配置し，投入
することであると言われている（1）．ここで注意すべき点は，中国における「ス
ポーツ事業」の意味合いには，行政的なプロジェクトという側面が大きい．こ
れに対し，「スポーツ産業」のほうが，通常の事業，つまりビジネスのこと，ス
ポーツ関連組織の生産的活動を指している．一方，
「挙国体制」のあり方は不変
ではなく，時代の流れの中で変化している．中国政府は，計画経済から市場経
済への移行に伴い，新しい経済体制に適応するスポーツ体制を改革しながら，
経済社会の発展段階ごとに，スポーツ政策の焦点も変化している．この点に関
しては，多くの研究・資料によって指摘されている．例えば，傅ら（2008）や陸
（2008）により，中国の建国初期，政府は，国民の体力・健康状態の改善，労働
の効率の向上および国防の強化などにスポーツの価値を活用しようという出発
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点から，大衆スポーツの普及・振興に関わる体制や政策を整え始めたと指摘さ
れている．「文化大革命」によるスポーツ発展の停滞を経て，政府は「ピンポン
外交」の成功などを通じて，スポーツが中国の政治的孤立という状態から切り
抜けることを助ける手段になることに着目し，競技スポーツの強化を重視し始
めた（2）．そして，政府は経済体制改革と第 3 次産業への重視という背景の下で，
中国におけるスポーツ行政機関である「中華人民共和国体育運動委員会（以下，
国家体委，1998 年に国家体育総局に改組）
」がスポーツ産業の発展に対して注
意を払うようになった．その後，中国サッカーのプロ化をはじめ，スポーツ市
場もでき上るようになってきたと指摘されている（3）．2000 年頃に始まる，中国
の高度経済成長に伴い，国民の収入が増え，国民の余暇時間が増加して，健康
志向のみならず，スポーツ観戦などからもたらされる孤独感やストレスの軽
減・解消などの精神的な需要が現れている．政府は，スポーツ産業が中国の新
たな経済成長源になることを期待し，スポーツ産業をさらに重視していること
から，スポーツ産業の発展に関わる政策を整備しつつある．その結果，中国に
おけるスポーツ業界での起業融資金額は 2014 年の 24 億元（約 384 億円，1 元＝
16 円で換算，以下同様）から，2018 年の 200 億元（約 3,200 億円）へ増加した（4）．
このように，中国政府は，自国の社会的需要，経済発展状態や国際的環境な
どの状況に合わせ，スポーツの発展をリードしてきたと考えられ，中国におけ
るスポーツの発展には，政府が演じる役割を無視できないといえる．しかし，
具体的に政府がスポーツの発展に対してどのような影響をもたらすのかについ
ては十分に検討されておらず，政府の働きかけをより明確にする必要があると
考えている．また，中国におけるスポーツ発展の経緯と成果を概観すると，ま
さに政府はイノベーションを行い，企業家的機能を発揮しているのであろうと
考えている．ドラッカーは，一つの企業家的機能であるイノベーションが企業
に限定されず，公的機関も行う必要があると指摘している（5）が，それについて
の研究は数少ないうえに，主に大学や非営利組織を対象として取り上げられ，
政府の企業家的機能について取り上げたものはほとんど見られない．そこで，
中国政府によるスポーツの発展は，一つの顕著な例ではないかと考えている．
本稿では，ドラッカーが示した「公的機関の企業家的機能」という視点を手掛
かりに，中国におけるスポーツ発展を取り巻く制度的枠組みと政策的環境の解
明を試みる．

2. 公的機関の企業家的機能
2 . 1 企業家的機能についての理解
シュンペーターは，
「企業家を定義づける特徴とは，単に新しいことを行っ
たり，すでに行われてきたことを新たな方法で行うということである（革
（6）
新）」
としている．つまり，企業家の本質は，
「新しいことを断行するという機
（7）
能の遂行」
とされている．また，シュンペーターによる企業家的機能について
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は，
「経済的リーダーシップ」であり，「何か新しくこなさなくてはならない事
（8）
柄がある時にのみ発揮される」
とし，「どんな組織形態にもなくてはならな
（9）
と指摘されている．この「経済的リーダーシップ」には，新商品の創出・
い」
商品の新しい品質の実現，新しい生産方法の導入，新組織の創出，新市場の開
拓，新しい買付先の開拓といった 5 つの課題によって裏付けられ，
「中心課題は

常に国内生産力の従来とは違う活用法の実現であり，それはつまりこの国内生
産力を従来の使用から解放し，新結合のために活用できるようにすることであ
（10）
る」
とされている．このように，シュンペーターよる企業家的機能は，新結合
の遂行（イノベーション）であり，企業のみ存在する概念ではないと理解でき
る．
シュンペーターの理論を引き継ぎ，さらに発展させたドラッカーは，マーケ
ティングとイノベーションが企業家的機能であると述べている（11）．その中で，
企業家的機能であるイノベーションについて，「より優れ，より経済的な財や
（12）
サービスを創造すること」
であり，それは企業に限定されることではないと
（13）
指摘している ．イノベーションの担い手として，多様な組織が想定されるこ
とは，上述のようにシュンペーターも論及している．
2 . 2 . 公的機関による企業家的機能の必要性と可能性
ドラッカーは，『イノベーションと企業家精神』において独立した章を設け，
「公的機関における企業家精神」について述べている．この章の冒頭から，「政
府や労働組合，さらには教会，大学，学校，病院，NPO
（非営利組織），慈善団
体，職業別団体，業界団体などの公的機関も，企業と同じように企業家として
イノベーションを行わなければならない．むしろ企業以上に企業家的であるこ
（14）
と述べられている．その理由については，次のように述べ
とが必要である」
られている．
「利益をあげる事業として組織できるものを，資本を費消する事業，非営利の
事業として運営する余裕はない．
それでも今日，公的機関によって行われている事業のきわめて多くは，依然
として社会的サービスとして残る．すべてをなくしたり転換できるわけではな
い．したがってそれらの事業を成果のあがる生産性の高いものにしなければな
らない．これが，既存の公的機関にイノベーションを行わせ，企業家的にマネ
ジメントしなければならない理由である．
そのためには，公的機関は，この急激な変化の時代にあって，社会，技術，経
（15）
済，人口構造の変化を機会としてとらえなければならない．
」
公的機関の活動は，企業と同じように国民の生活を支えている．特に，政府
は，社会の基本的な枠組みを設定し，国全体の発展方向を定めていると考えら
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れるから，時代の変化に対してより一層敏感で，イノベーションを行うことが
求められるだろう．
一方，公的機関の性格により，イノベーションを行うことが極めて難しい．
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はない（20）と述べているため，まず顧客とは何かを理解する必要がある．
ドラッカーは，顧客概念は著作を重ねる中で，その概念が拡大している．
『現
代の経営』における顧客は，三浦（2019）が指摘したように，消費者であるが，

ドラッカーは，公的機関によるイノベーションを行うことに対する障害につい
て，次のように述べている．

『創造する経営者』の中では，「顧客とは，支払う者ではなく買うことを決定す
る者である．（中略）購入の決定権をもつ顧客は，少なくとも二人いる．最終購
（21）
入者と流通チャネルである」
とされている．つまり，
「顧客としてのチャネ

「第一に，公的機関は成果ではなく予算に基づいて活動する．
（中略）予算は
活動が大きいほど大きくなる．しかも公的機関の成果は業績ではなく獲得した
予算によって評価される．活動の一部を切り捨てることは自らの縮小を意味す
る．もちろん失敗を認めることはできない．さらに悪いことには目標の達成さ
えみとめることができない．

ル」の概念が示された．また，
『経営者に贈る 5 つの質問』では，
「顧客とは満足
（22）
「組織の活動と，その提供するものに価値を見出す
させるべき相手」 であり，
（23）
人たち」
であるとされている．それに基づき，組織には，「活動対象としての

第二に，公的機関は非常に多くの利害関係者によって左右される．（中略）公
的機関は，活動の成果が収入の原資になっていないためにあらゆる種類の関係
者が拒否権をもつ．あるゆる人たちを満足させなければならない．いずれとも
不和になる余裕はない．しかも事業を開始した瞬間から廃止や修正を拒否する
関係者を抱える．
そして新しい事業は常に疑いの目をもって見られる．新しい事業は，自らを
支持してくれる関係者をもつ前に既存の事業の関係者から反対を受ける．
第三に最も大きな障害として，つまるところ，公的機関は善を行うために存
（16）
在する．自らの使命を道義的な絶対とし費用対効果の対象とはみなさない．」

顧客」と「パートナーとしての顧客」が存在することが指摘された（24）．
それを踏まえ，本稿では，中国政府にとっての顧客は，中国すべての国民と
関連組織（顧客としてのチャネル）であると定義する．ここで，国民とは政府の
公共サービスの受益者であり，消費者として対価，すなわち税を支払う者であ
る．そして，政府は国民に対する満足を提供し，支持を獲得しなければならな
い．また，政府が国民と結びつくには，多様な組織が必要とされ，それらの組織
もまた，チャネルとして政府の顧客であると考えることができる．

3. 中
 国におけるスポーツ政策の変遷からみる「公的機関の企業家
的機能」

ところが，政府機関でさえ，企業家的たるための 4 つの原理を適用すれば，イ

3 . 1 中国政府にとっての事業
「中国共産党章程」
（中国共産党規約）の総則では，「中国共産党の指導は，中
国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴であり，中国の特色ある社会主義制

ノベーションが可能であるとドラッカーは指摘している．つまり，「明確な目
的」をもち，
「実現可能な目標」と「費用対効果に関わる目標」を設定し，「変化
を脅威としてではなく機会」と捉える（17）．さらに，公的機関の成功条件につい

度の最大の優位性である．『党政軍民学』の各方面と，『東西南北中』の各地方
（25）
と示すように，共産党が中国のあらゆる
において，党がすべてを指導する」
方面における指導的地位についている．また，同じの総則では，共産党は，同級

て，6 つの条件が挙げられ，要約すると，①事業を定義すること，②事業の定義
に従い，明確的な目標を設定すること，③事業を展開するにあたって，優先順

の各種の組織において，指導的・中核的な役割を果たさなければならないと要
求している（26）．さらに，中央と地方の国家機関，人民団体，経済組織，文化組織
およびその他の非党組織の指導機関において，「党組」を成立することができ，
その「党組」は指導的・中核的な役割を発揮し，その「党組」の主要任務として
は，党の方針や政策などの実行を図り，当該組織の重要問題を検討・決定し，
党外の幹部と大衆を団結して党と国家が与えられた任務を完遂することなどと

位をつけ，最低限必要な成果を規定し，その期限を設定すること，④成果の尺
度を定めること，⑤尺度を用いて成果を評価すること，⑥目標と成果を照らし
合わせることになる（18）.
このように，公的機関においてもイノベーションを行う必要があり，それは
可能であることをドラッカーは指摘してきた．
2 . 3 公的機関にとっての顧客
国民の基本生活は，企業よりも公的機関のほうに依存しているため，公的機
関としても成果をあげるべくと考えられる．また，ドラッカーも公的機関に必
要なことは，自らの目的，ミッション，機能を徹底的に検討し，成果をあげるこ
とであると指摘している（19）．そして，ドラッカーは顧客を満足させないと成果

明記されている（27）．このように，共産党は，中国における政府から企業を含め
たあらゆる組織では，指導的地位にあり，上から下の統一された発展方針が実
行されており，党・政府・企業（民間組織）が三位一体となっていると考えら
れる．こうした特徴のある中国では，政府の影響力が極めて大きいため，政府
には企業家的機能が求められる．
1995 年に発効された「中華人民共和国体育法」2 条は，「国家は，スポーツ事
業を展開し，大衆スポーツを繰り広げ，全民族の身体的資質を向上させる．ス
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ポーツ事業は，全国民の健康づくり活動の展開を基盤とし，スポーツの大衆化
（28）
と高度化を調和的に推進する」
と明記し，政府は，スポーツ事業の発展にあ
たって，大衆スポーツと競技スポーツのバランスのとれた発展を目指している
ことがわかった．また，同法 3 条は，
「国家は，スポーツ事業が経済建設，国防
建設と社会発展のために尽くすことを堅持する．スポーツ事業を国民経済と社
会発展計画に組み入れるべきである．国家は，スポーツ管理体制の改革を推進
し，企業・事業単位，社会団体と個人がスポーツ事業への参与と支援を奨励す
（29）
と定められている．それは，中国経済体制改革に伴うスポーツ体制改革
る」
を背景に，スポーツの経済的価値が認められ，中国におけるスポーツ事業には，
政府職能の転換と民間資本の参入が求められ，スポーツの産業化という傾向が
現われた．前述のように，中国政府にとっての顧客は，国民と関連組織である．
スポーツに関わる組織が政府に求めているものは，自らの事業展開の好環境で
あることが考えられる．一方，国民のスポーツに関する欲求は，社会経済の発
展や収入の増加などに伴って多様化し，健康のみならず一体感やストレス解
消，娯楽などの精神的需要が現われている．政府は国民のニーズに応えるため，
政府主導からスポーツ事業の市場化への移行が必要とされ，市場競争原理に従
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展開し始めた（32）．
1951 年，政府はソ連に倣い，「準備労働与保衛祖国体育制度」
（以下，労衛制）
を一部の学校で試行した（33）．それらの経験を踏まえ，政府は，1952 年，労衛制
に関する試行条例，試行項目標準，試行項目考査規則の草案が公布され，国民
を頑健・勇敢で，剛毅かつ楽観的な祖国の守り手であり，建設者として育成す
ることを狙った（34）．同年，毛沢東主席は「スポーツを発展させ，国民の体位を
向上させる」というスローガンを示し，それをこの時期の中国におけるスポー
ツ事業の目標とした（35）．それに合わせ，1953 年に政府は，スポーツの普及と日
常化をスポーツ事業の活動方針として打ち出した（36）．さらに，1958 年に党中
央は「関于体育運動十年規劃的報告」に対する指示の中で，国民の体位を向上
させ，労働と国防建設のために尽くすことがスポーツの根本的な任務であると
明示した．このような任務に基づき，当時スポーツの展開にあたって，大衆ス
ポーツの普及・振興を図ったうえに，競技レベルを高めて新記録を継続的に作
ることを方針として定めた（37）．要するに，当時中国政府のスポーツ事業の重点
は，大衆スポーツの普及・振興による国民の健康づくりと体力・体格向上に置
かれたと考えられる．
政府は，大衆スポーツを推進するために，上述の労衛制を実施する以外に，
中央から地方の一貫したスポーツ行政組織の構築，スポーツ関連人材の育成，
スポーツの役割と関連知識の宣伝，展開しやすく，体力・体格の向上にも役

うスポーツの産業化を推進した．特に，2014 年に発布された「関于加快発展体
育産業促進体育消費的若干意見（46 号文書）
」により，政府は，スポーツ産業の
発展に資する体制の形成，スポーツ消費政策の充実，税金優遇政策の整備，産
学研協働イノベーションメカニズムの創出などの一連の政策・措置を実行し，
スポーツ関連組織の発展のために，よりよい環境を整え，積極的にスポーツ製
品・サービスの供給を拡大し，国民のスポーツへの多様化する欲求を満足させ
る姿勢が見られる（30）．これはまさに，政府が企業家的機能を発揮していること

に立つスポーツの普及，運動会やスポーツ大会の開催などの主要施策を行っ
た（38）．1958 年の「関于体育運動十年規劃的報告」によると，当時中国でスポー
ツをよくする者は，1 億人以上になった（39）．建国からおよそ 10 年を経た 1958 年
には，大衆スポーツの展開の結果，当時の総人口，659, 940, 000 人（40）のうち，約

を示している．
以上のように，中国政府にとっての事業は，中国の各発展段階（経済的・社
会的背景）に応じ，政策の重点を転換することにより，スポーツ関連組織の活

15 % の中国人がよくスポーツをすることになった．また，中国政府は，各時期
でスポーツ事業の重点を変えているが，大衆スポーツの普及・振興は長期事業
として継続して行いつつ，1995 年に実施し始めた「全民健身計劃綱要」を重要

発的な発展に利する外部環境を整備し，国民のスポーツへの多様化する欲求を
満たす市場の形成を率いるといえる．

な政策として，これまでの政策と同様に国民の健康レベルと体力・体格を全面
的に向上させることを目標とした（41）．その結果，中国国民の平均寿命は，2000
年には 71 . 40 歳（42）まで延びた．当然，平均寿命の延伸には，スポーツの普及だ

3 . 2 事業目標の変化によるスポーツ政策の変遷と成果
（1）大衆スポーツの普及・振興を重点的に推進した時期
1949 年の中国建国初期，中国国民の平均寿命はおよそ 35 歳（31）であり，学生
の有病率が高く，病欠の労働者も多く，国民の健康状態や体力水準は当時の労
働・生産活動に適応できないという実情があった．政府は，このような問題に
注目し，労働環境や衛生状態の改善以外に，スポーツの展開も国民の健康状態
や体力水準の改善に非常に有効な手段であると考えた．また，政府は，スポー
ツが国民の気力，集団主義的精神などを育成し，国民に共産主義的教育を行う
重要な手段の一つであると認識し，大衆スポーツの普及・振興に関わる政策を

けでなく，医療・衛生環境や食生活・栄養の改善などの要因も存在する．そし
て，「全民健身計劃綱要」は，スポーツ施設の建設を都市・農村の建設計画に組
み入れることを求めた．結果として，中国におけるスポーツ施設数は，1974 年
の 25 ,488 施設（43）から 2013 年には 1,694,600 施設（44）にまで増加した．
（2）競技スポーツの強化を優先した時期
1950 年代，「二つの中国」をめぐる論争が，国際オリンピック委員会をはじ
め，一部の国際スポーツ組織にまで及んだ．それに対して，中国政府は，領土の
一体性を守るために，1958 年に国際オリンピック委員会とそれらの国際スポー
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ツ組織と断交することを宣言した（45）．また中国は，本来東西二大陣営の対立か
ら受けた影響に加え，1960 年代の中ソ論争の表面化と「文化大革命」の開始に
より，国際スポーツ交流活動はほとんど停止し，国際政治・経済環境はさらに
厳しくなった．ところが，中国は 1971 年に日本の名古屋市で行われた第 31 回
世界卓球選手権への参加を契機に，米国との関係を改善し，その後米中だけで
はなく，日中の国交も正常化した（46）．こうした「ピンポン外交」の成功を通じ，
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成・選抜システムの強化，選手や指導者に対する奨励と選手引退後のキャリア
支援などの政策・体制を整備した．例えば，1978 年に国家体委は「関于加強体
育科学技術工作的意見」を公布し，20 世紀中にスポーツ先進国になるために，
各級の地方体委がスポーツ科学研究への重視を求めた．また，そこに定められ
た 1978 年から 1985 年までのスポーツ科学研究の主要任務から見ると，競技ス
ポーツの強化に重点を置いたことがわかった（52）．1984 年に党中央は「関于進一

中国政府は，競技スポーツの，外国との交流ツールや自国のアピールとしての

歩発展体育運動的通知」で，複数のルートかつ多段階からなる選手育成・選抜

役割に注目し，競技スポーツの再開を皮切りに，
「文化大革命」によって中断
された大衆スポーツの発展に再び力を入れ始めた（47）．その後，1979 年 2 月に行
われた全国体育工作会議では，国家体委が競技レベルの低さという問題を指摘
し，また 1980 年のモスクワオリンピックへの参加を見据え，競技スポーツの強

システムを整え，科学的にスポーツトレーニングを行い，継続的にスポーツ技
術を革新することや，競技成績が優れた選手や指導者に対して奨励を設け，選
手引退後の就職に対して支援することなどを要求した（53）．また，上述の「奥運
争光計画綱要（1994 年－ 2000 年）」では，国家体委が「五輪戦略」に従い，国内
最大のスポーツ祭典である中華人民共和国全国運動会の種目設置や国際スポー

化を図り，世界最高峰の水準に到達することを求めた．全国体育工作会議では，
今後 2 年間は，大衆スポーツの普及と競技スポーツの強化の双方を推進するが，
とりわけ重点的に競技スポーツの強化に力を入れることを要求した（48）．同年，
中国は国際オリンピック委員会に復帰し（49），それを受け，1980 年の全国体育工
作会議では，国家体委主任の王猛は，スポーツ事業を推進する際に，普及が基
礎となるが，異なる時期において事業の重心も変える必要があると指摘した．
当時，スポーツの高度化が急務になっているため，省レベル以上の体育委員会
が競技スポーツの強化をスポーツ政策の中心に置くべきであると述べた（50）．
一方，党中央と政府による経済体制改革に伴い，スポーツ体制の改革も求めら
れ，スポーツの市場化という動きが現われたが，1986 年の「関于体育体制改革
的決定」は，実際のところ，オリンピックメダルの獲得に関わる一連の体制の
整備であったと指摘されている．何（2012）によると，当時，市場経済体制への
移行に伴い，スポーツ行政機関の職能も転換し始め，個々の種目の発展に対し
ては介入の度合いを緩和するようになったが，スポーツ事業に関して，政府主
導の方針に変わりはなく，オリンピックでのメダル獲得という目標に関わる資
源配置，選手の育成・選抜システムなどにおいて政府の統制力はむしろ強化さ
れていった．そして，1970 年代から開始した競技スポーツ優先の動きは，1995
年の「奥運争光計画綱要（1994 年－ 2000 年）
」として発表されることとなった．
そこでは，政府が管理主体として選手の育成や資源配分などを指導し，オリン
ピックでメダルを獲得できる種目に資源を重点的に投入することを基調とす
る．それは国威発揚を最大目標として掲げる「五輪戦略」として正式的に確立
した（51）．同年，「中華人民共和国体育法」が発布され，この時期における政府に
とっては，大衆スポーツの普及と競技スポーツの強化を調和的に推進すること
が求められつつも，実際，スポーツは国民の健康状態や体力を改善する手段と
してだけではなく，国民統合や外交などの政治上の役割を担っていたため，競
技スポーツの強化をスポーツ事業の中心に置くようになった．
政府は，競技スポーツの強化をめぐって，スポーツ科学研究の促進，選手育

ツ交流の活動費などにおいても，オリンピックでメダルを獲得できる種目を優
先する方針を定めた（54）．その結果，1959 年の第 25 回世界卓球選手権において，
中国のスポーツ選手は初めて世界タイトルを獲得し（55），その後，様々な種目で
年間獲得した世界タイトルの数は，3 桁まで増加し，2009 年に最大の 142 個に
達した（56）．また，中国は国際オリンピック委員会に復帰した後，初めて参加し
た 1984 年のロサンゼルスオリンピック大会で，金メダルを 15 個獲得し，その
獲得数は参加国中 4 位になった．21 世紀に入り，シドニーオリンピック大会と
アテネオリンピック大会において，金メダル獲得数が世界のトップ 3 になった
中国は，北京オリンピック大会において 1 位（57）となり，世界にスポーツ強豪国
と認められるに至った．
（3）スポーツの産業化を推進する時期
1984 年に「関于経済体制改革的決定」が可決されたことに伴い，スポーツ体
制改革が必然的に求められるようになった．計画経済体制の下では市場的要
素が排除されてきたが，市場経済体制への移行につれ，以前不可能とされた経
営活動が許可され，スポーツの市場化が可能となった．この時期において政府
は，経済建設に力を傾け，第 3 次産業の推進を視野に入れた．1985 年，政府はス
ポーツを第 3 次産業として分類した（58）が，これは，スポーツの経済上の価値を
認めたことを意味すると考えられる．また，1992 年に党中央と政府は，第 3 次
産業が経済構造を合理化させることや余剰労働力問題の解決，国民ニーズの多
様化・高度化への適応などの役割を果たすことを指摘し，各地方政府に第 3 次
産業の発展を極めて重視するように要求した（59）．同年，社会主義制度と共産党
の指導を前提としたうえで，市場経済を実行するといった社会主義市場経済制
度が中国の経済体制改革の目標であると正式に確定した．それは，政府レベル
の法律や政策上のマクロ・コントロールと企業レベルの市場競争のメカニズム
が相まって機能し，経済の活性化を意図するものである（60）．こうして，中国に
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おけるスポーツの産業化に関する制度上の環境が整えられ，スポーツ産業の発
展は第 3 次産業振興の追い風に乗った．ここでのスポーツの産業化とは，これ
まで政府の財政支出に依頼して発展してきたスポーツに，市場メカニズムを導
入し，政府のみを主体とする体制を改革し，民間のあらゆる組織，個人の参入
により，スポーツの活性化を図り，社会にスポーツ製品・サービスを提供でき
るようにさせることであると理解できる．
スポーツ体制改革に関しては，1993 年に「関于深化体育体制改革的意見」が
発表されたことにより，市場経済体制に適応するスポーツ体制の改革が本格的
に行われたと言われている．そこでは，従来の行政手段によるスポーツ事業を
展開するという中央高度集権のスポーツ体制から，政府のマクロ・コントロー
ルの職能を強調しつつ，民間の力に頼り，市場メカニズムを活用したスポーツ
体制へ改革していくことが求められた．また，
「関于深化体育体制改革的意見」
において，政府は明確にスポーツの産業化を改革の一つの目標として打ち出
し，各地方政府に積極的にスポーツ産業の発展を支援することを要求した．ま
た，金融政策上の優遇措置についても簡略ではあるが，言及した．さらに，政府
が外資を含む民間資本の参入を歓迎し，スポーツ教室，フィットネスクラブ，
スポーツ興行と情報サービスを主体としたスポーツ産業を創出すること，大部
分の公共スポーツ施設などを運営する社会サービス組織が福祉性・公益性の
ある行政的な事業から，営利性のある事業へと転換することなどが表明され
た（61）．
スポーツ産業の形成を可能にする体制改革の進展につれ，政府は今日至るま
でスポーツ産業の発展に向けた政策を整備しつつある．1995 年，スポーツ産
業の発展を唯一の主題とした史上初の政策文書，
「体育産業発展綱要（1995 －
2010 年）」が公示された．この綱要の冒頭には，スポーツ産業の発展は，中国の
経済体制改革から生まれた必然である．また，ややゆとりのある生活水準の実
現に伴い，国民の日増しに増大するスポーツへの需要を満たすこと，スポーツ
事業を展開するための財源を確保・拡大することなどが重要な意味を持つと明
示された（62）．これも，当時の政府にとって，スポーツ産業の位置づけを示した
ものであると考えられる．ちなみに，この綱要により，中国におけるスポーツ
産業は，①スポーツ産業の主要な部分としてのスポーツサービス産業（スポー
ツプロダクトそのものに関わる経営活動を行う組織の集まり）
，②スポーツ用
品・施設産業（スポーツに必要なプロダクトを生産および提供に関わる組織の
集まり），③スポーツ行政機関がスポーツ事業の発展を補助するためのその他
の多様な経営活動，といった 3 つに大別されている（63）．2000 年，政府は，国民
の消費構造の変化，国民のスポーツへのニーズが多様化することを意識しなが
ら，スポーツ産業が第 3 次産業の重要な柱として，内需拡大と経済成長を牽引
する役割を認め，スポーツ市場の創出に拍車をかけ，スポーツ産業を国民経済
の新たな成長点へと育成していく目標を立てた．また，政府は，これから 10 年
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表 1 「46 号文書」の概要
6 つの主要任務
①体制・メカニズムを革新する．
* 政府の職能転換を推進する
（例えば，スポーツ産業の発展を阻害する規定や不合理な行政審査を全
面的に取り消すこと，民間スポーツ組織の経営への干渉を減らすことなど）．
* プロスポーツの改革を推進する．
* スタジアム・アリーナの管理体制を改革し，その運営メカニズムを革新する．
②スポーツ産業に関わる多様な主体を育成する．
* 政策・措置を整備し，民間資本の参入を促進する．
* スポーツ企業がより強く，より良くなるように導き，一部の潜在力のある中小企業を支援する．
③スポーツ産業の配置と構造を改善する．
* 産業配置を最適化する
（例えば，区域協調発展のメカニズムを作ること，長江デルタや珠江デルタな
どのスポーツ産業クラスターを成長させること，地域特性のあるスポーツ産業の発展を支持するこ
と，少数民族の特色のあるスポーツ産業の発展を支援することなど）
．
* 産業構造を改善する．スポーツサービス産業がスポーツ産業に占める比重を著しく高める．
* 産業の潜在力を重視する．普及度と注目度が高いサッカー，バスケットボールとバレーボール，ウイン
タースポーツなどの特色のある競技を突破口とし，スポーツ消費の新たな注目点の形成を促す．
④融合発展を促進する．
* スポーツとツーリズム，メディア等の業態の融合発展を促進する．
* スポーツと健康維持の結合を促進する．民間資本が体質測定やスポーツリハビリなどの各種機構の
設立を奨励し，健康増進へのコンサルティングなどのサービスの展開を提唱する．
* 金融，不動産，交通，食品などの企業がスポーツ領域の製品・サービスの開発を支援する．
⑤市場供給を豊富にする．
* スポーツ施設を整備する．
* フィジカルフィットネスとレジャースポーツを発展する．
* スポーツの試合・イベントを豊富にする．スポーツエンターテイメント業を重点とし，スポーツ試合の
多様化した発展に力を入れる．
⑥スポーツによる健康づくりの風潮を醸成する．
* 日常的な健康増進に向けたスポーツ活動を奨励する．
* スポーツ施設の有効活用を推進する．
* スポーツ文化，スポーツ関連知識の宣伝を強化し，国民のスポーツ消費の意識を育成し，スポーツ消
費習慣を養う．
7 つの政策・措置
①民間資本の参入を誘引するに力を入れる．
例えば，補助金，融資ルートの拡大や投資ファンドの設立などのインセンティブ措置を強化する．
②大衆スポーツ消費政策を充実する．
例えば，各地方政府に，国民のスポーツによる健康づくりに関する費用を財政予算に組み入れ，それを
国民経済の成長に適応させることを求める．
③租税政策を整備する．
例えば，ハイテク企業と認定されたスポーツ企業に対し，企業所得税
（法人税）を減税して 15 % の税率
で徴収すること，文化・スポーツに携わるスポーツ企業に対し，3 % の税率で営業税を徴収することな
どの優遇政策を実行する．
④スポーツ施設の配置計画と土地政策を整備する．
例えば，各地に，スポーツ施設用地を都市・農村計画，土地利用の全体計画と年度用地計画に組み入
れ，合理的に用地の需要を手配することを求める．
⑤人材育成と雇用政策を整える．
例えば，多様なルートにより複合型スポーツ産業の人材を育成すること，引退選手のキャリア支援を支
持すること，起業人材の支援策を検討することなどである．
⑥無形資産の開発保護とイノベーション推進政策を整備する．
例えば，スポーツブランド構築を強化し，スポーツ企業のブランド戦略の実施を推進すること，スポー
ツ産業分野の科学研究プラットフォームを整備すること，産学研協働イノベーションメカニズムの確立
を支援すること，科学技術の成果の産業化を促進することなどである．
⑦市場環境をアップグレードする．
例えば，市場競争原理に従い，スポーツの試合の放送権の収益分配メカニズムを確立し，放送権に対
する制限を緩和することなどである．

出所：
「関于加快発展体育産業促進体育消費的若干意見（46号文書）
」の内容をもとに筆者作成．

174

研究論文

中国におけるスポーツ産業の発展を取り巻く制度的枠組みと政策的環境―企業家的機能の視点から

間に，スポーツ産業の発展を支える財政政策と金融政策の制定，スポーツ産業
に関する標準統計分類の作成なども図った（64）．2014 年，中国における最高国家
行政機関である国務院は，
「関于加快発展体育産業促進体育消費的若干意見（46
号文書）」を発した．そこには，2025 年までに中国におけるスポーツ産業規模
は 5 兆元（約 80 兆円）を超え，中国の持続的な経済成長を支える牽引役を担う
主体となるという目標を掲げており，各地方政府にスポーツ産業の発展および
スポーツ消費の促進を国民経済と社会発展計画に組み入れ，政府の重要政策課
題に組み入れることを要求している．
「46 号文書」には，スポーツ産業の推進
とスポーツ関連消費の拡大にあたって，①改革・革新を堅持すること，②市場
メカニズムの活用，③健康的ライフスタイルの提唱，④スポーツ産業に向けた
発展環境の整備，⑤スポーツ事業とスポーツ産業，スポーツ産業と他産業，ス
ポーツ産業と経済・社会発展の調和のとれた発展を重視すること，という 5 つ
「46 号文書」で定められた主要任務と具体的な措置
の原則を立てた（65）．また，
について，表 1 に示した．この「46 号文書」の内容から見ると，政府はスポーツ
産業を推進するために，かつてない強力な政策の支持をあたえることがわかっ
た．
このように，近年，政府は，スポーツの経済的・文化的価値を重視し，大衆
スポーツと競技スポーツ，スポーツ産業を調和的に推進するが，そのうち，ス
ポーツ産業に関わる政策の整備が事業の中心になっている．その結果，中国に
（67）
おけるスポーツ産業規模（66）は，2012 年の 0 . 95 兆元（約 15 . 2 兆円）
から，図
（68）
が示すように成長した．また，スポーツ産業の付加価値額
は，
2012
年に
1
は 0 . 31 兆元（約 5 . 02 兆円）となり，GDP の 0 . 6％を占めたが，2019 年には 1 . 12
兆元（約 18 兆円）まで上昇し，GDP に占める割合も 1％を超え，1 . 14％となっ

た（69）．
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図 1 中国におけるスポーツ産業規模の推移
出所：国家統計局 HP の公開データをもとに筆者作成．
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3 . 3「公的機関の企業家的機能」と中国スポーツ産業の発展
中国におけるスポーツの発展経緯を概観すると，まさに政府はそれをリード
してきたといえる．政府は，内外の影響を受け，スポーツの価値に対する認識
が変化しながら，各時期に事業の焦点を定め，それに合わせた政策的環境を整
えている．建国初期，アヘン戦争から国共内戦に至る長年の戦争の影響を受け，
戦後の復興や社会主義の新興国としての存続が喫緊の課題として，政府に課せ
られた．当時，政府にとっては，スポーツの価値は，国民の健康状態や体力水準
を改善し，労働と国防建設に資することにあるため，大衆スポーツの普及に力
を入れた．その後，中国は，東西二大陣営の対立から受けた経済的封鎖に加え，
ソ連との関係も破綻したため，国際政治・経済環境がより一層悪化した．また，
国内においても，「大躍進」政策と文化大革命の悪影響を経て，政府は「改革・
開放」路線の下で農業，工業，国防と科学技術といった「4 つの現代化」の実現
を目指した．このような背景の下で，
「ピンポン外交」の成功を契機に，政府は，
スポーツを通じて外国との友好な関係を構築し，孤立的状態から脱却すること
ができると認識した．かつ，中国代表チームの国際イベントでの活躍は，国民
に誇りと感動を与え，国民の一体感を醸成することができ，中国の「改革・開
放」の成果を内外に示し，国際的地位の向上にもつながった．その結果，政府
は，大衆スポーツの普及よりも競技スポーツの強化を重視するようになった．
そして，計画経済制度から社会主義市場経済制度への移行に伴い，スポーツ体
制の改革がより強く求められた．当時，経済建設に注力する政府は，スポーツ
産業の第 3 次産業としての役割に注意を払い，従来の政府主導型のスポーツ事
業を推進する以外に，政府と民間の協力型のスポーツ産業の発展にも力を入れ
始めた．併せて，社会経済環境の変化によって，顧客としての国民が，スポー
ツに対して求めているものも拡大してきた．建国初期において，人々は生きて
いくために，単純にスポーツを通じて健康維持や体力向上を図った．近年は，
高度経済成長に伴い，国民の収入と余暇時間が増加し，健康維持以外に，美的
追求や精神的充足感などの需要も現れた．都市住民と農村住民のエンゲル係数
は，それぞれ 1984 年の 58％と 59 . 2％から 2010 年の 35 . 7％と 41 . 1％に下がり，
国民の生活水準は大きく向上してきたと考えられる．また，都市住民の消費支
出の構成を見ると，1992 年から 2010 年にかけて 1 人当たり消費支出に占める
「医療・保健」の割合は，2 . 51％から 6 . 47％に上昇し，
「交通・通信」と「教育・
文化・娯楽」の割合は，合計で 11 . 42％から 26 . 81％に倍増した（70）．こうした，
国民の消費は，基本生活の維持から，生活の質の向上へと変化し，健康志向や
娯楽志向などの動向も現われた．このような背景の下で，国民のスポーツに対
するニーズも多様化しており，それを満たすために，企業には，多様な付加価
値の創造が求められ，当然，政府に対して，柔軟な発展環境の提供が要求され
ることとなった．そのために，政府は，より一層スポーツ体制の改革とスポー
ツ産業の発展に力を入れている．このように，実際，中国政府は，スポーツの発
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展にあたって，各時期において，国民のニーズに合致した行動をとったと考え
られる．
また，中国政府が，経済体制改革に伴い，スポーツ体制改革の開始とスポー
ツ産業の推進に力を入れることは，企業家的機能を果たしたことを裏付けてい
ると考えられる．「改革・開放」路線の下で，党中央・政府は，政府の職能を転
換しながら，従来の社会主義公有制を改革し，多様な所有制経済の出現を許可
し，市場メカニズムの導入によって生産力を解放し，今日の中国の高度経済成
長をもたらしたといえる．スポーツ分野も同様に，これまでスポーツを福祉・
公益のための一種の国家事業として捉えられ，それに関わる経費はすべて政
府の予算範囲内で行われ，ある意味でその発展の規模が制限されていた．とこ
ろが，スポーツ体制改革に伴い，市場メカニズムの導入や民間資本の参入が許
可され，スポーツの発展を活性化させ，スポーツの産業化が可能となった．近
年，政府は，中国経済の持続可能な発展を図り，国民生活の質の向上を確保し
ていくために，内需拡大，新たな経済成長点の育成が不可欠であり，第 3 次産業
に注目している．そこで，中国経済を支えるスポーツ産業の創出に向けて，ス
ポーツ産業が成長しやすい環境の整備が重要になり，関連政策を打ち出しつつ
ある．前述の「46 号文書」のように，政府は，スポーツ産業の発展を阻害する体
制上・行政上の問題を改革し，スポーツ産業の発展に利する民間資本の参入に
関する促進策，税金優遇政策，土地政策，人材育成と雇用政策，イノベーション
推進政策などの整備に注力している．同時に，スポーツ産業の基盤，つまりス
ポーツ市場の拡大にも注意を払い，スポーツ人口の拡大，スポーツ施設に関し
て，1 人あたりの面積の規定，国民のスポーツへの消費喚起や消費習慣の養成
などに関する措置もとっている（71）．さらに，政府は，スポーツ産業の推進に関
わる政策文書の中に，国民の日増しに増大する多様化・高度化のニーズを満た
すこと，サービスの品質を向上することなどを繰り返して提起し，顧客志向を
基本とする姿勢が明確的に見られる．
今日，政府は，スポーツ産業の推進を志向しているが，決して大衆スポーツ
の普及と競技スポーツの強化を軽視する意図はなく，各時期に優先順位をつけ
て政策を展開している．また，政府は，中国の最高戦略である国民経済と社会
発展に関する五か年計画の下に，スポーツ産業に関わる五か年計画も制定して
いる．その計画では，情勢分析を踏まえ，5 年間のスポーツ産業の発展に関す
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次五年か計画の成果について，①スポーツ産業の規模が拡大している．2014 年
のスポーツ産業規模は 1 . 35 兆元（約 21 . 6 兆円）を超え，付加価値額が 4 , 041 億
元（約 6 . 47 兆円）となり，GDP に占める割合が 0 . 64％を占め，新興産業として
の力を示した．②スポーツ産業の体系が整備されつつある．③スポーツ産業の
構造が著しく改善された．④重要なスポーツ産業政策である「46 号文書」が実
施された．⑤スタジアム・アリーナの管理体制についての革新が進められ，ス
ポーツ産業に関する統計作業が着実に展開されたことなど，第十二次五年か計
画の目標は基本的に実現されたことを肯定した．しかし，製品・サービスの有
効供給の不足，スポーツ産業の供給サイドの構造改革が進められていないこ
と，スポーツ消費の促進策が足りないこと，市場メカニズムがよく効かないこ
となど，スポーツ産業は国民経済の質向上の重要な力になるまでには，明らか
な開きがあると指摘した．さらに，2016 年から 2020 年にかけて，中国の供給サ
イドの構造改革，科学技術改革などの進展につれ，スポーツに対する需要が多
様化し，スポーツ消費がモノの消費から参加型や観戦型の消費に拡大する．ス
ポーツ産業の発展は従来の規模拡大の追求から，質の向上に向けて発展すべき
であると指摘した．したがって，政府は，第十三次五か年計画期において，①
スポーツ産業規模が 3 兆元（約 48 兆円）を超え，スポーツ産業の付加価値額が
GDP に占める割合は 1％に達する．②スポーツサービス産業がスポーツ産業に
占める割合は，30％を超える．③市場主体をより一層拡大し，有力企業や革新
的な中小企業などを育成する．④スポーツ施設について，1 人あたりの面積が
1 . 8㎡を超え，スポーツに関わる消費が 1 人あたりの可処分所得に占める割合
は，2 . 5％を超える．⑤スポーツ産業の政策的環境をよりよくする，という 5 つ
の目標を設定した（73）．
このように，中国政府は，スポーツの発展を推進する際に，各時期の実情を
踏まえ，政策の中心を定めた．特に，スポーツ体制の改革により，民間資本の参
入が許可され，市場競争原理に従ってスポーツ市場の活性化を実現した．また，
近年，政府は，政策の中に，具体的数値目標を立てるようになり，ドラッカーが
指摘したように，最低限必要な成果を定めながら，期限も設定している．政府
の企業家的機能を発揮した結果は，今日のスポーツ産業の急速な成長を遂げた
と考えられる．

る具体的な目標と実現に向けた措置を設定している．さらに，その次の五か年
計画では，前期の計画の目標と成果を照合し，課題の提起とその改善の方向を

4. おわりに

示している．スポーツ産業の発展を目指す「体育産業“十二五”規劃（2011 年
－ 2015 年）」
（スポーツ産業第十二次五年か計画）では，スポーツ産業の急速な
発展を保持し，2015 年までにスポーツ産業の付加価値額が 4 , 000 億元（約 6 . 4
兆円）を超え，GDP に占める割合が 0 . 7％を超えるという明確な目標が設定さ
れた（72）．第十三次五か年計画（2016 年－ 2020 年）においては，政府は，第十二

の変遷とその成果を検討してきた．シュンペーターとドラッカーにより，企業
家的機能は，組織形態に関わらず，たとえ公的機関でも発揮することが可能で
あると指摘されている．特に，中国においては，共産党が政府から，企業を含め
た多様な民間組織では，指導的・中核的地位にあり，発展方針が上から下まで
統一されるため，党・政府・企業（民間組織）が三位一体となっている．このよ

本稿は，「公的機関の企業家的機能」の視点から，中国におけるスポーツ政策
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うな特徴のある中国では，党・政府の影響力が極めて大きく，企業的機能の発
揮が求められる．今日，中国におけるスポーツ産業の大きな発展は，政府が企
業家的機能を発揮し，スポーツの産業化に向けた体制・メカニズムを整えたこ
とにより得られた．すなわち，従来の政府主導型の下で，行政手段を通じての
スポーツ発展の推進から，政府と民間とが協力して，市場メカニズムによって，
スポーツがもつ経済的価値を生かし，生産力を解放し，市場を立ち上げたとい
える．また，情報化，高齢化，成熟化社会の到来を迎える中国では，政府はこれ
からも，企業家的機能を発揮し，国民の素晴らしい生活への需要を満足させる
ために，スポーツと IT，スポーツとヘルスケア，スポーツと観光などの融合的
発展を促進し，スポーツ産業の発展に障害となる規制を廃し，革新し続けてい
く姿勢を示しているのである．
【注】
（1）秦椿林ら（2005）を参照．
（2）武浩文（2011）を参照．
（3）陸小聰（2003）および陸小聰（2008）を参照．
（4）産業信息網 online：770287 .html を参照．
（5）P.F. ドラッカー（1985），訳書（2007）p. 207 を参照．
（6）J.A. シュンペーター（1947），訳書（1998）p.90．
（7）J.A. シュンペーター（1928 b），訳書（1998）p.70．
（8）J.A. シュンペーター（1928 a），訳書（1998）p.27．
（9）同上，p.33．
（10）同上，p.31．
（11）P.F. ドラッカー（1954），訳書（2006）p.47 を参照．
（12）同上，p.50．
（13）P.F. ドラッカー（1985），訳書（2007）を参照．
（14）同上，p.207．
（15）同上，p.218．
（16）同上，pp.209-210．
（17）同上，pp.214-216 を参照．
（18）P.F. ドラッカー（1973），訳書（2008）pp. 200 - 201 を参照．
（19）同上，p. 211 を参照．
（20）P.F. ドラッカー（2015），訳書（2017）p.21 を参照．
（21）P.F. ドラッカー（1964），訳書（2007）pp. 124 - 125．
（22）P.F. ドラッカー（2015），訳書（2017）p.21．
（23）同上，p. 47．
（24）同上，pp. 47-48 を参照．
（25）
「中国共産党章程」
（中国政府網 online：content_5235102.htm）総則．
（26）同上，総則を参照．
（27）同上，48 条を参照．
（28）
「中華人民共和国体育法」
（国家体育総局 online：191778.html）2 条．
（29）同上，3 条．
（30）
「関于加快発展体育産業促進体育消費的若干意見」
（中国政府網 online ： content_ 9152 .
htm）を参照．
（31）人民網日本語版 online：c 94474 - 9866078 .html を参照．
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（32）国家体委政策研究室編（1982）pp.3 - 8 を参照．
（33）労衛制とは，年齢別，性別で項目と基準を設け，等級をつけたスポーツテストを通し，国
民，特に青少年が積極的にスポーツ・運動に参加することを促進し，筋力，持久力，走力
などの体力を高め，祖国の守りてと建設者に育成する制度である．この点については，曾
桓輝（2005）を参照．
（34）傅硯農・鄧星華・陳彦編著（2008）p. 48 を参照．
（35）体育概論編写組編（2013）p.154 を参照．
（36）国家体委政策研究室編（1982）p. 5 を参照．
（37）同上，p. 33 を参照．
（38）馮火紅（2008）pp.905 - 907 を参照．
（39）
「中共中央批転国家体委党組『関于体育運動十年規劃的報告』」
（中国経済網 online ：
t 20070611 _ 11690731 .shtml）を参照．
（40）国家統計局データベース（https://data.stats.gov.cn/index.htm）を参照．
（41）
「全民健身計劃綱要」
（中華人民共和国国務院新聞弁公室 online：1458253 .htm）を参照．
（42）前掲注（40）を参照．
（43）国家体育総局 online：c 964610 /content.html を参照．
（44）国家体育総局 online：c 328625 /content.html を参照．
（45）傅硯農・鄧星華・陳彦編著（2008）p.103 を参照．
（46）同上，pp.354 - 358 を参照．
（47）同上，pp.297 - 386 を参照．
（48）1979 年の全国体育工作会議の内容に関しては，国家体委政策研究室編（1982）
pp. 132 139 を参照．
（49）傅硯農・鄧星華・陳彦編著（2008）p.409 を参照．
（50）王猛の報告内容に関しては，国家体委政策研究室編（1982）pp.145 - 153 を参照．
（51）
「奥運争光計画綱要（1994 年− 2000 年）」
（中国奥委会 online：26059 .html）を参照．
（52）
「関于加強体育科学技術工作的意見」に関しては，国家体委政策研究室編（1982）pp. 697 700 を参照．
（53）
「関于進一歩発展体育運動的通知」
（中国奥委会 online：26065 .html）を参照．
（54）前掲注（51）を参照．
（55）傅硯農・鄧星華・陳彦編著（2008）p. 79 を参照．
（56）前掲注（40）を参照．
（57）歴代のオリンピック大会において，各国のメダル獲得数は，国際オリンピック委員会の
公式サイト（https://olympics.com/ja/）を参照．
（58）
「国務院弁公庁転発国家統計局関于建立第三産業統計的報告的通知」
（中華第一財税網
online：displaw-law- 9116952 .html）を参照．
（59）
「関于加快発展第三産業的決定」
（法律図書館 online：law_view.asp?id ＝ 16055）を参照．
（60）
「関于建立社会主義市場経済体制若干問題的決定」
（人民網 online：b 1080 .html）を参照．
（61）
「関于深化体育体制改革的意見」
（法律図書館 online：law_view.asp?id ＝ 229367）を参照．
（62）
「体育産業発展綱要（1995 − 2010 年）」
（中華全国体育総会 online：85561 .html）を参照．
（63）同上．また，国家統計局は，スポーツ産業を対象とする統計調査にあたって，スポーツ
サービス産業，スポーツ用品産業とスポーツ施設産業という 3 種類に仕分けて行ってい
る．
（64）
「2001 - 2010 年体育改革与発展綱要」
（国家体育総局 online：127323 .html）を参照．
（65）前掲注（30）を参照．
（66）国家統計局は，スポーツ産業規模が，一定期間内に国内で生産されたスポーツに関わる
財とサービスの価値であるとしている．
（67）中国政府網 online：content_ 2798079 .htm を参照．
（68）国家統計局は，スポーツ産業の付加価値額が，一定期間内に国内でスポーツ産業の生産
活動によって新たに生み出された財やサービスの付加価値の総額であるとしている．
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（69）2012 年のデータに関しては，前掲注（67）を参照．また，2019 年のデータは，国家統計局
ホームページ（http://www.stats.gov.cn/）を参照．
（70）データに関しては，前掲注（40）を参照．
（71）前掲注（30）を参照．
（72）
「体育産業“十二五”規劃」の内容に関しては，中国政府網 online ： content_ 2004745 .htm
を参照．
（73）
「 体 育 産 業 発 展“ 十 三 五 ”規 劃 」
（ 中 華 人 民 共 和 国 国 家 発 展 和 改 革 委 員 会 online ：
t20170810_1196891 .html）を参照．
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【略歴】 立命館大学大学院経営学研究科博士後期課程に在籍．立命館大学大学院スポー
ツ健康科学研究科博士課程前期課程を修了 . 関心領域は公的機関によるイノベ
ーション．現在は中国におけるスポーツビジネス，特にプロスポーツを対象とし
た研究を行っている．2020 年に，「中国野球のプロ化に関する 一 考察―旧リ
（共著
ーグ『中国棒球聯賽』と新リーグ『中国棒球職業聯盟』の比較から ― 」
日本スポーツ産業学会『スポーツ産業学研究』）．
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おばあちゃんの食器棚の秘密と魔物退治 ―「知識社会」を創る知恵：マネジメント・スコアカード（MSC）

おばあちゃんの食器棚の秘密と魔物退治

―「知識社会」

を創る知恵：マネジメント・スコア
カード（MSC）

The Secret of Grandma’s Kitchen Cabinet and Demon
Extermination: Wisdom to Create a “Knowledge Society”:
Management Scorecard (MSC)

森岡謙仁

Kenji Morioka
（本会理事）

いる．“誰一人，取り残さない：より良い社会”を実現したいという人類共通の
ビジョンが，見えづらくなっている．この時期に世界が一つになり地球環境と
人類の共生という共通の目的を実現するために，知識人，経済人，組織人の一
人ひとりが，より良い社会について考えることに意味がある．
当学会初代会長でありドラッカー翻訳の第一人者であった上田惇生先生は，
『傍観者の時代』訳者あとがきの中で，「話は，第一次大戦と第二次大戦の間の
四分の一世紀の間にドラッカーが出会ってきた人たちの物語である．時代を生
きた人，時代を変えた人，時代に変えられた人たちが読者の心を動かす．
．
．歴
史こそ知恵と感動の宝庫である．なぜならそこに生きた一人ひとりの人が歴史
をつくっているからである．二〇世紀を知らずして二一世紀を生きることはで
きない．」と述べている．本稿を執筆する筆者の思いもここにある．
※本文中の言葉には必要に応じて（原著の言葉）を付した

Summary
This paper reveals the “secrets of grandma’s kitchen cabinet” and “100 years ago
and modern demons” that influenced the formation of Drucker’s thought. On that
basis, we examined “wisdom that is not harmed by demons” and evolved Drucker's
intellectual heritage Management Scorecard (MSC) to meet the new needs of
the knowledge society. The latest version MSC system diagram (2021 version)
is presented. Finally, we call on our readers to take action to materialize a better
knowledge society in the 21st century. Summary

［概要］
本稿はドラッカー思想の形成に影響を与えた“おばあちゃんの食器棚の秘
密”と“100 年前と現代の魔物”を明らかにする．その上で“魔物に害されない
知恵”を検討するとともに，知識社会の新しいニーズに応えるものとして，ド
（1）
ラッカーの知的遺産であるマネジメント・スコアカード（MSC）
を進化させ
た最新版の MSC 体系図（2021 年版）を提示する．最後に 21 世紀のより良い知
識社会を実現する行動を読者に呼びかける．

［本稿の主旨］
□ 本稿の目的：MSC が知識社会を創る知識であることを明らかにする
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1 章 おばあちゃんの知恵
1. ドラッカーの“知”を育んだ家庭環境
1909 年 11 月生まれのピーター・ドラッカーの“知（知覚を用いて知恵と知
識を制御する心の働き）”は，裕福な知識階級の家庭の中で育った．彼の両親
は，週に数回，多様な文化人・知識人を招待してパーティを主催していた．こ
のような家庭の中で育ち体験から得た知識は，ドラッカーを生涯支えることに
なる．父のアドルフは第一次世界大戦が始まるや，オーストリア・ハンガリー
帝国の戦時経済運営を担う政府高官の一人となった．創造的破壊が経済発展の
原動力であることを説いたシュンペーターの就職の世話をした．そのお陰も
あって彼は 20 世紀を代表する経済学者となったのだと，ドラッカーは云う（2）．
また，8 歳でエルザ先生とゾフィー先生の指導を受けたピーター少年は，「学ぶ
楽しさと教える喜びに救いがたいほど魅せられてしまったのだ」とも述べてい
る（3）．

2. ドラッカーのおばあちゃんの時代
おばあちゃんの生きた時代 19 世紀後半のヨーロッパは，経済不況（1873）や

□ 読者は誰か：マネジメントに関心をもつ知識人・経済人・組織人
□ 読者にとっての価値は何か：ドラッカーの知識と MSC の理解を深める
□ 著者の成果：自由で機能する社会の担い手が増えること

各国の政治均衡が激しく動いた時代であった．ウィーンを首都としたオースト
リア・ハンガリー帝国や栄華を誇ったイギリス王国のビクトリア朝（1837 年－
1901 年）も後期衰退期に入っていた．おばあちゃんは比較的恵まれてウィー

□ 活動計画は何か：本コンテンツを用いてドラッカー「マネジメント」研究会
やドラッカーの小さな学校などで社会人教育を行うこと

ンで過ごしたと思われるが，ハプスブルク家の激動と衰退の中を生き，晩年は
ヨーロッパ文明の崩壊が始まる社会を“知”を使って生き抜いたのだった．

〈はじめに〉
新型コロナウィルスは，世界を変貌させた．人間活動の全てが影響を受けて

3. ドラッカーのおばあちゃん
ドラッカーは 1955 年，講演のために 18 年ぶりにウィーンを訪れた．妻に頼
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まれたオーストリア産の酒を買うために入った食料品店の女主人との会話があ
る．懐かしい昔話を交わした．
「
『あなたのおばあちゃんにはかなわない．素晴
らしい方だった．それに，変わってらしたわね．姪御さんの結婚式の祝電のこ

についての知識とそれを言動（実践）することの大切さを学んだのだった．

と，覚えていらっしゃる？』と言った途端にくすくす笑い出し，私もつられて
笑い出したのだった．
」何故かというと，電報料金が高い時代に，おばあちゃん
が姪御さんの結婚式に送った電文が「電報を送るにあたっては，最も簡潔たる
べきことが適切なことであるがゆえに，この厳粛なる日にあたって，いつまで

おばあちゃんは，世間が見放すアパートの住人にかぜ薬を無料で渡してい
た．
「しかし仕事への敬意，人への思いやり，人と人との絆こそ，まさに二〇世

もお幸せにとのみ祝辞を贈るものなり．
」 ととても長かったからだ．
（4）

おばあちゃんは，クララ・シューマンに師事しプロのピアニストの実力を
もっていた．何度かブラームスの前で弾いたことを誇りにしていたという．ド
ラッカーは「あるとき私はソナタを練習していた．すると隣室に居たおばあ
ちゃんが入ってきて，
『もう一度弾いてごらん』と言った．
『そこは変ニなのに
あなたはニで弾いているよ』
『でもおばあちゃん，楽譜はニだよ』
『そんな馬鹿
な』
．そこで楽譜の出版元であるこれまた姪の連れ合いの一人に電話して，
『ハ
イドンのピアノソナタの二冊目のどこそこに誤植があるわよ』といった．」その
二時間後には，その通りだったという返事が出版元からあった．誤植が解った
理由は「あなたの歳の頃には暗譜させられていたから」が答えだったと云う（5）．

4. おばあちゃんから学んだ“知識”と“知恵”
1）作法が大事であるということ
おばあちゃんとナチスの若者の話を聞いた鉤十字の製造で儲けていたおばあ
ちゃんの姪の連れ合いが「おばあちゃんにかかっては，政治も作法教室並で
（6）
すね」
といって笑ったとき，ピーター少年の知が激しく反応した．
「私も笑った．しかし，私の心の中に，一族中一番の間抜けというおばあち

ゃんの評判への疑問が湧いたのが，このときだった．おばあちゃんは行列に
並ばずに国境を越えた．食料品はいつもまけさせた．若者の襟からは鉤十字を
はずさせた…私自身もすでにナチスの知り合いとはやりあったことがあった．
彼らには，事実も，数学も，論理も通じなかった．ところが，おばあちゃんは作
（7）
法を説いて（appealing to manners）成功した．
」
と云う．
2）基本的な価値を身につけて実践すること
「娘や娘の連れ合い，姪や姪の連れ合い，あるいは近所のお店の人たちが，お
ばあちゃんを間抜け扱いしたもののことごとくが，基本的な価値（practiced
basic values）に関わることだった．彼女は彼女の価値観をそのまま二〇世紀に
（8）
持ち込んでいた．」
ことに少年ドラッカーは気づいた．結婚式は厳粛たるべき
こと，楽譜の誤植は許されないことであり指摘しなければいけない，相手が誰
であっても作法は説かなければならないなど，おばあちゃんから基本的な価値

3）20 世紀が失った本質（思いやり）

紀という世紀が，必要としつつも失ってしまったものだった… もはやブル
ジョワの社会も，社会主義の社会もありうるはずはなかった．鉤十字が跋扈す
る粗野な群衆となるだけだった．
」とドラッカーは述べている（9）．
4）おばあちゃんの食器棚：トータル・インフォメーション・システム
おばあちゃんの整理した食器棚には，
「把手のないコップ」と「コップのな
（10）
い把手」と書かれた場所があった ．しかし，その意味に気づいたのはその約
40 年後だったと云う．「…ようやく答えが見つかったのが一九五五年頃だっ
た．おばあちゃんは天才だったのだ．単純素朴な方法でプログラムを書いたの
だった．すべてを分類していたおばあちゃんの戸棚は，それこそトータル・イ
ンフォメーション・システム（total information system）だった．
」と云う（11）．

2 章 100 年前の魔物と現代の魔物
1 . 100 年前の魔物
ドラッカーは 1932 年ヒットラーが政権をとった数週間後から，1939 年にか
けて『
「経済人」の終わり』
（1939）を著した．この中には，ファシズムという 19
世紀文明とヨーロッパ社会を破壊した魔物が生まれた原因が書かれている．魔
物とは，1929 年ニューヨーク株式市場の大暴落（12）に端を発し世界中に飛び火
した恐慌と戦争のことであり今から約 100 年前のことである．
1929 年の大恐慌によるアメリカ経済の崩壊は，ブルジョア資本主義を信頼す
るヨーロッパ人にとってはアメリカ人以上に大きなショックだった，とドラッ
カーは云う．さらに「ブルジョア資本主義とマルクス社会主義の信条と秩序は，
いずれも個人による経済的自由を実現すれば自由と平等が自動的にもたらされ
（13）
と魔物が発生した原因を分
るという目論みが誤っていたために失敗した．
」
析した．“誤った知識（魔物の知識）”に頼った人間と社会が行きついた当然の
結果であり，行ってはいけない線路の先にある終着駅だったと筆者は思う．

2. 現代の魔物
1）戦争と恐慌について
100 年前と同様に戦争という魔物は生き続けている．一党独裁の軍事国家の
数は，増加傾向にあるように思う．また，中東を温床に生まれた極テロ組織は，
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一部の過激派と SNS を伝って世界に飛び火しており，いつ山火事のように勃発
するか緊張が続いている．また，コロナワクチンの接種率や感染者数に影響さ
れる株式市場は，根拠に薄い高止まり（日経平均 3 万円前後，9 月 17 日）を示し
ており，100 年前のニューヨーク株式大暴落（1929 年）の不安がよぎる．
2）知識社会を蝕む“魔物の知識”
実は 100 年前にも魔物の知識は生息していた．
『産業人の未来』
（1942）を読
めばそれが「ルソーからヒトラーにいたる道」であり理性万能主義だったこと
が解る．ブルジョア資本主義とナチズムが人心を蝕み，社会秩序と 19 世紀文明
を破壊しつくした．第一次世界大戦は終結したが，理性万能主義は生き延びて
再起を伺っていた．20 世紀後半から社会経済が興隆する水面下で，資本主義の
動的エネルギー（14）が集中的に蓄えられデジタル経済圏にまで膨れ上がった．ま
た核兵器の増産，AI 兵器の開発など，100 年前の魔物とは桁違いの暴力とテロ
の蓄積，貧富の格差拡大が止まらない．これは私たちが理性万能主義と資本主
義が健全な知識を蝕み，増殖する魔物の知識を放置したからではないか．
3）魔物を生み出す温床：理念と秩序が崩壊した時
ドラッカーは，100 年前の魔物の温床となったオーストリアでは，ブルジョ
ア資本主義とマルクス主義が崩壊し，混乱した社会経済を「いわば宗教として
のナチズムの地盤だった．
」
（
『
「経済人」の終わり』p 218）と分析し，魔物を生み
出した真の原因を突き止めた．
「大衆が，真の秩序を失ったとき，組織を秩序の
代わりにしたことを見るならば，そして祈るべき神も尊ぶべき人間像も失った
とき魔性のものに祈ったことを見るならば，人間というものがいかに秩序と信
条と人間像を必要としているかは明らかである」
（p 219）また虚無主義も専制
に結びつくことを分析して見せた（p 280）
．以上からドラッカーは魔物を生み
出す温床を次のように捉えていたと思われる．①信条の喪失②人間像の喪失③
秩序が崩壊し合理を失う④国際的に追放できず失敗した⑤虚無主義への逃避⑥
経済人とブルジョア資本主義の失敗⑦理性万能主義である．特に⑤⑥⑦につい
ては「哲学体系としてのイズムは人間環境を包む大気である」
（p 280）と述べて
いる．

3 章 ドラッカーの“知”についての考察：魔物に害されない知恵
1. ドラッカーの知恵の原点：信条（如何に在るか，如何に生きるか）
すでに述べた「人間には，信条，人間像，秩序が不可欠である」というドラッ
カーの知識は，ドラッカーの知によって獲得された．1909 年 11 月に生を享けて
から得た知識は，彼の知の脇役にすぎない．主人は常にドラッカーの知であっ
た．彼の知から生まれた知恵は，H・ノエル・ブレイルズフォードから「分析に
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優れながらも神秘を解する者」と評された（15）．ドラッカーの知は，知識は精神
のためであり（16），エジプトのピラミッドを建てた時代にもマネジメントはあっ
たとの知識も得た（17）．知識と力の問題をどう解決するかによって，暗黒の時代
になるか人類最高の時代になるかを，エデンの園以来の人類の問題として捉え
ていた（18）．さらに「人間が動物の王国に属するとともに，神の王国にも属する
（19）
存在である」
とした．ドラッカーの信条と精神は人類史の本流に在って雑多
な知識を退けた．魔物に害されない知恵は彼自らの知が生んだ．

2. 人間像（理想とする人間）
ドラッカーは時代のニーズに合わせて目指すべき人間像を発展させた．
『
「経
済人」の終わり』で失った人間像を，『産業人の未来』では戦後の産業人のある
べき姿を説いた．1960 年頃には知識労働者という言葉をつくり（20），『創造する
経営者』
（1964）では知識が事業であり「知識は，本の中にはない．本の中にあ
るのは情報である．知識とはそれらの情報を仕事や成果に結びつける能力であ
る…知識は事業の外部，すなわち顧客，市場，最終用途に貢献して初めて有効
となる．」
（p144）とした．
そ の 後 も 知 識 労 働 者 の 観 察 を 続 け た．エ グ ゼ ク テ ィ ブ『 経 営 者 の 条 件 』
（1967），教養ある人間『ポスト資本主義社会』
（1993）
，
『ネクスト・ソサエティ』
（2002）では，知識人と組織人，テクノロジスト（高度専門技能者），サービス労
働者などの人間像を描いた．知識労働者という人間像は一貫していた．知識だ
けでは魔物に怯まず戦うことはできない．ドラッカーは唯物的合理によって生
み出される人間疎外，無意味化，秩序の崩壊にも耐えうる信仰や哲学をもつキ
ルケゴールやドストエフスキーの人間像を一つの解決策としてあげた（21）．

3. 規範と秩序（社会をどう観るか）
ドラッカーは，おばあちゃんから作法と規範（規律）が，魔物さえ怯ませるこ
とを学んだウィーンで誕生しキリスト教の洗礼を受け（
『新しい社会と新しい
経営』p 1），欧米で生きたドラッカーは，キリスト教的な価値観と秩序（自由と
平等を理念とする）を身につけた．また自身がユダヤ系であったことも彼の歴
史観や社会観に影響を与えたと思われる．加えて英国生活時代に日本画と出会
い日本文化に関心をもち特に禅画を好んだことは有名である．彼の知から生じ
る知恵をもって，東洋思想と仏教思想の知識を得ていた．
仏教の知識とは「善知識の略で仏道修行の指導者・実践者」を云う（22）．ド
ラッカーには西田幾多郎のように哲学する知があった．西田は哲学と禅の研究
の中で善の体現者を説いた（23）．マネジメントは規範（discipline）
，知識体系（an
organized body of knowledge）
，社会の機関である組織の機関（organ）であ
り（24），身につけた規範的言動が社会秩序を創るとした．そして「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』
（1968）あとがき）と説いた．
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4. 共通善・完全性・神聖（精神という創造物の神聖性を信ずる）
GM のスローンとは価値観が真逆だった．共通善を価値観に持つドラッカー
とでは，特に社会的責任のあり方で違った（25）．
『企業とは何か』
（1946）は，共
通善と完全性を価値とするドラッカーの知が成せる業だった．その後『マネジ
メント』
（1973）を著し「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（common good）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．
」
（上 p 405）と説いた．ドラッカーは，神聖や霊性を信じる人
であった．これを除いてドラッカーを語ることはできない．これはローマ法王
が説く共通善（26）と一致するほか，ドラッカーが使う integrity（完全性）は『新
約聖書』にある語彙でもある（27）．禅画を研究したドラッカーが仏教の慈悲と共
通善に同じ“利他の心”を見出したとしても不思議ではない．またカール・ポラ
ンニーの就職の際には「神の御心が動いた，それも私を通して動いた．
」とある
ことからドラッカーは御心に生きた人でもある（28）．ドラッカーの知は神聖をも
つ知性であり完全性と共通善が善しとする知識を好んで吸収した．

4 章 おばあちゃんの食器棚の秘密と MSC 体系図
1. 食器棚の秘密：トータル・インフォメーション・システム
ドラッカーは，おばあちゃんの食器棚を見てから約 40 年後に，それがトータ
ル・インフォメーション・システムだったとの知識を得た．
筆者はその食器棚の秘密（秘められた意味）を下記に整理した．
① 道具入れ … 文字どおり食器を置いておく棚
② ルールと秩序 … ビクトリア朝の手書き文字で整理された場所
③ 作法を身につける … 壊れた食器も大切にする日常習慣
④ 体系であり設計である … 全体と部分が調和して食器棚となっている
⑤ 分析から知覚へ … 探索や分析なしに目当ての食器の位置を知覚できる
⑥ 倫理と美観 … 見放された人を思いやる，整理整頓された食器棚の美
⑦ スコアカードの働き … 基本的価値（食器棚の利便性）を基準に行動する
⑧ トータル・インフォメーション・システム … ①〜⑦の統合知識体系であ
り，おばあちゃんが書いたプログラムであった．ドラッカーがこの食器棚
の秘密をマネジメントの体系化に活かしたとしても不思議ではない．
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ドラッカーは，マネジメントには自らの組織をして社会に貢献させるために
三つの役割があるとし，スキル・ツール・条件を知識体系として著した．事業
を定義し，顧客と顧客が求める価値を検討させ，目的・ミッション，8 つの重要
領域目標とその具体例を示すなど，誰もが実践できるように明文化した．営利
組織も非営利組織も政府においても共通に使える働き方の規範（規律）を体系
化したのが『マネジメント』であつた．以降もマネジメントを進化させた（29）．
情報基盤組織，責任組織，知識組織を支える知識体系としてトータル・イン
フォメーション・システム（総合情報システム）を生涯かけて説いたのだった．

3. アトランティスからの報告：過ぎ去った過去から未来を考える
哲学者梅原猛は自身の隠された魂の秘密を縄文人に求めた（30）．同様にドラッ
カーが自らの精神と思想の源流を古代ギリシャ人に求めたとしても不思議で
はない．
『傍観者の時代』が「アトランティスからの報告（REPORT FROM
ATLANTIS）」から始まるのも頷ける．本書は“ドラッカーの知”の冒険物語
であり，おばあちゃんの話から始まる．ドラッカー思想の源流が欧米史である
ことを自ら語っているのだ．仏教など東洋思想は脇役である．ただ日本企業か
ら多くを学び自身のマネジメント思想に吸収した．MSC 体系図（図表 1）の知
識エリア 0 には，人類史における欧米史と仏教的東洋史の本流が合流している．
社会生態学者として，精神という創造物の神聖性を信じていたドラッカーであ
る（31）．それは 21 世紀に生きる現代の社会経済に“希望の知”を灯している．

4. マネジメントの“0（ゼロ）
”の発見
今日の数学・科学の発展は，インド数字 0（ゼロ）の発見による貢献が大き
い ．一方マネジメントの三つの役割には前提があり「組織をして社会に貢
献させる」と定義した（『マネジメント』上 p 42）．これはインド数字の 0 の発見
（32）

に匹敵する．筆者はこれをマネジメントの 0 と呼び MSC 体系図の知識エリア
0 に位置づけた．ユングが云う太古類型には人類史の本流に潜む人類の知が在
る（33）．その知が完全性（Integrity）と共通善を規定する．この理解を助けるた
めに知識エリア 0 がある．村上和雄もサムシング・グレートに行き着いた（34）．
真理や本質は言葉や知識の外にある．食器棚とマネジメントにも，初めからそ
こに在ったにも関わらずその時には気づかなかった秘密があった．マネジメン
ト 0 を意識して実践する人が人類の知と共に生きることができる．

2. 食器棚の秘密は，マネジメントに受け継がれた

5. ドラッカーのマネジメント体系は，MSC体系図に引き継がれた

おばあちゃんの食器棚は，家族への愛情の表現でもあった．ドラッカーの愛
情は，社会で働く人と組織に注がれていた．後に彼は人類史の本流に在ったマ
ネジメントを発見しその体系化に成功する．おばあちゃんから食器棚に隠され
た秘密を受け継ぎ『現代の経営』というマネジメントの知識体系を著した．

食器棚の秘密は，ドラッカーのマネジメント思想とその知識体系（スキル・
ツール・条件）に進化し MSC 体系図の知識エリア 0 〜 4 に配置されている．こ
れを見れば自らの位置と役割が解る．今必要なマネジメント知識は何か，どの
マネジメント知識に関心を持つべきかを俯瞰できる．MSC 体系図は問題を解
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く補助線であり，目的地を示唆しそこに至る道を知る地図や海図と同じ意味を
もつ．さらに旅人（マネジメントの実践者）は，羅針盤と知恵を得る．旅人だけ
の体験による知識を得る．MSC 体系図は，おばあちゃんとドラッカーの知識の
遺産であるとともに，人類の知の本流に在ると言ってもよいだろう．
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6 章 マネジメント・スコアカード：MSC 体系図 2021 年版
MSC 体系図（図表 1・図表 2）は，地球と宇宙，社会，組織，個人を網羅的に
表現した．全体がトータル・インフォメーション・システムであり，誰もが位置
と役割を確認することができる．
「天災はいわば神の御心である」
（
『傍観者の
時代』p 349）とドラッカーは云う．理性万能主義・実利主義・資本主義という
人災である魔物の知識が人間社会の大気を汚染している．信条，人間像，秩序
を創生し，より良い社会経済・政治・科学・文化をつくる責任が私たちにある．

1. 新たに加わった MSC キーワード
①宇宙
ドラッカーは「知識と力にたいしていかなる解決を与えるかによって，その
時代の性格と意味とが決定されるのである…このことは，われわれが宇宙を征
（35）
服しえたとしても変わらないであろう．
」
とマネジメント思想の原点を語っ

ている．宇宙を軍拡競争や資源開発競争の場にしてはならない．宇宙ゴミや宇
宙落下物のリスクなど，宇宙に対する責任は，人間の責任であり倫理である．
②文明
『産業人の未来』には，当時のドイツで民主主義国に共通の価値観である信
条，制度が崩壊しナチスの全体主義が力を伸ばしている問題に対して「．
．
．軍
事的帰結は別として，ファシズム全体主義なる文明の枠外からの攻撃を退け
るだけでは勝利したことにはならない．このことは，問題の解決はわれわれの
内部において行われるということを意味している．」
（p 7）とある．このドラッ
カーが 80 年前に得た知識を，MSC 体系図“知識エリア 0”に追加する．
③人権
今日，人権問題は新たな局面を迎えた．超国家的な問題に拡大した個人情
報保護，プライバシー保護，テロ，ジェノサイド（民族・人種・国家を計画的
に破壊する行為）がある．ドラッカーは，
『マネジメント』の中で，
「心理学に
よって，人を支配し操作することは，知識の自壊的濫用である．嫌悪すべき支
配である．かつての主人は，奴隷の肉体を支配することで満足していた．」
（上，
p 294）と述べている．人の遺伝子も心理も人権である．
④国際機関

図表 1 MSC 体系図 2021 年版：『ネクスト・ソサエティ』以後 2021.9.30 まで

21 世紀に入り環境問題は，いっそう深刻になっている感がある．異常気象に
より，前例のない自然災害（山火事，干ばつ，暴風雨，洪水，熱波など）が世界
中に拡がっている．ドラッカーが理想とした国際機関の一つに，1963 年にスイ
スのジャン＝アンリ・デュナンが設立した赤十字がある．「環境の保護には生
態系にかかわる国際法が必要である」
（『新しい現実』p 152）と説いた．国際機
関の目的・役割の再定義と新たな国際機関の設立が求められている．
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⑤制度設計
『「経済人」の終わり』には，魔物の再来を招いた社会を分析して「民主主義が
目的としたものを実現するための制度も，もはや無意味となり」
（p 74）として

未曽有の感染症対策の有力な切り札と目されるワクチン製造の品質管理の不祥
事だ．
「有効性に問題がない」と製薬メーカーは発表した．国内では，みずほ銀
行での度重なるシステムトラブル，老舗大手メーカーの相次ぐ品質不正，品質

いる．コロナ禍の今日，規範（規律）と秩序を取り戻すとともに社会経済・政治
の新たな制度設計が待たれるが，新しい理念と秩序の形成が先行課題である．
⑥規範・秩序
『マネジメント』には「マネジメントとはプロフェッショナルのものである．

問題は世界中に蔓延している．まるで SNS で拡散しているかのようだ．
⑫組織の健康：成長の最適点
ドラッカーは組織の健全性（healthy）を説き，企業規模や売上高は意味を

それは，体系（discipline）
，機能（function），仕事（task）である．」
（上 p 6）とあ
る．この中で日本語訳“体系”としているが，ドラッカーの意図は“規範・訓
練・規律・躾”であり，教育訓練と実践の結果形成される“秩序”を大事にした．
「discipline」と原著サブタイトルにある「PRACTICES」とは切り離せないもの
である．
⑦ 7 つの経験・セルフマネジメント
再びセルフマネジメントブームが起こっている．人間ドラッカーの生涯の信
条であった 7 つの経験は，ドラッカーのマネジメント思想の中では心柱（36）であ
る．「何によって憶えられたいか」
「神々が見ている」
「フィードバック」
「知りな
がら害をなすな」などがある．自己成長に必要なブレない軸を意識させる．
⑧組織の精神
ドラッカーは企業文化という言葉をあまり使わない．それ以上に何倍も使う
キーワードが，
“精神（spirit）
”である．日本では企業文化という言い方が多い．
『現代の経営』第 13 章「組織の文化」は，原著「The spirit of an Organization」と
なっており，精神こそ文化を生み出す源泉であるとした．
“完全性と共通善を価
値観とする組織の精神”を実践することで形成される組織文化を重視した．
⑨禅
ド ラ ッ カ ー は 禅 に つ い て 深 い 知 識 を 有 し て い た．日 本 で は 学 ぶ こ と の

持たないとした．「成長そのものを目標にすることは間違いである．大きくな
ること自体に価値はない．よい企業になることが正しい目標である．」と述べ
成長の最適点（optimum point）が上限であると説いた（『マネジメント』下，
p247 -p253）．
⑬経営情報・管理会計
ドラッカーは情報責任を説いた．経営情報も管理会計も情報責任に含まれ
る．有効な情報は，組織内部ではなくノンカスタマーなど組織の外にある（38）．
⑭職務設計
日本的雇用制度だった終身雇用制度と年功序列賃金制度は崩壊した．同一労
働同一賃金制度を実現するには，日本企業が職務基準書を活用できるかにか
かっている．その前提となる職務設計をドラッカーも重視していた（39）．
⑮文科省（文部科学省）
・厚労省（厚生労働省）
エッセンシャル・ワークを支える医療介護福祉と国民教育に係る行政サービ
スは，コロナ禍でその存在感を急速に高めた．多くの機能不全も明らかになっ
た．今から検討を開始しコロナ終息後においては機能不全を解消したい．

2. MSC 体系図はマネジメント思想を図解したもの
MSC 体系図（図表 2）は，4 つの知識エリアから構成される．

本 質 が 欧 米 と も 中 国 の 儒 教 と も 違 い 禅 方 式 で あ り そ の 目 的 は 修 養（selfimprovement）であるとした上で，
「学ぶことの本質についての正しい考え方は
儒教のそれではなく，禅のそれである．
」
（
『マネジメント』上，禅と儒教）と述
べている．マネジメント思想の神髄“知識エリア 0”に相応しい．禅の象徴であ
る円相も描いた（37）．
⑩調和
『マネジメント』には「国際的な取り決めとしての行動規範によって，こ
れらの問題を解決することが，グローバル企業をして，経済と政治の調和
（harmony）を実現するための手段となすための唯一の道である．
」
（下，p 222）
とある．今日 GAFAM
（IT 大手 5 社）と国家とのせめぎ合いの解決のヒントを，
70 年前にドラッカーは説いていた．国際政治と経済の変革も視野に要る．
⑪品質保証
モデルナワクチンに異物が混入との報道がなされた（2021 . 8 . 26）．この人類

図表 2 MSC の基本構造
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3. MSC system diagram 2021 version overview

7 章 魔物退治

The MSC system diagram（Fig 3）comprehensively shows the earth and
space, society, organizations, and individuals. The whole is a total information
system, and anyone can confirm the position and role.

1 . 覚悟を決める

The MSC system diagram consists of four knowledge areas（Fig 2）.
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クリエイティブコモンは脱資本主義を掲げる．人々の「自己抑制された自由」
を行使し，ラディカルな潤沢さが抱えるリスクを抑え，経済・政治・環境の三
位一体のプロジェクトで社会システムの大転換を図るという（40）．しかし自己流
のマネジメントでプロジェクトが上手く行った試しは無い．世界基準のマネジ
メントの創生が必要である．公的・公益資本主義など修正資本主義は，環境を
破壊するハイブリッド車にすぎない．自己流のマネジメントを棄てる覚悟と，"
組織は一つの使命に関してのみ有能である（41）”に従う覚悟が要る．

2. 21 世紀の知識社会を創る指導原理
ドラッカーは，生涯を通して“自由で機能する社会”を実現するためにマネ
ジメントの知識体系をまとめ個人と組織を指導した．そこには二つの指導原理
があった．一つは，単一的でも多元的でもない調和の概念から成る社会観（42），
もう一つは，生きがいのある社会と人生を同時に生きる成熟した個人という人
間像（43）であった．魔物退治は破壊を先行させない．時間をかけても成熟した個
人と成熟した社会を同時に創る．その進度に合わせて，社会の課題も病も緩和
され個人の幸福を脅かす暴力も力も失う．人類の成長に必要な適度な課題や問
題は常にある．『ネクスト・ソサエティ』では，資本主義と社会主義を越える三
つの社会セクターから成る社会のマネジメントを提案していた（p208）
．

3. 成熟した個人，成熟した社会をどのように実現するか
指導原理には処方箋がある．「成熟とは自らの行動を合理的なものにするこ
とである．そうすることによってのみ，まともで意味があり，かつ生きがいの
ある社会と人生が可能となる」
（
『
「経済人」の終わり』p280）と云うものである．
次に自らの行動を合理的にするにはどうするのか．人は人間像と社会観から
規範をつくりそれに基づいて行動し秩序をつくる．ここに第二の処方箋があ
る．ドラッカーがマネジメントの哲学と述べた“自己目標管理”である（44）．こ
れは，共通善と完全性を価値観とし仕事を通して自らを合理的な存在に成長さ
せ，生きがいのある社会とより良い人生を同時に生きるという知恵である．自
己目標管理の実践により，社会に信条，人間像，秩序を回復し新しい理念と制
度が生まれる土壌をつくる．この魔物に害されない知恵が魔物の力を削ぐこと
になる．
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終章 私の MSC
（My-MSC）の時代
1. 21 世紀の知識社会の担い手
ドラッカーは，おばあちゃんの知を引き継ぎ，ミケランジェロのダビデ像の
ように，人類史の本流からマネジメント（MSC）体系を彫りだした．歴史の転
換点にあっては，「成功への道は，自らの手で未来をつくることによってのみ
（45）
を信条とする人，完全性と共通善の価値観に真摯に向き合う知を用
開ける」
いて知識をマネジメントする人が担い手となる．私たちは，一人も取り残さず

〈主な参考文献〉
・『「経済人」の終わり』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー名著集 9）
・『創造する経営者』
（同，名著集 6）
・『経営者の条件』
（同，名著集 1）
・『断絶の時代』
（同，名著集 7）
・『傍観者の時代』
（同，名著集 12）
・『マネジメント― 課題，責任，実践』
（同，名著集 13 ,14 ,15）
・『ポスト資本主義社会』
（同，名著集 8）
・『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）

そうありたい．ドラッカーのマネジメントを継続的に学び，その知識と知恵を
実践する人が 21 世紀の知識社会を創る．欧米思想と東洋思想の調和が始まる．

・『新しい現実』
（同，ドラッカー選書 10）

2. 私の MSC
（My-MSC）
：組織もコミュニティも使える

・『すでに起こった未来』
（同，2002 年 6 月 10 日第 12 刷発行）

知識社会はオーケストラに似て 「世界の病院，学校，企業が社会への貢献
（47）
を自らの信念として，機能しなければならない」
．楽曲は自由で機能する社

・『ネクスト・ソサエティ』
（同，2002 年 6 月 7 日第 2 刷発行）

（46）

会，総譜（トータルスコア）が MSC である．自分の楽譜は自ら書き総譜に合わ
せて演奏する．多元・多様なグローバル社会の調和が奏でる人と自然と宇宙と
響く交響曲が新しい大気を生む．自らの現在地と目的地を確認し目標を知る．
成すべきことは MSC を書くことで知る．事業の定義，目的ミッション，顧客は
誰か…と知をめぐらせる．ドラッカーの言葉を学び，ドラッカーの言葉で考え，
ドラッカーの言葉で答える．その後で自分の言葉を添えれば新たな言動が始ま
る．
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・『現代の経営（上）
（下）
/
』
（同，選書 3 ,4）
・『企業とは何か』
（同，2005 年 3 月 18 日第 3 刷発行）
・『明日を支配するもの』
（同，2005 年 12 月 21 日第 15 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）
・『新しい社会と新しい経営』
（同，昭和 40 年 10 月 5 日，19 版発行）

〈注〉
（1）
『「マネジメント・スコアカード」体系化の試み』
（藤島秀記著，ドラッカー学会年報『文明
とマネジメント』Vol. 2），『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）』
（森岡謙仁著，同，Vol. 17）参照
（2）
（3）
『ドラッカー 20 世紀を生きて 私の履歴書』pp 27 - 28，pp 37 - 39
（4）
（5）
『傍観者の時代』pp 8 - 9，p 13
（6）
（7）同 pp 21 - 22
（8）
（9）同 pp 24 - 25
（10）
（11）同 p 14，p 26
（12）
『「経済人」の終わり』p 42，『ネクスト・ソサエティ』はじめに
（13）
『「経済人」の終わり』p 43
（14）
『人新生の「資本論」』
（齋藤幸平著，集英社新書）
（15）
『「経済人」の終わり』p 256
（16）
『断絶の時代』p 356
（17）
『ポスト資本主義社会』p 58
（18）
『変貌する産業社会』p 312「知識と力とは，エデンの園以来人類の問題であった…このこ
とは，われわれが宇宙を征服しえたとしても変わらないであろう．」とある．
（19）
『「経済人」の終わり』まえがき
（20）
『ポスト資本主義社会』p 8
（21）
『「経済人」の終わり』p 65
（22）
『日本歴史大辞典 - 2』p 1026
（23）
『西田幾多郎全集』第一巻 pp 163 - 168
（24）
『マネジメント』上，p 42
（25）
『傍観者の時代』pp 335 - 342
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（26）2019 年 11 月 19 日にフランシスコ教皇が上智大学で行った講演
（27）
『新訳聖書』マタイによる福音書
（28）
『傍観者の時代』p148
（29）注（1）参照
（30）
『日本の深層 - 縄文・蝦夷文化を探る』
（梅原猛著，集英社文庫）
（31）
『すでに起こった未来』p 323
（32）
『零の発見』
（吉田洋一著，岩波新書）
（33）
『ユング心理学入門』
（C.S. ホール著，岸田秀訳，清水弘文堂，昭和 49 年）
（34）
『サムシング・グレート』
（村上和雄著，サンマーク文庫）
（35）注（18）を参照
（36）
『図解ドラッカー入門』
（森岡謙仁著，KADOKAWA）
（37）円相の一例は『禅』
（鈴木大拙著，工藤澄子訳，ちくま文庫）表紙にある．
（38）
『明日を支配するもの』pp 109 - 157，『ネクスト・ソサエティ』pp 104 - 119
（39）
『マネジメント』中，pp31-54
（40）注（14）参照
（41）
『ポスト資本主義社会』p 129
（42）
『企業とは何か』p18
（43）
『「経済人」の終わり』p 280
（44）
『マネジメント』中，pp69-87
（45）
『明日を支配するもの』p 106
（46）ドラッカーは組織をオーケストラに喩えた．イラストは岡崎宏昭氏によるもの．
（47）
『ポスト資本主義社会』p 83
【略歴】 ドラッカー学会理事，ドラッカーの小さな学校担当，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．大手中堅企業を対象に経営ともの
づくり，デジタル戦略，DX 推進の助言指導や社員教育，コンサルタント教育で活
（最高情報責任者）養成講座」
（日経 BP 社）講師，日経記事で学ぶド
躍中．「CIO
ラッカー「マネジメント」
「マーケティングとイノベーション」実践活用法（日
経ビジネススクール）講師，他．
（著書）「図解 ドラッカー入門」
（KADAKAWA，本書は台湾，韓国，中国で翻訳
（日経
出版されている），
「教えてドラッカー 働く私は IT でどこまで伸びるの？」
BP 社），「ドラッカーの実践 !! MOT（技術経営）リーダーのためのマネジメント
スキルアップとテンプレート集」
（新技術開発センター，監修・共編著）他．
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MSCによる京セラ「アメーバ経営」
の診断
Diagnosis of Kyocera “Ameba Management” by MSC

伊藤年一

Toshikazu Ito

（本会会員，ドラッカー「マネジメント」研究会員）

Summary
“Ameba management” devised by Mr. Inamori is the management method that
founded Kyocera and KDDI, grew them into large companies, and led JAL, which
went bankrupt in 2010, to relisting in just 2 years and 8 months. In order to clarify
the success factors and mechanism, I tried to diagnose the Kyocera “Ameba
Management” using Drucker’s MSC (Management Scorecard), which is the
management bible.

はじめに
京セラや KDDI を創業し，それぞれ年商 1 . 5 兆円，5 . 0 兆円を超える大企業に
成長させ，さらに，2010 年に破綻した JAL を僅か 2 年 8 か月で再上場へと導い
た経営手法が稲盛氏の「アメーバ経営」である．その成功要因と仕組みを明ら
かにするために京セラ「アメーバ経営」をマネジメントのバイブルたるドラッ
カーの MSC
（マネジメント・スコアカード）を用いて診断することを試みた．
具体的には，稲盛氏が京セラの経営を行う中で独自に考案した「アメーバ経
営」のエッセンスを，ドラッカーのマネジメント思想を体系図化した MSC 体系
図（森岡謙仁当会理事作成）の知識エリア別の主要なキーワード（以下，MSC
キーワード）に照らすことによって，まず，「アメーバ経営」がドラッカーのマ
ネジメント思想にどの程度，適合しているかを確認した．
次に，その適合度によって MSC 体系図の普遍性と経営診断ツールとしての
有効性を確認するとともに，京セラ「アメーバ経営」の診断を試みた．
本稿が MSC を組織の経営診断ツールとして活用したい人や京セラ「アメー
バ経営」の本質を知りたい人の役に立てれば幸甚である．

1. 京セラ「アメーバ経営」の概要
まず，京セラ「アメーバ経営」の概要や仕組みを知るために『アメーバ経営』
（2010，稲盛和夫著，日本経済新聞出版社）と『アメーバ経営論』
（2013，三矢裕
著，東洋経済新報社）の 2 つの書籍をベースに，その他「アメーバ経営」に関す
る参考文献や稲盛氏の著作，ネット上の情報などを参考にして筆者なりに京セ
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MSC による京セラ「アメーバ経営」の診断

ラ「アメーバ経営」の概要と仕組みをまとめた．
京セラ「アメーバ経営」は下図のような仕組みで成り立っている．
７）オペレーション
6）経営管理部／会議／コンパ
５）アメーバ組織／管理会計／京セラ会計学
４）経営者意識を持った人材育成／全員参加経営／部門別採算制度
３）京セラフィロソフィ／京セラフィロソフィ教育
２）経営理念
１）創業者（稲盛氏）の経営思想

京セラ「アメーバ経営」の仕組み
出典）上總 福井県立大学 第191回公開講座資料（ｐ133）に追加修正
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篤，二宮尊徳，梅原猛など多くの人物からも影響を受けたことは確かである．
「つまり，稲盛氏の哲学が，あくまでも一つの宗教，思想にのみ依拠しているの
でなく，もともと，自身の体験から信じてきたものがベースにあった上に様々
な思想・宗教の影響を受けて発展してきたものだという事を示しているのでは
ないだろうか．
」
（
『梅岩と稲盛』p136）と推察される．
2）京セラの「経営理念」
創業して 2 年目に，従業員の心を一つにするためには全従業員が納得できる
経営の目的を明示した経営理念の存在とその共有化が欠かせないと考え，「私
は京セラの経営理念を『全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に，人類，
社会の進歩発展に貢献すること』と定めた．
」
（
『アメーバ経営』p26）
3）京セラフィロソフィ／京セラフィロソフィ教育

1）
「創業者（稲盛氏）の経営思想」形成の背景
京セラは創業者の稲盛氏がゼロから育てた純粋な日本企業であることから，
その経営思想が稲盛氏の「生立ち」や「考え方」に立脚していることは否めない

「アメーバ経営」の基本的な考え方は，経営理念実現のために，稲盛氏自らの
実体験や経験則や書物や人の話にもとづいた経営哲学，人生哲学であり，行動
規範ともいえる「京セラフィロソフィ」にある．
この「京セラフィロソフィ」は，稲盛氏の人生や企業経営実践の中で形成さ
れた経営思想の原理原則に基づいている．基本は「利他の心」を持ち，「人間と

事実である．
1932 年，稲盛氏は鹿児島市で印刷屋を経営する家の次男として誕生した．
「5
歳の時，最初の宗教体験となった“かくれ念仏”と出会い，その時，お坊さん

して普遍的に正しいことは何か」を判断基準として，人として当然持つべき根
源的な倫理観，道徳観，社会的規範にしたがって，常に公明正大かつ，成長発展
を目指す経営の考え方が示されている．

から教えられた感謝することの大切さが，私の心の原型となったように思う .」
（『生き方』p 142）
12 歳の頃，死を覚悟しながらの療養生活を送っていたときに，
「生長の家」
の創始者である谷口雅春の『生命の實相』という本にめぐり逢い，「願望実現の

このように京セラ「アメーバ経営」は経営理念と「京セラフィロソフィ」が徹
底的に浸透した組織文化が土台となって運営されている．

ためには強い意志が必要である」という思想がそれ以降の人生に大きな影響を
与えた．
（
『鹿児島時代の稲盛和夫』p173）
戦後まもなく，高校生の稲盛氏は紙袋を鹿児島市内で売り歩き，1 年後には
鹿児島市内の紙袋市場を全部席巻してしまった．この行商の成功体験が稲盛氏
の事業に携わる原点となった．
（
『鹿児島時代の稲盛和夫』p 180）
その後，紆余曲折の末，鹿児島大学工学部を卒業した．京都にある碍子製造
の中小企業に就職してセラミックの研究開発に携わるが 27 歳の時に上司と意
見が対立し，脱藩同志の 7 名と京セラ前身の京都セラミックを創業した．
技術者であり，経営知識が皆無の稲盛氏は経営とは何たるかを，日々の経営
実践の中で悩みもがきながら，書物や人の話を頼りに独自の経営思想をまとめ
上げていった．稲盛氏が禅宗に在宅帰依した僧侶であることからも経営思想の
体系化に一番大きな影響を与えたのは仏教であるが，加えて，稲盛氏が著作物
や講演でよく取り上げる松下幸之助，中村天風，石田梅岩，西郷隆盛，安岡正

4）京セラ「アメーバ経営」の3つの目的 — 経営者意識を持った人材の育成／
全員参加経営／部門別採算制度
（1）経営者意識を持った人材の育成
「経営者意識を持った人材育成ために，会社組織をビジネスになりうる最小
の採算単位に分割し，そのユニット（数人〜数十人）を各リーダーに小さな町
工場のように独立採算で経営してもらうことで経営者意識を持った人材を育成
する．」
（『アメーバ経営』p28）
（2）全員参加経営の実現
「労使の立場を超えた従業員の一致団結を図るには，まず，全従業員が納得で
きる経営の目的を明示した経営理念の存在と会社の営業実態を従業員にオープ
ンにすること，それらの共有化が欠かせない．それにより，現場の社員一人ひ
とりが主役となり，自主的に経営に参加する“全員参加経営”の実現によって，
全従業員は仕事に生きがいを見出し，一生懸命努力し，従業員は個人の能力を
最大限に高め，人間としての成長を実現する．
」
（
『アメーバ経営』p56）
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（3）市場に直結した部門別採算制度の確立
この「市場に直結した部門別採算制度」の目的は前述の「4）の（1）経営者意識
を持った人材の育成」と「4）の（2）全員参加経営の実現」の二つの目的達成を支
援する仕組みとなるものであり，次の 2 つの重要な要素から成り立っている．
①時間当り採算
稲盛氏は，細分化された各ユニットの採算をみる基本的な方法として，市場
の価格をベースにした社内の売買価格に基づく生産活動を行う仕組みを考え付
いた．そして，製造の各工程をユニットとし，各工程間で原料や仕掛品の売買
をすることを「社内売買」と名付けた．
各ユニットはまるで細胞分裂を自由に繰り返す「アメーバ」のようだとの社
員の感想を受け，ユニットを「アメーバ」と命名し，そうして，独立採算の自立
したアメーバ組織が誕生した．
「時間当たり採算」は各アメーバが収入と経費（労務費は除く）だけでなく，
その差額である付加価値を計算し，それを働いた総労働時間で割り，一時間当
たりの付加価値を算出したものである．
「時間当り」という指標が自分の属す
るアメーバの労働時間当りの労働生産性を表し，全社的な業績の共通評価基準
となっている．
②社内の売買価格設定
社内の売買価格設定は実際の市場価格をベースに取り決めることで市場のダ
イナミズムが社内の隅々にまでダイレクトに伝えられ，会社全体が市場の変化
にタイムリーに連鎖反応するための「アメーバ経営」の基本となる仕掛けであ
る．これを機能させるには会社全体のためにアメーバ同士が協調することが大
前提になる．アメーバの自主性は最大限保証されるが，全社的および長期的視
点から会社にとってマイナスになるような行動は許されない．
京セラが経営理念や京セラフィロソフィの浸透に力を入れる理由の一つに，
社員全員が判断基準を共有し，全社的な目標達成のために協調を図り，非効率
的な行動を避けることにある．以上のような行動規範が実践される環境で売買
価格設定が以下の部門間で行われる．
・ 製造アメーバと営業アメーバ間の売買価格設定
・ 次工程のアメーバとの売買価格設定
・ 同じ加工ができるアメーバが社内に複数以上あれば購入条件のよいアメー
バに乗り換えて，あるいは社内より有利な外部企業と取引して，売買価格
を設定
5）
「アメーバ経営」

マネジメントのツール 3 本柱 — アメーバ組織／管理会
計（時間当り採算）
／京セラ会計学
（1）アメーバ組織：分権型独立採算のプロフィットセンター
アメーバ組織はそれ自体が利益を生み出すように努力する責任単位のプロ

MSC による京セラ「アメーバ経営」の診断
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フィットセンターではあるが，アメーバに権限が与えられているのは損益計算
書（P/L）に相当する部分である．貸借対照表（B/S）に相当する資本投資や資
産管理と採用などの人事権は委譲されていない．権限移譲範囲を絞っている理
由は，多くの経験の浅い若いリーダーに組織のマネジメントを任せ，経営者意
識を醸成するために，利益責任に重点を置き，管理の単純化を図るためである．
利益責任を持つプロフィットセンター（アメーバ）は製造部門と営業部門のす
べて（2020 年現在，京セラ本体のアメーバ数は約 3,000 超）である．
（2）研究開発部門，管理部門（経理，労務・人事など）はコストセンター．
基礎的な研究を行う研究本部には「時間当り採算」は適用されない．一方で，
各事業部内の開発部は製造部門に食べさせてもらっている関係上，発生する経
費に対する製造部門からの監視の目を活かすため，
「時間当り採算」の経費入
力が適用されている．管理部門も製造原価に配賦される管理部門の経費と時間
を正確に掴み，かつ製造部門からの経費に対する監視の目を活かすために「時
間当り採算」の経費入力が適用されている．
（3）管理会計（時間当たり採算表）
「時間当り採算」は時間当たりの付加価値を算出する仕組みであるが，それを
集計システム化したものが「時間当たり採算表」である．
（4）京セラ会計学
管理会計システムは稲盛氏が考案した「七つの会計原則」に基づいた京セラ
会計学を基盤にして運用されており，これらの明文化された会計原則が，会社
の望ましい行動を規定し，コンプライアンスを従業員にガイドしている
6）
「アメーバ経営」

のオペレーションを支える支援基盤 — 経営管理部／
会議／コンパ
（1）経営管理部
「アメーバ経営」の運用支援部門として「経営管理部」の存在がある．この部
門は，「アメーバ経営」のベースとなる思想ならびに手法や仕組みを維持，管理
し，さらに進化，発展させる役割と責任を担う「アメーバ経営」を根底から支え
る重要な組織である．
（2）会議
会議（朝礼も含む）は「アメーバ経営」の運用プロセスにおいて相互理解，情
報交換そしてアメーバリーダー教育実践の場として重要な役割を担っている．
頻繁な会議を通してトップダウンとボトムアップの調和が図られことで，全員
参加経営の実現に寄与している．
（3）コンパ
全従業員が胸襟を開き，信頼関係を醸成するために「コンパ」という飲み会
がある．その重要性は日中の仕事以上とも言える．
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昇給，賞与や昇格などの処遇に反映させている．

製造部門の「時間当り採算表」例
・ 社外への出荷金額にあたる
「社外出荷
（B）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 億円
・ 社内の他のアメーバへの出荷金額にあたる
「社内売
（C）」
・ ・・・・・・・・・・・ 2 億 5 千万円
・（B）と
（C）を合計した
「総出荷
（A）」・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 億 5 千万円
・ 社内の他のアメーバから部材などを購入した金額「社内買
（D）」・・・・・・・・ 2 億 2 千万円
・（A）から
（D）を引いて、自部門の収入を表す「総生産金額
（E）」・・・・・・・・ 4 億 3 千万円
・ アメーバの労務費を除いたすべての経費合計である
「控除額
（F）」
・・・・・・・ 2 億4 千万円
・（E）から
（F）を引いてアメーバの儲けである
「差引売上
（G）」・・・・・・・・・・ 1億 9 千万円
・ この差引売上 1億 9 千万円がこのアメーバの付加価値に相当する。
・ これを
「総時間
（H）」・・・3 万 5 千時間で割ると
「当月時間当り
（I）」
・ ・・・・・・5428 . 5 円
・ さらに、
「総生産額
（E）」を
「総時間
（H）」で割ると
「時間当り生産高
（J）」・・・・・・・・1228
項目

総出荷
社外出荷
社
内
売
商品
（売）
商品
（買）
・・
（売）
・・
（買）
設備消工
（売）
設備消工
（買）
社
内
買
総生産
控除額
原材料費
金具費
：
営業・本社経費
差引売上
総時間
定時間
：
間接共通時間
当月時間当り
時間当り生産高

記号
A
B
C
C1
D1
C 2 〜７
D2 〜 7
C8
D8
D
E
F
F1
F2
F 3 〜 F 39
F40
G
H
H1
H2 〜 H3
H4
I
J

計算式
B+C
C1+C 2 〜 C 8

D1+D 2 〜 D 8
A－D
F 1+F 2 〜 F40

E－F

金額
650 , 0 0 0 , 0 0 0
40 0 , 0 0 0 , 0 0 0
250 , 0 0 0 , 0 0 0
0
0

備考

1,000,000
0
220 , 0 0 0 , 0 0 0
430 , 0 0 0 , 0 0 0
240 , 0 0 0 , 0 0 0

19 0 , 0 0 0 , 0 0 0
35 , 0 0 0

2. 京セラ「アメーバ経営」の MSC 適合度評価
今回，
「アメーバ経営」が主要な MSC キーワード（20 個）の一つひとつの持
つコンセプトにどれ位，適合しているかを評価した尺度を“MSC 適合度”と名
付けた．
評価の方法はそれぞれの MSC キーワードに対応した「アメーバ経営」に於け
る具体的な実践・実績内容のエッセンスを列挙し，それらを MSC キーワード
が持つコンセプトに照らすことによって“MSC 適合度”を評価するという方法
を採った．なお，この方法は筆者の主観に頼った極めてアナログ的な手法であ
ることをご了承いただきたい．
（1）MSC 適合度評価尺度表
以下は評価尺度を一覧表にした「MSC 適合度評価尺度表」である．
MS 適合度評価尺度

評価記号

評価点数

コメント

適合

◎

1点

ほぼ適合

〇

0. 8点

・80 % 程度適合

ある程度適合

△

0 . 5点

・50 % 程度適合

非適合

×

0点

・10 0 %
（完璧に）適合

・0 %

（2）MSC 適合内容表
以下は知識エリア別 MSC キーワード別の「MSC 適合内容表」である．
MSC
キーワード

京セラ
「アメーバ経営」におけるMSC 適合内容

MSC
適合度

知識エリア 0：マネジメントは
“自由で機能する社会”
に貢献する
G/H
E/H

5 , 428 . 50
12 , 285

出典：稲盛『アメーバ経営』(p 135 ) を参考に筆者が作成

7）オペレーション
オペレーション・プロセスは「マスタープラン（年度計画）立案」⇒「月次予
定（月次計画）立案」⇒「実行」⇒「時間当り採算表（日次）
」⇒「フィードバッ
ク」のサイクルで廻っている．
8）業績評価（業績非連動報酬）
業績評価は「時間当り採算」の実績数値のような短期の成果で極端な報酬の
差は付けず，長期にわたり実績をあげた人に対して，その実力を正当に評価し，

共通善

【利他の心】
・「利他の心を判断基準にする」自分にとってもいいことで
あり，また，相手も喜んでくれると確信した時に初めて判
断を下す．
（『京セラフィロソフィ』ｐ202）．
【地球環境保護】
・「社会との共生．世界との共生．自然との共生．
共に生きる
（LIVING TOGETHER）ことをすべての企
業活動の基本に置き，豊かな調和をめざす．」
（『京セラ
HP』トップページ 経営思想）

〇

Integrity（完全性・ ・ リーダーとは
「全き人格者」でなければならない．すなわ
真摯さ・誠実さ）
ち，集団を正しい方向に導くため，自己研鑽に努め，心を
高め，心を磨き，すばらしい人格を持った人にならなけれ
ばならない．経営トップはもちろん，アメーバリーダーに
至るまで素晴らしい人間性を備える必要がある
（『アメー
バ経営』p79）

〇

208

論

考

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
事業の定義

5 つの重要な質問
1．目的とミッション
は何か？
2．顧客は誰か？
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・ 情報通信，産業機械，自動車，環境・エネルギー関連等
の市場において，多種多様な製品の開発・製造・販売及
びサービスをグローバルに提供する．
（2021 / 3 期有価証
券報告書 事業の内容より抜粋）

〇

・「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に，人類，
社会の進歩発展に貢献すること」
（京セラの経営理念）

△

・ プライマリー：京セラの技術，製品サービスを必要とする
顧客
・ パートナー：全従業員，取引先，株主
（参考文献類をもとに筆者が記述）

4 . 人的資源

・ 創業以来，60 年間，人員整理は一度も行っていない．
・ 理念・京セラフィロソフィ・情報の全社員共有化による
経営者意識の醸成を図り，全員参加経営で仕事に対す
るやりがいを持たせている．
・ 業績評価は
「業績非連動報酬」を採っている．
※ 京セラの労働分配率
（人件費 / 粗利）
人件費
（426 , 890百万円）／粗利
（833 , 837 百万円）
＝51. 2％
（2021年 3月期有価証券報告書より筆者が算出）
因みに 2020 年度の速報ベースの主要業界別労働分配率
は，製造業 50 . 8％，卸売業 49 . 5％，小売業 50 . 0％，全業
種合計では 50 . 1％となっている．

5 . 物的資源

・ 利益を生まない在庫や設備などの余分な資産を一切持
たない努力をする．
・「当座買いの原則による必要なものを，必要な時に，必
要なだけ購入する」といった行動を徹底している．
・ 設備は既存のものを徹底して使い切ることを基本とし，
新規購入は正当な理由がない限り，極力避ける．
（『アメーバ経営』，筋肉質経営の原則 p154）
※ 売上高設備投資比率：
7. 7％
（1 , 171億円 / 15 , 269 億円）21 / 3 期
9 . 83％
（1 , 70 0 億円 / 17, 30 0 億円）22 / 3 期予想

3．顧客にとっての価
値は何か？

・ 顧客の求める価値を的確に把握し，先進的な技術で品
質，価格，納期，新製品開発等のすべての面において顧
客の要求に応えて，満足し，喜んでもらう．
（『京セラフィロソフィ』お客様第一主義を貫く p 392）

4．我 々の成 果 は何
か？

・ 事業の成長
・ 企業価値，社会価値の創造
・ マスタープラン
（年間計画）の目標達成
（参考文献類をもとに筆者が記述）

6 .資金

5．我 々の計 画は何
か？

・ M&Aの推進
・ 研究開発強化
・ デジタル化推進
・ スタートアッププログラムの継続
・ 人材育成
（『統合報告書 2020』経営基盤の強化より抜粋）

・ 経営の自由度を保つための無借金経営を実現．
（『アメー
バ経営』，キャッシュベース経営の原則 p157）
※ 2020 年手元資金保有高ランク：国内 11位
（4 , 026 億円）
（東洋経済）
※ 2020/ 3月末時点の内部留保保有：約 1 . 7 兆円
（21 / 3 会社説明会資料）

7. 生産性

・ 人が時間当たり，どれだけの付加価値が生み出している
か，という労働時間をもとにした労働生産性を会社共通
の業績評価の基準として採用した
「時間当り採算」の徹
底運用で生産性の向上を図っている．
※ 2020/ 3月期の連結人数による労働生産性は 1 , 062 万円
［2019 年製造業大企業 1 , 238 万円
（中小企業白書）］

8 . 利益

・ 創業以来，62 年間連続黒字経営を継続中．
・ 稲盛氏は高収益を目指す理由を財務体質の強化を図り，
無借金経営にすることで投資の自由度が増し，経営の安
定，事業展開の選択肢を広げるなどが実現できると述べ
ている．
（DHBR 2015 / 9『なぜ高収益でなければならな
いのか』p74 〜 83）
※ 営業利益率…4 . 6％
（2021年 3月期）
［日立…5 . 7 %
（21年 3月期）］

企
（起）業家精神の
発揮

・ 稲盛氏が
『京セラフィロソフィ』p240 の第 1章 4 節の
「新
しいことを成し遂げる」中で自身の企業家精神について
の考え方を述べており，その精神が京セラの組織に深く
浸透し，実践されている．

〇

チェンジ・リーダー
（企業家社会）

・ 京セラは市場情報がダイレクトに社内各部門
（製造，研
究開発など）に伝わり，それぞれの部門が市場の変化に
即座に対応することができるようになっている．

〇

他の 組 織 体との機 ・ 京セラではそのベースとなる
「価格主導のコスト管理」
（市
能・経済連 鎖
（オー
場に直結した部門別採算制度）が行われており，標準原
プンイノベーション）
価制度では不可能な経済連鎖全体のコスト管理への発
展基盤を有している．

〇

8 つの重要領域目標
（測定と評価）
社会性
（貢献責任）
・ 【社会性
（貢献責任）】
顧客創造
・ 事業定義した4つの分野を成長市場として，事業の拡大
をはかり，社会への貢献を果たしていく．
（
『CSR報告書2018』事業を通じた社会への貢献より抜粋）
【顧客創造】
・ お客様に喜ばれる製品
（心のこもった製品），並びに誠意
溢れるサービスをより安く供給し，商売を円滑に進め，適
正な利益を得つつ，市場を創出する．
（『CSR 報告書 2018』経営の手段より抜粋）
2 .マーケティング

3 .イノベーション

・ 顧客密着/ 提案型のマーケティング
（『研究・開発における稲盛経営哲学の実践』p 9）
・ 新市場の開拓
（『研究・開発における稲盛経営哲学の実践』p11）
※世界トップシェア製品はセラミックパッケージで 70 %．
（2021 / 5日刊工業新聞）
・ サステナブル経営の推進
（新規事業創出）
経営層からのトップダウン，研究開発部門が事業を横断
的に推進する研究開発の横展開，関係部門のメンバーが
組織的合意形成に基づいたテーマ設定を行うボトムアッ
プの 3 つの考えで実行する．
（『統合報告書 2020』トップメッセージより抜粋）
・ 成長戦略の最重点施策として M&Aとオープンイノベー
ションの推進に注力する．
（『統合報告書 2020』トップメッセージより抜粋）
※研究開発費を増額……755 億円
（21年 3月期）から9 0 0
億円
（22 年 3月期予想）へ

△
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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挙げさせる
トップマネジメント・ ・ 現在の京セラには公にされた本来のトップマネジメント・
チーム／ CXO
チームは見当たらない．一方で，京セラにはトップマネジ
メントに必要な情報を提供し，その補佐をする機関とし
て，経営管理部が存在する．
組 織 構造
（ピラミッ
ド型／フラット型／
ティール組織）
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△

・ 会社―事業本部―事業部―部―課―係－班という典型
的なピラミッド型構造である．組織の下位部門の係や班
にまで分権化されたユニット単位を独立採算で運営する
プロフィットセンターとし，それを
「アメーバ」と称する．
アメーバ組織は自立していることからフラット型組織の
持つ，自発的，内発的な行動が可能になっている．このア
メーバ組織は組織の最も進化したティール組織
（色は青
緑）への発展段階に照らすと目標達成と成長と利益を重
視する達成型組織
（色はオレンジ）である．

〇

マネージャーの 5 つ
の仕事
（OOMMD）

・ 京セラでは
「時間当り採算表」の徹底した運用により，
OOMMD がほぼ実践されている．

〇

5 つの検査

【市場における地位】
・ 唯一の世界トップシェア製品は祖業のセラミックパッケー
ジ約 70％のみである．
【イノベーション】
※ 研究開発費率の推移
18 / 3 19/ 3 20/ 3 21 / 3 22 / （
3 予想）
3 . 7％    4 . 3％  5 . 0％ 4 . 9％ 5 . 2％
（90 0 億円）
【生産性】
※ 総利益率
（＝売上高総利益率・付加価値率）
18 / 3    19/ 3   20/ 3   21 / 3
23 . 9％ 28 . 6％  27. 6％   26 . 7％
［村田製作所約 38％
（21 / 3 期）］
・労働生産性
※ 2020/ 3月期の連結人数による労働生産性は 1 , 062 万円
［2019 年製造業大企業 1 , 238 万円
（中小企業白書）］

・ 基本的にアメーバリーダーには投資と人事は権限移譲が
なされていないため，
「マネージャーの評価表」をそのま
ま適用することは難しい．

マネジメント・レター

・ 個人の業務目標を上司と共有し，能力開発に向けての上
司と部下の面談を実施する
「チャレンジシステム」を導入
している．
（京セラHP〉サステナビリティ〉社会への取り組み〉人材
育成より抜粋）
・「マネジメント・レター」は部下の自己目標管理をサポート
する上司との面談ために，部下から上司向けて書くツー
ルとして機能するものである．

・「アメーバ経営」は会社の目標達成のために，独立採算
の小さなユニットがそれぞれの立てた目標を努力して達
成することによって会社全体の目標を達成するシステム
である．採算単位であるアメーバは明確な意思と目標を
持ち，自ら成長を続けようとする一つの自立した組織で
ある．しかし，自己目標管理の適用は限られた領域に留
まっている．

△

目標間のバランス

・「アメーバ経営」の性格から，目標が付加価値による生
産性に偏りがちである．

△

目標とフィードバッ
ク分析

・ 京セラの管理サイクルは，基本的に月次単位であるが，
月々の予定
（月次計画）のベースになっているのは，マス
タープランと呼ばれる年間計画である．
・ 経営実績
（受注，生産，売上，経費，時間など）は経営管
理部が日々集計を行い，その結果が翌日朝には現場に
フィードバックされている．

△

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
企 業 統 治・諸 法 規
則

△

【流動性とキャッシュフロー】
※ 2020 年ネットキャッシュ保 有 高ランクでは国内 11位
（4 , 026 億円）の豊富な資金力．
（東洋経済）
【収益性】
※ 売上高
（単位：億円）
18 / 3 19/ 3 20/ 3 21 / 3 22 / （
3 予想）
15 , 770 16 , 237 15 , 991 15 , 269 17, 30 0
※ 税引き前利益率
18 / 3 19/ 3 20/ 3 21 / 3 22 / （
3 予想）
8 . 2 % 8 . 7 % 9 . 3 % 7. 7 %   9 . 2 %
マネージャーの評価
表
（投資，人事，イノ
ベーション，戦略）

M a n ag ement by
Object ive s a nd
self-control；
（ 自己
目標管理）

財務・統合報告書

情報責任

×

・ 取締役会は，京セラグループの経営の根幹をなす企業哲
学「京セラフィロソフィ」
を取締役および従業員に浸透さ
せ，健全な企業風土を構築するとともに，その実践を通
じてコーポレート・ガバナンスを確立することとしている．
（『統合報告書 2020』p 30 コーポレート・ガバナンスに
関する基本的な考え方 からの抜粋）
・ しかし，最近，発 覚した不祥事として米国の第三者安
全機関の認証を取得するにあたり，実際とは異なるサン
プルを提出して認証を受けていたという不正がある．こ
の不正は約 35 年間続いていたようである．本件はそも
そも京セラの内部で起きていたのではなく，京セラが買
収した東芝のグループ会社で起きていたと推測される．
（2021 / 1 / 8 毎日新聞抜粋）

〇

・ 当報告書は，京セラグループの現状および今後の事業
戦略などを踏まえ，国際統合報告評議会
（IIRC）が提唱
する
「国際統合報告フレームワーク」や経済産業省が策
定した
「価値協創ガイダンス」などにもとづき作成した．
（『統合報告書 2019』統合報告書発行に当たってのご挨
拶）

△

・ 京セラでは創業者が考案した
「アメーバ経営」の経営情
報の中核をなす「時間当り採算表」による管理会計シス
テムがしっかり組織全体に根付いている．また，その運
営をトップに代わり，全面的に支援する経営管理部が存
在し，そこの働きで経営者から担当者までの全員の
「情
報責任」が担保されている．

◎

3. 適合度評価集計結果からの考察
前項の「2．京セラ『アメーバ経営』」の適合度評価」の結果に基づき，知識エ
リア別に MSC 適合度評価点数を集計した値は以下の通りである．

△
知識エリア

◎
○
△
×
（1） （0 . 8） （0 . 5） （0）

合計

0

マネジメントは”自由で機能する社会”に貢
献する

－

2
1.6

－

－

2
1.6

1

自らの組織に特有の目的とミッションを果た
す

－

4
3.2

2
1

－

6
4.2
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2

仕事を生産的なものとし，働く人たちに成果
を挙げさせる

－

2
1.6

6
3

1
0

9
4.6

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

1
1

1
0.8

1
0.5

－

3
2.3

1
1

9
7. 2

9
4.5

1
0

20
12 . 7

合計
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である．それを適用することで，マネージャーの業績評価を明確化し，処遇へ
反映してモチベーションの維持を図ることをお勧めする．
こ の エ リ ア で は 他 の 6 つ の キ ー ワ ー ド（ ト ッ プ マ ネ ジ メ ン ト・チ ー ム ／
CXO，5 つ の 検 査，マ ネ ジ メ ン ト・レ タ ー，Management by Objectives and

上表の通り，適合度の評価点数合計が 12 . 7 点となり，これを MSC キーワー
ド数合計の 20 点（満点）で割ると約 65％なることから，京セラの「アメーバ経

self-control（自己目標管理），目標間のバランス，目標とフィードバック分析）
が“△”の評価であることを考えると，「アメーバ経営」の MSC から見た改善
ポイントの多くが知識エリア 2 の分野に集中していることが分かる．知識エリ
ア 2 はマネジメントの中心的役割を担う知識分野であり，特に“目標“に関連す
るキーワードが 4 つも含まれていることから，知識エリア 1 の「8 つの重要領域

営」の MSC キーワードコンセプト適合度は 65％である．
逆に MSC キーワードコンセプトに適合しない 35％の中には「アメーバ経営」
に対して MSC からみた重要な改善点のヒントが含まれているかもしれない．

目標（測定と評価）」も含め，“目標“に関連する MSC の知識を今後の改善に活
かして欲しい．
（3）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

※ 上段の数値；知識エリア別MSCキーワード数
下段の数値：知識エリア別適合度評価点数合計

1）適合度評価“△”と“×”の知識エリア別診断
ここでは MSC からみた改善点のヒントを見出すため，
「3．適合度評価集計
結果からの考察」で「アメーバ経営」が適合しなかった 35％の内容を確かめる

的な責任を果たす）
財務・統合報告書は“△”の評価であるが報告書の体裁はともかく，定期的
な事業の定義の見直しや 8 つの重要領域目標設定による戦略目標設定，トップ
マネジメント・チームの活動などを有効に機能させて，その成果が財務，非財
務を問わず統合報告書に反映されることが望まれる．

ために，35％の大部分を占める“△”および“×”の適合度に評価された MSC
キーワード（10 個）について，知識エリア別に診断する．
（1）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）

2）仕組み（組織構造と管理手段）に関する診断
「アメーバ経営」の仕組みの 2 本柱は分権型独立採算組織と部門別採算制度

5 つの重要な質問の最初の質問は「目的とミッションは何か？」であるが，京
セラは創業 2 年目に事業目的としての経営理念を掲げ，60 年間も相変わらず踏
襲していることは評価に値する．しかし，他の 4 つの質問については活用され
ていないようである．8 つの重要領域目標（測定と評価）については「時間当り
の採算」を掲げているので「生産性の目標」は活用されているが，その他の 7 つ

である．ドラッカー流に言い変えれば，分権型独立採算組織は「疑似分権組織」
（事業でないものを事業であるかのように組織し，分権化した組織単位に自立
性を与えた形態）であり，部門別採算制度は「管理会計」の範疇に属する制度で
ある．
ドラッカーは「疑似分権組織」の適用は，確かに多く難しい問題を提起する．

目標は活用されている形跡は見当たらない．
とは言え，京セラが 60 年以上も成長し続けている実績を踏まえれば，これら

しかし今後，疑似分権組織はますます多く使われるようになる．」
（『マネジメン
ト』中 p 208）と述べている．また，ドラッカーはもう一つの分権型組織である

2 つの MSC キーワードコンセプトが，断片的に何らかの実践がなされていると
推察する．目まぐるしく変わる事業環境に対応するため，MSC に事業定義，目
標定義のツールとして用意されているこれら 2 つを活用し，バランスのとれた
戦略的な経営の実践に活かしてもらいたい．
（2）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挙げさせる）

「連邦分権組織」
（日本では事業部制）については「組織設計仕様に関して連邦
分権組織に勝る組織構造はない．」
（『マネジメント』中 p 277）と喝破し，「連邦
分権組織」から得られる多くのメリットを挙げて，その有効性を強調している．
さらに，ドラッカーは「疑似分権組織」には“疑似“であるゆえに起こる問題
点として以下の 3 つを挙げている．
（
『マネジメント（中）
』p298 〜 p300）

マネージャーの評価表は前述の「MSC 適合内容表」の評価で唯一“×”の評
価を受けたキーワードである．アメーバリーダーには投資と人事の分野は権限
移譲がなされていないため，マネージャーの評価表をそのまま適用することは
難しい．しかし，経営トップに近いレベルの経営管理者になる人材を養成する
ためにも，あるいはグローバル化が進み，欧米的価値観を持った従業員が増加
する今後のためにも「マネージャーの評価表」に準ずる業績評価ルールが必要

・ コミュニケーションに雑音が入り易く，部門間の交渉，協力，調整，順位付
けなどに時間とエネルギーがとられる
・ 一人ひとりの人間に規律，互譲，自制，敬意，天真爛漫さ，活淡さなどを要
求する．それは連邦分権組織よりもはるかに厳しい
・ 利己主義，利他主義どこが落としどころか分かりにくい
これらの問題点は，仕掛けに工夫を施すだけで解決できる問題点ではなく，

4. MSC による「アメーバ経営」の総合診断
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従業員が行動する上での心の持ち方に左右される問題である．それゆえ，
京セラの「アメーバ組織」はまず，仕掛けに工夫を施すだけで解決できる
問題点をクリアして「連邦分権組織」に限りなく近づけ，そのメリットを

の真骨頂であることを力説している．
この状況は成長性の面では多角化，M&A，イノベーションに問題があるの
かもしれないし，現状の問題点と業績の低迷に関しては，根底に「京セラフィ

享受できるようにした．次に，心の持ち方に左右される問題点を解決する
ために従業員の行動規範が必要となり，組織共通の判断基準にもなる，き
め細かな「京セラフィロソフィ」や「会計原則」が創られた．そして，それ

ロソフィ」の徹底あるいはその実践不足か，「アメーバ経営」の仕組みや「京セ
ラフィロソフィ」の中身が組織の規模や実情に合わなくなってきている証左か
もしれない．今も誇るべき経営理念実現のための模索が続いている．

らを徹底して組織に浸透させ，組織文化として定着させる必然性が生じた
と思われる．そのため，
「アメーバ経営」の運用にかかる工数負荷は並大抵
ではないことが推察される．
今やグローバルな大企業に成長した京セラは「アメーバ経営」から得られる
成果とそのために消費される労力を天秤にかける時期に来ている．また，長年

別の視点から見れば，これまでの京セラは，20 世紀を創った産業および企業
の成功モデルではあった．しかし，グローバル化，働く人の動機（知識労働者の
台頭），デジタル経済，他種多様な社会課題の解決が企業にも大いに期待される
（SDGs）時代となり，
「アメーバ経営」もトランスフォーメーション（質的な進
化）すべき時期に来ていると思われる．

かけて，定着した組織文化には硬直化という，変化に対応しにくい弱点があり，
その組織文化の改変を伴う変革には相当の時間と労力を要することを肝に銘じ
る必要がある．
3）経営課題からの診断
2021 年 7 月時点の財務情報を基に MSC による診断を行った．
前述の「MSC 適合内容表」の MSC キーワード「5 つの検査」の数字を見ると
京セラの業績は直近 4 年間の売上高が 1 兆 5000 億近辺で推移し，経常利益率は
8% 強となっており，その他の数字も同規模，同業種の数字に比べて平均かそれ
以下が殆どである．ただし，現金保有高と内部留保金だけは上位を占めており，
安定性は確保していると言える．
最近の社長インタビュー記事（2021 年 3 月 4 日日本経済新聞 朝刊「アメー
バ経営をどう変革」
）によると，谷本社長は 2017 年に社長に就任してから，経
営改革に取組んでおり，重要な経営課題を特定し，それらの解決に挑んでいる．
その記事の中で「アメーバ」は社員に経営意識を持たせることで成長に貢献し
たが，その反面，独立意識が高まり，事業部門ごとの壁を生んだ．その具体例と
して以下のような問題点を挙げている．
・ チャレンジ精神が欠如している．
・ 事業部の独立性が高まり，事業部間の人の移動ができていない．
・ 事業部門ごとに生産や顧客情報システムが乱立．
・ 外部の変化に柔軟な対応できない上意下達の文化．
・ 稟議決裁や設備投資決済が社長に集中し過ぎている．
・ アメーバを統合したり分離したりするリソース交換の柔軟性不足．
まず，京セラの成長率と利益率などの低迷は高成長と高利益率を実現するた
めの「アメーバ経営」の行き詰まりを物語っている．
また，上記の谷本社長が挙げた問題点のすべては稲盛氏が『アメーバ経営』
の書籍の中で，このような問題が起こらないよう経営するのが「アメーバ経営」

おわりに
執筆を進める過程で MSC はマネジメントの基本と原則であることから，組
織一般のマネジメント基盤になりえる思想体系であり，京セラの「アメーバ経
営」の思想体系も MSC を補助線として診たてることで強化されることを学ん
だ．
京セラはすでに谷本社長の下で改革が進められているが，昨年からのコロナ
禍で新しい生活様式が叫ばれる昨今，「アメーバ経営」の特徴の一つでもある
“会議”や“コンパ”の様式変更も含めて「アメーバ経営」を見直すチャンスが
到来していると思われる．今回の診断の中で，京セラには自由で機能する社会
に貢献する経営思想や普遍的な経営理念の存在があることが認識できた．
「アメーバ経営」を見直す際にはそれらを踏襲した上で，マネジメントの基本
と原則でもある MSC の考え方やツールをご活用いただきたい．
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ステークホールダー資本主義に向けた
マネジメント・スコアカードの活用
―価
 値を提供し社会に貢献し続ける企業を
創り上げる

The Application of the Excellent Functions of Management
Scorecard to Establishing Stakeholder Capitalism: Nurturing
Companies that Relentlessly Offer Values to the Customers and
Contribute to the Societies

竹村 浩

Hiroshi Takemura

（本会会員）

Summary
The world has just started to move to stakeholder capitalism from stockholder
capitalism. So instead of ROE, the previously primary measurement, we need a new
set of well-balanced indicators to lead the change to establish stakeholder capitalism.
This paper shows that the Management Scorecard (MSC), which comprehensively
includes the definition of your business and a well-balanced set of objectives of
eight key areas such as marketing, innovation, the productivity of resources, social
responsibility, and profit for survival, is a powerful tool to realize the new type of
capitalism.

1. はじめに ステークホールダー資本主義への確かな胎動
2019 年 8 月，1997 年以降 20 年以上にわたって「企業は基本的に株主のために
存在する」としてきたアメリカの主要企業の経営者団体 Business Round Table
（BRT）が，株主のみではなく顧客，従業員，取引先，コミュニティといったす
べてのステークホールダーのために企業を導くことにコミットすると大きな転
換を宣言した（1）．
また，グローバルな視点から資本主義を主導してきた世界経済フォーラム
の年次総会（通称ダボス会議，以下 WEF）が 2020 年 2 月に開催され，そのマニ
フェストで BRT と同様に株主一辺倒の資本主義の在り方から，長期の課題に
もリソースを注ぎより持続的で結束した世界を築く「ステークホールダー資本
主義」への転換を提唱した（2）．更に 2021 年になってからは，WEF の創始者で
あるシュワブ会長がその著書 Stakeholder Capitalism で人間（People）と地球
（Planet）を中心に据えた「グローバル・ステイクホールダー・モデル（Global
Stakeholder Model）
」を提唱し，議論を深化させている（3）．
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現代資本主義をリードしてきたこれらの機関が 1980 年代から 40 年近く続い
てきた新自由主義に基盤を置いた「企業の目的は株主のための利益追求」であ
るとする株主資本主義からの訣別を明確に示したことは，正にエポックメイキ
ングな出来事であり，企業経営のあり方に大きな影響を与えつつある．
本論文ではこの潮流を踏まえて，今後の企業のあり方やマネジメントに関心
のある方々を主たる読者と想定し，ドラッカーが 1954 年に『現代の経営』で提
唱し発展してきたマネジメントの枠組みであり，また成果の評価指標でもある
マネジメント・スコアカード（Management Scorecard，以下 MSC）が現代に
おいて持つ意味合いを再検討し，その活用による新たな局面を迎えようとして
いるステークホールダー資本主義の実現に向けた適用を考えてみたい．そうす
ることによって，長年「未完成交響曲の総譜」と称されてきた MSC の価値（4）を
読者と共有化できることを望みたい．

2. 企業のあり方に対する構造的な認識の変化と ROE の適合性
近年の気候変動に起因すると思われる大きな自然災害の頻発や国家間や各国
内における所得格差の目に見える拡大，社会分裂，更には COVID 19 の世界的
な蔓延などは，40 年間の株主資本主義のひとつの帰結であるとの認識が高まっ
ている（5）．そして上述の BRT や WEF の動きはこのまま企業がこれまでの株主
資本主義に従って何の変革を起こすことなく進んでゆけば，地球環境と多くの
人々の生活を破壊しかねないという危機感や社会的に一層大きな混乱を招きか
ねないとの認識の表れであると考えられる．
翻って，株主資本主義の中で長年企業のあり方を導き中心的な評価指標と
なってきたのは ROE
（自己資本利益率）であり，株価であるが，これらはこの
ような認識や環境の変化に即した指標としてこれからも機能できるのであろう
か．
ここでは最も代表的な指標である ROE をとって検討してみよう．その算出
式は，
当期純利益
ROE
（％）
=
× 100％ と表される．
自己資本
ROE は株主にとっては非常に重要な指標で，自らが資本を調達するコストと
比較して投資企業が十分に稼いでくれているかを確認することができる．資本
コストよりも低い収益しか期待できないのであれば，他社の株式やその他の債
権に投資すればよいからだ．従って，企業の側から見れば自社が稼ぎ出すべき
利益水準を企業が認識するためにも役立つ．より広い観点からながめると，利
益の稼げない企業から投資が引き揚げられれば，社会全体としてより効率的な
資本の活用を促すことにも繋がる．この点については，近年の日本におけるガ
バナンス改革はともすれば日本企業に希薄だった資本コストに対する認識を高
め，企業行動に好影響を与えたと言える．
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しかし，当期純利益は当然のことながら単年度の利益であり，
「将来を見据
えた長期視点の利益」を反映することはできない．そのため，企業の CEO をは
じめとする経営陣は ROE を高めようとすれば，R&D 費用，生産設備等への投
資，人材の教育・トレーニングに必要となる費用等の「投資的費用」を削って
利益を捻出しようという短期主義的動機を持ちうる（6）．また，算出式を見れば
明らかなように，ROE を高めるためには分母の自己資本を減らせばよく，内部
留保を取り崩して市場から自社株の買戻しをするという動機も生まれてくる．
買戻しによって流通する株数が減少し株価も上昇する．しかしそれによって，
将来の事業発展に向けて「カネ（資本）」という資源が適切に事業に配分され
ず，企業の外に流出するという状況が生まれる（7）．更に ROE や株価が CEO ら
の報酬に結びついていると，彼らの利益や ROE に関連する操作的行動に対す
る動機は一層強くなる．
実際，米国においては ROE や株価の重視が企業の将来の生産性の向上やイ
ノベーションに向けるべき費用や投資を抑制してきたことを実証する学術研究
も数多く見られる．また，あまり ROE の議論の流れでは話題にならないが，分
子が純利益であることから，有力なグローバル企業が法をかい潜るような納税
回避行為をなすことも多く見られている（8）．日本においても ROE にこだわれば
強弱の差こそあれ，これらのような傾向が強くなることは想像に難くない．
このように見ると，ROE や株価はあまりにも短期の財務成績に偏っているこ
とは明らかで，中長期的な企業としての事業環境変化への対応や発展への道筋
が果たしてつけられているのかとの疑問が湧くのもあながち間違いとは言えな
いだろう．近年は高い ROE の実現にプライオリティを置いた経営目標を掲げ
ると同時に，SDGs や ESG についても高い目標を掲げることが「良い企業」で
あるとする傾向が強い．しかし，トレードオフ関係にあると考えられる目標を
同時に追求し，かつ健全な経営を継続することができるという整合性がどのよ
うに担保されるのかは明らかではない．つまり，それが長期的な視点から真摯
な新しい事業環境に向き合った取組なのか，それともリップサービスなのかは
外部からはなかなか見えない．
そこで，ROE や株価に代わりステークホールダー資本主義における新しい企
業のあり方を追求するに相応しい，またそれぞれの企業が任意に設定するので
はなく，社会として共有したマネジメントのフレームワーク，指標が必要とな
ると考える．その最も有力なもののひとつが，企業が繁栄しつつ社会を変革し
ていくことをイメージして 1954 年の『現代の経営』以来ドラッカーが提唱して
きた，複数の指標からなる「MSC」を導入し活用することではないかと考える．

3. MSC
（マネジメント・スコアカード）の概要
MSC は ド ラ ッ カ ー 個 人 が コ ン サ ル タ ン ト と し て 活 用 し て き た も の で，
「MSC」と言うまとまったコンセプトとして著作に現れたことはないと言われ
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ており，ドラッカーのマネジメント理論に詳しい読者であっても「マネジメン
ト・スコアカード」という言葉に接した経験のある人は少ないのではないだろ
うか（9）．

時に覚悟を求めるものでもあると言える．
従って，企業が社会の中の存在であることについて高い認識を前提として求
めるステークホールダー資本主義においては，多くの企業は「何のために自社

MSC は「1954 年の『現代の経営』でその基本的な枠組みが提案され，その後
項目の数や項目の内容に変更が加えられ 1973 年の『マネジメント』で一定の完

の事業は存在しているのか」と言う事業の定義の明確化に改めて取り組むこと
が第一歩であり極めて重要なステップとなるであろう．

成を見たと考えられているが，日本では 2000 年秋に現ドラッカー学会理事・
藤島秀記氏のドラッカーへのインタビューでその存在が初めて明らかになり，
その後もその先見性や時代性に注目した研究者が長年にわたって研究を深めて
きている（10），（11）．
1）事業定義の明確化
MSC の導入，活用の最初のステップは事業定義の明確化である．ドラッカー
は「偉大な事業の建設者は自らの決定と行動を規定する明確な事業の定義を
持っていた」とし（12），それぞれの企業の本質的機能は顧客の創造であり，個々
の組織の「特有の目的」に向けて社会において期待される役割を果たしていく
ことがマネジメントの要諦の一つであると言う．つまり「特有の目的」を果た
すべく活動するのが，ある企業の「存在理由」であり，事業の定義の明確化はそ
の実現にコミットするということに繋がる．従って 「
, カネが儲かるなら何でも
やる」というような企業のあり方は , そもそも本質的な機能を果たしていない
ということになる．
しかし残念ながら , 実際に事業の定義を明確に掲げている企業は少なく , たと
え中長期計画等にそれに類するものを掲げても必ずしも真の意味で経営の起点
となるものではなく，その改訂時やトップの交代時期に更新されているという
のが実態ではないだろうか．
更に，法的視点から見たときに経営陣がそれを遵守しなければ法律違反と
して処罰あるいは社会的批判の対象となるという「拘束力」がある取り決めは
個々の企業の「定款」がそれにあたる（13）．しかし，ほとんどの企業においては
単に取り組む「業種」を実態より広めに定めて将来の事業の拡充に備えている
というに留まるのが実態である．日本では製薬企業のエーザイ（株）と流通企
業のイオン（株）の二社のみが（14）上場企業として定款の中にそれぞれ「経営理
念（患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を考え，そのベネフィットの向上を第一
義とし，世界のヘルスケアの多様なニーズを充足する）
」や「基本理念（お客様
を原点に，平和を追求し，人間を尊重し，地域社会に貢献する）
」として独自の
事業の定義を掲げ，それに沿って事業を展開している．しかし，そのような「例
外」を除いては，長期にわたって社会に貢献するという点において法的には何
らのコミットメントは示されていないと言って良い．また，定款に社会的責任
を謳う項目を入れるには企業の経営者からの提案も必要ではあるが，株主総会
の議案でもあるので，経営者だけでなく株主にも長期を見据えた高い見識と同

2）8 つの重要領域における目標の設定
事業の定義を明確にしたことを前提として，ドラッカーは経営を推し進めて
いくうえで，必須となる 8 つの重要領域において目標を定めるべきであると提
唱している．8 つと言うのは多いと感じる方もおられるかも知れないが，後述
する「バランス」を適切にとるためには不可欠な項目であり，
「具体的な目標を
持たない領域は，必ずないがしろにされる．
」とドラッカーは明確に言い切って
（15）
いる ．
「利益」はそれらの項目の一つではあるが，「利益の追求」と言う一項目のみ
に集中することは経営において他の重要な要因に注意を向けることに失敗しや
すく，避けるべきとも明言している（16）．利益だけでなく 8 つの重要領域の目標
を立てそれを追求することは，飛行機が目的地に着くために巡行速度だけをモ
ニターするのではなく，方向，目的地までの距離，高度，燃料の残量，風向・風
速をはじめとする気象状況等の多くの指標をモニターしつつ飛行するのと同様
に適切な企業運営を実行する確実性を高めるためになくてはならないものであ
る．
目標を立てるべき 8 つの重要領域の概要は以下の通りであり，
「利益」はその
うちの一つではある．しかし，その機能はあくまでも事業活動が社会において
妥当なものであるかを評価するものさしであり，また中長期にわたって顧客に
対して企業の事業の定義にかなった特定の価値を提供し続ける事業を継続する
ために使用するべき重要な資源であり，リスクへの備えとして認識されるもの
であり，新しい雇用に必要な資本の増大である（17）．けっして目的ではないこと
を確認したい．
① マーケティング…市場の今後の伸長と競合他社との競争などを踏まえ，
また「顧客が何を欲しているか」を明らかにし，いかにその価値を提供し
自社の市場地位を高めるか
② イノベーション…事業目的やマーケティング目標の達成に向けてイノ
ベーションの機会を見出し，どのようなテクノロジーの開発が必要とな
るのか，また将来のテクノロジーの進展の見通しはどうなるのか
③ 人的資源…どのようなタイミングで，どのような知識・スキル，経験を
持った人をどのように教育・育成するのか，また外部から獲得するのか．
またそれをどう配分し，どのように活用するのか．また，これらの施策を
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社員の人権を尊重しつつどのように行うのか
④ 物的資源…どのような原材料，設備・施設をどのようなタイミングで，ど
のような規模で獲得あるいは維持し，どう活用するのか

事業の目的＝顧客の創造

⑤ 財務的資源…どれだけの資金をどのような手段でどういうタイミングで
調達し，どう活用するのか
⑥ 生産性…③〜⑤のそれぞれの経営資源及びそれらを組み合わせ統合した
経営資源の生産性をどれほど，またいかに高めるか
⑦ 社会的責任…社会の中で事業していくために外部に対して害を及ぼさず，
自社の得意とする分野において社会に貢献することについての方向性は
どのようなものかを示す．単に直接的にかかわる社会だけでなく，今日に
あっては企業活動が時間的，空間的に拡大した社会への影響の因果関係

事業の定義

経営資源
人的資源
生

が重要である．特にグローバルな気候変動や所得格差にどのように対応
するかは重要な視点となる
⑧ 存続に必要となる利益…健全に事業を継続し顧客に価値を提供し，リス
クをカバーしていくために「必要な最小限の利益」水準はどうなるのか．
これは経営資源の「カネ」の調達方法に入る項目でもあり，未来に向けた

これらの 8 つ重要領域の目標を立てることは，ガバナンスあるいはマネジメ

社会的責任

イノベーション

マーケティング

への理解，関心・関与も不可欠であり，SDGs のようにグローバルな視点
からの「共通善」的なものの実現への貢献までも含まれているという認識

費用であると考えられる．ここで言う利益は「利益最大化」で言われるよ
うな真っ先に追求される利益ではなく，他の 7 つの重要領域の適切な目標
が設定されて最後に検討されるものである（18）
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物的資源

産
性

財務的資源

図表

条件としての利益

事業の定義と 8 つの重要領域目標の関係図

ントのための一連の優れた指標を準備するというだけでなく，その検討過程自
体がパッチ・ワークの企業像でなく，統合された企業の新しいあり方を像とし
て結ばせ，組織として共有化するための重要なプロセスともなりうると考え

で，これらの目標はけっして単純に並列するものではない点にも注意を払いつ

る．

目標―経営資源目標―生産性目標」には上の図表に示すように因果的な階層関
係がある点にも注目すべきと考える．ドラッカーの言う，「企業の本質的機能
はマーケティングとイノベーション」であり，それはまた「顧客の創造」という
企業の目的に繋がっていることを思い起こすことが必要である（22）．

3）目標設定とフィードバックにおける留意点
次に 8 つの重要領域における目標設定とフィードバックについて留意すべき
点について確認したい．ドラッカーは，
「短期と長期のバランス」
，「目標間の
バランス」という点を指摘している（19）． 限られた資源の中で事業目的の実現
を見据えることに優先度を高く置く中でいかに目標間での優先順位を決めてい
くかという非常に高度な意思決定が求められる．しかし，失敗を恐れるがあま
り，あるいは優柔不断に優先順位を曖昧にしたり，あれもこれもと手を出して
焦点を失ったりすることはけっして成果には繋がらないとドラッカーは戒めて
いる（20）．
また，ドラッカーの著作においては目標として現れる場合 8 つ重要領域は
「並列」した形で示されている（21）．しかし，目標はどれも不可欠ではあるが一方

つ目標間の優先順位とバランスを検討すべきと考える．
つまり，
「顧客の創造―事業の定義―マーケティング目標―イノベーション

この因果的な階層性に注目することによって「目標間のバランス」を適切に
とれる可能性が高まり，企業として進むべき方向性とその戦略の整合性に対す
る説明責任を果たしやすくなると思われる．
また計画と実績を比較してのフィードバックは，企業を変革していく際に非
常に重要で欠かすことのできない活動である．これについては，事業の定義と
目標の意義を明確に認識しながら事業環境の変化を確認しつつ定期的に実施
し，そこから得た知見を次の取組みに反映し組織を挙げて実行していくという
ことを繰り返すことが重要である．
実際に定期的なフィードバック分析の実施を考えると，一年間という「会計
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期間」に合わせて実施するのがコスト面でも制度面でも現実的であろう．しか
し，一方でドラッカーが指摘しているように，便宜的に設けられた会計期間と
業種毎の「ビジネスサイクル」は一致しないことが一般的である点にも注意し

業員を一名以上含んだミッション委員会が設置され，社会課題の解決や環境へ
の貢献等を含んだミッションを計画的に果たしているかを監視，評価するので
ある．2020 年の 6 月には，同法に基づいてグローバル食品企業である Danone

て「進捗状況」を把握していく必要がある（23）．従って，この点に十分に配慮し

が株主総会で上場企業として初めてこの企業形態をとることを決定した（28）．

た計画立案と成果の評価，分析の枠組みや工夫も欠かせないものとなる．

4. ステークホールダー資本主義，そしてその先へ
1）COVID 19 の感染拡大が私たちに気づかせたもの
現在世界中を苦しめている COVID 19 の感染拡大は，私たちがグローバルに
張り巡らされたネットワークの中に知らず知らず相互に依存しながら暮らして
いることを強く意識させた．また，そのシステムの一部がひとたび綻ぶと次々
と不具合が広がっていくという脆弱性をも目の当たりにさせた．更に，リモー
トワークの急激な普及などによる人と人とのコンタクトやコミュニケーション
減少は，私たちひとり一人に将来の気候変動や所得・資産の格差などの世界の
人々が共通に持つグローバルな問題や課題に目を向ける契機を与えた．
一人ひとりにとっての幸福や価値観のあり方にも次第次第に影響を及ぼして
きいる．
「以前のような生活に早く戻りたい．しかし，多忙な中で気づかずにい
た危機的な気候変動や富の偏在など様々な不平等・不公正のある以前のような
世界には戻りたくない（24）．
」という意識が芽生え，40 年間続き当たり前と思っ
ていた新自由主義に基づいた株主資本主義に疑問を感じるようにもなってきて
いる．
つまり，冒頭で述べたように中長期的に持続可能性が高く，従業員や顧客，
取引先，地域社会，地球環境，将来世代など様々な側面にバランスよく目配り
をした「ステークホールダー資本主義」への移行に対する注目度の高まりやそ

更に，ガバナンスの視点から取締役会のあり方についても，ドイツや北欧で
実施されている従業員代表が取締役会にメンバーとして加わるという方法や
ジェンダー比率における根本的な変革など多面的な視点を含んだ検討が盛んに
言及されるようになってきている．
身近なところでは，日本においても 2022 年 4 月からは改訂されたコーポレー
トガバナンス・コードに基づいて，取締役会の質の向上，新たな成功実現のた
めの人材の多様性確保，サステナビリティへの取組の質と量における充実が図
られることが期待される（29）．
これらの例からもわかるように，概念的な議論だけに留まらず実体論，実践
論として，専ら短期の利益を追求するという株主資本主義に準ずる企業のあり
方が明確に修正され，転換されようとしている．
このようなステークホールダー資本主義への移行に向けての大きな流れの中
での MSC の果たす役割は大きい．つまり，MSC は企業が事業の定義を起点と
して利益を「燃料」とし，長期的，継続的に存続して顧客に価値を提供し続ける
べき存在であること，またグローバルにまた将来に向けての社会に対して主体
的に責任を果たすすべき存在であることを指し示す．そして，それと同時にこ
の一大変革を推進するという哲学を体現した，社会として共有化されたしくみ
という役割を担うことになるのではないだろうか．
3）重要さを増す MSC とドラッカー学会の役割

の実現への期待の高まりは，これまで株主資本主義の中で語られてきた企業の
あり方に大きな転換を求めることになると考えられる．そして，今やこの潮流
は加速することがあっても減速したり，まして消滅したりするようなことはな
く，今後ますます現実味を帯びて来るように思われる．

本論文でここまで述べてきたような状況にあって，ミレニアムと呼ばれる若
い世代には社会の課題を事業により解決しようとする社会起業家を目指す人々
も出現しているのも事実である．しかしその一方で，日本企業の多くは依然と
して ROE やその派生的な指標と言える ROIC
（投下資本利益率）といった指標
に重きを置いた議論をしている実態がある．その結果として，企業の外から見

2）近年における新たな企業形態やガバナンス機構の登場とその意義
新たな企業形態や企業のガバナンス機構についても海外では相次いで議論に
上るようになってきている（25）．

れば「木に竹を接ぐ」が如く ESG や SDGs が語られ，取り組まれているように
見える．また，アナリストや株式市場もそのような活動を，社会性を持つべき
存在として企業が本来的に行うべき取組みであるとの本質を捉えた上での評価

アメリカにおいては 2010 年にメリーランド州でベネフィット・コーポレー
ションという，「株主の利益だけを追求するのではなく，社会的な課題や地球
環境についての責任を果たすことを条件とした新しい企業の形態」が認めら
れ，現在 37 州で法制化され 4 州で検討がなされている（26）（27）．また，2019 年にフ
ランスにおいてはベネフィット・コーポレーションと同様な「ミッションを果
たす企業」という企業形態が会社法で新たに規定された．取締役会とは別に従

でなく，
「SDGs 等への取組みの有無や見え方の優劣が『株価』に影響するから」
と言うような短絡的で表層的な本質から離れた論理で企業を評価している部
分も依然残っているように見える．また，統合報告書を発行する企業はすでに
600 社近くに上り（30），内容も年々質的な向上がみられ，今後の充実が期待され
る．しかし，一方で内容的には MSC のような企業のあり方に対する一貫した考
え方が定着していないため，依然「統合」でなく「総合」のレベルに留まってお
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り，企業の財務的な側面だけでなく，ESG や SDGs 等の非財務的側面に対する
コミットメントが伝わりにくいのも事実である．
このような状況を見た時，2015 年から株主資本主義に軸足を置いて今日まで
の比較的短期間において進められてきたガバナンス改革が描いた企業像と，近
年世界的に急速に高まってきたステークホールダー資本主義を志向する企業像
の埋めがたいギャップを日本企業が消化しきれず，その場を取り繕うことに終
始し，ガバナンスあるいはマネジメントに関してまたしても世界から取り残さ
れてしまう懸念を感じるのは筆者だけであろうか．
そしてまたこのことは，社会的な存在としての各企業が社会において求めら
れる責任を果たしながら特有の事業の定義に沿って社会に貢献し続けるとい
う，ドラッカーが提唱し，また日本企業に強く期待してきた企業の姿の実現が
ますます遠のいてしまうようにさえ思えるのはやはり筆者だけであろうか．
この混乱した状況を早期に打開し，ステークホールダー資本主義への移行を
実現し，更に新しい時代に相応しい社会のあり方を求めて前進するためには，
MSC のもつパワーを再認識し，実践を後押ししていくことが非常に重要とな
る．そこに私たちドラッカー学会の社会に対する新たな貢献に向けた重要な機
会と課題が見出せる．
ドラッカー学会，あるいはドラッカー「マネジメント」研究会という組織は
1950 年代にドラッカーによって創造された MSC を研究しているからと言っ
て，けっして訓詁学的にドラッカーの言説を解釈する組織ではない．現代にお
いてその価値を再発見し，その実践に関わることを強く指向した組織であるこ
とを訴えたい．そして私たち自身がドラッカーの言う，事業の定義を組織とし
て再確認し，より多くの「顧客」
（MSC の支持者や実践者）を創造するために，
マーケティングとイノベーションを推し進め，実践する時であると考える．
［キーワード］
MSC，ステークホールダー資本主義，株主資本主義，ESG，SDGs，ROE，短
期主義，8 つの重要領域目標，条件としての利益，ベネフィット・コーポレー
ション , ミッションを果たす企業 , 統合報告書
〈参考文献〉
・「『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」
（藤島秀記著，2008）
「ドラッカー学会年報
『文明とマネジメント』Vol.2 」
・「マネジメントの学び改革 1，2，3」
（森岡謙仁著，2017，2018，2019）
「ドラッカー学会年報『文
明とマネジメント』Vol.14，15，16 」
・「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）」
（森岡謙仁著，2020）
「ドラッカー学会年報『文明とマネジメン
ト』Vol.17 」
・『現代の経営』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，2006）
・『マネジメント』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，2008）

ステークホールダー資本主義に向けたマネジメント・スコアカードの活用
― 価値を提供し社会に貢献し続ける企業を創り上げる
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・『ネクスト・ソサエティ』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，2002）
・『ポスト資本主義社会』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，2007）
〈注〉
（1）
「米国トップ企業の経営者 181 人が株主資本主義との決別を宣言」
（クローディン・ガーテ
ンバーグ，ジョージ・セラフェイム著，ハーバード・ビジネス・レビュー・ネット版 2019
年 9 月 11 日）
（2）
『グレート・リセット−ダボス会議で語られるアフターコロナの世界−』
（クラウス・シュ
ワブ他著，藤田正美他訳，日経ナショナルジオグラフィック社，2020）
（3）Stakeholder Capitalism Klaus Schwab with Peter Vanham, Willy & Sons 2021 .
（4）
「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）」
（森岡謙仁著，2020）
「ドラッカー学会年報『文明とマネジ
メント』Vol. 17 」に詳しい .
（5）日経ビジネス Watch 『人新生の「資本論」』斎藤氏が警告 コロナ後に人類の本当の危
機が来る 大阪市立大学・斎藤幸平准教授に聞く（2021 年 7 月 19 日）
（6）
「測りすぎ」
（ジェリー・Z・ミュラー著，松本裕訳，2019）p. 149，2016 年に米国における世
界最大の投資会社ブラックロックのラリー・フィンクが企業の短期主義への極端な傾き
を「四半期業績ヒステリー」と警告した．
（7）
‘Profit Without Prosperity’
（William Lazonick，”Harvard Business Review,”2014 年 9 月）
（8）
「ROE を左右する税負担 日本と世界の企業を比較」
（日本経済新聞電子版，2015 年 9 月 29
日公開）では，税負担の違いを指摘している．例えば（自動車）トヨタ 30 . 9％ vs フォルク
スワーゲン 25 .2％（日用品）
,
花王 36 .6％ vs P&G 24 . 6 % .
（9）
「『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」
（藤島秀記著，2008）
「ドラッカー学会年報
『文明とマネジメント』Vol. 2」,p 35
（10）
「『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」
（藤島秀記著，2008）
「ドラッカー学会年
報『文明とマネジメント』Vol. 2」,p. 35 - 48
（11）
「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）」
（森岡謙仁著，2020）
「ドラッカー学会年報『文明とマネ
ジメント』Vol. 17 」，p.214 - 253
（12）
『マネジメント』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，2008 p.91
（13）
「株主を大事にすると経営は良くなるは本当か？」
（中島茂著 , 2018）p.92 - 93 . 弁護士であ
る著者は , 経営理念を株主，社会に示すための最も強力な方法としてそれを定款に盛り込
み，法的な規範にまで高めることで役員に緊張感が生まれるとしている .
（14）
『イノベーション全書』
（紺野登著 , 東洋経済新報社 ,2020）p.135
（15）
『マネジメント』
（P.F. ドラッカー著 , 上田惇生訳 ,2008 p.131）
（16）
『現代の経営』
（P.F. ドラッカー著 , 上田惇生訳 ,2008 p.82 -83）
（17）
『マネジメント』
（P.F. ドラッカー著 , 上田惇生訳 ,2008 p.87 -88）
（18）
『マネジメント』
（P.F. ドラッカー著 , 上田惇生訳 ,2008 p.147）
（19）
『マネジメント』
（P.F. ドラッカー著 , 上田惇生訳 ,2008 p.149- 150）
（20）
『マネジメント』
（P.F. ドラッカー著 , 上田惇生訳 ,2008 p.150- 151）
（21）例えば，『マネジメント』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，2008 p. 130）での記述は 8 つの
重要領域の目標項目が並列で示されている .
（22）
『現代の経営』
（P.F. ドラッカー著 , 上田惇生訳 ,2006 p.46 -47）
（23）
『現代の経営』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳 ,2006 p.106 で次のように記述している .「あ
る経理畑出身の社長がいみじくもいっていたように ,『事業年度という暴君』から自らを
解放しない限り , 合理的な事業のマネジメントは行えない．」
（24）
「コロナ時代に資本主義を再構築する」
（レベッカ・ヘンダーソン著，ダイヤモンド・ハー
バード・ビジネスレビュー 電子版 2020 年 9 月 23 日号）
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（25）例えば「コロナ禍は企業統治のルールを書き換えつつある」
（リン S. ペイン著，ダイヤモ
ンド・ハーバード・ビジネスレビュー 電子版 2020 年 11 月 30 日号）
（26）鈴木由紀子（2017）
「ベネフィット・コーポレーションの展開と課題」
（『商学研究』第 33
号，p.93-108）
（27）https://benefitcorp.net（2021 年 1 月 16 日，8 月 1 日閲覧）
（28）Danone Japan ニュースリリース（2020 年 6 月 29 日）
（29）東京証券取引所「改訂コーポレートガバナンス・コードの公表」
（2021 年 6 月 11 日）
（30）
（株）ディスクロージャー＆ IR 総合研究所「統合報告書発行状況調査 2020」最終報告，
https://rid,takara-printing.jp/res/report/uploads/2021/2，2021 年 9 月 17 日閲覧）

【略歴】 ドラッカー学会会員 , ドラッカー「マネジメント」研究会・MSC 実践研究部会
総合企画運営委員，MSC ナビゲーター（ドラッカーの小さな学校）．多摩大学院
経営情報学研究科博士課程後期在籍．日本マーケティング学会会員，日本市場創
造研究会会員
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コーポレートガバナンス・コード2021年
改訂とMSC 体系図との関連性
― 継続している課題とドラッカーの視点

Relationship between Corporate Governance Code 2021
Revision and MSC System Diagram: Continuing Issues and
Drucker’s Perspective

行本憲治
Kenji Yukimoto

（公認会計士）

Summary
The main points of the revision of the Corporate Governance Code announced by the
Tokyo Stock Exchange in June 2021 were compared with the related issues pointed
out by Drucker 50 years ago, and the essence of the modern issues was explored.

〈はじめに〉
本稿の目的：2021 .6 東証コーポレートガバナンス・コード（以下，TCGC）改訂
要点を MSC 体系図，の中で整理し，ドラッカーの考え方との比較関連性を
みる
対象読者：TCGC のめざすコーポレートガバナンスに関心のある企業内外の関
係者
読者の求める価値は何か： TCGC の改訂趣旨とその背景を理解し，表面的，形
式的ではなくドラッカーの考え方，MSC 体系図（*）と比較考慮しながらよ
り深い理解を得る

1. 東証コーポレートガバナンス・コード（TCGC）について
（1）コーポレートガバナンスの系譜概観
コーポレートガバナンスは，企業統治と翻訳されている . 自由で機能する社
会において，企業が社会の公器として，共通善に添って，正しい持続的な企業
行動ができる体制と実践（マネジメント）ができているかどうかが，問われて
いる .
現代の先進国の多くは，18 世紀産業革命後，資本主義という，生産手段，資
本の私的所有と労働者雇用により，利益増殖のために運用される市場競争経済
システムで動いてきた .
この中での企業行動の発展成長に伴い新たな社会，環境課題が発生し，1960
年代の米国においては，企業の非倫理的・非人道的行動の抑止，粉飾等の企業
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不祥事の防止，公害問題への対処が問われだし，企業統治の問題として，企業
の社会的責任論が論議されだした .
ドラッカーは，50 年近い前の 1973 年に『マネジメント ― 課題，責任，実践』

動を行うべきとするステークホルダー資本主義（2020 年ダボス会議で提唱）い

の著作を発表し，2002 年その重要な部分を抜粋して，
『マネジメント【エッセ
ンシャル版】 ― 基本と原則』
，上田惇生編訳）を発刊した .

（2）TCGC 制定の経緯と内容
わが国では，企業の社会的資金調達の場での株式上場企業のガバナンス体
制の強化，企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的とする意思

TCGC を概観するにあたり，MSC 体系図 * をナビゲーターとして，『マネジ
メント【エッセンシャル版】―基本と原則』を中心に，コーポレートガバナン
ス関連の要旨を（【 】
）で，また（ ）内ページ数は，
【エッセンシャル版】の該
当ページを示す .
＊MSC体系図（本稿末に記載）
：ドラッカー学会理事 森岡謙仁氏作成 2020.12.31

【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として，①そ
の組織の使命を果たす ②仕事を通じて働く人たちを活かす ③社会の問題に
ついて貢献する，を示し，このために管理的活動と起業家的活動を行う，とあ
る（p. 9 － 11）
.
次に企業とは何か，を知るため，その目的を考える，それは顧客の創造であ
る . 企業は二つだけの基本的な機能，①マーケティング―顧客の欲求を知る ②
イノベーション―新しい満足を生み出す，だけが成果をもたらす（p.15 － 16）
．
（MSC 体系図に示されている，5 つの質問により）企業活動をするうえで，自
社の事業は何か，何であるべきか，全社員が共有して，それぞれの持ち場で行
動する必要がある . 顧客によって，顧客が購入して満足させようとする欲求は
何か，顧客はどこにいるのか？ から事業の定義が決まる . これが企業のパーパ
ス（社会課題の解決とビジネスが両立できる長期持続的思考）となり，しかも
経営環境の変化に伴い常にその根本につき見直しが求められる（p. 22）．
事業の実践のためには，8 つの重要領域の目標を定めておかねばならない．
1 . マーケティング，2．イノベーション，経営資源（3．物的資源，4．人材，5．資
金）
，6．生産性，7．社会的責任，そして 8．費用としての利益（目標達成リスク，
資本調達コスト対応）が挙げられている（p.29-35）
.
社会的責任として，企業は社会や経済の許しがあって存在しているものであ
り，社会と経済が，その企業が有用かつ生産的な仕事をしている限りにおいて，
その存続を許されている . 単なる良き意図の表明ではなく，企業戦略に明確に
組み込むべき目標とされている（p.35）
.
現代の ESG 経営の考え方と一致しているものと理解できる .
各目標を設定する際，3 種類のバランスを求める . ①必要利益とのバランス，
②近い将来と遠い将来とのバランス，③各目標間のトレードオフ関係のバラン
スが的確に取れていることが求められる（p.36）
.
】
これはマネジメントの役割を端的に示しており，従業員，取引先，消費者，地
域社会，政府，株主等の多様な利害関係者にバランスよく配慮しながら企業活

わばステーキ肉の分配，の考え方とも共通している .

決定の枠組みとして，東証コーポレートガバナンスコード（TCGC）が 2015
年 6 月に定められた . 監督，モニタリング機能のためのガバナンスだけでなく，
企業活動の収益性，生産性向上の狙いが含まれている . ドラッカーの spirit of
performance
（組織の精神）の考え方と同期している .
健全な企業家精神の発揮を促し，TCGC を適用するにあたって，原則主義
（各原則の趣旨精神に基づき，当事者自ら対応を評価）とコンプライ・オア・エ
クスプレイン方式（個別事情を踏まえて実施を判断し，コンプライできていな
いものは説明する ― 多くの場合，実施予定，検討中として説明）で運用され
る.
2014 年 2 月には機関投資家の投資判断基準として，スチュワードシップ・
コードが定められた . 企業との建設的な対話を通じ，企業の中長期的な企業価
値向上を促し，投資リターンの拡大を図るための諸原則が示された .
ドラッカーは著書『見えざる革命』において，大株主としての年金基金の伸
長に注目し，これは労働者の積み立ての集合体であり，会社はだれのものかと
いう問いの中で，その社会的存在の意義，会社と労働者との関連性，を強調し
ている．現状では，年金も含めた各種機関投資家が大株主となっている .
（3）TCGC の改定の経緯
前述の，スチュワードシップ・コード対応の趣旨で，2018 年（平成 30 年）6
月，最初のコーポレートガバナンス・コード改訂時に，同時に，投資家と企業の
対話ガイドラインが新たに定められ，企業側としての機関投資家等との対話留
意点が明記された．その後，金融庁におけるフォローアップ会議・意見書（4）
（2019 年年 4 月），同（5）
（2020 年 12 月）において，新たな課題が検討提出され，
2021 年の 3 年毎の 2 回目の TCGC の改訂に盛り込まれている .
（4）2022.4 市場区分変更と 2021 年 TCGC 改訂の要点
TCGC 改訂の前提として，2013 年東証と大証が統合された際に設定した市場
区分が，現状において，コンセプトが曖昧，市場第 2 部，マザーズ，JASDAQ の
位置付けが重複している，新規上場基準より上場廃止基準が大幅に低いため，
上場後も新規上場時の水準を維持する動機付けになっていない，市場 1 部への
他の市場区分から移動の基準が，新規上場基準よりも緩和されている等の理由
で，2022 年 4 月 4 日より，3 つの市場区分（プライム，スタンダード，グロース）
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に改められることになった .
プライム市場は，グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた流動
時価総額 100 億以上，流通株式 35％以上の流動時価総額の高い企業向けであ
り，要求されるガバナンスの水準がより高くなっている .
スタンダード市場は，流動時価総額 10 億以上，流通株式 25％以上，で，原則
的なガバナンスを要求される .
グロース市場は，流動時価総額 5 億以上，流通株式 25％以上，高い成長性を
実現するための事業計画，その進捗の適時・適切な開示をする，相対的リスク
が高い .
また TCGC 改訂の前提として，新型コロナウィルス感染症拡大，DX 推進，気
候変動対応の中での，翌年のプライム市場の上場会社に期待される，より高い
水準のガバナンスが求められ，この観点からも TCGC が改訂されている .
（5）各改訂要点に至る金融庁フォローアップ会議の議論，東証パブリック・
コメント要旨
2021 年 の 再 改 定 の要点について，金融庁フォ ロ ー ア ッ プ 会 議（ 第 26 回，
R 3 . 3 . 31）での各委員の発言，東証に対するフォローアップ会議の提言を踏ま
えたコーポレートガバナンス・コードの改訂について（パブリック・コメント）
の議事録から，筆者が重要と考えたものをピックアップし，コメントする .
【1．取締役会の機能発揮】
1- 1 プライム市場上場企業 ― 独立社外取締役を 1 / 3 以上選任（必要な場合，
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また，モニタリング機能を期待される独立社外取締役が企業内部に発生し
ている課題をどのように把握していくのか，ここは本質的に重要なところであ
る . 多くの不祥事は，執行体から情報が正しく届いていない，という事実がある .
その意味で，筆頭独立社外取締役の設置し，経営陣との連絡調整，監査役会
との調整，株主等と対話促進が，重要課題である .
また，中期経営計画は株主に対するコミットメントであり，KPI と報酬との
連動性にも配慮し，取締役会としてモニターする責務がある .）
1-2 指
 名委員会・報酬委員会の設置（プライム市場は独立社外取締役を委員
会の過半数）
『補充原則 4-10 ①』
監査役会設置会社または監査等委員会設置会社で独立社外取締役が過半数で
ない場合，独立社外取締役が主要な構成員となっている指名・報酬委員会等の
設置が求められている .
プライム市場は，実質独立社外取締役の過半数を求められる方向にあるが，
ここは各社の業種，規模，事業特性，機関設計，環境等総合的に勘案して各社の
判断をするとされている . 指名委員会等の委員長は，独立社外役員就任が望ま
しい . 取締役会議長（監督）と CEO
（執行）の分離を求める意見もある .
（筆者コメント）
（海外投資家の多くは，経営トップを含む幹部の指名と報酬体系，金額決定
は，ガバナンス決定の重要要素だと認識し，独立社外取締役中心の委員会で決
定されるべきだと考えている . また，執行部の経営行動についても，独立外部取
締役中心の監査委員会が監査するということで，執行体に対して取締役会が監
督・監査の機能を分担して持つことにより，株主から委任されている役割を果

過半数の選任の検討）
『原則 4-8』
上場会社の取締役会の会社法上の大会社機関設計として，イ . 監査役会設置
会社，ロ . 監査等委員会設置会社，ハ . 指名委員会等設置会社の 3 種類があり，そ

たすべき，という考え方が背景にある .）
1 - 3 経営戦略に照らし取締役会が備えるべきスキル（知識・能力・経験）と
取締役のスキルの対応関係公表『補充原則 4-11 ①』

の役割の観点からすると 1 . マネジメントボード（執行機能中心）
，2 . アドバイザ
リーボード（社外取締役が執行人のアドバイザリー機能）
，3 . モニタリングボー
ド（社外取締役中心の監督機能）の考え方がある .
東証一部会社数で見るとイ．が 62.6％，ロ . が 34.2 %，ハは僅か 3 . 2 % である .
（筆者コメント）

見せかけのガバナンス強化ではいけない，会社の長期的価値の向上に寄与で
きる取締役のスキルのバランスが大事 . 性別，年齢，国籍，サステナビリティ，
DX 能力，サイバーセキュリティ，マネジメント能力，ファイナンス，アカウン
ティング，法的能力等を，会社の事業特性・経営戦略と比較考量して決定する .
この多様性について，定期的な第三者評価機関の評価を求める意見もある .

（肝心なのは，どの形態を採ろうが，ガバナンスの強化のための実質を整える
ことであり，監査役設置会社においても，そのガバナンスのレベルの高低差が

ジェンダー比率については，国際的に我が国は女性比率は低いが，制度的，
風土的な面にも配慮して，時間をかけて経営にも参画できる人材を育てていく

大きい . 割合が多い監査等委員会の会社でも，監査委員のメンバーのスキル，属
性（社長の友達等）を見ると，東証一部以外の比較的小規模会社では，まだまだ
ガバナンスの形式面はクリアしても，実質的なレベルが低い企業も多い .
東証一部以外の上場会社では，2 名以上の独立社外取締役を要求している . 機
関投資家は 1 / 3 以上を求める . 取締役会機能として モニタリング（監督）をよ
り強く求める方向にある .

べきである .
（筆者コメント）
（取締役会メンバーに，適切な監督機能を求めるために，経験・スキル陣容の
多様性と包含性を求めている . 日本では，特に女性の比率が低い事が問題視さ
れているが，TCGC では女性も含めた多様性への配慮ということで企業の事業
内容，規模，経営戦略等を考慮し，取締役のスキルとの対応表を開示すること
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が求められている .）
1- 4 他社での経営経験を有する経営人材の独立社外取締役への選任
他社での経営経験を有する人材を独立社外役員としての選任が，補充原則で

材戦略と目標を策定し，実践行動していく必要があり，取締役会は承認した人
材戦略実践のモニタリング・監督をする必要がある .
形式面では，女性等のジェンダー比率の向上が出ているが，これは事業特性

求められているが，人材不足の中でどの程度の経験が要求されるのか，ここは
各社で判断することとなる .
（筆者コメント）

等の企業の実態を勘案して，その多様性の内容を定め，育成，登用，採用の面で
の配慮が求められている . 上場会社 3730 社のうち 1771 社に女性役員一人以上，
取締役全体の 6％となっている .

（1．取締役会のモニタリング機能（監督・監査）の強化がより強く求められて
いる方向にあるが，監査役設置会社形態の比率がまだ多い現状の中で，監
査役機能の強化，率直，真摯経営執行役員と独立社外取締役間の対話，議
論の風土醸成が求められている .
2．指名委員会であるが，経営執行側の CEO が候補者選定をしているケース

「人的資本や知的財産への投資等」に「DX」を加えるべきである．
（筆者コメント）
（企業の持続的成長と中長期的な企業価値を促すことが，ガバナンス強化の
目的とするなら，人材育成投資が重要な要素だが，ここでは多様性の確保（女
性・外国人・中途採用）が求められている .

が多く，実質追認となっているケースが多い . そもそも候補者の絞り込み
は，時間をかけて，CEO 候補の育成，評価，選定を，手順を決めて行われ

女性活用も含めた経営戦略と連動した企業価値向上につながる人材の多様性
確保が求められ，現状からのしがらみにとらわれない，あるべき人材多様性の

るべきである .
過去の粉飾，または品質隠蔽発覚事例の多くは，CEO がどのような考え
方を持ち，経営戦略を進めている状況を，透明性ある形で，取締役会に報
告説明しているか，後継 CEO をだれが実質的に選んでいるか？指名委員
会での実質的討議が行われたのか？組織風土は改善されているか？（同じ

ための方針，短期，長期の施策が求められており，ここにも独立社外取締役の
役割が期待されている .）

間違いをよく起こす）これらができていないケースが多々ある .
3．報酬委員会は，お手盛り防止の意味もあるが，欧米先進国のように，業績
に貢献すれば，合理的に算定されたインセンティブ報酬を提供できるよう

質と量を充実
・ サステナビリティについて基本的な方針を作成し自社の取組を開示
企業の経営持続可能性の取組として，ESG 投資が求められ，気候変動のビジ

にしたほうがいい . その意味で，種々の手法によるインセンティブ報酬制
度の導入が検討され，税務面でのサポートもある .
4．独立社外役員への期待される役割は，より重くなっている . すでに経験し
ている知見，スキルだけでなく，必要と考えられる新たな知見を吸収する

ネスモデルへの影響，従業員の健康・労務環境への配慮，公正・適切な処遇，
取引先との公正取引，自然災害への危機管理等の課題対応の検討を含めるべき
であり，その方針内容と実績を開示することを求める．TCFD
（Task Force on
Climate-related Financial Disclosures）モデルによる開示も参考になる .

【3．サステナビリティをめぐる課題への取組み：】
『補充原則 2-3 ①』
・ プライム市場において，TCFD 等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の

普段の自発的学習努力，現場情報入手が求められる . 兼職の程度も多くて
3 社までである．実際，大規模会社の独立社外役員の業務量は質，量とも
に増えている . お飾りの人数合わせ程度ではもう許されない .）

（筆者コメント）
（企業は資本コスト以上のリターンを上げるため，経営資源を ESG 投資にも
振り向けること，事業と環境や社会の課題とのかかわりを意識し，その影響を
経営戦略に組み込み，意思決定を行う健全経営が求められている .

【2．企業の中核人材の多様性の確保】
・ 管理職の多様性の確保（女性・外国人・中途採用者登用）の考え方と測定
可能な自主目標
・ 多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針とその実施状況を

サステナビリティへの取り組みは，社会への償いとしての，リスク対応のコ
ストではなく，積極的にリターンを求める収益機会に結び付けるための長期的
社会課題投資の意義がある . 取締役会での検討，機関投資家等との協議を通じ
て，サステナビリティ投資の方向性と成果を評価していく . 経営者にとって，い

合わせて公表
『何れも補充原則 2-4 ① 』
上場会社は，事業内容，ビジネスモデル，経営戦略と人材戦略が連動してい

かにそのバランスをとっていくか，難しいところであり，取締役会の積極的な
サポートが必要になってくる .）

ることが不可欠である . 持続的な企業価値の向上と人的資本の充実を目指して，
どのような多様性ある人材確保をしていくか，経営陣は，これらについての人

【4．その他】
イ（グループガバナンスの在り方）プライム上場する子会社に独立社外取締
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役を過半数または利益相反管理のための委員会の設置
支配株主（議決権の過半数実質支配）がいる上場子会社（上場会社の 2 割，約
600 社）は独立社外取締役を 1 / 3 以上，プライム市場では同じく過半数，または

て協議する実務が始まっているが，経営環境の変化にも応じながら，重要事項
について，情報交換も含めながら，より充実した対話ができるようになった .）
ハ（株主総会関係）プライム上場企業の議決権電子行使プラットフォーム利

利益相反取引・行為については過半数の独立社外取締役で構成された特別委員
会を設置することが求められる . これは少数株主の利益保護の為であり，ガバ
ナンス強化の意味合いがある .

用，英文開示の促進
海外機関投資家の持株比率も増えており，合理的な範囲において英語での情
報の開示提供が望まれている . 反対票の多かった会社提案の議案について，そ

（筆者コメント）
（欧米機関投資家からは，上場子会社のガバナンス，親会社の企業価値増大の
観点から，上場子会社の存在が問題視されている . 親会社の株主の利益と子会
社の少数株主の利益の調整をどうしていくか，の問題が出てくる . そのための
対応処置である . 上場子会社として，合理的理由のないものは，売却もしくは完

の原因等を検討し，その理由を取締役会で共有しておく .
有価証券報告書は株主総会前に提出し，株主が事前に検討できるようにすべ
きという意見が公認会計士協会も含めて出ている .
ニ（株主との対話）経営戦略や経営計画の策定・公表（原則 5 - 2，補充原則
5 -2 ①）

全子会社に徐々に移行していくことが求められる .）
ロ（監査に関する信頼性確保と内部統制・リスク管理）グループ全体を含め

株主とはいっても機関投資家等が主軸になっており，スチュワードシップ，投
資家と企業の対話ガイドラインに従い，対話をすることが義務となっている .

た適切な内部統制や全社的リスク管理体制構築，その運用状況の監査 / 内
部管理部門が取締役会及び監査役会に対して直接報告を行う仕組みの構
築（補充原則 4-4 ①）
監査役等は，監査役の選解任について，独立客観的な立場で権限行使するこ
とが強調された .

日本企業を ROIC（投下資本利益率）で評価すると，世界の同業他社と比べて
遅れており，現金や有価証券を過剰に保有している . 持合目的の政策保有株式
は極力減らすべきである .
より成長性の高い新規事業への投資や，既存事業からの撤退・売却を含む事
業ポートフォリオの組替えが求められる .

独立社外監査役が参加する指名等委員会が，人事原案策定に関与することも
考えられる
（東芝不正会計事件では，監査役会の常勤が，もともと執行体の CFO であり，

（筆者コメント）
（自社の資本コストを的確に把握した上で，収益計画や資本政策の基本的な
方針を示すとともに，収益力・資本効率等に関する目標を提示し，その実現の

粉飾関係の問題情報を積極的に明るみにしていなかった）
企業価値の向上の観点から企業として引き受けるリスクを取締役会が適切に
決定・評価する視点の重要性や，内部統制やリスク管理をガバナンス上の問題
としてより意識して取締役会で取り扱うことの重要性が強調されている .

ために，事業ポートフォリオの見直しや，設備投資・研究開発投資・人的資本
への投資，人材投資等を含む経営資源の配分等を株主等に示す，ということだ
が，補充原則として，取締役会で決定された事業ポートフォリオに関する方針
を解りやすく示すこと，というのが新設された．

内部監査部門の報告先は，経営者だけでなく，監査役，取締役会にも求めら
れ，内部統制システムによる組織監査の結果を有効活用する . また，内部監査部
門の独立性を保つために，人事の決定プロセスに監査役等が適切に関与するこ
とも期待されている .

事業ポートフォリオマネジメントの基本は，以下のとおり，①企業理念・価
値基準に基づき，②ビジネスモデルとして複数の事業を営む戦略の妥当性を明
確化し，経営戦略を策定した上で，③事業ポートフォリオを定期的に見直す仕
組を構築し，これを適切に運用，とされている . 事業ポートフォリオに関する基

（筆者コメント）
（グループ全体の内部統制・全社的リスク管理体制構築は取締役会の責任で
あり，その内容の理解と評価が改めて強調されている．経営執行体に任せてお
く事項ではない . その意味で，内部監査部門は，監査役会，取締役会も報告を受

本方針の決定と，経営陣による執行の監督は取締役会の重要な役割であり，社
外取締役の積極的関与が期待されている .）

ける体制が強調されている .
従来，内部監査部門は，執行部の一部局，との位置付けで，法令，社内規定に
準じた業務対象の牽制機能に止まっており，経営者層に提言を行うことの困難

さて，TCGC の改訂事項について，50 年前にドラッカーは，ガバナンスに関
連するテーマについてどのように語っているか，主として彼の著作，『ダイヤ
モンド社 マネジメント（下）― 課題，責任，実践 上田惇生 翻訳（原著は
1973 発刊）』から要旨を引用しながら，ガバナンスを構成するトップマネジメ
ントチーム（経営執行）と取締役会（経営監督・監査）の役割について，比較考

さの指摘もある . この部門の位置づけ，機能を抜本的に見直すべきである .
監査役会は外部監査人と KAM（Key Audit Matters）について，年間を通じ

2. TCGC の各要点に関するドラッカーの論述との比較
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量してみる .
以下，
【 】は，
『マネジメント』
（下）からの引用要旨であり，続けて筆者の
意見を述べる .

き，最終的な意思決定をなし得る者ができることは何か？
（1）組織のミッションを考える . 我々の事業は何か，何であるべきか，ここか
ら，目標の設定，戦略と計画の作成，明日のための意思決定という役割が

【第 49 章 ドイツ銀行物語
トップマネジメントの長は決めていたが，さらに，トップマネジメントチー

ある .
（2）組織全体の規範を定める役割，ビジョンと価値基準を設定，目的と実績
の差に取り組む .

ムを構築し，各メンバーに担当する地域，支店を定め，直接かつ最終の責任を
持たせた . これによりドイツ全土のナショナルバンクになれた（中略）
.
一方で，本社に企画部（セクレタリー）を作り，他のメンバーが行った決定と
活動を連絡させて，銀行全体の将来ビジョンの素案を作らせ，主な投資の成果
につきフォローさせた（p.2 〜 7）
】

（3）組織を作り上げ，それを維持する . トップマネジメントの行動，価値観，
信条が組織にとって基準となり，組織全体の精神を定める . 明日のトッ
プを育成する（中略）
.
具体的な仕事の内容は，組織のミッション，目標，
戦略，活動によって異なる（中略）
.
トップマネジメントの仕事は継続的
ではない，必要な時にやればいいのがトップマネジメントの仕事ではな

トップマネジメントは，企業の規模が大きくなると，チームを通じて各構成

い . 事業のマネジメントが主軸である . 仕事として常に存在しているわけ
ではない事実と，それが多様な能力と資質を要求しているという事実が，

員が役割分担し，役割に応じた権限で対応する . トップは，各チーム構成員の活
動報告を受け，一方で組織全体にとって必要な情報を入手して意思決定をする
役割を持つ . これができるためには，各構成員のスキルだけでなく，経営理念，
ミッションを共通に理解し，お互いに信頼感が持て，かつ，多元的な人財構成
が求められている . この状況を作り上げる責任があるのが，現代では，単独の
CEO だけではなく，TCGC では取締役会，指名委員会の役割となる .

トップマネジメントの役割を複数の人間に割り当てすることを必須にす
る（p.9 〜 10）
】
（中略）
トップマネジメントの役割をたった一人の偉い人間に任せることの困難さ，
むしろ分担すべき理由が述べられている . 組織にとって，どんな（気質）の CEO

【トップマネジメントの仕事と組織

が選出されるか，その影響力は大きく，組織の発展成長が決まってくる . だから
と言って，万能の人材はいない事実の中で，適切な役割分担するトップマネジ
メントチームが大規模組織では必要になってくる . 強大な権限を握るワンマン

トップマネジメントの仕事は，再起性もあり，断続的でもある . なされるべ
き仕事の内容と，それをなすべき人間の気質の双方を考慮に入れなければなら
ない . またトップマネジメントには必要とする情報が供給されないといけない
（p.8）
】

CEO が，方向を間違うと組織が破壊される .
この事実は，現代にもあてはまり，複数の人間によるトップの仕事の分担の
必要性がある . 組織の多様性のニーズがここにある . また，組織の執行体を監督
監査する，社外役員を含む，取締役会の責任分担，責任意識も際立ってくる .

トップマネジメントの仕事は，各部門のマネジャーの仕事とは違う . 組織全体
と経営環境の変化を見ながら，チームとして，経営理念，戦略を共有しながら，
役割分担（CEO，COO，CFO，CTO，CIO，CMO 等）の下，各構成員が権限と責
任を持って事に当たる . そのために，お互いに信頼感を持ち必要な情報が得られ，
また共有されなくてはならない . 現代では，専門スキルと外部経営経験のある独
立社外役員を含めた，執行体を監督指導できる取締役会機能への社会の期待が
大きくなっている .CEO には実績だけでなく，真摯な人格が必須である .

【第 51 章 トップマネジメントの構造
トップマネジメントの仕事は，チームによる仕事で，ワンマンでできる仕事
ではない . 専任の者以外にいくつかの分野でリーダー役を務める一人か二人が
必要である（p. 20）.このチームが経営委員会を構成する（P 21）
（中略）
.
現業を担
当するものが，補佐として入るのではうまくいかない（p.23）
】
トップマネジメントの役割を分担する成功事例は，ソニー，ホンダ，松下，ト
ヨタ，オムロンなどに見られ，このチームの中から CEO の後継者を育成，選出

【第 50 章 トップマネジメントの仕事
トップマネジメントの仕事は，複数であり，多元的であり，範囲が決まって

することも可能になってくる . 東証一部上場会社の事例にも多い . 事業全体を見
るトップが一人だとワンマン，独裁となるか，各事業部門が支えるお飾り的な
CEO になって，会計不正だけでなく，品質検査不正の事例，将来に向けた事業

ない .
事業全体を見ることができ，今日と明日のニーズをバランスさせることがで

ポートフォリオ変換を，適切にトップとして制御できなかったケースも多々出
ている . それだけに後継者育成も含めたマネジメントチームの指名，経営執行
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【セクレタリーアート（企画部） これは，現在ではなく将来にかかわる情報

ある . トップマネジメントの仕事を評価し，監督するのが対社会関係機関
としての仕事である（中略）
.
取締役会が成果をあげるために最初に行うべきことは，トップマネジ

を，トップマネジメントに提供する . 現在の目標，組織，課題，情報とは違う視
点からの情報提供が重要 . 現業で成果を上げた優秀な人間のみが，短期滞在（5
〜 8 年）するポストとする（p.30 〜 33）
.】

メントの役割と取締役会自身の役割を考え抜くことである . 取締役会と
しての目標と作業計画を策定しないと成果は上がらない（
. p.40 〜 43）】
まず，関係者会議としての取締役会，今の日本では該当しそうなものがない

セクレタリーアート（企画室）の役割は，各社によって大きく違うが，トッ
プマネジメントチームがどのように役割上の位置づけをするかによって異な
る . 優秀な中堅社員に，事業全体から物事を見て，現業ではなく，将来にかかわ
る必要な情報を集め，明日の事業の定義に必要な情報をトップに提供すること
を通じて，将来のトップ人材の育成にもつながってくる .

と思われる .
これは，取締役会の役割の一つとして，企業の利害関係者との関係性につい
ても，目配りをして，対応の仕方を常に考えておく，執行体だけの責任にはし
ないという趣旨だと思う .
SDG’
s，ESG 経営の趣旨だと理解する . 取締役会は統合報告書の開示について

【第 52 章

取締役会

責任を負う .
大株主が直接取締役会を構成し，経営の執行体を監督できた時代から，現代

日本では，取締役会とはトップマネジメントの会議のことになる . イギリス
では社内と社外の取締役で構成される . あらゆる国の取締役会は，機能を果た
していない . 倒産の瞬間まで深刻な事態を知らされていない . 取締役会は愚鈍
で，マネジメントは情報を流さなかった . いかなる法的地位にあろうとも，一つ
の虚構と化している．なぜそうなった？
（p.34，35）
（中略）

は企業も巨大化し，経営執行の監督役の取締役会のメンバーも株主ではなくな
り，株主から委託されて経営執行体を監督する役割を持つメンバーによる取締
役会となった .
ここで機能する取締役会のために，社外取締役にアドバイザー機能も含め
た，とモニタリングの役割を期待している . 独立性があり，適切な能力ある人材

取締役会は，常勤ではなく，実質的な統治をおこなうことはできない .
致命的な問題は，トップマネジメントが機能する取締役会を望まない事だ
（p.37）
】
（中略）

が，必要な時間を採れてこそ，実効がある旨，ドラッカーにより看破されてお
り，現代でも同じ課題が本質的に残っている . 国としても民間の自主性が原則
ながら，人材育成，情報について制度的なサポートが必要である .MBA スクー

【機能する取締役会の必要性
（1）トップマネジメントに助言し，忠告し，相談相手になる能力と意欲を持
つ人たちが必要となる . 誰かが，トップマネジメントをして，事業は何
か，何であるべきか，を考えさせなければならない . 目標と戦略を確認し

ルが，もっとあっていい，大手では企業内大学的な研修機関を作っている .
欧米では，取締役会は，執行体に対してモニタリング中心の機能を持つのが
原則で，CEO だけが取締役会のメンバーということで，役割分担ができてお
り，社外取締役としても経営経験のあるプロ経営者が取締役会の主力メンバー

なければならない .
計画と投資と予算を批判的に検討しなければならない . 組織と人事を
フォローし，時には最高裁の役割を果たす . 組織の精神を守り，明日のマ
ネジメントを育成し，マネジメントに対する報酬やマネジメントのため

で議長も大物社外役員が担う風土がある .
わが国では，社外役員として，他社の経営経験もあるプロ経営者の数はまだ
まだ少なく自社の幹部社員が取締役になっているケースも多い . それだけに独
立社外役員の比率の増加，多様性への配慮が，経済界からの要望として TCGC

のツールや手法が組織を強化し，組織を目標に向けて方向づけているこ
とを確認していかなければならない .
（2）
（中略）

トップマネジメントの仕事を徹底して評価し，水準に達していな
ければ交代を迫るのが取締役会の役割である .

改訂の検討中でも強調されている .

（3）企 業は，対社会関係のための，種々の利害関係者（従業員，コミュニ
ティ，消費者，取引先，流通チャネル）と直接接触する機関を必要とす
る . 事業の現況，問題，方針，計画を社会に知られ，受け入れてもらわな

開するうえで，社会に対する責任ある行動をするための枠組みを『マネジメン
ト【エッセンシャル版】基本と原則』1 章企業の成果（4 章社会的責任―一部参
照））から，要旨抜粋してみた .
ガバナンスとは，社会において，共通善の枠組みのもと，適切な事業の定義
を定め，それを構成員が共有化し，ドラッカーの言う 8 つの目標を設定し，達成

いといけない . また社会を理解しないといけない（中略）
.
統治機関として
の取締役会が代表するものは，企業にとって基本的かつ長期的な利害で

3. まとめ：MSC 体系図との関連からみえて来たこと
2（1）
コーポレートガバナンス（CG）の系譜概観で，企業が社会で事業を展
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時間も含めた各目標のバランスをとって，社会に価値を提供することであり，
これがまさにマネジメントの対象といえる .
この企業の枠組みを基に，TCGC 制定の意義をまとめ，2021 . 6 改訂版の経緯
と，その改訂内容を吟味し，その要点を筆者の知見から論評してみた .
さらに，50 年前に，
『マネジメント（下）
，ダイヤモンド社』において，TCGC
改訂要点に関連する部分，トップマネジメントチームの仕事，組織，構造の経
営執行体の望まれる要件と，経営執行を監督・監査する役割を持つ取締役会の
要件に関する記述要旨を抜粋し，同じく筆者の知見から論評してみた .
企業経営の執行体（トップマネジメントチーム）と，それを監督・監査（モニ
タリング）する取締役会の役割について，あるべき姿と，ありそうな弱点の指
摘がドラッカーの著作をみると，本質的に同じ課題が指摘されていたことに驚
きの念を持った .
しかし，根本的に，社会において，適切な組織行動を実践する最大のキーは，
トップマネジメントチーム，ミドル，現場で動く人材の質であることは変わり
がない . 多元的な，それぞれ異なる知見を持った構成員が，その組織の事業の目
的，バリューを共有化し，各々の強みを発揮しながら，いかに質，量ともにより
生産的な成果を上げていくか，この状況を作り上げるのが，健全なガバナンス
体制であり，マネジメントの役割だといえる .
そのためには組織内外での各ステークホルダーとの対話による理解，各々の
継続的な目的意識をしっかり持った学習が不可欠であり，そのための道標と
してドラッカーが遺した著作がある . また森岡謙仁氏（当会理事）がまとめた
MSC 体系図がコーポレートガバナンスとマネジメントの関係性について全体
観を知る適切なナビゲーターの役割を持っていることを改めて実感できた .
次に MSC 体系図を掲載する .
【参考文献】
・『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）～』森岡謙仁著『文明とマネジメント（vol. 17）』
・『マネジメント［エッセンシャル版］−基本と原則』
（P.F.Drucker 著，上田惇生訳，ダイヤモン
ド社刊）
・『マネジメント』
（P.F.Drucker 著，上田惇生訳，ダイヤモンド社刊）
・『見えざる革命』
（P.F.Drucker 著，上田惇生訳，ダイヤモンド社刊）
・『ポスト資本主義社会』
（P.F.Drucker 著，上田惇生訳，ダイヤモンド社刊）
・『ネクスト・ソサエティ』
（P.F.Drucker 著，上田惇生訳，ダイヤモンド社刊）
・ コーポレートガバナンス・コード（東京証券取引所 2021 年 6 月版）
・（金融庁策定）投資家と企業の対話ガイドライン（2021 年 6 月版）
・（会計・監査ジャーナル 8 月号
金融庁 浜田／西原 稿）

p 16 コーポレートガバナンス・コードの再改定のポイント

・ これならわかるコーポレートガバナンスの教科書（松田千恵子著，2015 . 7，日経 BP 社）

【略歴】 公認会計士．ドラッカー学会会員，ドラッカー「マネジメント」研究会会員・
MSC 実践研究部会総合企画運営委員・MSC ナビゲーター（ドラッカーの小さ
な学校）．
東京中小企業家同友会会員．
日本証券アナリスト協会認定アナリスト．

244

論

マネジメント・スコアカード
（MSC）
でアニメ
『響け！ユーフォニアム』を読み解く
京都府立北宇治高校吹奏楽部全国大会出場のマネジメント
【オーディション編】

考

マネジメント・スコアカード（MSC）で
アニメ『響け！ユーフォニアム』を読み解く
京都府立北宇治高校吹奏楽部
全国大会出場のマネジメント【オーディション編】

Reading the Animation “Sound! Euphonium” with Management
Scorecard: Management on the Kitauji Prefectural High School
Concert Band to the National Competition［Audition Part］

宮本定幸

Sadayuki Miyamoto
（フリーランス）

学校のクラブ活動の顧問や指導者（監督・コーチ）など，「現場」でチームづく
りや人材育成に携わっている人たちである．この物語はマネジメントの実践に
資する材料を提供していると思う．
【図表について】
（図表 1 〜 3）
「図表 1」はコンクールの「ソロパート担当」の選考に関する人物関係図であ
る．人気・人柄・実力を兼ね備えた上級生と実力ナンバーワンの下級生が争う
構図になっている．
「図表 2」は北宇治高校・吹奏楽部の上半期の活動スケジュールである．本稿
では 6 月のコンクールメンバー選考に焦点を当てている．
「図表 3」では，主人公が入学する前の北宇治・吹部の 10 年間（「旧」北宇治）
と入学後の 3 年間（
「新」北宇治）の歩みをイメージ化している．

Summary
This paper discusses the practice of “Management by Objectives and Self-control”
advocated by P.F. Drucker. Through activities of a high school brass band club which
is described in the anime work, we can see the fact that whether the consciousness of
members is outward-looking or inward-looking leads to contrasting performances.
The paper checks the trend of consciousness of the members, outward-looking or
inward-looking, then gives a diagnostic and some prescriptions to improve the club's
team management by using Management Scorecard.

〈謝辞〉 本稿を㈱京都アニメーションの皆様に捧げます．

図表 1

主要登場人物の関係図【2015 年度】
（2015 年 5 月〜 6 月）

図表 2

北宇治高校・吹奏楽部【2015 年度】上半期行事

【はじめに】
本稿では㈱京都アニメーションが制作したアニメーション作品『響け！ユー
フォニアム』シリーズを取り上げる．このシリーズの原作は武田綾乃（たけだ
あやの）氏の同タイトルの小説で，主人公・黄前久美子（おうまえくみこ）た
ち高等学校吹奏楽部員の 3 年間を描いている．心理描写も含めて部活動の諸相
を活写しており（1），ドラッカーのマネジメント理論で分析する価値があると判
断した．
本稿の目的は，作品中の人・組織の成長過程で節目となる局面の分析を通し
てマネジメントの理解を深め，実践に役立てることにある．本稿では吹奏楽コ
ンクールのメンバー選出と編成を実力本位（2）で行うとの方針転換に焦点を当
て，その紆余曲折をマネジメント・スコアカード（MSC）で診断し，処方箋を例
示する．
本稿で想定している読者は，企業・団体の管理職層，職場単位のリーダー，
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（出所）武田綾乃監修［2015］
『輝け！ユーフォニアム 北宇治高校の吹奏楽部日
誌』宝島社文庫 p. 252，吹奏楽コンクールデータベース（URL：http://www.
musicabella.jp/concours/）などを参考に著者作成
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1 . 1「旧」北宇治の 10 年（2005 年〜 2014 年）
北宇治高校吹奏楽部は 10 年前まで新顧問・滝昇（たき のぼる）の実父（滝
透，たき とおる）が顧問を務めていた．（S 1 － 12） その頃は全国大会で『銀
賞』を獲得するなど，高校吹奏楽の強豪校として知られていた．しかしそれ以
降は目立った活躍はなく，10 年連続で京都府大会『銅賞』止まりである．
（S 1
－ 6） また 2014 年には，上級生との対立から下級生の「大量退部事件」
（4）も
発生している．
（S1 － 3）

図表 3 北宇治高校・吹奏楽部の歩み

1 . 2「新」北宇治のスタート
2015 年 4 月に新顧問が着任してから北宇治・吹部の再起が始まる．吹奏楽部
の年間目標の決定，『海兵隊』の合奏練習，サンライズフェスティバル（略称サ

イメージ図

（5）
ンフェス）
を経て部員たちはマイナス思考からプラス思考に変化していった．

この「第 1 の転換」の経過を整理したのが「図表 4」である．
【本稿での表記について】
●テレビシリーズ（テレビ放送）
シーズン 1（全 13 話）の「第 1 話」の場合
シーズン 2（全 13 話）の「第 13 話」の場合

➡

S1－1

➡

S 2 － 13

●劇場版（映画館上映）
「響け！ユーフォニアム
「響け！ユーフォニアム
「響け！ユーフォニアム

北宇治高校吹奏楽部へようこそ」 ➡
届けたいメロディー」 ➡ M 2
誓いのフィナーレ」   ➡ M 3

M1

●番外編，関連作品，オリジナル・ビデオ・アニメーション（OVA）
 々のタイトルを表記
各
等々．

➡ 「リズと青い鳥」
，
「番外編

かけだすモナカ」

図表 4 北宇治高校・吹奏楽部【第 1 の転換】

サンフェスでは顧問が意図した通り，他校の吹奏楽部や観客たちに「今年の

1. 北宇治高校・吹奏楽部 「旧」から「新」への転換
京都府立北宇治高等学校・吹奏楽部（以降，北宇治高校・吹奏楽部，北宇治・
吹部）は新顧問の就任を機に大きく変わっていく．これまでは練習も満足にせ
ず，上級生優先で音楽イベントやコンクールに出場することを「当たり前」だ
と多くの部員は考えていた．新しい顧問はそれまでの「当たり前」をくつがえ
していく．
部員たちは反発をエネルギーにして練習に取り組んだ結果，演奏が上達して
意識も前向きに変化していった . これは「旧」から「新」への転換，つまり「第 1
（3）
の転換」
である（図表 3）
．

北宇治はひと味違うと思わせる」ことができた．そして「新」北宇治は「京都府
大会」に向けてまい進すると思われた．
（S1 － 4）

2. オーディション方式の採用 ― 学年順から実力本位への方針転換
北宇治ではこれまで，コンクールメンバーを学年順（上級生優先）で決めて
いた．顧問はその慣例を止めて，オーディションによる選抜と編成を行うこと
を発表した．（S 1 - 6） 学年順から実力本位への方針転換は，北宇治・吹部の成
長過程における「第 2 の転換」と言える．
この章では「第 2 の転換」における部員および吹部全体の意識が「外向き」
（成
果重視）と「内向き」
（内部事情の重視）のどちらなのかをチェックし，「自己目
（6）
標管理」
の観点から問題を整理する．
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「図表 5」は部員の意識の方向性の大まかな変化を図示したものである．2 . 1
〜 2 . 2 ではオーディションの実施（6 月）から「第 2 の転換」
（6 〜 7 月）の経過を
見ていく．
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いい音はいいと言わざるを得ない」と遠回しに助言した．そして，トランペッ
トのソロパート担当を決める再オーディションを実施することになった．
（S110） 
……［外向き］
2 . 2「第 2 の転換」の紆余曲折
以下では再オーディション決定から実施前日，実施当日，その後の経過につ
いて整理し，「自己目標管理」との適合性をチェックする（適合＝外向き，不適
合＝内向き，判定保留＝△）．
2 . 2 . 1 再オーディション［1］
まず再オーディションの決定から前日までの経過について整理とチェックを
行う．

2 . 1 オーディション実施と疑惑・不信感の広がり
オーディション方式に部員たちは反対したが，
「3 年生が 1 年生よりもうまけ

顧問が再オーディションを提案する直前には，部長・小笠原晴香も問題解決
に向けて行動していた．小笠原は部員全員に「コンクール前なのに，このまま
じゃ金はおろか銀だって怪しい」
「不満があるなら裏でコソコソ話さず，ここで
手を挙げてください．私が先生に伝えます」と告げた．
（S1-10）                                 

……［外向き］

ればよいだけのことです」という顧問に反論できなかった．（S 1 - 9）

……［内向き］
そして部員たちは，
『海兵隊』の合奏（4 月）
，サンライズフェスティバル（5

高坂麗奈のトランペットの音を聴いていた吉川優子は，黄前久美子に「1 年
生でこの音って，ズルいよね．反則だよ」と言った．
（S1-11） ……［内向き］
中世古は競争相手の高坂にも心配りを忘れず，
「
［どちらがソロパートを担当

月）のとき以上に練習してオーディションに臨んだ．顧問もそれを賞賛してい
る．そして，結果発表後は吹部全体でまとまり，京都府大会を目指すと見込ま

……［外向き］
れた（7）.（S 1 - 10）
しかし，パートリーダーの中世古香織を抑えてトランペットソロパート担当

しても］コンクールで一緒に演奏することには変わりはないから，いい演奏し
ようね」と励ましている．※［ ］内は筆者が補足（S1-11）
……［外向き］
高坂麗奈は黄前久美子に，人柄の良い中世古香織との勝負は「ちょっとやり
にくい」とつぶやいている．
（S1-10）
……［内向き］

に選ばれた高坂麗奈（1 年生）と顧問が以前から知り合いであるとの情報がも
たらされると状況が変わる．吉川優子は部員全員の前で顧問と高坂の関係を追
及し，オーディションの結果に疑義を唱えた（8）．
（S 1 - 10）

……［内向き］
これが端緒となり，オーディションへの疑惑，顧問に対する不信感が吹部内
に広がった．その一方で顧問が疑惑・不信について無言を貫いたことで，部員

中川夏紀は吉川優子に「余計なこと，考えてないよね？」
「（邪魔をしたら）悲
しむのは［中世古］香織先輩なんだからね」と釘を刺している．※（ ）および
［ ］内は筆者が補足（S1-10）
……
（内輪のこと／状況悪化の抑止）
［△］
なお，吹部全体では「ソロパート担当は中世古香織でいい」というコンセン

図表 5 北宇治高校・吹奏楽部【第 2 の転換】

たちはさらに不信感を募らせる悪循環に陥った．
（S 1 - 10）

……［内向き］
（9）
部長の小笠原晴香は「パートリーダー会議」
で事態の収拾を試みたが，会議
メンバーは顧問を信頼できないと強く主張した．

……
（大半の部員が「内向き」）
［外向き］
〈［内向き］
部員たちは練習で集中力を欠き，京都府大会が近づく中，合奏練習を見合わ
せてパート練習（楽器ごとの練習）だけ行う日が増えた . こうして吹部全体が
「全国大会出場」という目標から逸脱していく．
（S1 - 10）  
……［内向き］
吹部内の状況改善が見られない中，副顧問は顧問に音楽は「嘘をつけない．

サスが出来上がっていた．
（M3）

……［内向き］

2 . 2 . 2 再オーディション［2］
次に再オーディション当日について部員たちの行動について整理し，チェッ
クする．
●朝の集合前
吉川優子は高坂麗奈に中世古香織にソロパートを譲って欲しいと頭を下げて
頼んだが高坂は断った．吉川は「あなたには来年がある．再来年もある」と重ね
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て頼んだが高坂は拒否した．
（S1-11）
 ……
（
「外向き」と「内向き」が拮抗）
［△］
●開始前
〈小笠原晴香 ➡ 中世古香織〉
小笠原は中世古に「3 年間一緒にやってきた仲間として言っとこうかと思っ
（10）
て… 納得できるといいね」
と言葉を掛けた．
…
（内輪のこと／仲間を大事にしている）
［△］



〈黄前久美子 ➡ 高坂麗奈〉
高坂はオーディション直前に弱気になった．黄前は「他人に流されちゃダメ
だよ」と叱咤したが，高坂は「いま私が勝ったら悪者になる」と言う．

……［内向き］

図表 7 【再オーディション】での吹奏楽部員の行動

「私も悪者になるから」という黄前の励ましもあって，高坂は弱気を払拭でき
た．そして，
「大丈夫．最初から負けるつもりなんて全くないから」
（
“全く”を

（12）
次に顧問は，中世古香織に「あなたがソロを吹きますか？」
と尋ねた．その
問いに中世古は「
［コンクールでは］ソロは高坂さんが吹くべきだと思います」

強調）と言ってステージに向かった．
（図表 6）


と答えて辞退し，高坂に決定した（図表 8）
．※［ ］内は筆者が補足．

……［外向き］

……［外向き］

図表 6 集団 vs 個人
図表 8 ソロパート演奏者の決定

●開始〜終了
部員一同が見守る中で顧問が開始の合図をし，ステージ上で中世古香織，高
坂麗奈の順にトランペットソロパートを演奏した．
高坂が演奏したとき，目を閉じて聴いていた部員の多くが驚いたように目を
大きく開いた．中世古よりも高坂の演奏がうまいことを認識したと思われる．
2 人の演奏後，顧問はどちらが良いか意思表示するよう求めたが，意思表示
をした部員は 4 名だけ（外向き）であった．大半が意思表示をしなかった（内向
（11）

……
（大半の部員が「内向き」）
［外向き］
〈［内向き］
き）．（図表 7）

2 . 2 . 3「実力本位」の浸透 ― 第 2 の転換
最後に再オーディション後の部員たちの意識変化についてチェックしておく．
高坂麗奈と中世古香織 ➡ 謝罪（S1-12）

……［外向き］

ある日の登校時，高坂麗奈は中世古香織に「オーディションのとき，生意気
いってすみませんでした」と言って謝罪した．一方の中世古も「こちらこそ［再
オーディションに］付き合わせちゃってごめんなさい」と高坂に謝った．※［ ］
内は筆者が補足．
この 2 人のやりとりには，礼節を保ちつつ学年・地位の上下関係を超えた自
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由闊達さがうかがえる．
吉川優子 ➡「実力本位」への意識変革

……［外向き］

京都府大会で関西大会出場を決めた後の合宿で，吉川は黄前久美子に次のよ
うに話している（BOX 1）
．その内容には「内向き」から「外向き」への意識変
化が見て取れる．
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3 . 1 マネジメント・スコアカードによる診断
「第 2 の転換」局面では，北宇治・吹部内の意識について「外向き」と「内向
き」のせめぎ合い（ダイナミズム）が見て取れる．
第 1 節では「疑惑・不信の広がり〜再オーディション」における各部員およ
び吹部全体の動向が「全国大会出場という目標達成に貢献するか否か」に焦点
を絞って診断する．そして，マネジメント・スコアカード（以下 MSC）で「自己
目標管理」との適合性をチェックしていく（14）．
〉
〉〉「自己目標管理」

に適合する［〇］
，不適合［×］，判定保留［△］，該当な
し［N/A］
※判定の視点：自主性，自己評価，自己成長の 3 点＋意識の方向性（内向き・
外向き）
●事業の定義 ➡ 高校の部活動の 1 つとして「吹奏楽部の活動」を定義する．
・ 高校の吹奏楽部の活動は「集団編成ならではの演奏で観客を魅了するとと
もに，演奏における各成員の役割分担 , 自由と規律のバランスによる集団

【補足】
「実力本位」への意識変革：
「第 2 の転換」の後 翌年（2016 年）の 4 月，
黄前久美子は上級生と 2 人で新入生の指導係を務める．新入部員の質問に答える
上級生の言葉からは「実力本位」の意識が浸透していることが分かる．
（BOX 2）
  

としての一体感や調和の大切さなどを経験しつつ社会性を育み，卒業後に
社会で生きていく力を養う活動」である． ※定義は筆者による（15）．
〉
〉
〉 N/A
● 5 つの重要な質問
①われわれの目的・ミッションは何か？➡「北宇治高校・吹奏楽部」の存在
理由は何か？
・ 目標＝全国吹奏楽コンクール（全国大会）出場． ※吹奏楽の甲子園を目
指す．
・ ミッション＝吹奏楽ならではの演奏で観客や視聴者に感動をもたらすとと
もに，そのすばらしさを共有する．そして演奏活動を通じて地域振興や文
化的発展に貢献する．
〉〉〉 オーディション後〜再オーディションでは目標を見失っている．

……［×］
，
［内向き］
②顧客は誰か？➡「北宇治高校・吹奏楽部」には 2 種類の顧客がいる．

3. マネジメント・スコアカードによる診断と処方箋
2 . 2 . 1 〜 2 . 2 . 3 では学年順（上級生優先）から実力本位への方針転換に伴って
発生した問題について，部員の意識をチェックしながら整理した．それらをマ
ネジメント・スコアカード：MSC 体系図（13）に則して検討し，北宇治高校・吹
奏楽部のマネジメントについて診断と処方箋の例示をする．

・主たる顧客（活動対象）
コンクールにおいては「審査員」がとりわけ重要な顧客となる．
〉〉〉 上
 級生は，部長・小笠原晴香，中世古香織の 2 人を除いてコンクールで
成果を上げることを意識できていない．
……［×］
，
［内向き］
・支援者たる顧客（＝パートナー）
コンクールでは顧問・副顧問に加えて「控えメンバー」が重要な「支援者た
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る顧客」となる．
〉〉
〉 練習に身が入らない状況について控えメンバーの 1 人は，オーディショ
ンに落ちた意味がないと不満を口にしていた．（S- 10）
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〉
〉
〉 練
 習では「集中力が切れてる」，集中力を欠いていることから計画性は
低下していると思われる． ……［×］
［内向き］

……［×］，［内向き］

●マネジメント・レター
マネジメント・レターの狙いは，目的と目標を共有しチームワークを醸成す
ること，

・主たる顧客
コンクールの審査員は「演奏の品質・表現力」を評価する．
〉〉
〉 練習に身が入らない状況は，顧客のことを考えていないに等しい．

……［×］，［内向き］

部員は自分で目標を決め実現するやる気を引き出すとともに，自分で決めた
活動計画に対するコミットメントを引き出すことにある．
こうしたことを踏まえて，次の①〜⑧の項目について部員側はどのように考
えているかを整理し，それらが顧問に受け入れられるものか否か（成果重視か
否か➡外向きか否か）をチェックする（17）．


③顧客にとっての価値は何か？

・支援者たる顧客（＝パートナー）
〈顧問・副顧問〉
 奏者としての部員の成長．全国大会レベルの演奏力（技術力と表現力）を
演
身に付けること➡全国大会のステージで演奏できるレベルになること．
公私ともに「高校生らしい」生活を送ること（16）．
（S 1 - 1，8）

①顧問が目標とすべきもの
・全国大会出場
〉〉〉 部員は顧問が本気で全国大会出場を目指していると認識．

……［〇］
，
［外向き］

〉〉〉 顧問についての「根も葉もないうわさ」をする，「裏でコソコソ」話す，
練習では「集中力が切れてる」
（部長）など，パートナーにとっての価値
にはそぐわない．
……［×］，［内向き］
〈部員〉
控えメンバーは北宇治・吹部の全国大会出場を後押しすること．そのために
「京都府大会」を突破できるようにコンクールメンバーを支える．
〉〉
〉 練習に身が入らないコンクールメンバーには，控えメンバーも役割を
果たすことができない．

……［×］

②吹奏楽部員一人一人が目標とすべきもの
・全国大会出場
〉〉〉 部員たちは目標を見失っている．
……［×］
，
［内向き］
目標に関して顧問と部員との認識のズレが拡大している．
③期待されている水準
・全国大会レベルの演奏力（演奏技術＋表現力）
〉〉〉 いまの吹部は「金はおろか銀だって怪しい」
（部長）という状態．


④れわれの成果は何か？➡成果は北宇治高校・吹奏楽部の「外の世界」に表
れる .
・コンクールで金賞受賞，上位の大会に進出（地方→地区→全国）.
・より多くの人に演奏を聴いてもらうこと．そして喜んでもらえること．
〉〉
〉 目標を見失い，練習では「集中力が切れてる」． ……［×］，［内向き］
⑤われわれの計画は何か？➡北宇治高校・吹奏楽部が「全国大会出場」を果
たすための活動計画．
・全国大会レベルの吹奏楽部へと成長する．
・個人練習，パート練習，合奏練習，他校との合同練習，合宿，大会，各種イ
ベント（定期演奏会，記念行事など）
，新入部員勧誘など➡ 1 日ごと，週間，
月間，半年間，年間 …

……［×］

④目標達成のために行うべきこと
・演奏力の段階的レベルアップ：各部員➡各楽器パート➡全体
〉〉〉 練習では「集中力が切れてる」
（部長）
．
……［×］
，
［内向き］
目標を吹部内で再確認し，共有することが必要．
⑤吹奏楽部において「障害」になっていること
・顧問はオーディションの疑惑に対して無言を貫いている．
〉
〉
〉 組織内の風通しが悪い．自由な意見交換ができていない．

……［×］
，
［内向き］
・自己中心的な行動（再オーディションで下級生にわざと負けるように頼んだ）
〉〉〉 実力以外の要因で行動．実力（強み）の発揮を妨げる．
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……［×］，［内向き］
・部員たちは練習で「集中力が切れてる」
．
・「根も葉もないうわさ」を広めたり，
「裏でコソコソ」話す．
・部員全員で自主決定する場で意思表示をしない．
・「パートリーダー会議」が機能していない．
〉
〉〉 組織内の風通しが悪い．自由な意見交換ができていない（18）．


……［×］，［内向き］

⑥顧問・副顧問や吹奏楽部が行っていることで「助け」になっていること
・顧問➡演奏指導，楽曲の選択，コンクールメンバーの選考と編成．
・副顧問➡顧問のサポート（オーディションの疑惑・顧問への不信を収束さ
せる助言をした）
，部員たちの生活指導．
〉〉
〉 顧問・副顧問と部員の認識は一致．

……［〇］
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①目 標を設定する（Objectives）➡ コミュニケーションによって定める➡
［N/A］
・4 月に設定済み（2015 年度目標を部員全員の多数決で「全国大会出場」に決
定）
．
②組織化する（Organize）➡ 実力本位の吹奏楽部➡［〇］
・オーディションによるコンクールメンバーの選考と編成．
ただし，その過程では吹部内に混乱が生じた .

……［〇］
……［×］

・顧問はソロパート担当の決定を部員全員による多数決（主体性）に委ねた．

……［〇］
・再オーディションは北宇治・吹部に実力本位への意識転換を促した．

……［〇］
・コンクール控えメンバーの育成（取り残さない，放置しない）
……［〇］
③モチベーションを引き出し，コミュニケーションを行う．（Motivates and
Communicates）➡［〇］

⑦顧問・副顧問や吹奏楽部が行っていることで「妨げ」になっていること
〈顧問・副顧問〉
・コミュニケーション不足．
〉〉
〉 不信感を募らせる部員たちに無言を貫き，状況が悪化した．……［△］
  副顧問の助言が問題収束に貢献した．
……［〇］
〈吹奏楽部〉

・コ ンクール控えメンバーへのフォロー➡励まし（成長のチャンス，オー
ディションに落ちた体験を宝物にして欲しい）＋課題（楽曲を 1 つマスター
する）

……［〇］
④測定評価する（Measurement）➡［N/A］
・「成果」は「第 2 の転換」後のコンクール（京都府大会）で現れる．
⑤人材を開発する（顧問と部員は互いに成長する）
（Develop）➡［×］→［〇］

・「パートリーダー会議」が機能していない．
〉〉
〉 吹部内の状況悪化に加担している．

〈顧問〉
・コミュニケーションに積極性や工夫が不足．

……［×］，［内向き］

・部長（執行部）
・小笠原晴香は問題収束に向けて積極的に働きかけた．
・中世古香織（パートリーダー）は高坂麗奈に「コンクールでいい演奏をしよ
う」と励ました．
〉〉
〉 目標との適合性は高い．顧問の意図とも合致する．……［〇］，
［外向き］
・コンクールの練習では「集中力が切れてる」
．
〉〉
〉 目標に逆行している．顧問の考えとも合致しない．……
［×］，
［内向き］
⑧自らの目標達成のために次の 1 年間に行うべきこと
・北宇治・吹部の新しい方針（実力本位）に則した計画・行動．
〉〉
〉【第 2 の転換】前 実力本位に抵抗
……［×］，［内向き］
〉〉
〉【第 2 の転換】後 実力本位の定着
……［〇］，［外向き］
●マネージャーの 5 つの仕事（OOMMD）
顧問と副顧問の 5 つの仕事（①〜⑤）について「出来／不出来」を〇×で評価
する．

……［×］

〉〉〉 問題は部員側にあるが，コミュニケーションの努力・工夫は必要（19）．
・コンクールソロパート担当を部員の自主決定に委ねた．
……［〇］
・コンクール控えメンバーの動機付けと育成（20）．
……［〇］
〈部員〉
・「人物本位（好き嫌い）
」
・
「学年順」から「実力本位」への意識転換 .

……［×］→［〇］
……［〇］
・部員相互の思いやりと責任感が芽生えてきた（21）．
・コンクール控えメンバー 10 名（2 年生 3 名，1 年生 7 名）の結束力アップ，

……［〇］
●マネージャーの評価表
この評価表の狙いは，顧問（マネージャー）が部員をマネジメントする際の 4
つの目標領域を示し，その結果を評価測定することにある．
①投資

➡［N/A］

・（N/A）
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②人事 ➡［〇］
・実力本位によるコンクールメンバー選考と編成．
……［〇］
・コンクール控えメンバーへのフォロー➡動機付け，育成（22）． ……［〇］

⑦生産性 ➡［N/A］
・（N/A）
⑧利益 ➡［N/A］

③イノベーション ➡［〇］
・「これまでの北宇治とはひと味違う」演奏．
・「学年順」から「実力本位」に転換【第 2 の転換】 

・（N/A）
……［〇］
……［〇］

④戦略 ➡［〇］
・部員の「自主性」が基本原則．
・全国大会出場という目標の達成を見据えた練習，実力本位のコンクールメ
ンバー選考と編成，全国大会出場を意識した曲選びなど． …………［〇］
● 8 つの重要領域目標
「第 2 の転換」局面における北宇治・吹部の状況について，次の 8 目標との整
合性（適合性）をチェックする．
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3 . 2 処方箋
1）処方箋を検討した背景
3 . 1 では，MSC の体系に則して北宇治高校・吹奏楽部における動向について，
「自己目標管理」との適合性をチェックした．具体的には「第 2 の転換」局面に
焦点を当てて，自主性，自己評価，自己成長という 3 つの視点に加えて，意識の
方向性（外向き，内向き）を確認した．その結果から読み取れる主要な特徴や傾
向として，

……［〇］
……［N/A］

・顧問は一貫して目標に向かって取り組んでいる（ただし，部員とのコミュ
ニケーションには改善の余地あり）
．
・部員たちは目標を見失っている（目標から逸脱した行動が多く見られる）
．
・意 思表示が求められる場面ではためらい，
「裏でコソコソ」と話すといっ
た，吹部内の風通しの悪さ．

・応援者，支援者の増加．
……［×］
〉〉
〉 現時点では 10 年連続で京都府大会「銅賞」止まり．吹奏楽では無名校．
②マーケティング ➡［×］

が挙げられる．そして，北宇治・吹部の風通しの悪さを象徴しているのが「再
オーディション」における吹部全体および部員たちの意識や行動である（図表

①社会性（貢献責任）
・顧客創造 ➡［△］
・学校行事（入学式，卒業式，文化祭など）への参加．
・地域の一員として地域振興や文化的発展への貢献．

・北宇治高校・吹奏楽部を応援してくれる人，演奏を楽しみにしてくれる人
を増やす．
〉〉
〉 現時点では 10 年連続で京都府大会「銅賞」止まり．吹奏楽では無名校．
③イノベーション ➡［〇］
・「今年［2015 年］の北宇治はひと味違う」演奏
……［〇］
・「学年順」から「実力本位」への転換【第 2 の転換】 
……［〇］
〉〉
〉【第 1 の転換】
【第 2 の転換】を経て北宇治・吹部は進歩・向上している．
④人的資源 ➡［〇］
・顧問・副顧問，外部指導者 ※外部指導者は京都府大会後より．……［〇］
・コンクールのメンバー
（23）
，控えメンバー
……［〇］
・吹奏楽部卒業生，高校同窓会，父兄会など．
……［N/A］
⑤物的資源 ➡［△］
・音楽室，教室，倉庫（楽器保管室）
，各種楽器，その他の器具，地域の公共施
設など．
⑥資金 ➡［N/A］
・課外活動費（学校）
，部費（部員）
，寄付（父兄・同窓会・地域の住民・商店
街・企業など）
，その他（助成金など）
．

6，7）．その背景には「事なかれ」や「長い物には巻かれろ」といった後ろ向きの
意識がある（24）．
「自己目標管理」の核心は「自主性」にある．北宇治・吹部が目標から逸脱や
逆行をした原因の 1 つは，部員たちの「自主性」の不足である．その観点から北
宇治・吹部のマネジメント改善のための処方箋を例示する．
2）処方箋の例
（1）吹奏楽部内のコミュニケーションの促進（隗より始める）
〉
〉
〉 前 年の「大量退部事件」の影響もあり，北宇治・吹部では「議論する」
のではなく「もめ事を避ける」傾向が強い．
同学年，同じ楽器パート，他の楽器パートなど，様々なレベルで意見交
換の機会を増やす．そして，パートリーダー会議で仕組みづくりにつ
いて話し合う．
〉〉〉 定期・不定期（適宜）で実行する．
（2）
「外向き」
（成果重視）の意識を高める
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〉〉
〉 全国大会出場という目標に対する自分たちの現在地を意識（認識）する
ことを習慣づける．併せて認識のズレや歪みをチェックし，発見したら
修正する．
〉
〉〉 活
 動目的，実現したい価値，そのための計画などを部員一人一人，楽器
パートごと，吹部全体で明確化・共有化する．
〉
〉〉 部員の 3 分の 1 は毎年入れ替わる．
「実力本位」の方針などの継承のた
めには，上述の取り組みを継続する仕組みも必要である．
（3）フィードバックの仕組みを整える（更新する）
〉〉〉 顧 問からのフィードバックをより効果的にするための仕組みを考え
る．たとえば部員の側から自己目標管理の課題などを伝え，積極的に
フィードバックを得る．

終わりに
本稿ではアニメ作品で描かれた高校吹奏楽部について，ドラッカーの説いた
マネジメント・スコアカード（以下 MSC）によるチーム・マネジメントの診断
と処方箋の例示をした．その結果，組織の内部事情を優先する意識が支配的で
ある場合には成果を上げることが難しくなること，組織内の支配的意識にメン
バーが個別に対抗する場合にも大きな困難が伴うことなどが確認された．
マネジメントの問題を克服して成果を上げるためには，成果中心へと意識を
変えなければならない．そのために MSC は役に立つ．MSC を使うことで一人
一人の自己目標管理や組織マネジメントの現状を把握できる．そこから打つべ
き手も分かってくる．本稿が MSC の活用事例の 1 つとして読者の参考になれば
幸いである．
本稿は『MSC 論文エッセイ集（vol. 2）
』
（ドラッカー「マネジメント」研究会，
2021 年）に所収の「試論①」に続く「試論②」に該当する．次は自分の MSC 作
成に取り組みたい．今後は筆者自身の自己目標管理に活かして成果につなげ，
MSC を学ぶ人たちの役に立ちたいと思う．
【参考文献】
・ 神谷拓［2016］
『生徒が自分たちで強くなる部活動指導―「体罰」
「強制」に頼らない新しい
部活づくり―』明治図書
・ 京都アニメーション・「響け！」製作委員会［2016］
『劇場版 響け！ユーフォニアム 北宇
治高校吹奏楽部へようこそ』パンフレット（京都アニメーション・「響け！」製作委員会）
・ 武田綾乃監修［2015］
『響け！ユーフォニアム 北宇治高校の吹奏楽部日誌』宝島社文庫
・ ドラッカー学会 ドラッカー「マネジメント」研究会［2021］
『MSC 論文エッセイ集（vol. 2）』
ドラッカー「マネジメント」研究会
・ ドラッカー学会 ドラッカー「マネジメント」研究会［2017］
『MSC 実践研究部会成果報告
書（第一期）』ドラッカー「マネジメント」研究会
・ ドラッカー ,P.F.
［2007］
『ドラッカー名著集 14 マネジメント［中］―課題，責任，実践』ダ
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イヤモンド社
・ ドラッカー ,P.F.
［2007］
『非営利組織の経営』ダイヤモンド社
・ 藤島秀記［2017］
「ドラッカー・マネジメントの現代的意義」
（2017 年度・第 2 回「ドラッカー
の小さな学校」配布資料）
・ 丸谷明夫監修［2013］
『必ず役立つ吹奏楽ハンドブック 指導者編』ヤマハミュージックメ
ディア
・ 三浦知良「サッカー人として：心の連携，チーム左右」
『日本経済新聞』，2021 年 9 月 10 日 , 朝
刊
・ 森岡謙仁［2020］
「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）」
『文明とマネジメント』vol. 17
・ 森岡謙仁［2011］
『図解 ドラッッカー入門』KADOKAWA
【映像資料（DVD）】
・ 京都アニメーション・「響け！」製作委員会［2015］
『響け！ユーフォニアム』Vol. 1 ～ 7，ポ
ニーキャニオン
・ 京都アニメーション・「響け！」製作委員会［2016］
『響け！ユーフォニアム 2』Vol. 1 ～ 3，ポ
ニーキャニオン
・ 京都アニメーション・「響け！」製作委員会［2020］
『響け！ユーフォニアム 誓いのフィナー
レ』ポニーキャニオン
【URL】
・ 吹奏楽コンクールデータベース〈http：//www.musicabella.jp/concours/〉
（アクセス 2021/08/31）
【注】
（1）原作の小説と同様にアニメ作品もフィクションであり，作品に登場する組織・団体や人物
は同名の実在とは無関係である．
（2）一般には「実力主義」が使われるが，実力の優劣ですべてが決まる印象を与えるため，作
品中の登場人物の発言を除いて本稿では「実力本位」を用いる．
（3）ドラッカー「マネジメント」研究会［2021］
『MSC 論文エッセイ集（vol. 2）』所収の論稿
（マネジメント・スコアカードでアニメ『響け！ユーフォニアム』を読み解く【試論①】，
pp. 182 - 217）では，北宇治高校・吹奏楽部員の意識変革（第 1 の転換）の過程をレビューし
た．
（4）大量退部事件とは，練習熱心な下級生をやる気のない上級生が煙たがって無視したことで
人間関係が悪化し，下級生の半数近くが一斉に退部するに至った出来事である．このとき
中世古香織（当時 2 年生）は上級生に下級生との関係改善を働きかけた 1 人である．（S 1 3，11） 吉川優子は中世古の励ましで退部を思いとどまった部員の 1 人であった．（S 2 - 3）
（5）京都府内各校の吹奏楽部によるパレードが恒例となっている音楽イベント．毎年 5 月のは
じめに開催される．コンクールとは違ってパレードや演奏の優劣は問われない．
（S 1 - 5，
北宇治高校広報委員会［2015］
『響け！ユーフォニアム オフィシャルファンブック』宝島
社，p. 78）
（6）ドラッカーの説く目標管理は「会社の目標に沿って，自分の目標を自主的に決定する」
「自
分で自分の仕事の結果を評価し，自分を成長させる」という「自己目標管理」である（森岡
［2011］，p. 157）．マネジメント・スコアカードにおいて重要な 4 つの視点の 1 つとされる
（藤島［2017］）．自己目標管理の説明は『ドラッカー名著集 14 マネジメント［中］―課題，
責任，実践』第 34 章 * 自己目標管理に詳しい．
（7）北宇治高校・吹奏楽部が全国大会に出場するためには，京都府大会および関西支部大会そ
れぞれで「金賞」を受賞し，金賞受賞校の中から上位 3 校に選ばれなければならない .
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（8）高坂麗奈はこのとき，「私の方が中世古先輩よりもうまい」からソロパート担当に選ばれ
たのだと反論し，部員たちの前で吉川優子と激しく対立した．
（9）パートリーダー会議（略称パーリー会議）は部員の意見をまとめ，部の方針や問題点を話
し合う北宇治高校・吹奏楽部の最高意思決定機関と位置付けられる．（S 1 − 4）
（10）小笠原晴香が掛けた言葉からは，中世古香織が再オーディションを希望した理由は自分
に納得したかったからであり，オーディションへの不満が理由ではないことが察せられ
る．
（11）意思表示をしたことが確認できた部員数は 4 名（中世古香織，高坂麗奈ともに 2 名ずつ）
である．アニメ作品からは中世古・高坂の 2 人を除いた残り 57 名の部員について詳細は
確認できないが，大半が意思表示をしていないと思われる．
（12）顧問の質問の背景には，吹部全体は中世古香織支持であることへの配慮がある（筆者推
察）．
（13）森岡謙仁［2020］
「MSC 体系図：『ネクスト・ソサエティ』以後 2020 . 12 . 31 まで」
（ドラッ
カー「マネジメント」研究会［2021］
『MSC 論文エッセイ集（vol. 2）』，p. 364），
「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）」
『文明とマネジメント』
（vol.17）
p. 241 に依拠している．
（14）ドラッカー「マネジメント」研究会［2021］
『MSC 論文エッセイ集（vol.2）』所収の論稿（前
掲，pp.182-217）の診断結果も踏まえて診断を行う．
（15）神谷拓［2016］
（第 1 章），丸谷監修［2013］などを参考にして定義した．
（16）副顧問は生徒（部員）たちに「高校生らしい」
「高校生らしく」をしばしば強調する．
（17）ドラッカー［2007］
『マネジメント［中］』p. 82 にあるマネジメント・レターの説明などを
参考にしてチェックする．
（18）北宇治・吹部は前年（2014 年）の「大量退部事件」の影響もあり，議論を回避するなど
「事なかれ」の傾向が見られる（S 1 - 2，9）．京都府大会後の練習では，外部指導者が「全体
的に遠慮がちで，おとなしい印象がある」
「もう少しお互いずうずうしくなった方がいい」
「気になったことはどんどん言い合うとかしてね」と助言していた（S 2 - 1）．
（19）リーダーは「成果を上げるには，自分をわかってもらうために時間を使わなければなら
ない」
（ドラッカー ,P.F.
［2007］，p.31）
（20）顧問は「悔しさ，悲しさを忘れずに練習に励めば格段に上達する」，「オーディションに
落ちた経験を宝物にして欲しい」と言って控えメンバーを励まし，練習に取り組むよう
に元気づけている．（番外編 かけだすモナカ）
（21）京都府大会では，中川夏紀をはじめ控えメンバー 10 名がメッセージを差し込んだ手作り
のお守りをコンクールメンバー全員に配っていた．（S1- 13）
（22）京都府大会では力不足のため一部の演奏から外された黄前久美子に対しても，顧問は
「あなたの“できます”という言葉を私は忘れていませんよ」と言い，関西大会に向けて
練習しておくよう励ましていた．（S1-12）
（23）北宇治高校・吹奏楽部には潜在力（伸びしろ）がある，中世古香織など吹奏楽・強豪校に
劣らない実力者もいると，顧問は評している．（S2-1）
（24）ドラッカーは「あらゆる組織が，ことなかれ主義の誘惑にさらされる」と注意喚起し，健
全な組織たるには「成果とは何かを理解しなければならない」と指摘している（ドラッ
カー ,P.F.
［2008］p.101）．
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鬼滅の刃にみるマネジメント
Management in “the Demon Slayer”

土倉晋亮

Shinsuke Tsuchikura

（本会会員）

Summary
“Demon Slayer” has a principle that is well undersinsued in management.
The words in this work have power and empathy. Isn’t it because those words are
principles in living as a person?

Ⅰ . はじめに
一大ムーブメントを巻き起こした「鬼滅の刃」という作品があります．漫画・
テレビアニメ・小説・映画と展開しており，幅広い人気があります．実際に読
んだり観たりしてみると，ストーリーが面白かったり，それぞれのキャラク
ターが立っていたり，映像が綺麗であったり，人気のある理由がわかります．
しかし，作品に触れてみると，これらの理由だけではないこともわかります．
その一つが言葉の力です．それぞれのキャラクターが発する言葉に力がありま
す．セリフの一つひとつに共感できます．なぜそれらの言葉に力があり共感で
きるかと言えば，それらの言葉が人として生きる上での原理原則だからではな
いでしょうか．
ドラッカー教授の著書を解説した書籍などでは，マネジメントは原理原則で
あると述べられています．これらの原理原則が作品の中に散りばめられている
と感じます．実際に，この作品を例に挙げて職場の若手や学生の皆さんに話を
させていただくと，理解が深まったという感想をいただきました．
このあとは，
「プロフェッショナルの条件」を参照させていただき，主にセル
フマネジメントの部分に絞って述べてまいります．また，作品の内容に触れな
がら述べていきますので，ストーリーなどのネタバレを含みます．まだ「鬼滅
の刃」を知らないという方はお気をつけ下さい．

Ⅱ . 貢献を重視する
この作品に登場するキャラクターの一人に炎柱・煉獄杏寿郎（えんばしら・

【略歴】 フリーランス（リカレント教育，次世代リーダー育成，キャリアコンサルタン
ト）．法政大学大学院社会科学研究科修士課程修了（経済学修士）．ドラッカー学
会会員．ドラッカー「マネジメント」研究会・MSC 実践研究部会 総合企画運
営委員．MSC ナビゲーター（ドラッカーの小さな学校）．

れんごくきょうじゅろう）という人物がいます．主人公たちを導く役割を担っ
ています．また，真摯さに満ちた人物でもあります．
彼は，幼い頃に亡くなった母親から
「生まれついて人よりも多くの才に恵まれた者は，その力を世のため人のた
めに使わねばなりません．天から賜りし力で人を傷つけること，私腹を肥やす
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鬼滅の刃にみるマネジメント

（1）
ことは許されません」

「弱き人を助けることは強く生まれた者の責務です．責任を持って果たさな
（2）
ければならない使命なのです．決して忘れることのなきように」
と言われていました．その後，鍛錬を続け，鬼殺隊の中核である柱になりま
す．そして戦闘中に「俺は…俺の責務を全うする‼ここにいる者は誰も死なせ
（3）
と言います．
ない‼」
鬼殺隊のミッションは，鬼を滅すること，市民の命を守ることです．自分よ
り格上の相手に対しても，毅然とした態度で応じています．また「俺は俺の責
務を全うする」という言葉には，三つの意味が込められています．一つめは，自
分たちのミッションを理解していること．二つめは，自分が何をすべきかを把
握していること．三つめは，自分にできることがわかっていること．この三つ
のことがわかっていないと出てこない言葉ではないでしょうか．
一つめの自分たちのミッションを理解していることについては，自ら行動す
るときに，その目的を理解しているか，していないかで，成果が大きく変わっ
てきます．常にその目的を意識して行動することによって，判断基準が明確に
なります．ベストな選択もしくはよりベターな選択ができるようになります．
より目的達成に近づくことができるようになります．
二つめの自分が何をすべきか把握していることについては，自分たちのミッ
ションや目的を達成するためにどういう判断をして行動するか，またはどう
いった行動をしないかです．これは，ミッションや目的だけではなく，価値観
を共有することが大切です．言い換えると，判断基準を共有することとも言え
ます．
三つめの自分にできることがわかっていることについては，自らを客観的に
冷静にみることが必要となります．過去にできたことではなく，将来できるよ
うになることでもなく，今現在の自分にできることです．それをわかっていれ
ば，より成果のあがる選択ができます．より現実に即した行動が可能になりま
す．
ドラッカー教授は著書『プロフェッショナルの条件』の中で，三つの分野で
の貢献が必要であると述べています．
「なすべき貢献には，いくつかの種類がある．あらゆる組織が三つの領域にお
ける成果を必要とする．すなわち，直接の成果，価値への取り組み，人材の育成
の三つである．これら三つの領域すべてにおいて成果をあげなければ，組織は
腐り，やがて死ぬ．したがって，この三つの領域における貢献を，あらゆる仕事
に組み込んでおかなければならない．この三つの領域の重要度は，組織によっ
て，さらには一人ひとりの人間によって大きく異なる．」
先程紹介した炎柱・煉獄杏寿郎もこの三つの分野で貢献しています．
一つめの直接の成果については，無限列車編では，鬼から乗客を守り，列車
が脱線した衝撃からも守っています．また外伝では，市民を守り，鬼を倒して
（4）
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います．この時に倒した鬼が十二鬼月と呼ばれる鬼で，これをきっかけに柱に
昇格しています．鬼殺隊のミッションは，鬼を倒すこと，市民の命を守ること
ですので，目に見える形で成果をあげていると言えます．
二つめの価値への取り組みについては，煉獄さんは母親から教わったことを
胸にとどめ鍛錬してきました．剣士として強くなるだけではなく，人として強
くなることを目指していました．主人公の炭治郎に対しては「強さというもの
（5）
は肉体に対してのみ使う言葉ではない」
「この少年は弱くない．侮辱するな」
と言っています．また，柱同士でもあまり相性が良くない者がいても，その間
を取り持つような描写があります．こういった理由から，柱たちにも一目置か
れ，周囲に良い影響を与えていたことがわかります．
三つめの人材育成については，煉獄さんと触れ合うことで，また煉獄さんの
言葉に触れることで，多くの人材が育っていきました．継子として指導を受け
た恋柱をはじめ，蛇柱・霞柱・炭治郎・善逸・猪之助，主要なキャラクター
はほとんどが煉獄さんから良い影響を受けています．煉獄さん本人は，自らの
志・母の教えを実践しているだけのようですが，それが他の隊士の手本となり
鑑となり，知らず知らずのうちに人を育てることになりました．
ドラッカー教授は，この三つの分野で貢献できなければ「組織は腐り，やが
て死ぬ」とまで述べています．煉獄さんのこの三つの分野に対する貢献があっ
たからこそ，鬼殺隊は，多大な犠牲を払いつつも，最後は目標を達成できたの
ではないでしょうか．

Ⅲ . 自らの強みを知る・人の強みを生かす
この作品のキャラクターの一人に，我妻善逸という人物がいます．主人公が
鬼殺隊の最終選別に参加したときに，共に生き残った同期であり，最終決戦後
も一緒に生活した人物です．
鬼殺隊隊士は，大抵の場合，鬼の被害を受けたことが入隊のきっかけとなっ
ているのですが，善逸の場合は，育手であるじっちゃん（元鳴柱・桑島慈悟郎）
に拾われたことが入隊のきっかけとなっています．
剣士になるための訓練において，雷の呼吸は六つの型を学ぶことになります
が，善逸は壱ノ型ひとつだけしかできませんでした．そのため，隊士になった
後もずっと，自分には何もできないと卑下し続けます．
しかし，じっちゃんは善逸の素質を見抜いており
（6）
「いいんだ善逸．おまえはそれでいい．ひとつできれば万々歳だ」
「ひとつのことしかできないなら，それを極めぬけ．極限の極限までみが
（7）
け」
と伝えます．善逸はその言葉を言われてすぐには受け入れられず，相変わら
ず自分はダメな奴だと思っていましたが，前述の煉獄さんと触れ合ったり，任
務をこなしたりすることによって，少しずつできることを増やしていきまし
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た．
主人公の炭治郎と初めて任務を共にした鼓屋敷では，雷の呼吸 壱ノ型
霹靂一閃，那田蜘蛛山では，霹靂一閃・六連という技を出しています．一つの
技しかできなくても，その一つの技を鍛えぬいて進化させました．その後は，
全集中・常中ができるようになり基礎体力が大幅に向上したこと，さらに煉獄
さんの熱く強い生き様に触れ，霹靂一閃・八連，霹靂一閃・神速と，技を磨き
上げていきました．そして最終決戦前の柱稽古の際には，善逸オリジナルの七
つめの型，漆ノ型 火雷神を生み出します．強みを生かし，卓越した技を磨い
た結果，十二鬼月を倒すことができました．
この雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃は，簡単に言うと居合の技です．もっと速
く，もっと強くと鍛えた結果が，六連・八連・神速となりました．善逸が目標
を書き留めていたかどうかはわかりませんが，行動する前に期待していたこと
が，鍛錬後の結果と比べたときに上達していると思えたのでしょう．これによ
り善逸は，自らの強みを知ることとなりましたし，自信を持って戦うことがで
きました．フィードバック分析によって，強みを知ることができたと言ってよ
いのではないでしょうか．
ドラッカー教授は
「組織といえども，人それぞれがもっている弱みを克服することはできな
い．しかし組織は，人の弱みを意味のないものにすることができる．組織の
役割は，人間一人ひとりの強みを，共同の事業のための建築用ブロックとし
（8）
て使うことにある．
」
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きっかけとなり，義勇も柱稽古に参加することになるのですが，炭治郎は同じ
師匠から学んだという共通点があったこともあって，心を開くことができたの
ではないでしょうか．
また，この時炭治郎に義勇をケアするよう頼んだのは，鬼殺隊のお館様でし
た．物事に対し，あきらめずにくらいついていくという炭治郎の強みを知って
いて，鬼殺隊全体を良い方向へ導くために炭治郎に手紙を出しているように思
われます．

Ⅳ . 重要なことに集中する
ドラッカー教授は「プロフェッショナルの条件」の中で，集中するためには
次の三つが必要であると述べています．
壱・生産的でなくなった過去のものを捨てること
弐・優先順位，劣後順位を決めること
参・一度に一つのことを行うこと
さらにこの三つを行うためには，次の四点に気をつけなければならないと述
べています．（9）
一・過去ではなく未来を選ぶこと
二・問題ではなく機会に焦点をあてること
三・横並びでなく自らの方向性をもつこと
四・変革をもたらすものに照準を合わせること

と述べています．個人では弱みのために成果をあげられなくても，組織で活
動することにより，他のメンバーがカバーして成果をあげることができます．
この作品のキャラクターの一人に，水柱・冨岡義勇という人物がいます．主
人公の炭治郎が，鬼殺隊に入るきっかけとなった人物であり，兄弟子にあたり
ます．剣士としては超一流ですが，極端に言葉数が少なく，他人から誤解され
やすいという弱みがあります．
義勇が個人で活動していれば，言葉が足りないことによって余計なトラブル
に巻き込まれてしまい，鬼を倒すという鬼殺隊のミッションにも支障をきたし
ます．しかし，この人物が，言葉が足りないことを知っている人と組んで活動
すれば，義勇は鬼を倒すことに専念できます．外伝においては，偶然という形
になっていますが，蟲柱・胡蝶しのぶと組んで鬼を倒すことができました．物
語の時代は大正時代です．すでに一般の人が刀などを持つことは禁止されて
いる時代です．住民とのトラブルを胡蝶しのぶがいることによってしのぎまし
た．
柱稽古においては，それぞれの柱が隊士を鍛えることになったのですが，義
勇は当初，隊士に稽古をつけることを行いませんでした．そのことから他の柱
に誤解されてしまいます．主人公の炭治郎が義勇にしつこく話しかけることが

「鬼滅の刃」において，重要なことに集中することで思い出されるのは，前述
した柱稽古です．ここで，柱稽古が行われることになった経緯をかいつまんで
説明させていただきます．
鬼の標的が，主人公・炭治郎の妹になりました．総力戦となるため，一時的
に鬼の活動がおさまりました．一方，鬼殺隊では柱にも明らかにされていない
伝承がありました．それは，戦国の時代，鬼を追い詰めた剣士たちには痣が現
れていたことでした．霞柱・時透無一郎は，この直前の戦いでの経験から，痣
が出る条件をわかっていました．柱たちは痣を発現させ鬼を倒す能力を高める
ため，他の隊員たちは，それぞれの能力を強化するため，合同強化訓練である
柱稽古が行われました．
ここで注目しておきたい点が二つあります．一つめが，鬼の活動がおさまっ
たことを，鬼殺隊を訓練する機会であると捉えたこと，二つめが，柱たちが痣
を発現させることにより，鬼と鬼殺隊の戦力差を少なくすることができること
です．これらはそれぞれドラッカー教授が述べている注意すべき四点の，二・
問題ではなく機会に焦点をあてること，四・変革をもたらすものに照準をあわ
せることに合致します．
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また，柱稽古は鬼殺隊にとって予期せぬ成功でもありました．それぞれの隊
士は，鬼殺隊に所属していても他にどんな隊士がいるかを知りません．那田蜘
蛛山編では，隊服を着ていて初めて隊士だとわかるというような描写がありま
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炭治郎が直接教えたわけではありませんが，他人のために頑張る炭治郎の姿勢
が，蟲柱を動かしたのではないかと思われます．

す．任務に就く際にも，それぞれに連絡が行くため，横のつながりがほとんど
なかったように見受けられます．柱稽古という合同強化訓練，つまり共通の体
験をとおして，仲間との絆を深めることができました．共通の体験があれば，

Ⅵ . まとめ

コミュニケーションがとりやすくなります．コミュニケーションがうまくとれ
れば，組織としての活動がうまくいきやすくなります．つまり，マネジメント
しやすくなり，より成果をあげることができるようになるのです．

でしたが，貢献する，強みを知る・生かす，集中する，フィードバックするにつ
いて「鬼滅の刃」には確かに原理原則があったように読み取れます．ひょっと
すると，これもこの作品の人気の理由の一つではないでしょうか．ドラッカー
のマネジメントを知らなくても，この作品を読んだ皆さんには，伝わるものが
あったのではないでしょうか．そのため，この作品を例に出して貢献や強みに

Ⅴ . フィードバックする
ドラッカー教授が行ったフィードバックの要は，書きとめること，観察する
ことです．
「強みを知る方法は一つしかない．フィードバック分析である．何かをする
ことに決めたならば，何を期待するかをただちに書きとめておく．九か月後，
一年後にその期待と実際の結果を照合する．私自身，これを五〇年続けてい
る．そのたびに驚かされている．これを行うならば誰もが同じように驚かされ
（10）
る．」
フィードバックの方法はいくつかありますが，日記をつけるのも有効な方法
の一つです．主人公・炭治郎は，剣士としての修業を始めたときに日記をつけ
始めました．鬼にされてしまい，ずっと眠り続けている妹に，眠っている間に

何があったか，後で教えてあげるためという理由でしたが，これが後になって
功を奏します．修業を始めてから 1 年ほど経ったころ，育手（元水柱・鱗滝左近
次）から，教えることはもうないと言われ，修業の相手をしてくれなくなりま
した．その時に役に立ったのが，炭治郎が記していた日記です．この日記には，
日々の出来事のほかに，どういった修業をしていたかも書き残してあったので
す．そのため，一人で修行することになったあとも，成長することができまし
た．
また，自分が体験したことを書きとめておくと，他の人の成長に役立つこと
があります．炭治郎たちが治療されていた蝶屋敷では，機能回復訓練も行われ
ていました．ある程度リハビリが進むと，体力の底上げを図る訓練を行ってい
ました．訓練の途中で，善逸と猪之助はうまくいかないことに挫けてしまい，
訓練に参加しなくなってしまいます．炭治郎だけがあきらめずに訓練を続けて
います．そんな折，蟲柱・胡蝶しのぶと話しているときに炭治郎は「いえ！で
（11）
と言っています．
きるようになったら，やりかたを教えてあげられるので！」
このあと，炭治郎は全集中・常中を習得することができました．炭治郎ができ
るようになったことで，善逸と猪之助は焦りますが，残念なことに炭治郎は教
えることが上手ではなく，結局，蟲柱のアドバイスにより二人は奮起します．

ここまで『プロフェッショナルの条件』を参照しながら「鬼滅の刃」にあるマ
ネジメントの原理原則についてみてきました．主にセルフマネジメントの分野

ついて説明すると，若い年代の人たちにも受け入れられたのだと思います．
今回はフィクションの作品を題材にマネジメントを研究してみました．「鬼
滅の刃」をご存じない方にとっては，少々不親切な文章になってしまったかと
存じます．この作品に少しでも興味がある方は，一度読んでみるか観てみるか
することをお薦めします．私たちがドラッカー教授の著書を読むとき，それぞ
れのドラッカーがあると言われます．同じようにそれぞれの「鬼滅の刃」が発
見できるはずです．
最初に，この作品の言葉には力があると述べました．力のある言葉は人を感
動させます．そして，この作品の言葉によって日本中の人々が感動しました．
その言葉は，強みを生かし貢献すること，そのために何ができるか考えること，
それを行動に移すことのための原動力となる言葉です．締めくくりとしてその
言葉を紹介します．
（12）
「心を燃やせ」
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（12）原作吾峠呼世晴 小説矢島綾〔2020〕
『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編ノベライズ』集英
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社会学の目的と理論と方法を大転換せよⅠ
― 見落とされている事実とメタ科学の創設

Revolutionize the Social Science, at Ends, Theory and Method I :
Overlooking some Realities and Establishing a Meta-Science

山縣俊夫

【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

Toshio Yamagata
（本会会員）

Summary
We need new theory of adapting to “The New Realities.” First of all, we
should recognize overlooking some realities. We have high level informationcommunication-technology. But, social scientists won’t use it to resolve serious
social problems. The system of human society are unstable. Because we have
thinking ability and free will. Society is vast and very complex. To make happy
society, to control society democratically, people need the latest navigation system
for each one’s life, society and the world. For responsibility of this need, social
scientists must revolutionize the social science, at ends, theory and method. Social
scientists must get a cultural genome of ability to system design, and knowledge
of ICT. We must establish a meta-science that all systems have several common
character. One of them is layers of functional structure. These knowledge are very
useful at system concept design.

はじめに
私は 13 年前に電機メーカーを定年退職し，その後，生産技術者の立場から
企業における知的活動の生産性向上の研究をはじめた（1）（2）．さらに政治活動に
おける知的生産性の向上の研究（3）－（6）に方向をかえ，文明崩壊の危機から脱却
するための政治システムの研究へと歩んだ．そしてコンピューターと通信ネッ
トワークを使った未来共同探索システム，地球規模の直接民主主義政治システ
ム，世界連邦政府を頂点とする地域分権制の行政システムという新しい政治シ
ステムの構想を提案した（7）（8）．さらにこの構想が直面している多くの社会問題
を解決できることを検証するとともに（9），構想の考え方を洗練させた（10）．
ところでドラッカーは社会の動きに対して驚くべき先見性を持っている．
（11）
1989 年の彼の著作『新しい現実』
では，今後，政治，経済，ビジネス，社会，
世界観がどうかわるかを論じた．ここでの最も重要な問題指摘は，多元社会と
なり政治課題が山積されているなかで，多元社会における問題解決の理論（11 - 1）
と問題解決の手段（11 - 2）が不在であることであると考える．私が提案してきた新
しい政治システムは，多元社会における問題解決の手段であると，私は考えて
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いる．では多元社会における問題解決の理論はいかなるものであろうか．
そこで私は一連の構想の基本的な考え方をもとにこの問題に取り組んだ．未
来共同探索システムという概念を知ったうえで世の中を眺めることは，眼から
ウロコがはがれ落ちたようなものであった．いままで疑問に思わなかったこ
と，放置しておいても支障がなかったことが，放置できない重大な問題として
見えたことである．今回その研究成果を報告する．もっとも重要な点は，自由
意思をもった人間を扱う社会学は，目的や方法を大きく転換しなければならな
いこと．人生や社会に対する航行支援システムを創り運用することに焦点を合
せなければならないことである．本論では，次の 2 つのテーマについて述べる．
第 1 部 見落とされていた社会的事実
第 2 部 メタ科学とシステム設計との連係

第 1 部 見落とされていた社会的事実
1. 社会の致命的な病的現象と治療の処方
（12）
ドラッカーは著書『テクノロジストの条件』
で文明と技術との歴史的な関
係を述べ，そして社会学者が技術のマネジメントに無関心であると指摘した．

この視点でもって社会を眺めてみると，社会の致命的な病的現象がくっきりと
浮かび上がる．
まず我われに必要なことは，巨視的な視点で次の認識をすることである．人
類は，環境に適応するために道具を創って進化してきた．道具を大別すれば，
知的活動用と，物理的活動用との 2 種類がある．人類は皮肉にも，情報通信技術
を使った道具を創って知的な能力を進化させて幸せな社会を創ろうとするまえ
に，各種エネルギーを使った道具を創って先に大きな物理的能力を進化させて
しまった．この順序は技術の複雑さの結果によるものである．大規模集積回路
とソフトウェアの複雑さを他の技術と比べてみれば，容易に理解できる．この
歴史的な順序が，19 世紀はじめからこれまでの社会的，政治的な混乱の根本的
原因であったといえる．2 度の世界大戦と核兵器，それらに対する国際政治の
無力がこれを裏付けている．
次に必要なことは，眼前にある次の現状を認識することである．現在広く使
われている代表制民主主義政治システムは，社会問題を解決できない状態に
なっていることは明らかである．だから必要な問題解決能力をもった新しい政
治システムを考え出し，実現させなければならない．ところが，哲学者と社会
科学者はそれができないでいる．
ところで社会全体でみれば，現在の情報通信技術の高い発達の水準と，それ
を使うシステム・エンジニアたちの高い能力の水準とからすれば，誰かが問題
解決の構想を示しさえすればその構想を実現するための十分な状態に達してい
る．これは明らかに，哲学者と社会科学者がシステム・エンジニアの能力をマ
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ネジメントできないために，重大な社会問題を解決できないでいるという病的
現象といえるであろう．放置しておけばこの状態は変らず，たちまち 2030 年ま
での文明大転換の機会を逸し文明崩壊まで突っ走るであろう．
この病気治療には特効処方がある．それは社会へ次の三つの提案書を同時に
公表することである．これらは 30 年以上前にドラッカーが指摘した「新しい現
実」
，鮮明になった「いまの現実」に対応する方法であり，社会が共有すべきビ
ジョンである．そうすれば，社会は速やかに健全性を獲得するとともに，情報
通信技術を使ってもう一段進んだ社会へと転換することができると考える．
（1）哲学者と社会科学者に向けた技術のマネジメントを中心とするパラダイ
ムの提案書．
（2）市民，特に若者，政治家そして行政職員に向けた新しい政治システムに
ついての企画提案書．
（3）システム・エンジニアに向けた新しい政治システム開発についての要件
定義の提案書．
私のこれまでの研究と論考は，2 番目と 3 番目の提案書を目指したもので
あった．そして 1 番目の提案書が今回の論考である．それは「新しい現実」に対
処するための理論にほかならない．
この文明の転換点において大きな役割を果たすことが期待できるのは，ド
（11 - 3）
ラッカーのいう「教育ある人間」
である．多様な社会経験と多様な専門知識
をもち，それらを一般的知識にして思考をすることができる知的レベルの高い
人びとである．彼らによる公開議論と社会的なリーダーシップが新しい文明を
創る起動力になるはずである．

2. 学問の目的と方法の大転換の必要性
2 . 1 システム・モデル化の研究
2 . 1 . 1 自由意思をもたないシステムともつシステム
システムの共通性質（10 - 1）の研究から次のことがいえた．システムには，自然
界，物質，多くの生物のように自由意思をもたないシステムと，人間のように
思考能力と自由意思をもつシステムとがある．自由意思を持たないシステム
の場合には，どのような動きをするか，ということは実験あるいは多くの調査
データによって確かめることができる．つまり科学的に実証できる．
思考能力と自由意思をもった人間や人間社会をシステムとして扱うときに
は，各人においても，社会集団としても，決まった行動パターンをとるシステ
ムと考えることができない．例えば人間は，未来の状態を予想によって知った
とすると，それによって行動パターンが変わり，予想が外れる方向に動くこと
が知られている．あるいは反対に，予想された方向に近づこうとする意識的な
調整の動きが起こり，予想通りになる場合がある．
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2. 1 . 2 システム・モデル化の方法
システム・モデルを作る場合，その方法に次の 2 種類あり，両者の違いを認識
しておく必要がある．

合わせて研究の目的と方法を変更すべきである．このことは，社会的な分業の
原則からも妥当である．
人間と人間社会が真に求めるものは，幸せな生き方をするための行動プラン

（1）ホワイト・ボックス・モデル
ホワイト・ボックス・モデルとは，システムの定義に忠実にモデルを作るも
のであり，システムの機能要素と作用関係を忠実に表現したシステム・モデル

であり，幸せに暮らせる社会を創るための行動プランであろう．つまり，どの
ように行動したらよいかという具体的で信頼のおける行動プランを知りたいの
である．そうすると，多くの人びとが哲学者と社会学者に求める研究とは，人

を目指す．そして機能要素の動きを可視化する．システム・モデルを使ってシ
ミュレーションすればシステムの動きを確かめることができる．
「もの作りの
世界」ではこの方法を基本にしている．
（2）ブラック・ボックス・モデル
ブラック・ボックス・モデルとは，システムの外的な動きの観察結果をもと

びとが求めるこのような行動プランを，うまく作ることのできる制度，あるい
はシステムを考え出すことであるといえよう．それは先ほど述べた人生や社会
における航行支援システムと一致する．
ところで研究の結果，未来共同探索システムは政治的な目的にとどまらず，
個人的な目的を含む多様な目的の行動プランを創るために利用できる汎用性の

にして，システムの性質や挙動を近似的な数式として推定し，その数式を使っ
て作られたシステムのモデルである．

高い仕組みであるとわかった．だから，未来共同探索システムはこの航行支援
システムと一致するのである．

しかし調査やモデル作成の過程で，モデルを作った人の恣意性と，モデルの
不完全性が含まれてしまう．数式化された経済モデルは実際に経済活動に携
わっている人びとにとって，自分の活動と関係づけて理解することも，妥当性
を検証することも困難である．
2. 1 . 3 人間社会のシステム・モデル

社会の期待に応えるためには，哲学者と社会科学者は社会が必要としている
システムを設計するという未経験の研究方法が求められる．これまで互いに疎
遠であった「もの作りの世界」との交流，そして情報通信技術の知識が不可欠
になる．そうすると，未来共同探索システムを中心にした私の構想が示してい
るように，現在直面している大きな社会問題を解決できるうえ，さらに社会科

人間社会のように思考能力と自由意思をもったシステムでは，システムを機
能階層でみたとき，自由度をもつ最下階層に焦点を当て，自由度をもつ能動的
な機能要素を中心にしてホワイト・ボックス・モデルを作る必要がある．

学者には大きな活躍の場が開けるのである．
これらのことは，学者にとっては衝撃的なことであるが．多くの市民にとっ
ては当然のことであり，ドラッカーならば「それは学者にとって大いなる顧客

人間は，一人ひとりが社会というシステムの能動的な機能要素である．一人
ひとりが他者との関係，環境との関係の中で，自分の自由度をもっている．行
動の自由度は，環境の認識能力，思考能力，そして意思によって選択される．
我われは，自分にどのような行動の選択肢があるかの全貌も，選んだ選択肢に

の創造である」ということになろう．
これは学問だけの問題ではない．我われは，いまの文明を崩壊させるか，も
う一段進んだ文明社会へと進むかという重大な岐路に立たされており，どの道
を選ぶかを決定づけるからである．

よって，その後どのような状況になるのかも，まったくわからない．このよう
な状態ではシステムが不安定であり制御されていないということである．これ
は人間社会が大規模で複雑なことから生じている．我われに必要なものは，人
生と社会における航行支援システムのようなものであろう．

2 . 3 論理学の再検討
論理学は哲学の基礎であり思考の妥当性の根拠である．アリストテレスには
じまり，カント，現代にいたるまで哲学者はいろいろな論理形式について研究

2 . 2 学問の目的の再検討
システム・モデルに対する研究結果は，根本から学問の再検討を迫るものと
なる．研究対象の性質によって研究の目的と方法を変えなければならない．選

してきた．学問の目的の変更に合わせて，我われがよりよく生きるために情報
と論理の使い方もよく考えてみる必要がある．
如何なる考えであろうとも論理形式は一種の数学的な関数である．各変数記
号に代入する内容によって結果が変る．代入する内容は，経験的に確かめられ

択基準は研究対象が「思考能力と自由意思」を持っているか，いないかである．
哲学者と社会科学者が研究対象にするのは，思考能力と自由意思をもった存
在である人間と人間社会である．自然科学者がこれまで大きな成功を収めてき

ているものでなければ現実的な結果は得られない．哲学者と社会科学者は，
「も
の作りの世界」ですでに得られている膨大な経験と知識を使おうとしないで，
論理的に社会問題を解決しようとしてきた．それでは思考の範囲を狭め問題解

たといっても，研究の目的と方法が自然科学とまったく異なるのは当然である．
社会の多くの人びとが何を一番望んでいるかという点に重点をおき，それに

決の重要なカギを見落とすことになる．
哲学者は，倫理的な価値判断を正しい論理で行なおうとする．しかし利害関
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係が錯綜する現代社会の問題を解決する場合は，単純な論理によって是非を判
断するだけでは終わらない．情報と論理を使った社会の全体的なシステム・モ
デルを作り多面的に評価する必要がある．

変化によっておこる．それによって「仕事の方法」の変化と各種能力の変化が
起こり，それが生活の場で環境適応能力の度合いとして評価をうけ，有利な文

3. 欠落していた文化的遺伝子

接触した場合，他の集団の優れた文化的遺伝子を自分たちの集団に取り入れる

3 . 1「もの作りの世界」と「政治の世界」との比較
実のところ学問の目的と研究方法だけでなく，もっと深いところにも大きな
問題があった．「もの作りの世界」と「政治の世界」との間で「仕事」を比較す
ることでわかった．
二つの世界の活動は，社会的な使命において異なっている．
「もの作りの世
界」の使命は，市民が生活するうえで役に立つ優れた道具としてのシステムを
提供することである．この世界では，技術者，科学者，管理者，経営者が活躍し
ている．一方，「政治の世界」の使命は，市民の生活における大きな社会問題を
とりあげ，その解決方法を考え出し，実施することである．この世界では，政治
家，行政職員，それらと関係の深い哲学者，社会科学者，さらにはジャーナリス
トが活躍している．
表面的な活動内容の違いは大きくても，
「仕事の方法」について互いに本質
的なレベルまで掘り下げ，比較の基準を合せてから比較すると，本質な違いを
明らかにすることができる．
重要なことは「仕事の方法」は進化するという性質をもっていることである．
進化は複雑化，高機能化する方向に向かっている．比較を行う者は，「仕事の方
法」が進化している側の者が行わないと両世界の重要な違いに気がつかない．
この点はスポーツのコーチングや経営コンサルティングと同じ原理である．だ
から，私のような「もの作りの世界」の者が，
「仕事の方法」の進化という視点
で比較する必要がある．幸いにも人文系諸学問の書籍は多数出回っているため
に勉強のうえで助かった．成功のカギは，
「仕事の方法」の進化を文化的な遺伝
子と関連づけて比較することであった．
3 . 2 文化的遺伝子を比較する
生物の進化は，身体の構造の複雑化によって環境適応能力を増大させること
である（13）．人間の進化は文化的な進化であるといわれている（13-1）．文化は，生物
の遺伝子とおなじように，再生産され，世代を超え，あるいは地域を越えて，伝
承され進化していく．
生物の進化は遺伝子の配列の変化によっておこる（14）．それによって体つきの
変化と各種能力の変化が起こり，それが生活の場で環境適応能力の度合いとし
て評価をうけ，有利な遺伝子をもつ種が自然選択によって生き残り，さらに進
化の機会が与えられる．
（14 - 1）
これに対して人間の進化は，文化的遺伝子（ミームとも呼ばれている）
の

化的遺伝子をもつ集団が自然選択によって生き残り，さらに進化の機会が与え
られる（15）．また，人間は優れたものを真似する能力があるので，二つの集団が
ことができる．優れた文化的遺伝子は，集団同士の接触を通して拡散し，融合
されてより優れたものになる．
文化的遺伝子を考えるときに，歴史的にみて特定の遺伝子の登場が重要な役
割を果たし，その後の進化の基礎になっていったことを認識することが重要で
ある．その特定の文化的遺伝子をもった世界では，時間の経過とともにある面
での環境適応能力が増大する一方で，もたない世界ではおなじ面での環境適応
能力の増大がいつまでもみられない，とういう差になって表れる．この点は生
物の進化の系統と同じ現象である．この性質を利用すれば，「もの作りの世界」
と「政治の世界」とを特定の文化的遺伝子に絞って比較することで，両者の進
歩の違いの根本的な原因を特定することができる．
今回の比較にあたって注目すべき文化的遺伝子は次の二つである．
一つは，既存のシステムの性質を調査分析するという文化的遺伝子である．
これをシステム分析の文化的遺伝子と呼ぶことにする．もう一つは，ある機能
を生み出すシステムを設計するという文化的遺伝子である．これをシステム設
計の文化的遺伝子と呼ぶことにする．前者は科学という活動，後者は技術とい
う活動を生み出している文化的遺伝子である．
3 . 3 科学と技術の違い
多くの学者が，科学と技術の違いをよく理解していないようである．システ
ムという概念，
「仕事」という概念，道具というシステムの概念を考えにいれる
と，科学と技術のそれぞれの本質と互いの違いを明らかにできる．
科学という「仕事」の目的は，既存の存在，あるいは既存のシステムについて
の確かな性質を調べることであり，合理的な方法で調査分析し知識を得ること
である．
技術という「仕事」の目的は，道具を設計すること，つまり目的とする機能を
生み出すために，いろいろな物質的な要素を関係づけて一つのシステムを設計
することである．設計者には，機能要素の組み合わせを行なうとき，合理的な
因果関係にもとづいて未来の状態を的確に予想する能力が求められる．
科学もシステム設計も実証を重視する．しかしその目的と「仕事の方法」は
大きく異なる．
科学における実証とは，仮説をたて，実験装置を作り，その仮説が正しいか
検証することである．あるいは野外で多くの調査データを集め，統計的な手法
をつかって何らかの性質があることを確認することである．何らかの事実を明
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らかにすることである．
一方，ある製品のシステム設計図は，多くの仮説で成り立っている．システ
ム設計における実証とは，設計したシステムを実際に試作し，実際に動かして

設計し製作して，市民に提供している．スタッフ組織は，ライン組織が使う「仕
事」の道具としてシステムを設計し製作して，ライン組織の活動を後方から支
援している．このように「仕事の方法」について，市民，ライン組織，スタッフ

みて，多様な項目について設計仕様の通り機能するか，科学的な実証試験の方
法をつかって確かめることである．一つでも不合格項目が見つかればただちに
改良し，すべての項目で合格していることを確認する．この手続きの完了後に，

組織との間で道具としてのシステムの提供が 2 段式に行われている．
（2）
「政治の世界」の活動
同様な視点で「政治の世界」を比較する．スタッフ組織に相当するのは，哲学

合格したものと同じものを大量生産して市場に出す．システム設計における実
証は，そのシステムが実際に使用される未来において，いかなる場合であって
も設計者の意図の通り確実に機能することを保証するために行うものである．
（1）経験と知識の内在化
システム設計という「仕事」の中には，これまで蓄積してきた多くの経験，知

者であり，社会科学者である．すぐにわかることは，スタッフ組織がライン組
織に対して，
「仕事」の道具としてシステムを設計し製作するという後方支援
を行っていないことである．これは，哲学者も社会科学者も，システム設計能
力をもっていないか，その重要性に気がつかないことを意味している．文化的
遺伝子でみると，両者ともシステム分析の文化的遺伝子はもっているが，シス

識，価値観，思想，「仕事の方法」が内在化され，目的とするシステムの機能が
十全に発揮できるように工夫されている．そのシステムを使用する人は，それ

テム設計の文化的遺伝子はもっていないことである．
道具というシステムを設計することができないために，経験，知識，価値観，

らの内情を知ることなしに，そのシステムの機能を自分の意図する目的に利用
することができる．システム設計を行なう者は，システムの利用者からそのシ
ステムの使用上の評価を受け，さらなる改良を行なうことができる．「もの作
りの世界」では，このようなサイクルを繰り返しながら社会に提供するシステ
ムを加速度的に進歩させている．

思想をシステムの機能の中に内在化させることができない．それを利用しても
らい，評価を受けて改良し，そのサイクルによってシステムを加速度的に進歩
させることができない．ライン組織である政治と行政に従事する人びとに，優
秀なシステムを提供することができないから，政治家，行政職員は社会問題を
解決するための優れた政策プランを作ることができなかったことになる．

（2）システム設計という作業の一般性
人間にとってシステムの範囲は工業製品にとどまらない．我われがある目的
を達成するための行動もシステムといえる．いろいろな種類の行動要素を一定

（3）学問における系統発生過程の分析
この原因は，生物の進化とどうように過去にさかのぼって学問の系統発生過
程を追跡することで明らかになる．

の順序にならべて作られるからである．行動プランを作るということもシステ
ム設計の一種と考えられる．
問題を解決する方法を考えることも，行動プランを考えることの一種であ
り，システム設計の一種である．だから，合理的な因果関係で未来の状態を予

いまの学問の源流は 2300 年前のギリシャ哲学である．「もの作りの世界」と
は無縁な上流市民の学問であった．17 世紀にそれから自然科学が分岐し，社会
科学が分岐し，残った学問は人文学として哲学と文学となった．ギリシャ哲学
の段階からシステム分析の文化的遺伝子だけしかもっておらず，外部からの進

測する能力，多面的に評価し改良するという能力が求められる．そして，経験，
知識，価値観，思想，行動の方法が内在化され，その行動プランが生み出す付加
価値を高める．さらには，詩や小説，絵画や彫刻，楽曲などの制作活動もシステ
ム設計である．

化圧の弱い環境のなかで進歩発展して今日に至ったと思われる．
一方システム設計の文化的遺伝子は，石器を作るようになった 200 万年前の
ホモハビリスの時代にシステム分析の文化的遺伝子と一緒に芽生えたのかもし
れない．職業としての「もの作りの世界」は，7000 年前の灌漑都市の誕生から
はじまったといわれる（12 - 1）．それ以来この 2 種類の文化的遺伝子をともに着実

このように考えると，システム設計という知的作業は，人間の生活全般に使
われている基本的な作業であることに気がつく．マネジメントの実行において
も同様である．それらの作業の根底にはシステム設計の文化的遺伝子の働きが
ある．そして，システム設計の文化的遺伝子が働くときには，システム分析の
文化的遺伝子も必ず緊密に連携して働いている．

に進歩発展させ，19 世紀後半には自然科学者との連携によって優れたシステム
分析の文化的遺伝子を取り込んだ．そして「もの作りの世界」は急速に進歩発
展して今日に至った．
それに対して哲学者と社会科学者は，生物ならば種の遺伝子プールの多様性
不足のため，環境変化に適応できずに種が絶滅の危機にあるといえよう．

3 . 4 二つの世界の活動の比較
（1）
「もの作りの世界」の活動
「もの作りの世界」では，ライン組織は，市民が使う道具としてのシステムを

3 . 5 文化的交流の必要性
いま哲学者と社会科学者に求められていることは，「もの作りの世界」の活
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動をよく理解することと，システム設計という文化的遺伝子を共有することで
あると考える．特にシステム設計者が全体構想を創るときの仕事の方法を身に
付けなければならない（10 - 2）．哲学者と社会科学者，対する技術者とが交流し互

れ，蓄積されて機能が加速度的に進歩するということも同様である．

いに内面的な深い理解に達することでそれが可能になる．
学問を根底から変えることは大変なことであろう．しかし，哲学者と社会科

システムのもっとも本質的な特徴は，構成要素が因果律で動いていること
と，構造が階層構造をもつことであると考える．
構成要素が因果律で動いているという視点でみると，システムの表現形式は
究極的に，物質的要素が力学的な作用関係で構成されるシステムと，情報的要

学者が，人間と人間社会の研究における最高頭脳集団の役割を今後とも果たす
ためには避けられないことである．システム設計の文化的遺伝子をもたないこ
とは，道具としてのシステムを設計できないだけにとどまらず，問題解決の行
動プランを設計できないことでもある．さらには，他者から設計プラン，問題
解決の行動プランを提示されても，その内容を適切に理解することができるか
どうかさえも疑わしい．こうなると，哲学者と社会科学者がシステム設計の文
化的遺伝子をもたないことは社会的に重大な問題といえる．
19 世紀の末から「もの作りの世界」では，製造業の経営者が大学の理学部に
働きかけて一流の教授を新設の企業内研究所の指導者として招き，大学の卒業
生を継続的に採用して一流の科学者に育てる形でシステム分析の優れた文化
的遺伝子を取り込んだ（16）．そしてシステム設計の文化的遺伝子と共に進化させ
て事業を急速に発展させた．電気・電子産業，化学産業，航空機産業はその代
表例である．今度は「政治の世界」が，
「もの作りの世界」からシステム設計の
文化的遺伝子を取り込み，急速に発展するという歴史的な順番になるはずであ
る．

第 2 部 メタ科学とシステム設計との連係
4. メタ科学の創設と概要
複雑で流動的な人間社会の中で起こっている問題を解決するためには，シス
テムの共通性質の体系化とそれを基盤にしたメタ科学，つまり新しい論理学を
作り上げて利用する必要がある．それは，従来の厳密科学とメタ科学の両方を
我われがもち，知的活動の幅広い局面に応じて使い分けをするためである．
4 . 1 システムの共通性質の役割
システムの共通性質は，システムにおける問題を発見するとき，そしてシス
テムを設計するときに役に立つものである．多くのシステム設計者は，経験を
とおしてその存在と有用性に気づいていた．一方，哲学者，社会科学者は，シス
テム設計の経験がないから，これらのことに気がつかなかった．気がついたと
しても，その利用価値は理解できなかったろう．
先の論考で，システムの共通性質として代表例を 9 項目述べた（10 - 3）．今回の論
考で先ほど述べた自由意思をもたないシステムともつシステムの取り扱い方
も，システムの共通性質の一つである．システムの中に経験や知識が内在化さ

4 . 2 システムをもとにした新しい思想哲学

素が論理的な作用関係で構想されるシステムの 2 種類になる．前者は形而下の
システムであり，後者は形而上のシステムとみることができる．
システムが階層構造をもっているのは，システムは，目的とする機能と，そ
の具体的な実現手段である機能要素とその関係構造という 2 面性をもっている
からである，
形而上のシステムと形而下のシステムという見方と，システムが階層構造を
とるということとを合せて考えてみると，従来の厳密科学とは異なった有用な
知見が幾つもうまれる．それは新しい思想哲学といえる．
厳密科学は，形而下の世界で，システムの階層を下へと掘り下げていって問
題を究明するものである．これに対して，新しい思想哲学は，形而上，つまり概
念的な世界で，システムの階層の上の方で，システムの共通性質を使って問題
を解決しようとするものである．個別化，細分化ではなく，総合化，根本的原因
の発見と解消ということを目指すものである．
新しい思想哲学の主要部分について簡単に述べてみる．
（1）重要なシステムの 2 つの表現形式と特徴
繰り返しになるがシステムには 2 種類の表現形式がある．物質的要素が力学
的な作用関係で構成されるシステムと，情報的要素が論理的な作用関係で構想
されるシステムである．両者には，機能的に類似性と異質性がある．ともに構
成要素が因果律で動いていることでは同じである．しかし後者には，前者に課
せられている多くの制約条件，つまり，物質，時間，空間，エネルギー等の制
約，生死，そして社会的な制約等が存在していない．
（2）システムの表現形式の相互変換
システムの 2 つの表現形式は，システムの機能的な階層構造の性質をともに
もっている．物質的要素も物質的なシステムとして下位の階層構造をもってお
り，情報的要素も情報的なシステムとして下位の階層構造をもっている．
興味深いのは，ある階層より下では，情報的要素が論理的な関係で構想され
るシステムを，物質的要素が力学的な関係で構成されるシステムに変換するこ
とができることである．ただし，物質的システムの制約を意図的に組み込んだ
うえで変換しなければならない．そうでなければ，実在できるシステムにはな
らない．同様に，物質的なシステムを情報的なシステムへ変換することができ
る．
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しかし，それよりも上の階層になると，情報的なシステムは存在するものの，
それを物質的なシステムへ決まった手順で変換することができなくなる．この
ことは，情報的要素が論理的な関係で構想されるシステムの方が，物質的要素
が力学的な関係で構成されるシステムよりも広い範囲をカバーしているといえ
る．上位の階層での情報的要素が論理的な関係で構想されるシステムは，概念
としてのシステムといえる．
（3）階層とシステムの性質
上位の階層では，機能要素を比較的簡単な概念で表すことができ，それらを
組合せてシステムを表現できる．このことによって，思考が単純化できるとい
う大きな利点がうまれる．
もし上位の機能を求めたければ帰納法で求める．下位の機能を求める場合
は，いくつかの機能要素の組み合わせとして具体化していく．最下層では厳密
科学の規準に合わせることになる．最下層のシステムについての経験，知識は，
多方面にわたり，膨大な量になる．反対に最上階層のシステムになると，経験，
知識は異なる分野間で共通になり，抽象性の高い概念になる．
（4）システムの同形性の適用階層
行動プランとシステム設計プランとが同形であるといえるのは，システムの
上位階層でみた場合である．行動プランを作る「仕事の方法」とシステムを設
計する「仕事の方法」とが同形であるといえるのも同様である．
（5）システムにおける問題発見の原則
システムの問題を発見する場合は，そのシステムの最上位の階層から下位の
階層に向かって順次原因を探していかなければ問題を見落としてしまう．社会
問題の根本原因は，多くの場合，社会というシステムを上位階層でみることに
よって容易に発見できる．
制御する側と制御される側という一連の機能関係をもつシステムでは，各機
能要素に能力の不均衡があると，全体が機能しなくなる．この好例が，社会に
おける倫理道徳，政治システム，経済システムとの直列的な制御関係である．
間にある政治システムの能力不足によって，我われが倫理道徳でもって経済シ
ステムを適切に制御できないでいることに，容易に気がつく．

5. システム設計について
5 . 1 システム設計と厳密科学・メタ科学との関係
先に述べたように科学の範囲が，形而下の厳密科学と形而上のメタ科学の双
方を含むように拡張された．ところで，システム設計という作業には，もとも
と形而下の厳密科学に類似した段階と，形而上のメタ科学に類似した段階とが
存在し互いに密接な関係にあった．多方面のシステムの実証試験は，システム
設計の最終段階であり，厳密科学の方法と類似性がある．これは形而下での類
似性である．
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今回の科学側の拡張の結果，科学とシステム設計は，これまでの厳密科学の
段階だけでなく，メタ科学の段階でも知識を互いに利用できるようになるとい
うより緊密な関係になる．
前回の論考ではシステム設計の初期作業について述べた（10 - 8）．今回は，さら
に前の作業段階について考えてみる．それはメタ科学の方法とも類似性がある
うえ，システム設計者の創造力がもっとも輝く作業段階である．
5 . 2 システムの階層構造と設計手順
システムを設計するときに使う基本的な知識は，システム設計を行っている
者にとっては暗黙知であることが多い．自分自身でも気がつかない．しかし，
重要な暗黙知を明文化して伝えなければ哲学者と社会科学者は適切な文化的遺
伝子をもち，時代の要求に合わせて進歩していくことができない．
システムの基本構造からくる能力の限界から，新しい基本構造のシステムを
設計する場合，従来のシステムに拘ってはならない．思いきり理想的な基本構
造のシステムを考えるべきである．世の中に存在していないまったく新しいシ
ステムを設計する場合は，システムの階層構造の性質が利用される．
一般的に，システムの設計は上位の階層で開始される．それはある機能目的
をもったシステムを概念として設計することであり，多様な概念を機能要素と
して組み合わせた構造によって実現させる．
最上位の階層で概念としてシステム設計が終わったら，下位の階層の方に向
かって概念をより具体的な概念として規定していくことになる．システムの最
下位の階層では，入手可能な物的で具体的な機能要素のシステム構成になる．
（1）概念設計
一般的にいって概念設計の段階では，システムの能力や物質的な世界での細
かな制約を考慮しないでシステムの機能を考えることができる．もっとも自由
度の大きな思考ができる．少数の概念の組み合わせで検討することができる．
原理的な設計は，最上位の階層での概念設計の段階で行われる．
（2）具体的な設計
具体的な設計の段階では，概念設計で示された機能要素を，物質的な具体的
な手段に置き換えていく．実際に使う段階での制約を考慮してこの作業を進め
る．最新の技術を利用することで，いままでは実現できなかった機能を実現す
ることができる場合が多い．
下位に行くにしたがって開発には大変な努力が必要になる．人的労力，費用
は指数関数的に増加する．しかし，そのシステムもたらす付加価値の大半は，
多くの場合は上位の概念設計の段階で決まってしまう．
5 . 3 階層構造を利用した問題解決
システムの共通性質を何らかの問題の解決に応用することを考えてみる．シ
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ステムには階層構造をとるという性質があること，同時にシステムには多様な
ものがあるということ，同じ機能として同形なものがいくつも存在するという
性質は，高い応用性をもっている．同じ機能でも，能力の差，進化の差，収斂度

乗って移動する」ための機能ということになる．そうすると，
「人間が乗って移
動する」機能をもつシステムは，多数あることに気がつく．だから，「このシス
テムの機能的な目的は何か？」と本質的な問いかけることは，重要な意味があ

合いの差，という差異がある．
一つの機能でも，その実現手段は多様に存在しているということから，次の
ようなことがいえる．自分が設計したシステムについて，もし一段上の機能階

る．
そして，問いから得られた「システムの機能的な目的」を実現するためのシ
ステムの機能要素の構成を，いままでの方法に囚われずに自由に考えてみるこ

層で機能を定義できたとすると，その機能を実現できる他の手段が存在してい
ることがわかる場合が多い．だから今までの手段ではなく，他の適切な手段を
見つけてそれを利用する方に切換えることができる．例えば，どこかある場所
に行こうとして，自転車を使おうとしていたとする．ところが，自転車という
ものを一般化すれば，移動手段である．世の中には移動手段として自動車もあ

とが重要である．もっとも適した機能要素で構成されるシステムを考えだすこ
とができるからである．この性質は，システムを設計する者にとって大いに役
にたっている．
ただし，この方法をうまく使うためには，機能をより上位の機能，つまり一
般化した機能として考えることのできる能力が必要である．同時に，一つの一

る．水上を移動したいのであれば，船もある．空中を移動したいのであれば，飛
行機もある．その中から，一番適した手段を選んで使えばよいということにな

般化した機能について，多くの具体的な手段を知っていて，しかもうまく利用
するために既存の手段を修正する能力を持っていることが必要である．そうで

る．
このことは，機能要素についても同様に考えることができる．一つの機能を
生み出すためのシステムには，いろいろな機能要素で構成されるシステムがい
くつも存在すると考えることができる．
世の中には多様な機能をもつシステムが存在していること．さらに，それぞ

なければ，単なる言葉の遊びに終わってしまうだけで，実用的な価値は生まれ
ない．

れの機能をもつシステムについて，その実現手段であるシステムの構成要素の
構成の形態が，多数存在していること．このこと自体は，社会全体がいままで
蓄積してきた経験，知識，価値観の具体的な成果である．またその結果として，
システム階層のどの段階であれ，既存の機能を，同じ機能をもつより優れたシ
ステム構成に置き換えることができるという大きな効用がある．
5 . 4 一般化した後に個別化して転用する
システムの階層構造の性質を応用すれば，ある分野のシステム概念を他の分
野に応用することができる．まず，ある二つの分野でのそれぞれのシステムの
機能目的を一般化して表現してみる．つまり，上位の機能目的で考えてみる．
もし，一般化された両者の機能の目的が同じであるなら，システムとして進歩
している側のシステムの概念を，遅れている側に転用できる可能性が高い．
蒸気機関車は，一般化すれば，動力，つまり蒸気機関を使って移動するシス
テムである．一方，船は，水上を移動するシステムである．蒸気機関車の上位概
念を応用すれば，蒸気機関を使って水上を移動するシステムが考えられる．そ
の概念を船に適するように個別化すれば，船に蒸気機関を乗せ，外輪あるいは
スクリューを回して水上を移動するというアイデアが生まれる．
5 . 5 上位の機能を問うことの重要性
「自動車というシステムの機能的な目的は何か？」と問うとすれば，
「人間が

おわりに
本論考で述べられていることは，哲学者と社会科学者にとって時代が要求す
る新しい学問を開拓するうえで大いに役に立つと考える．私は，「政治の世界」
と「もの作りの世界」との橋渡し役になりたいと願っている．
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pp.92，（11 -2）pp. 122 - 124,（11-3）pp. 277 - 287 , pp. 296 - 300
（12）P.F. ドラッカー（上田惇生編訳）
〔2005〕
『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社 pp. 3 - 54 ,
pp.131-152,（12 -1）pp.31-35
（13）ジュリアン・ハクスリー（長野敬，鈴木善次訳）
〔1953〕
『進化とはなにか』講談社 ブルー
バックス（13 -1）pp. 235 - 270
（14）リチャード・ドーキンス（日高敏隆他訳）
〔1976 , 1989 , 2006〕
『利己的な遺伝子〈増補新装
版〉』紀伊國屋書店（14-1）pp. 291 - 311
（15）ジョセフ・ヘンリック（今西康子訳）
〔2016〕
『文化がヒトを進化させた』白揚社
（16）リチャード・S・ローゼンブルーム／ウィリアム・J・スペンサー編（西村吉雄訳）
〔1996〕
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【略歴】 1948 年 茨城県日立市生まれ，茨城大学工学部機械工学科卒業．㈱日立製作所
入社，重電機工場の生産技術部門にて蒸気タービンの羽根曲面 NC 加工用 CADCAM システム等の開発に従事，情報システム部門にて工場内技術管理等に従
事．現在 NPO 法人日立理科クラブ 理科室のおじさん．地球システム・倫理
学会会員．
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Revolutionize the Social Science, at Ends, Theory and Method II :
The Latest Navigation System for One’s Life and Society

山縣俊夫

Toshio Yamagata
（本会会員）

Summary
Now, many ships, airplanes, cars are installed high level navigation system. The
system of human society are unstable. We usually lose our way in our life, in society.
To make happy life and society, to control society democratically, we must build
the latest navigation system for each one’s life, society and the world. To design the
navigation system, we must understand our behavior and environment systematically.
I thought out a model of basic work system. It was useful at studying our behavior in
environment, and a value of action, too. The world is being formed by chain reaction
that are caused by limitless number of model of basic work system. This thought led
me to make an accurate whole world model in Cyber-Space. It led me to a multipurpose system for action planning. I named the system “Cooperative Searching
System for the best Future (CSSF)”. CSSF is just the navigation system. Capacity of
the latest computer reach enough level to realize it, already.

はじめに
私は 13 年前に電機メーカーを定年退職し，その後，生産技術者の立場から企
業における知的活動の生産性向上の研究をはじめた（1）（2）．さらに政治活動にお
ける知的生産性の向上の研究に方向をかえ，文明崩壊の危機から脱却するため
の政治システムの研究へと歩んだ．そしてコンピューターと通信ネットワーク
を使った未来共同探索システム，地球規模の直接民主主義政治システム，世界
連邦政府を頂点とする地域分権制の行政システムという新しい政治システムの
構想を提案した（3）（4）（5）．
その後，ドラッカーが著書『新しい現実』で述べている多元社会における問
題解決の理論（6）を得るという目的で研究をつづけた．そのなかの重要な研究成
果の一つに，自由意思をもった人間や人間社会は本質的に不安定であり，安定
化させるためには航行支援システムが必要であるということがあった．そして
私がこれまで研究の中心にしてきた未来共同探索システムが，まさにその航行
支援システムであるとわかった．そこで本論ではこれらの視点にたって，人間
が環境の中で生きるということ，「仕事の基本システム」，未来共同探索システ
ムを密接に関係づけて本質的な面で論じてみる．さらに，未来共同探索システ
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ムを現在のコンピューターの情報処理能力の水準から検討して実現の可能性
を評価してみる．最後に世界の著名な学者の考えと私の研究成果とを比較検討
し，私の研究の水準を評価してみる．

1. 航行支援システムと人生
1 . 1 航行支援システムとは
現在の船舶や航空機には，高度な航行支援システム（7）（8）（9）が搭載されている．
レーダー，GPS はその代表例である．また，交通が混雑する海域や空域では，
レーダー，自動応答装置，無線電話を組み合わせた交通管制が行われている．
陸上交通では，信号機による交差点での交通管制だけでなく，いまでは普通の
乗用車にまで，カーナビがついており，初めての場所でも，現在どこにいるの
か，目的地にどういけばよいのかを，画面や音声で案内してくれる．これを一
般化して考えるならば，多くの自由度をもつ移動体には，航行支援システムと
交通管制システムが必要であるということになる．
また，航空機の操縦訓練を行う場合には，フライト・シミュレーター（10）が使
われている．実物とそっくりに作った操縦室の中で操縦訓練を行う複雑な仕掛
けである．実機訓練方式とくらべて，安全に，いつでも，低コストでパイロット
の操縦訓練ができる．
1 . 2 人生との関係
類推的な見方をすれば，人間は多くの自由度をもつ移動体であり，個人の人
生，社会の運用は，船舶や航空機の航行と同じである．「ハイテクを使って人生
や政治の航行支援システムを作ろう，適切な交通管制を行おう，人生の操縦訓
練シミュレーターを作ろう」という社会的な発想が必要なのではなかろうか．
問題は，我われの個人の人生，そして共同体としての社会にたいする航行支
援システム，あるいは操縦訓練システムに相当するものは，どのようなもので
あり，如何に創るかである．実際にシステムを細かく設計するのはシステム・
エンジニアであるが，人間と社会の研究者として哲学者と社会科学者は，これ
らのことを彼ら技術者に明確に指示できなければならない．彼らからの仕事を
進めるうえでの具体的な質問に対して，明確に答えることができなければなら
ない．
手がかりは人間の生き方の特徴にある．人間は進化の過程で脳を発達させ，
周囲におこる物質的なシステムの現象を，イメージとして，そして言語情報と
論理の形式のシステムとして考えることの便利さを探りあてた．これからと
ろうとする行動を事前にシミュレーションし，より効率よく，より少ないリス
クで目的を達成できる行動プランを考えだし，それを実行に移した．この点が
反射的，固定的な様式で行動する他の動物との大きな違いである．この考え方
を出発点にして，人間が環境の中で生きるということをシステム的に考える
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必要がある．このとき私がこれまでの論考で述べてきた「仕事の基本システ
（3-1）
（5-1）
ム」
と未来共同探索システム（5 - 2）という 2 つの概念が役に立つ．この 2 つの
概念を 1 つのシステムとして密接に関連付けて考えることで，人間と人間社会
の活動を全体としてシステム的により深く理解することができる．
備考 これまでの「仕事の基本サイクル」という名称を，今回から「仕事の基
本システム」に変更する．

2.「仕事の基本システム」
2 . 1「仕事の基本システム」とは
人間が環境の中で生きるということをシステムの上位階層で簡潔に表現した
概念が「仕事の基本システム」である．
「仕事の基本システム」は，思考能力と自由意思をもった一人の人間が環境の
中で「仕事」，つまり目的をもって行う努力の全体について，基本的な単位とし
て次のようなプロセスとして考えたものである．
「環境を適切に認識する，そして欲求を起こす，それにもとづいて適切な行動
プランを作る．その行動プランを実行する．さらに行動の結果，環境が変化し，
付加価値が発現する．このときの環境の変化は周囲に伝播して行く．
ここでいう付加価値とは，行動の結果出現した新しい環境と，行動前の環境
との変化分を，欲求を基準にして評価したものである．
」
また，ここでいう環境とは地球上で行われる全活動を一つのシステムとみた
場合，それ自体である．「仕事の基本システム」はそのシステム・モデルの最末
端という関係にある．
2 . 2「仕事の基本システム」から生まれる多様な価値観
いままで学者は，このように環境，認識と思考，行動，そして付加価値という
一貫したシステムとして人間の行動を全体的に考えることをしてこなかったよ
うである．認識，心身問題，倫理など人間が生きるうえでの個別な活動に目を
向けていた．
「仕事の基本システム」を使って考えることの最大の利点は，広い
適応範囲をもつ一般的な概念をつかって，比較的単純な論理で人間の活動の全
体について思考できることである．また，いままで気がつかなかった多様な付
加価値の存在が明らかになることである．我われは多様な付加価値に気がつけ
ば，その付加価値を求めたり，提供したりする活動を活発化することができる．
その結果，よりよい生き方をすることができるようになる．
（1）付加価値の定義の意味
付加価値をこのように定義することによって，普遍性の高い，多様な価値判
断ができるようになる．我われの欲求は多様である．それに関連して付加価値
も変る．同じ環境変化でも，個人によって価値の評価基準は異なる．あるいは，
視点の向け方によっても価値の評価値は異なる．ある人にとっては正の付加価
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値でも，別な人にとっては負の付加価値ということも起こりうる．価値基準は
優先順をもつ．生命や健康に影響するもの，人生へ影響するものは，最も高い
価値をもつ．

とができる．
4）行動プランの効率面での評価
我われの行動には制約が多い．少ない努力，少ない時間で，もっともよく目

（2）行動プランの性質
行動プランは潜在的な付加価値を内蔵し決定づけている．いくら優秀な行動
能力，物理的な能力をもっていたとしても，行動プランで見込まれる以上の効

的，欲求を満たすことができる行動プランが優れている．優れた道具を使うこ
とも重要な評価要素である．
5）目的を達成するための行動プランの多様性

果を上げることはできない．
行動プランは，情報，欲求，経験，知識，価値観，思想，利用可能な手段が内
在されて創られる．行動プランは内部化されたこれらの個々の要素よりも高い
付加価値をもっている．
環境の状態を適切に認識できることが行動の出発点として重要である．一

行動プランの構造を上位の階層でみた場合，多様性がある．最終目的を直接
達成しようとする方法，途中に幾つかの基盤を作るという目標を設け，それを
踏み台にして最終目標を達成するという方法もある．これらは行動プランの効
率面で評価され選択される．
6）行動と時間と付加価値との関係

方，行為による付加価値は未来時点で発現するものである．だから，行動プラ
ンを作るときには，行動プランによって未来の状態がどうなるかを的確に予

環境状態は時間的に変化している．それによって，過去に得た環境情報，行
動プランの付加価値も変化する．目的を達成するために必要な努力も変化す

想することが求められる．環境を認識するときにも未来の状態の予想が含まれ
る．
物質的な世界の中で行動するときには多くの制約がある．行動プランを創る
ときには，それらをすべて考慮して目的を達成するための行動プランを創るこ
とが求められるため，複雑な作業になる．

る．
物質の世界では行動に制約があるために，運動能力，つまり機動性が付加価
値をもつようになる．運動能力は行動の所用時間とも関係する．だから時間の
付加価値も生まれる．
行動には完了期限があることが多い．時間は重要な資源である．時間を止め

（3）多様な付加価値の存在
一般的な付加価値の定義と行動プランの性質とを合せて考えると，多様な付
加価値が存在していることがわかる．

たり，逆行させたりすることはできない．問題の発生を早期に予想できれば，
時間を有効に使って問題を未然に防ぐこともできる．十分な準備を行なうこと
ができる．だから素早く，自由に行動できることは大きな付加価値を生む．

1）精神的な付加価値と肉体的な付加価値
行動プランの作成は，精神面での付加価値をもつ．欲求を満足できる実行可
能な行動プランを創ることができれば，安心，希望が生まれる．それを創るこ
とができなければ，不安，恐怖を感じる．行動プランの実行は，肉体的な感覚と

2 . 3 試行錯誤の意味
「もの作りの世界」でのシステム設計に関する経験からいえることだが，より
よい行動プランを見つける作業は，地球環境のシステム・モデルを作ったうえ

精神面での付加価値をもつ．行動プランの実行によって，うまく行った場合は
肉体的な快楽と精神的な達成感を感じる．うまく行かない場合は肉体的な苦痛
と精神的な挫折感を感じる．
2）存在の付加価値

で，試行錯誤的に行わなければならない．
この本質的な意味は，システムとしてよりよい可能性を探す場合は，つねに
現実を出発点として探さなければならないということである．そして，実行可
能な行為の多様な組み合わせの中からよりよい可能性を探し出すためには，非

ある時点で，ある場所に，何かが存在していたか，存在していなかったかで，
そのとき実行できる行動プランが変り，生じる付加価値も変る．情報，経験，知
識，道具，特定の人などの存在した場合と，存在していなかった場合とで，生じ
る付加価値が変る．その付加価値の差が，その存在の付加価値と考えることが

常に多くの試行錯誤が必要であるということである．生物の進化では，それを
地質学的な時間の中で見事におこなった．人間が，直面している複雑なシステ
ムの問題に対するよりよい解決策を探すためには，短時間に非常に多くの試行
錯誤を行なうことが必然的に求められる．

できる．
3）異なる行動プランの付加価値の比較
あえて「何も行動しない」のも行動の一つである．そのときの環境状態を基

2 . 4 行動プランの存在価値
完成した行動プラン，完成したシステム設計プラン，完成した道具としての

準にして，いろいろな行動プランによって引き起こされる環境状態を比較する
ことで，それぞれの行動プランの付加価値を一つの規準で相対的に評価するこ

システムは，必要があれば直ちに使用して，その目的を達成することができる．
これに対して，情報，知識はそれらの構成要素であり，役立てるためにはまず
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システム設計作業が必要になる．必要性が生じても直ちに使用して目的を達成
することはできない．使用の必要性が現実に生じたときは機会損失が発生す
る．マネジメントの視点でみれば，存在の有無，あるいはシステムとしての完
成度は，存在に関する重要な価値の評価基準である．また，知的活動の価値体
系という視点でみれば，「システムの分析」の上位に「システムの設計」という
階層があるといえる．
社会問題を解決するための行動プランを作成し，社会にその存在を公表する
ことは大きな存在価値をもつ．それはシステムの共通性質の一つである累積効
果，つまり好循環が次のように社会の中で開始するからである．
多くの人びとが行動プランに関心をもち，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．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．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．

3. 未来共同探索システム
3 . 1 人間の進化と 2 種類のシステム
いまや我われは「仕事の基本システム」を拡張して考える必要に迫られてい
る．「仕事の基本システム」で登場する環境を，地球上での主要な活動のすべて
とみなし，一つのシステム・モデルとして考えることである．
ここで「仕事の基本システム」について再度人間の進化という視点で考えて
みる．人間は道具を創り使うことで物理的な行動能力，そして環境に対する知
覚能力を向上させてきた．ついにディジタル情報と論理の形式のシステムを動
かすことのできる知的道具，コンピューターを発明した．さらに多くの現象を
ディジタル情報と論理の形式のシステムで表現できることを知った．ディジタ
ル情報を多くの地点に高速で送ることのできる通信ネットワークを発明した．
コンピューターと通信ネットワークを組み合わせると，サイバー・スペースを
創ることができた．
この歴史的な事実と経験とから，次の考えを人間の未来を創るうえでの根本
思想にすべきだと考える（5 - 3）．
システムの共通性質の一つに，システムには 2 種類の表現形式がある．物質
的要素が力学的な関係で構成されるシステムと，情報的要素が論理的な関係で
構成されるシステムである．後者は，数学的表現，記号と構造による表現とも
いえる．両者には機能的に類似性と異質性がある．一方の表現形式のシステム
を他方の表現形式のシステムとして表すことができる．後者では前者に課せら
れている多くの制約条件，つまり，物質，時間，空間，エネルギー等の制約，生
死，そして社会的な制約等が存在していない．だから未来の予想に利用するに
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は都合がよい．ただし後者の方式で前者を表すためには，前者の制約を情報と
論理で組み入れなければならない．この 2 種類のシステムを使いこなせるのは，
我われ人間とコンピューターだけといえる．人間はよりよく生きるためにこの
2 種類のシステムを相互補完的に利用してきた．未来を予想して自分の行為に
対してフィードバック制御をかけてきた．
ここでサイバー・スペースの最も高い価値の使い方として，この中に我われ
が今住んでいる物質的なシステムの世界を情報と論理関係で表したシステム・
モデル，つまりサイバー・ワールドを創り，利用するというアイデアが生まれ
る．それは我われが住んでいる世界のホワイト・ボックス・モデルを作ること
でもある．サイバー・ワールドの中では，コンピューターの情報処理能力を利
用して，我われが住んでいる広い世界で，いま何が起こっているかを，素早く，
適確に知ることができる．世界の動きを短時間にシミュレーションし，近い未
来に何が起こるかを合理的に予想することができる．
サイバー・ワールドを創ることによって，人間の環境に対する認識能力と，
行為と未来の状態の関係の予想能力をともに高めることが可能になり，意図す
る行動プランの作成能力を飛躍的に高めることができる．その過程で物理的な
行動能力を支配下に置くことができる．
これらは，哲学者が研究してきた論理学を拡張したものであり，我われが生
きるうえで直接役にたつ情報と論理によるシステム，つまりサイバー・ワール
ドという概念の基本的な考え方である．
3 . 2 サイバー・ワールドの効果的な利用法
サイバー・ワールドを我われが直面している社会問題の解決に利用すること
を考えてみる．
（1）人類が直面している社会問題
我われの活動がグローバル化し，大規模化したために，我われ一人ひとりの
行動と環境との関係，他者との関係を真剣に考慮しなければならなくなった．
人間はいまや地球全体の活動を一つのシステムとして考えなければならなく
なった．しかし各人の脳の中に経験から作られた世界像は，実際のシステムの
姿と比べれば，部分的で自己中心的であり，不正確である．このために人間は
他者との考え方の違いから衝突を頻繁に起こしている．
（2）サイバー・ワールドの作り方
地球の全市民が共同利用できるサイバー・ワールドを作る方法を考えてみ
る．各人が自分で直接関係し誰よりもよく知っている部分モデルを言語情報と
論理の形式でシステムを作り，全員が共通のサイバー・スペースに持ち寄る．
「仕事の基本システム」でいえば，各人が現在の自分の周囲の環境のモデルと自
分の行動モデルを持ち寄ることである．そしてコンピューターを使って，ディ
ジタル情報と論理の形式に変換し，つなぎ合わせて信頼性の高い人間社会全体
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のシステム・モデルを作る．それを地球上の全員で共有する．これがサイバー・
ワールドを作るときの基本的な考え方である．
（3）人間の自由度と社会

ることのできる行為の自由度も変っていく．
大きな目標を実現するときは，段階的な目標を定めて実現することがある．
だから行動プランは，時系列的に観た場合，いくつもの行動の組み合わせにな

我われの行動は何らかの欲求を満たすために行われる．行動は行動プランの
作成と選択によって行われる．我われは個人であるとともに社会の一員であ
る．我われの自由度の実現形態は，各人の行動プランと公共的な行動プランの

る．
これらの過程では，選択した行動の結果として次の時点にどのような未来の
状態になるか，その時点でどのような選択が可能であるか，これをちょうど将

2 種類がある．どちらの行動プランを考えるときにも，他者との関係，つまり倫
理に則って評価する必要がある．そこでサイバー・ワールドを行動プラン作り
に特化させた仕組みが未来共同探索システムである．

棋の駒の配置のように順次画像的に認識できる案内機能が必要である．未来共
同探索システムにはその案内機能を持たせることができる．
（4）
「仕事の基本システム」と地球システム・モデル
「仕事の基本システム」でみるなら，ある時点の地球システム・モデルは，一
つの行動プランが実行されたときには，実行時間が経過した後の地球システ

3 . 3 未来共同探索システムとは
未来共同探索システムは，地球システム・モデル，地球シミュレーター，地球
システム・モデル時系列群で構成される．

ム・モデルになっている．それは，地球シミュレーターの働きによって予想さ
れものに相当する．

（1）自由意思をもった人間の扱い
地球システム・モデルは，地球の環境状態，生物の活動状態，人間の活動状態
のモデルで構成され，互いに関連付けられる．各人の存在，境遇，意思をモデ
ルに反映させるためにモデル作成には全員が参加する．モデルの中の人間の活
動は，各人の自由意思を尊重するため各人の代理人（分身）によって行わせる．

「仕事の基本システム」で用いた一般性のある付加価値の評価の考え方が，地
球システム・モデルで，各人の行動，政策の実施などの付加価値を評価すると
きの基本になる．現在の地球システム・モデルと，未来における地球システム・
モデル時系列群とをある特定の人について，あるいはある特定の地域，ある特
定の指標について，追跡して，状態の変化の差をそれぞれの価値基準で評価す

地球システム・モデルを地球シミュレーターに入力すれば，未来の地球システ
ム・モデルを時系列的に予想してくれる．このモデルの一群を地球システム・
モデル時系列群と呼ぶ．この情報は大容量記憶装置に保管されて全員が参照で

ればよい．
このようにして，ある一つの行為が，未来に，自分自身や自分の住んでいる
地域に，あるいは他者や他の地域に，どのような影響を与えるかということを

きる．
（2）行動プランの作成手段
未来共同探索システムは，付加価値の高い行動プランを容易に作るための社
会的な仕組みである．広い範囲に適用できる．未来共同探索システムを使って，

客観的に合理的に予想し，多面的に評価することができるようになる．
（5）未来における可能性の系統樹
生物学では進化の系統樹というものがある．原始的な生物がどのような種の
枝わかれをして多様な種が存在するようになったのかを，時間軸にそって上に

公共的な行動プランと各人の行動プランと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未来の状態を作りうる公共的な行動プランと各人
の行動プランに合意し決定する．そして各プランをそれぞれの担当者が実行す
る．これが自由意思をもった人間のよりよい未来の状態の作りかたである．自

伸びる樹状の線図で表したものである．上に伸びる線図が途中で途切れていれ
ば，種が絶滅したことが表されている．ただしこれは過去の結果を表したもの
である．
未来共同探索システムを使うことで，我われは未来にむかう可能性の系統樹

分について隠さない，ウソをつかない，自分と同様に他者の権利も尊重する，
約束を守るという基本的な倫理が前提になる．
ここで重要なことは，行動プランによって生み出される付加価値の評価を行
なうのは個々の人が主体的に行うという点である．他者任せやコンピューター

を作ることができる．未来における枝の途絶か，新たな枝わかれを決めるのは
我われの価値観と行動プランの選択の結果である．それは試行錯誤によって作
られていく地球システム・モデル時系列群の全体的な形である．長く未来に伸
びている系統樹を択び，それを実際にたどっていけば，人類は絶滅することな

任せにしないことである．
（3）行動プラン創りにおける案内機能
行動プランを作ろうとするとき，環境の中の状況が変化していることに注意

く生きてゆくことができる．これは人類史おいて最大級の進化といえる（11）
．

する必要がある．時間が経過するにつれて，社会の状態は変化していく．それ
によって，我われが行わなければならない優先事項も変っていく．我われがと

3 . 4 未来共同探索システムの意味
人間にとって未来共同探索システムは多様な意味をもっている．
（1）行動プランを創る道具
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「仕事の基本システム」の考えと組み合わせると，未来共同探索システムは，
環境の状態を適切に認識し，適切な行動プランを創るための道具といえる．そ
の行動プランは公開のもとで科学的に実証され，公的に承認されたものであ
り，未来共同探索システムはそれを行なうための社会制度といえる．
我われにとって行動プランの種類は，私的な行動プランと公共的な行動プラ
ンとに大別できる．前者は個人の行動プランと私企業の行動プランとに分けら
れる．後者は政策という行動プランと，さらには持続可能な社会を創るという
行動プランに分けられる．未来共同探索システムはどの行動プランを創るうえ
でも役に立つ．
（2）世界に対する認識機能の拡大
サイバー・ワールド，つまり地球システム・モデル時系列群を眺めることに
よって世界を明瞭に認識することができる．これは哲学的な意味を持つ．
我われは多くの他者の存在に互いに気がつくことができ．通信ネットワーク
を使用して言葉をかけあうことができる．
各人が四つの自己をもつことができる（4 - 1）．過去・現在・未来という時間を
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予期しなかった事態がおこっても素早く対応することができる．
（5）新たな財と新たな経済システムの誕生
「仕事の基本システム」での検討をもとに経済的な見方で検討してみる．付
加価値は人間の欲求と関係づけられている．行動プランは付加価値をもってい
る．情報，知識は行動プランを作る材料であり，材料としての付加価値をもっ
ている．経済学の見方をすれば，それは知的な財といえる（3 - 3）（5 - 5）．未来共同探索
システムは，行動プランという知的な財の生産資本である．未来共同探索シス
テムを使うことで，政策案の作成を市場原理にもとづく社会的分業で行なうこ
とができる．
私が述べた個人の人生と社会の航行支援システムとは，このような仕組みと
使い方である．この未来共同探索システムが最初に述べた新しい政治システム
の基盤になるのである．

4. 情報処理の面からみた実現性の検討

超越した自己．空間を超越した自己．自他を超越した自己．主観と客観を超越
した自己である．前二つは物理的な超越であり，後ろ二つは立場の超越といえ

私の構想について実現性を疑問視する人も多いと思う．そこで最も重要な機
能である未来予想という点から見て，現在のコンピューターの情報処理能力の
面での実現性を検討してみる．また，未来予想を行なうとき，力学と情報処理

る．
他者の存在の認識範囲の拡張と自己についての認識能力の拡張によって，個
人としても社会としても，互いに協力してよりよい未来の状態を作り出すこと

との間に，仕事量，付加価値についての類似性がみられることについても述べ
ておく．
よりよい行動プランは，我われにとってその存在が未知の状態の中で，多数

ができる．今後の行為の試行錯誤から，よりよい可能性を引き出すことができ
る．その結果，未来を操作する能力を格段と高めることになる．
（3）道徳心・倫理の能力強化
未来共同探索システムを使うことで，各人が道徳心や倫理観をもって，自分
の行動プラン，あるいは自分が経営している組織の行動プラン，自分たちの社

の試行錯誤を行う努力を続け，その中から最良のものを選びとることで得られ
る．そのためには，未来の状態の的確な予想を短時間に行うことが絶対的な条
件になる．
未来共同探索システムは，地球上のすべての活動を情報と論理を使ったシス
テム・モデルとして表し，未来の状態をシミュレーションによって予想するも

会の政策プランを作ることができる．これらによって，暴走状態にある経済シ
ステムを制御することができる．さらに世界の人びとが道徳心や倫理観をもっ

のである．このときの最大の問題は，地球上で行われている活動の大規模さと
複雑さである．これらの仕組みを作るとき，活動の複雑さに対応するために有

て，持続可能な社会の建設プランを作ることができる．
（4）多元社会における総合的な調整機能
未来共同探索システムは，各人の意思の自由度にもとづく行動プランと，社
会的な意思の自由度にもとづく各政策プランとを，地球システム全体で評価
し，調整するための道具である．多元社会における総合的な調整を行うための

限要素法の考え方を用いる．これは広く使われている方法である．
我われが住んでいる物質世界を，空間的，時間的に非常に細かく分割すること
によって，一つの微細な区分とそれと隣合わせの区分との間に働く要素同士の
作用反作用の関係を，単純化し扱いやすくできる．そして，微細な断片に働く要
素の関係を空間的に，そして時間的に順次計算することによって，システム全体

根幹となる仕組みである．提案された政策プランは，未来共同探索を使って，
四つの立場をもったすべての市民（3 - 2）から多面的な評価を受ける．市民は未来
世代の代理人でもあり，生物や自然環境の代理人の立場にある（5-4）．
評価基準は，パレート最適化の考え方と，時間的な期限による．期限が来たら，
その時点でもっともよい行動プランに決定し，その行動プランを実行に移す．
我われの環境状況はつねに変化している．未来共同探索システムがあれば，

の状態を全体的かつ時間的な経過にしたがって求めていくことができる．
4 . 1 未来を予想する知的な仕事量
4 . 1 . 1 仕事量と仕事率
力学においては仕事量と仕事率という基本的な考え方がある．この考え方を
参考にして未来を予想するという知的な作業について，仕事量と仕事率という
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ものを考えてみる．
（1）知的な仕事量
一つのシステムの全体の動きをある予想期間にわたってシミュレーションを

量を少なくする工夫が必要になる．ただし，時間軸 1 区分先予想の計算量は，予
想情報の品質と関係する．予想の項目数，分解能，要素数などによって変わる．
実用性から適当に選ぶ必要がある．

行うとき，計算量は次式で表せる．
全計算量 ＝ 時間軸 1 区分先予想の計算量 × 時間軸方向の分割数

……（1）式

4 . 1 . 2 計算時間の試算例
50 年先までのシミュレーションを行う場合の計算時間を，大まかに試算して
みる．ただし，もっとも多くの自由度をもつと考えられる人間社会についての

ただし，時間軸方向の分割数 ＝ 予想期間 ／ 時間軸方向の分割間隔
ここで，次のように定める．
時間軸 1 区分先予想の計算量 ＝
1 つの微細区分あたりの空間軸方向と時間軸方向の計算回数の和
× 空間軸方向の分割数

（2）知的な仕事率

……（2）式

計算時間を考える．
（1）空間軸方向の分割数
空間軸方向の分割数は，行動の自由度をもつ個人の人数と，行動の自由度を
もつ法人的な経済主体の数の和として考える．
ここで，人口 100 億人と仮定し，経済主体の数は人口の 30％と仮定してみる．
そうすると次式になる．
空間軸方向の分割数 ＝ 100 億× 1.3 ＝ 130 億

計算機の計算処理能力と計算時間との関係から，全計算量は次式となる．
全計算量 ＝ 計算機の単位時間あたりの計算処理量 × 計算処理時間

……（3）式
（3）式と（1）式とが等しいことから，次式が得られる．
時間軸 1 区分先予想の計算量 × 予想期間 ／ 時間軸方向の分割間隔

（2）時間軸方向の分割数
時間軸方向の分割間隔を 1 ケ月とする．これは我われの経済活動を区切る単
位として広く使われている．50 年先までのシミュレーションを，1 ケ月単位で
繰り返すことにすると次式になる．
時間軸方向の分割数 ＝ 12 × 50 ＝ 600

＝ 計算機の単位時間あたりの計算処理量 × 計算処理時間
これを変形すると次式が得られる．
計算機処理時間 ＝

ここで（2）式の項を次のようにおおまかに仮定してみる．
1 つの微細区分あたりの空間軸方向と時間軸方向の計算回数の和 ＝ 10,000
そうすると（2）式より，1 ケ月先の予想では

（時間軸 1 区分先予想の計算量 × 予想期間 ／ 時間軸方向の分割間隔 ）
／ 計算機の単位時間あたりの計算処理量

……（4）式
これを変形すると次式が得られる．

時間軸 1 区分先予想の計算量 ＝ 10,000 × 130 億
＝ 130 万 × 1 億
さらに（1）式から 50 年先までの計算量は
全計算量 ＝ 130 万 × 1 億 × 600

計算処理時間 ／ 予想期間 ＝ 時間軸 1 区分先予想の計算量
／
（計算機の単位時間あたりの計算処理量 × 時間軸方向の分割数）

……（5）式
この計算処理時間／予想期間という比の値は重要である．これを未来予想時
間比と呼ぶことにする．
未来予想時間比の値が 1 以上の場合は，現実の後追いになるので意味がない．
限りなく“0”に近くすることによって，何度でも試行錯誤し，よい状態とそこ
への道筋を見出すことができる．
たとえば，50 年先の予想を，たった 1 日の計算で行ないたい場合は，未来予
想時間比の値を 1 日／（365 日× 50）＝ 1 ／ 18250（ 約 1 ／ 2 万）にする必要が
ある．
未来予想時間比の値を小さくするためには，計算機の単位時間当たりの計算
量すなわち計算処理能力を高めること，あるいは，時間軸 1 区分先予想の計算

＝ 7.8 億 × 1 億
……
（6）式
（3）計算時間の試算
現在の世界最高水準のコンピューターである日本の「富岳」は，2020 年に
1 秒間に 41 京回，つまり，41 × 1 億× 1 億回計算できることを示した．
この計算能力を使って，計算処理時間を試算してみる．素人判断であるが，
この計算能力は，計算機内部での細かい処理ステップ数で算出したのではない
かと思われる．そこで，計算機内部での処理ステップ数は，いままで考えてき
た 1 回の計算あたり 100 ステップ必要になると仮定すると，
（6）式から
計算機内部の全計算量 ＝ 全計算量 × 100
＝ 780 億 × 1 億
計算処理時間 ＝ 計算機内部の全計算量 ／ 1 秒当たりの計算機の計算能力
＝ 780 億 × 1 億 ／（41 × 1 億 × 1 億）秒
＝ 19 秒
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また，
（5）式の左辺を秒単位で計算すると
未来予想時間比 ＝ 19 秒 ／
（60 × 60 × 24 × 365 × 50）秒＝ 約 1 ／ 8300 万
つまり，現在の世界最高水準のコンピューターを使えば，50 年先の状況を 1 ケ
月刻みで予想するのに，わずか 19 秒しか必要としないということである．
これ以外に，自然環境，生物環境についてのシミュレーションも必要になる
が，別なコンピューターで同期をとりながら並列処理すれば，同時に終了する
ことができるはずである．結局 1 日の間に 4000 回程度，条件を変えて未来の状
態を予想できることになる．
この大雑把な試算からいえることは，我われが実用的な地球システム・モデ
ルと地球シミュレーターを作れる技術力を十分にもっているということであ
る．人類にとってスーパー・コンピューターの最も価値の高い利用先は未来共
同探索システムであると私は確信する．
4 . 2 利用価値という面での熱と情報の類似性
熱力学においては，高い温度の熱源の方が低い温度の熱源よりも利用価値が
高いという考え方がある．ヒート・ポンプは，周囲の低い温度の熱エネルギー
をより低温の気体に吸収させ，気体の圧縮という仕事を外部から加えることに
よって気体を高温にし，その熱を環境に吐き出してくれる．
知的な仕事の世界でも似たようなことが考えられる．ただし，価値の基準は
情報の利用価値になる．未来共同探索システムを構築するにあたっては，各人
の個人情報を含めて多方面から多様な大量の情報を集めることになる．最初の
段階では，それらの情報は，大きな価値，つまり我われが生きるうえで大きな
効用を持たない．分散し，互いに孤立化しているからである．それらを一か所
に集め，組み合わせて地球システム・モデルに仕立てあげることで，集められ
た情報の付加価値は全体として大きく高まる．さらに地球シミュレーターを
動かし，未来の状態を次々と予想していくことによって，我われが生きるうえ
でさらに高い価値の情報を生み出すようになる．この付加価値は，通信ネット
ワークとコンピューターが連動して行った仕事によって生み出されたもので
ある．さらに，より優れた行動プランを見つけて提供する社会的組織を作るこ
とによって，我われは最も高い付加価値の情報を受け取ることができるように
なる．ただし先に述べたように，地球システム・モデル時系列群の中から，自分
に関係のある情報を選び出すことによってである．この情報が高い付加価値を
もっているのは，よりよく生きることを教えてくれること，具体的で信頼性が
高いこと，そして希少価値が高いからである．

おわりに
最後に私の研究の結論と世界の著名な学者の考えとの関係について述べてみ
る．
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未来学者アルビン・トフラーと妻ハイジの共著『第三の波の政治』
（1995）は，
新しい文明をめざしている点でドラッカーの『新しい現実』と双璧をなしてい
るように思える．その中で彼らは 21 世紀の民主主義についてこう締めくくっ
ている（12）．
「われわれは，とにもかくにも，早々に政治制度の再建に取りかからなければ
ならない．既存の政治制度の崩壊が進行すれば，街頭に独裁者の軍勢が送り込
まれ，21 世紀の民主主義への平和的移行が不可能になってしまうからだ．
」
歴 史 学 者 イ マ ニ ュ エ ル・ウ ォ ー ラ ー ス テ イ ン は，著 書『 知 の 不 確 実 性 』
（13）
（2004）
の中で，現在と今後の世界について次のような認識を示している（13-1）．
「
（現在直面している世界システムの危機に対して）既存のシステムの枠組み
の内に留まる解決策はありそうにない．それゆえいま，システムの諸パラメー
ターは激しくゆらぎ，分岐が生じつつある．このような過程が進んで，分岐に
ついての最終的な選択がなされ，新しいシステムが形成されるまでに，あと半
世紀ほどはかかるであろう．また，その半世紀の過程は大きな社会的騒擾期と
なることを想定しておいてまちがいない．それはひとつには，システムの変動
が激しくなるからであり，いまひとつには国家機構の正統性が低下するからで
あり，さらにひとつには分岐の後に現れるシステムがどのようなものになるか
をめぐって大きな争いが起こるだろうからである．
」
さらに彼は，社会科学を歴史的に眺め，社会科学の今後の進路を次のように
見通している（13 - 2）．
「望ましいシナリオは，社会科学者自身が先頭に立って社会科学の再統一と
再分割を行い，21 世紀において知が意義ある進歩を遂げられるような，もっと
も知的な分業体制をつくりだすというものである．再統一された社会科学にお
いては，経済的・政治的・社会文化的領域がそれぞれ明確に分離している状態
を想定することはできない．
」
哲学者マルクス・ガブリエルは，共著『未来への大分岐』
（2019）の中で次の
ように述べている（14）．
「倫理的な病理を引き起こすような概念については，その枠組みを問い直し，
立て直さなくてはならない．たとえば，代表制民主主義をその危機から救い出
す助けになるような新しい概念を打ち立て，提唱することが，哲学者に向けら
れた倫理的な命令なのです．現在のところ，民主主義の抱える問題について，
解決策をもっている人はいません．
」
私の最近の論考と本論考は，ドラッカーだけでなく未来学者トフラー夫妻の
期待にも応えるものであり，歴史学者ウォーラーステインと哲学者ガブリエル
が探し求めている答えそのものであると考える．近年発行された多くの書籍
（和訳本）を私が調べた限りでは，世界の著名な社会学者たちが取り組んでいる
主要な諸課題について，私はおそらく世界で初めて，しかもいくつも同時に有
力な解決方法を提示したのではないかと考えている．私が生産技術者でありシ
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ステム・エンジニアであったからそれを可能にしたことは，最近の論考と本論
考での各論点が裏付けている．
地球温暖化に加え，AI 兵器の進歩により国際政治も不穏さが増加している．
多くの問題が急速に悪化し始め，手の打ちようがなくなるという分岐点 2030
年まで残りが 10 年を切っている．政治家も学者も，いぜんとして何ら有効な手
段を示せないでいる．しかし，今回の論考によって社会の病気的現象に対する
治療の特効処方と考えられる 3 種類の提案書がすべて出そろった．次はドラッ
カーのいう「教育ある人間」
（6-1）の活躍の出番になる．
最後に，これまで私の研究を支えて頂いたドラッカー学会編集委員会の方が
た，地球システム・倫理学会の多くの会員の方がたに対して厚く御礼を申し上
げたい．
【注】
（1）山縣俊夫〔2009〕
『企業の組織的活動における「知的付加価値の生産性向上」について』ド
ラッカー学会年報 Vol.3 pp.74-90
（2）山縣俊夫〔2010〕
『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』ドラッカー学会年報 Vol.4 pp.123 - 142
（3）山縣俊夫〔2016〕
『共有世界実像と新しい文明社会のシナリオ』ドラッカー学会年報
Vol.13 pp.268-293 ,（3-1）pp. 276 - 278,（3-2）pp. 279 - 280,（3 - 3）pp. 285 - 286
（4）山縣俊夫〔2017〕
『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』ドラッ
カー学会年報 Vol.14 pp.70-86,（4-1）pp.76-77
（5）山縣俊夫〔2020〕
『政治制度と社会科学の総合改革構想』ドラッカー学会年報 Vol. 17
（5-1）pp.270-271,（5-2）pp. 260 - 265,（5-3）pp. 280 - 282,（10 - 4）pp. 261 ,
（5 -5）pp.263-264
（6）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1989〕
『［新訳］新しい現実』ダイヤモンド社
pp. 92
（6 -1）pp.277-287, pp. 296 - 300
（7）藤井弥平〔1995〕
『電子航法のはなし』成山堂書店
（8）若林伸和〔2021〕
『詳説 航海計器 改訂版』成山堂書店
（9）藤石金彌〔2014〕
『航空管制「超」入門』サイエンス・アイ新書
（10）岡田實編〔1978〕
『航空電子装置〈改訂版〉』日刊工業新聞社 pp. 365 - 375
（11）P. テ イ ヤ ー ル・ド・シ ャ ル ダ ン（ 美 田 稔 訳 ）
〔2011〕
『 現 象 と し て の 人 間 』み す ず 書 房
pp.334 − pp.351
（12）アルビン・トフラー／ハイジ・トフラー（徳山二郎訳）
〔1994 , 1995〕
『第三の波の政治』中
央公論社 pp.192
（13）イマニュエル・ウォーラーステイン（山下範久監訳）
〔2004〕
『知の不確実性』藤原書店
（13 -1）pp.68 -69 ,（13-2）pp. 217 - 220
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エフェクチュエーション

―新
 時代をリードしてゆく極めてドラッカー的な
起業理論

Effectuation: A Very Druckerian Theory of Entrepreneurship
to Lead the New Era

松井勇人

Hayato Matsui

（起業家研究所 omiiko）

Summary
There is a new theory of entrepreneurship called effectuation. More than 350
universities around the world have adopted it as a textbook, and it is a hot topic in
top management journals and conferences. Effectuation lies in above all dialogues.
We interact with the market, with knowledge, and with our peers. It is a theory that
emphasizes the process rather than the result.

1. ま
 ったく予期できない明日のために，我々は今日，何をすべき
だろうか
“The New Realities”より．
ドンキホーテは伝えているのだ．
信じられるものだけを信じ，
愛してくれる者だけを愛し，
価値があるものだけを学ぶのだとしたら，
果たしてそれは人と言えるのか，と．
エフェクチュエーションと呼ばれる新しい起業理論がある．世界で 350 を超
える大学がテキストに採用し，経営学のトップジャーナルや学会で話題が沸騰
している（1）．驚く方もおられると思うが，計画を目の敵にし，むしろ予想外の
出来事を積極的に事業に取り入れるという理論だ．
エフェクチュエーションは何より対話を重視する．市場とも知識とも仲間と
も対話をする．
私が起業家研究者として起業家と話をすると，商品を値上げすることに抵抗
を感じる起業家がとても多い．
しかし，この理論では固定観念や計画に囚われることを忌避する．値付けが
安過ぎたとしたら対話を元に躊躇なく値上げをすればよい．事業に自分の適性
がないと感じたら，無理せずピボットさせるよう説いている．
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こうした話をすると起業家たちは固定観念からすっと解放され，価格戦略な
どについて考え直そうとする．極めて実際的な理論なのである．
エフェクチュエーションの生みの親は，サラス・サラスバシーというインド
系の女性の経営学者．ノーベル賞受賞者ハーバート・サイモンの最後の弟子で
ある．ちなみにサラスバシーとは「弁財天」を意味する言葉だ．
サイモンは意思決定を専門とし，AI のパイオニアでもあった天才．限定合理
性の研究をしたが，晩年は哲学に傾倒した．少年時代のサイモンの座右の銘は
「戦って逃げる者は生きて再び戦える」というフレーズだったという（2）．こうし
た性質は，サラスバシーのエフェクチュエーションに大きな影響を与えた．
サラスバシー自身は，エフェクチュエーションと既存理論の違いについてこ
う述べている（3）．
「これまでの経営理論では，核となる企業やマーケット，あるいは経済圏があ
り，すでにあるそうした遺物の上でどう上手く振る舞うかを問題にしてきまし
た．
ですが言い換えてみれば，そうした遺物を“作り出す”ものではありません
でした．パイの奪い合いはしましたが，パイを作り出そうとはしませんでした．
例えば，以下のようなことに関しては，考察することすら出来ません．
・ 会社がまだ出来ていないのに，どうやってそこで提供するサービスの価格
を決めるのか．
・ ネット黎明期のような状況，産業が生まれて 5 年も経っていないような，
どんな産業かすら理解されていない産業にいる企業を，どう評価するの
か．
・ さらには，その会社を 5 年前にどう評価するのか．
・ かつて共産主義だった土地に，どう資本主義の根を張らせるか．さらに言
えば，ポスト資本主義の世界をどう見据えるか．
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記憶に新しい（6）．
もちろん起業が確実さを保証するわけでもない．ならばこうした不確実性の
時代に，我々はどうしたら適切な行動をとることができるのだろうか．

2. 計
 画とは未来を決めるものだと誤解されがちだが，今をおいて
決定できる時などはないのだ
“The New Realities”より．
サラスバシーは確実性と不確実性とを，3 つのレベルに分けている．
一つ目は確実な場合．
二つ目は不確実な場合．不確実ではあるが統計的に処理できる不確実性．
三つ目も不確実な場合．統計的に処理できない不確実性．
三つ目の不確実性は，経済学で「ナイトの不確実性」と呼ばれる．起業家が
直面するものもこちらが多い．例えば，フォーチュン 500 の約半分もの企業が，
たった 15 年前には存在すらしていなかった．ゴールがまだ存在していない状
態で，起業家はどう決断を下すのだろうか．
我らは意味のあることを為そうとする．しかし，やってみて初めて意味が分
かるという場合がある．
ナイトの不確実性の最中にいる起業家は，たいてい後者で意味を見出すもの
だ．そんな全くの不確実性・不合理性に直面した時，我らにはいったい何をす
ることが残されているだろうか．
実はひとつ，とても単純なことが残されている．ドラッカーもまた，よく似
た問いを投げかけていた．
「すべてを失ったとする」

創造的・起業的なマーケットへと変化しています．
」
映画“most likely to succeed”では，アメリカの大卒就職率はわずか 5 割で
あると述べられている（4）．残りの者はマクドナルドでのアルバイトのような，

「会社を退職し，友人にも会えなくなり，妻にも先立たれる」
「そんなときあなたは何ができるだろうか」
彼はこう答えたという．
（7）
「それでも僕は友達をつくれるんだ」
完全な暗がりの中で我らに出来ることとは，会話をすることだ．もし会話も
探索もしないのなら，絶望以外は残らないだろう．
ちなみに，エフェクチュエーションの解説をネットで検索すると目にするの

大学を卒業する必要のない職業に就かざるをえない（5）．
私は起業家研究所と同時に学習塾も経営させていただいている．不登校など
の子供たちがなぜ将来を悲観しているかと言えば，生きていけるかどうか自信

が，「コーゼーション」と「エフェクチュエーション」という概念である．だが，
これらを明確に把握している論説を見かけたことはこれまでにない．
cause and effect，コーズ（原因）とエフェクト（結果）から取られたものであ

を持てないためである．
しかし勉強をし大学を卒業したとしても，職にありつけるかどうかは保証さ
れない時代になった．
大企業に就職したとしても，定年まで就職できるかどうかは極めて不透明
だ．2019 年，経済界の重鎮が相次いで終身雇用に否定的な見解を示したことは

り，ここではコーゼーションを「因果論」と訳したい．原因が先にあり，結果が
後にくる従来の科学のあり方である．
それに対しエフェクチュエーションとは縁起論を意味する．ここでは縁起論
を，基本的に「人と人との縁を起こす」ことと定義する．会話を重視し，縁を起
こすものがエフェクチュエーションであると．

こうした問題に取り組まねばならない人々が加速度的に増加してきているの
です．世界全体でビジネスというものが，これまでの遺物から解放され，より
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サラスバシーが述べている 2 つの違いについて纏めてみたい．
【コーゼーションとエフェクチュエーションの違い】
コーゼーション（因果論）では「確実に得られる結果」を重視する（結
果重視）
．そして，結果を出すためにどのような手段をとるべきか考える．
確実に成果を出す「法則」を作ることを志向している．従来の科学的な線
形のもの．
エフェクチュエーション（縁起論）では「その場にある実行可能な手
段」
「自分にできること」を重視する（過程重視）
．そしてまた，得られた
結果を解釈し次の行動を決める手段とする．循環的で，結果を見直し続け
る．人とも市場とも知識とも対話をする．対話を可能にする「哲学」を作
ることを志向する．ポスト資本主義的．
他者に勝利する法則を作るものが因果論であり，他者と向き合う哲学を作る
ものが縁起論である．
起業の専門家というものは一つや二つの倒産を経験しているものだし，まっ
たくの起業素人が大金を手にすることもある．
すなわち，結果を見てしまうと起業家精神の本質を見逃すことになるのだ．
これは，起業家らが成功や失敗という軸を超えた基準を持って生きていること
を示している．起業家は因果論のパラダイムでは生きていないし，因果論のパ
ラダイムでは起業家精神を捉えることも難しい．
ならば，起業家は対話の哲学をどう自己形成してゆくのか．

3. Remember who you are.
米国ドラッカースクールでドラッカーから直接講義を受けた藤田勝利氏．彼
がドラッカーから最初に聞いた言葉は，
「あなたが誰なのかを思い出せ」だっ
た（8）．
サラスバシーが，起業家を排出するために最も重要だとしていることがあ
る．
「私は誰だ」
という問いだ．
ドラッカーの問いと全く同じである．
「私は誰だ」
「誰を知っているんだ」
「何を知っているんだ」
この 3 つの問いはエフェクチュエーションの根幹をなすが，書籍『エフェク
チュエーション』では影を潜めていることもあるのか，インターネット上の解
説ではほとんど見ることがない．ただし，彼女の各主要論文において何より重

エフェクチュエーション ― 新時代をリードしてゆく極めてドラッカー的な起業理論

307

視されている（9）．
他者と向き合うための哲学．そんな哲学を持った具体例としてサラスバシー
が挙げているのが，物語の主人公ドン・キホーテである．
「彼はなぜあのような奇妙な行動をしたのか」
「それは…」
「…彼が彼自身のことをよく知っていたからだ」
彼は成功と失敗を超えた基準で動いている．起業家も同じだ．そんな英雄的
な行動基準は，
「私は誰だ」という問いから生まれる．
ならば，「私は誰なのか」という問いに対する明確な解答はどう得られるの
だろうか．それに対する解答を得ている人間がいるのだ．
突飛な質問を投げたいと思う．
「原因と結果は，どちらが先なのか」
という問いを．
科学的に考えれば原因が先に決まっている．論理や戦略や成績は，原因を積
み重ねて結果を出すではないか．
しかし，芸術的に考えれば結果が先にならないだろうか．素晴らしきもの，
すなわち天啓が先にあるから表現がほとばしるのだ．
cause（原因）and effect
（結果）の関係は，自明なようで自明ではなかった．
エフェクチュエーションの論文群は恐るべきほどに明快だ．しかし，あまり
にこれまでの科学と正反対であるために，世界中の有能な研究者たちがこれを
掴みきれずにいる．
ネットでエフェクチュエーションについて検索すると日本語でも解説がある．
「コーゼーションパラダイムから，エフェクチュエーションパラダイムへの
変換」
「従来の目的を重視する考え方から，すでにそこにある手段から始める行動
的な理論」
分かったような気がするが，これでは何もわからないのだ．まず，コーゼー
ションが因果論を意味することを誰も理解していない．
「手段から始めるのは，
目的ではなく過程を重視しているため」という極めて重要な点も見逃されてい
る．こちらは書籍に明確に述べられているのに，である．英語で検索しても同
じで，やはり要領を得ない．
このエフェクチュエーションを，「芸術家とは何か」を語ってくれた磐田の
若きアーティスト遥奈の言葉から紐解いてゆきたいと思う．
3 . 1 深海ラジオ
遥奈のラジオ番組，2020 年 9 月 12 日の『深海ラジオ』は，ある映画の言葉か
ら始まった．
「道を知っていることと実際に歩くことは違う」
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映画のコピーにも使われていた有名なセリフだ．1999 年の大ヒット作，
『マ
トリックス』である．
「机上の学問は現実では役に立たない，ということか」
上のセリフを私自身もそんな風に解釈してきたのだけれど，彼女はそうでは
ないと言う．
「例えば絵や曲を描こうとするんじゃなくて，もうすでに出来上がっている
世界があるんだと思います．もう絵があることを知らなきゃ．そうすればその
絵は自ずと描かれるから」
「実践しなきゃとか，やらなきゃとか，努力するのが大事なんじゃなくって，
もうそれが出来上がっていることを知らなきゃ．アーティストなら……」
いつも唸らされる，彼女には．
私はこの言葉から，ミケランジェロと運慶の話を想起した．
「ミケランジェロは大理石を彫刻しているのではない．大理石の中の天使を
自由にしている」
作っている最中の作品は，もう出来上がっている．遥奈の話と同じだ．
運慶にしてもそうだった．木の中の大日如来様の埃を払うことが，運慶自身
を知ることであり，彼自身であることだったのだ．
私たちはいつの間にか，全ての物事をプログラムできると思ってしまった節
がある．すなわち，原因が全て結果に先んじると．しかしそれは因果論（コー
ゼーションパラダイム）の中だけの話に過ぎなかった．
しかし，一目惚れや天職などの，運命的な出会いをプログラミングすること
などできるはずがない．むしろ，そのようなことをする必要もない．なぜなら
我らは生まれた時からすでに，結果を得ているからだ．
Remember who you are.
我らは自らが誰なのかを思い出す必要がある．その時，歩きだすことができ
るのだ．

4. あなたの墓標にはどんな言葉を刻みたいですか
「運命の人がなぜ運命の人か分かるかと言うと，知識があるから分かるので
はない．自分自身だから分かるのだ」
こんな言葉がある．これは恋人に限ったことではない．運命の書との出会い，
教師，仲間，上司，さらには運命の仕事との出会いというものは確かに存在す
る．
スターバックスのハワード・シュルツは，イタリアを旅行中にバリスタの出
す雰囲気の虜となり，その後の世界を変えた．
マーケティングや戦略論は，彼がどう世界を捉えたかを記述しようとする
が，エフェクチュエーションは，彼がどう自分を捉えたかを問題にする．
「私は誰か？」
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自分を捉えれば捉えるほど，偶然にしか思えない運命的な出会いがより多く
生じるのだと，心理学者のアーノルド・ミンデルは言う（10）．自己を捉えると環
境と自分とがより一体化してゆくために，シンクロニシティやセレンディピ
ティのようなつながりが増えると．
誰にでも，運命を感じる仲間がいる．彼女らとどう仲間になったかを思い出
してほしい．きっと戦略的に選んだわけではない．
「いつの間にか，自分自身のようにそばにいてくれた」
そうした感じではないか．
気心の知れた仲間と，打算で集めた組織とは様相がまったく異なる．
『Zero to one』の著者でフェイスブックの初期に投資をしたことでも有名な
ピーター・ティールは「働きたい仲間とやりたい仕事さえあれば，Google に就
職できる人間でも，従業員 2 人のベンチャーに来る」と語った．
エフェクチュエーションの生みの親，サラス・サラスバシーは起業論のもた
らす幻想についてこう語った．
「ビジネスチャンスのあるところに起業家が集まるのではない．起業家が集
まるところにビジネスチャンスが生じるのだ」
起業家の集まる風土は，戦略的に集められた大企業の風土とは大きく異なる
ことがよく知られている．腹を割って話せる仲間と働きたいと考える人は，こ
れからますます増えてゆく．人は権威で他者を従わせるのではなく，本音を晒
して深い話をすることに興味を持つようになった．
どうすればそうした環境に身をおけるかと言えば，汝自身を知る以外に方法
はない．エフェクチュエーションはそう説いているが，科学の知識というより
哲学に近いものを我らに求めている．
「あなたの墓標にはどんな言葉を刻みたいですか」
「何をもって覚えられたいですか」
ドラッカーはそう問い掛けた．我らに哲学を求めたのだ．
彼とエフェクチュエーションのサラスバシーはその点で似ている．

5. エフェクチュエーションの 5 つの原則
『監視資本主義』という書籍がある．ハーバード・ビジネススクールのショ
シャナ・ズボフの著作で，704 ページの専門書（11）にも関わらず世界で高い注目
を浴びている．
下の表は世界の時価総額トップ 5（2021 年 8 月現在）の企業だ．そのうちプ
ラットフォーマーと呼ばれるインターネットの基盤をつくる会社が 4 社．承知
の話ではあるが，これらの企業は利用者の情報を収集している．
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企業名

国名

1

アップル

米国

2

マイクロソフト

米国

3

サウジアラムコ

サウジアラビア
サウジ国有石油会社

4

アルファベット

米国

5

アマゾン

米国

（12）
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エフェクチュエーションはその対極に位置する．以降，この理論の原則につ
いて見てゆきたい．
5 . 1 クレイジーキルトの原則
エフェクチュエーションには 5 つの原則がある．その中でも極めて重く扱わ
れているのが「クレイジーキルトの原則」というものだ．クレイジーキルトと
は寄せ集めの端切れで作られたキルト．原著の表紙に飾られるほど，サラスバ
シー思いが強い原則である．

「なぜ監視するのか」を説明するズボフの論が非常に興味深い．
「市場のパイを奪い合うとき，人を監視する力が強い企業ほど儲けが大きい．
パイの奪い合いをする時，資本主義社会は監視資本主義にならざるを得ない」
のである．
企業には倫理が必要であるという主張は確かな話だ．だが，株式市場は金を
主軸にしているために，IPO 後の企業は金に比して倫理を犠牲にせざるをえな
い．
つまり株式市場が企業の核となる仕組みでは，世界経済に倫理が浸透しない
のだ．
ル・ボンの著した『群集心理』という書がある．あのヒトラーやルーズベルト
が熟読したと言われる名著だ．
彼のした「群衆」の定義とは，
「意識的な個性が消えうせて，あらゆる個人の感情や観念が，同一の方向に向
（13）
けられた人々」
「考え方や感じ方が統一され，濁流のように一つの方向に向かって行ってし
（14）
まった人々」
となる．
これまでの資本主義社会では，意図的に群衆を作り出そうとしてきた．
「iPhone 信者」と言われるような種の企業の熱狂的な支持者は，明らかに作り
出された群衆である．
ある研究者はこう述べる．
「ル・ボンは，群衆は暗示を受けやすく，物事を軽々しく信じる性質をもつと
述べています」
「群衆は『暗示された意見や思想や信仰』を『絶対的な真理』か『絶対的な誤
（15）
謬』とみなす」
群衆は作られた一つのビジョンの虜となってしまうのだ．何も観察せずに白
か黒かの結論を拙速に下し，暗示にかけられたように一つの方向へ動いてしま
う．

（クレイジーキルト（16））

ちなみに 5 つの原則は以下となる．紙面の都
合からここで全てを紹介させて頂くことはでき
ない．重要度が最も高いクレイジーキルトの原
則を最初に，それと関連するものを理解が得ら
れやすい形で紹介させていただく．
クレイジーキルトの原則でサラスバシーはこ
う述べる．
「これまで企業は，まるで一枚の写真を押し
付けようとしてきたかのようです．しかし，エ
フェクチュエーションのパラダイムでは，個々が描いた絵を各自で表現する．
会話で全体がつながるのです」
「起業家の内的世界は，まるでクレイジーキルトのような世界が展開されて
います」と．
『群集心理』にあるように，人は，知らぬ間に押し付けられた一つの写真で世
界を見てしまいがちだ．白か黒かを一瞬で判断し，グレーゾーンを，分からな
いということを認識せず，考えることなく濁流のように一つの方向へ動かされ
てしまう．
コロナワクチンの摂取にしても，賛成派と反対派に別れつつあるが，一度，
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良いのか悪いのか分からないグレーの立場に立つ必要があるだろう．
逆に言えば，観察することなくワクチン賛成・反対のどちらかに立っていた
としたら，我々はいつの間にか群衆に陥ってしまっていたことを意味する．
いかに簡単に人が群衆に陥るかが分かるが，これが計画性の罠である．秩序
付けや縛りを人間の側がつくってしまい，その他を考えられなくなるのだ．義
憤と言えばその通りかもしれないが，それが対話を不能にするものであるなら
起業においても極めて危険なものとなる．
観察をせずに答えを出す．
この危険性があるがために，エフェクチュエーションでは計画を極めて敵視
しているのだ．
エフェクチュエーションは計画性を強く批判しているが，もちろん無計画な
わけではない．
「私は誰か」と自省し，未来の市場を捉えるより，自らの存在意義を捉えるよ
う説く．社会生態学者のように群衆に陥らず，立ち止まって，自らの責任で行
動する哲学を作るよう求めているのだ．
ニーチェは『漂泊者とその影』で，愛をこう定義している（17）．
「愛するとは，若く美しいものを好んで手に入れたがったり，
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作った意図が分からないものもある． 超芸術を超芸術だと思って作る者（作
家）はなく，ただ鑑賞する者だけが存在する」
例えば下の写真のようなものがトマソンである．
通常ネットではトマソンを
見て皆笑う．存在する意味が
分からないからだ．しかし遥
奈は『深海ラジオ』でこう語
り出した．
「トマソンとは，懐かしい
もの．こころがある．私に似
ている」
「無意味だと馬鹿にされて
も，そこにあり続けている．
本当の自分がそこにいる」
彼女の次のライブで，私は質問をした．
「これはどういう意味ですか？」
「死にきれずに生きている，『こんなはずじゃなかった』と生きているものを

すぐれたものをなんとか自分のものにしようとしたり，
自分の影響下に置こうとすることではない」
「愛するとはまた，自分と似たような者を探したり，
嗅ぎ分けたりすることでもないし，
自分を好むものを好んで受け入れることでもない」

見つけたんです．それこそが本当の自分．私に似ているんです．それが幸せで
す」
死にきれずに生きているものと共に抱いた悲しみが，つながりとなる．彼女
の幸せとはそうしたものだった．
歌とはなにか．詩も小説も，祈りも，いわゆる「文書」とは違った響きを持っ

「愛するとは，自分とはまったく正反対に生きている者を，
その状態のままに喜ぶことだ．

ている．詩は説明なしで人に伝わるものだが，それにも関わらず表現せねばな
らないものだ．

自分とは逆の感性を持っている人をも，
その感性のままに喜ぶことだ」
これがクレイジーキルトの世界である．ニーチェの警句を参考に，ふたたび
磐田市のアーティスト遥奈の言葉から論考を進める．
5. 1 . 1 小景異情
2018 年の 2 月ごろ，彼女がトマソンという聴き慣れないものについてラジオ
で語っていた．
Wikipedia によると，トマソンとは下のように定義されるものである．
「超芸術トマソン」
「まるで展示するかのように美しく保存されている無用の長物．存在がまる
で芸術のようでありながら，その役にたたなさ・非実用において芸術よりも
もっと芸術らしい物を『超芸術』と呼び，その中でも不動産に属するものをト
マソンと呼ぶ．その中には，かつては役に立っていたものもあるし，そもそも

（18）

分かっているものをわざわざ語り，いったい何が伝わっているというのか．
親友と語り合う．
すべてを分かりあった恋人とも，語り合う．
そこでは，もう一つの世界の扉が開かれるのだ．すなわち，一枚の写真から
クレイジーキルトの世界へと誘われる．
母が作ってくれたおむすび．
子供が遠足に持っていく水筒．
幼稚園の先生が読んでくれた絵本．
あるいは憂鬱の中に潜む静かな美．
敗北の芳醇な味．
そこに我々が見つけるのは，食物や水分やステータスといった類ではない．
いわばコトそのものの認識である．
『小景異情』という室生犀星の詩がある．
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小景異情

室生犀星

ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしやうらぶれて
い ど
かたゐ
異土の乞食となるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひて涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこにかへらばや
遠きみやこにかへらばや
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ことができるからだろう．現実をゲームのように楽しむためには，哲学という
コントローラーを必要とする．
さらに，
「どのような成功者になりたいか」
ではなく
「どのような失敗が自分らしい失敗なのか」
そちらに目が向けられる．ADHD の人たちはスポーツ選手と起業家に適正が
あることが分かっているが（20），彼らが落語者のような状況を逆転し飛躍する時
とは，失敗をより自分らしい失敗へとコントロールできた時なのである．

小景：どこにでもあるありふれた景色に，

「私は誰だ」というエフェクチュエーションが最も重視することは，自分らし
いキャラクターを発見することでもある．成功の方法だけを学ぼうとしても無
駄だ．自分らしい失敗の仕方とはどのようなものか．そちらを発見せねば失敗
のその先へは進めない．
ドラッカーは「組織をイノベーティブに保つためには，必要だと思うものを

異情：はっとしたなにかを見つける．

廃棄し続ける仕組みが必要だ」と語っている（21）．世界の様々な神話に登場する

窓から見える父が残してくれたいつもの菜園に，毎日の母の手料理に，いつ
もの恋人の髪に自己の本来が写る．
ドラッカーは日本画を愛した．彼は日本画を見ることで正気に返ることがで
きたからだ．

破壊の神は，旧世界を新世界へと改める浄化の神でもある．
どう失敗し，どう自分自身を破壊するか．ある程度自分が間違っていると認
識していなければ会話など成立しないが，会話とは自分自身を創造的に破壊す
るプロセスである．どのような破壊者として自分自身のキャラクターを作って
いくのか．どう破壊したら面白いか，人との深い縁が生じるのか．

「『正気を取り戻し，世界への視野を正すために』
（to recover my sanity and
（19）
perspective of the world）日本美術を見」た ．
ありふれた日常が輝きだす瞬間．宇宙の真実のすべてが掌の中におさまる瞬
間．そこでは悲しみや絶望ですら輝き，我らを正気に戻す．
自らの内に展開される懐かしき相似の世界．小景異情を探すことがクレイ

『取材・執筆・推敲』で古賀史健は，キャラクターについてこう語ってい
る（22）．

ジーキルトの原則のコアである．
5 . 2 利益でなく犠牲が先決の原則
人は何かになりたいとか，何かがほしいとか，プラスの面で特性を語ること
が多い．しかし「どんなものを犠牲にできるか」というマイナスの面から自ら

からこそわれわれは，そこに自分を重ね，
作中の出来事を自分ごととして読み，手に
汗を握る．自己を投影するキャラクターが
いなければ，うまく感情移入することもで
きない．」

を省みると，実行力が上がる．それが「利益でなく犠牲が先決の原則」の中心で
ある．

良い物語とは，キャラクターが勝手に動
き出す物語だと言われる．ストーリーを作ることも大切だが，ストーリーから

コーゼーション（因果論）モデルとは違い，エフェクチュエーション（縁起
論）モデルでは，失敗のその先に進む必要がある．犠牲に基づいた哲学が必要
なのだ．
武士道，キリスト教精神，ゲルマン魂．どんな哲学でもそうだが，哲学という
ものは結果を問わない行動様式を生み出す．すなわち永遠に過程に携われるこ
とを意味する．ゲームがなぜ面白いのかと言えば，結果ではなく過程を楽しむ

さらにミクロな，キャラクターを作る必要がある．他者が没入するくらいに夢
中になってくれる起業家へと自分を育て，縁を紡いでいく．
そして，キャラクター作りの鍵は，成功や獲得ではなく破壊にあるのだ．
すべてを失ったときですら，仲間が集まりさえすれば再出発できるとドラッ
カーは説く（23）．失敗は終わりではない．自らのキャラクターを捉え，生の循環
をつかさどる浄化への使者であった．

「没入の鍵は，物語（ストーリー）の有無
よりもむしろ，『人格（キャラクター）の付
与』にある．魅力的なキャラクターがいる
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6. 最後に
最後に，
「私は誰だ」
「誰を知っているんだ」
「何を知っているんだ」
これらエフェクチュエーションの 3 つの問いが，最終的に何を意味している
かを確認してみたい．
「私は誰だ」
…私自身を知るものは英雄となる．ドン・キホーテのように愛される英雄に．
「誰を知っているんだ」
…運命を共にする誰かを知っている．
「何を知っているんだ」
…天命を知っている．
肩書を知っているとか，資格の知識があることとは大いに異なる．エフェク
チュエーションが説くことは，我々が学んできたこととは真逆なのだ．
ステータスを重視するのではなく，
「なにを犠牲にするか」と自らを鑑み，
行動する．篤農家が果実ではなく畑を耕すことに重きを置くように，エフェク
チュエーションは過程に重きを置く．
物質的な豊かさだけを求める人を，E. フロムはこう警告する（24）．
「肉を求めるのか，人を求めるのか」
「真の快感は人格を求めねば得られないのに，愚か者は豪華な品物を漁るよ
うに，異性を漁る」
釈尊が悟りを開き，始めて語った説法は『初転法輪経』と言われる．そこに述
べられた悟りを得る方策，八生道（はっしょうどう）の最初にこうある．
「悟りへの道は，正しい見解という太陽光で輝く」
ブッダとはサンスクリット語で「認識する」という意味だ．釈尊が悟りを開
いた時にされていた瞑想も，観察する瞑想ヴィパッサナー瞑想である．
文明は認識ではなく，群衆を作ってしまってきたのではないか．
その意味で，エフェクチュエーションは文明の破壊者という可能性を秘め
る．もしくは人類を再出発させ人を正気に戻す仏道と軌を同じくするものかも
しれない．インド出身，仏教の影響を色濃く受けた学問の神の名をもつ気鋭の
学者．永遠を望み続けてきた人類を始まりへと帰還させる言葉を，私はこれか
らも聞き続けようと思う．
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Summary
It is not always easy to find the appropriate content for one’s situation from Drucker's
books and connect it to practice. Using practice as the starting point and connecting
Drucker’s ideas to one’s practice, we qualitatively and empirically examined whether
one can improve the accuracy of what one is doing and achieve higher results.

1. 問題と目的（八木澤）
1 . 1 課題と仮説
ドラッカーの著書からの学びを実践に活かして成果をあげるのは，実のとこ
ろ難しいという声をよく聞く．ドラッカーの著書から自身の状況に合った適切
な内容を見出し，自身の実践に結び付けることは易しくないことが多いと推察
される．
これを受けて，効果的なのは，むしろ実践を起点にすることではないか．す
でに行っている実践に対してドラッカーの考えを結びつけることによって，行
なっていることの精度があがり，より高い成果をあげることができるのではな
いか．筆者（八木澤）は，このような仮説に至り，ドラッカーの学びを実践に活
かす効果的な方法を検討していた．
1 . 2 グループコーチング
グループコーチングとは，複数の参加者が自身のケースを共有し，それに対
して他の参加者が気づきをコメントし，そのコメント群からケースを共有した
発表者本人が更なる気づきをコメントして，お互いに自他のケースにみられる
本質を構造的に捉えることができる仕組みである（1）．グループコーチングで
多数の現在進行形のリアルケースに触れることにより，本質的かつ構造的な事
象の理解が進み，応用・転用ができるようになる．持ち込まれるケースは常に
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フレッシュなものであり，学びを応用・転用するにあたって時点などの環境要
因がそれほど違わないという点も，これまでのケースメソッドとは異なる．現
在，活発にグループコーチングを行っている集まりの一つが，鈴木利和氏主宰
のありえる楽考である（2）．筆者（八木澤）は，2020 年 2 月よりありえる楽考に参
加し，週に 1 回のペースで振り返りを行うようになった．そこで見出したのが，
ありえる楽考のグループコーチングは，1 . 1 の仮説を実証するのに有効である
ということ，ならびに，ありえる楽考で用いられている振り返りのシート「あ
りえるシート」とドラッカーの学びの親和性が高いということだった．ありえ
る楽考のグループコーチングとドラッカーのコンセプトの親和性について検討
し，以下のような発見があった．
（1）ミッションと結びつけた実践：ありえる楽考のグループコーチングにお
ける振り返りでは，各自がミッションを掲げ，それに照らして具体的行
動を振り返る．具体的に起こした行動がどんな結果をもたらしたか．そ
れによって何に気づいて，これから何を行う計画を立てたか．常に個人
の行動の軸となるミッションを見直すことにもなる．また，他者に対し
て自分のミッションを開示し，宣言していることになる．これはドラッ
カーの教えるところの実践フレームワークであり，ミッションの大切さ・
その実践を説くドラッカーの教えと相性が良い．
（2）あるがままの観察：ドラッカーの真髄は観ることにある．起きていること
を観察して，その本質を見極める．抽象化せず，あるがままを観察し，なぜ
そうなったのかを考察し，他者に伝える．ありえる楽考のグループコーチ
ングにおいても，発表者は自身の事例をあるがままに語ることを促され，
他の参加者はそれを聞いて感じた事（フィードバック）をそのままに伝え
る．人の感じ方・見方は様々であり，視点の違いが新たな気付きを生む．
その組み合わせによる気づき，学びの可能性は無限大といえる．
（3）イノベーションの促進：ドラッカーは，イノベーションの第一の機会とし
て「予期せぬ成功・失敗」をあげている（3）．予期せぬ成功ほどリスクが小
さく苦労の少ないイノベーションはない．しかし，それはほとんど無視さ
れるか，気付かれさえしない．ありえる楽考では，事例の振り返りによっ
て，うまくいった事例に隠れている成功要因が他者からの指摘によって可
視化され認識されるケースが多くある．ありえる楽考での事例共有は「再
現性を持つ成功要因や構造」を発見するプロセスとなっている．
1 . 3 研究主題
筆者（今井・八木澤）は，ありえる楽考のグループコーチングとドラッカー
の教えを組み合わせた成功体験を伴う学びの仕組みの開発を開始した．この仕
組みを「ドラッカーに学ぶ楽考」
（以下「ドラッカー楽考」
）と名付けた．
「ドラッカーの学びを効果的に実践に活かす」ことの本質を探究の対象と
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し，研究することとした．この研究では「実践を起点とし，自身の実践にドラッ
カーの考えを結びつけることによって，実践の精度があがり，より高い成果を
あげることができるかどうか」を検証した．同条件の事例を比較することはで
きないので，同一人物の成果の質や取り組みの進捗速度を指標に，参加者への
調査をもとに検討した．
開発の方法はドラッカーの勧めるパイロッティング（まず小さく始めるこ
と）とフィードバック（参加者に共同開発者としてコメントを常にもらい，す
ぐにそれを次に活かすこと）を組み合わせたシンプルなものとした．効果的か，
より高い成果をあげることにつながっているか，また状況を変えても再現性が
あるか，応用が効くかなどを探究した．

2. ドラッカー楽考の方法とドラッカーのコンセプト（今井）
2 . 1 ドラッカー楽考の実施方法
ドラッカー楽考は，ありえる楽考のグループコーチングをベースにしてい
（4）
る．グループコーチングの手法については，中尾（2020）
，ありえる楽考の詳
（2）
（5）
に詳説さ
細については，鈴木（2019） ，ならびに中尾・鈴木・ 肱岡（2020）
れている．

ありえる楽考の週 1 回の振り返りは，メンバー 4 名とファシリテーター 1 名
のチームで 1 時間の内省と対話を楽友の三原則 * に則って行う．各メンバーが
（2）
自分のたまかつ（魂から成し遂げたい活動）
を念頭に 1 週間を振り返った結果
を発表し，チームメンバー相互にアドバイス，サポートし合うという取り組み
である．ファシリテーターは参加者の学び・気付き，ひいては参加者の成長を
支援する．
（2）
*「楽友の三原則」
・率直に感じたことを伝える
・相手の立場から観る
・肯定的な態度をとる

この振り返りに使用されている，ありえるシート（2）のフレームワークは，も
ともとドラッカーの 5 つの質問に対応している．これは，鈴木氏が成果をあげ
るための振り返りの要素としてドラッカーのコンセプトを組み込んだことによ
る．
ドラッカー楽考は 2020 年 11 月に開始した．2021 年 8 月末現在までの参加者
は計 14 名，第 1 期 8 名，第 2 期 8 名，第 3 期 11 名であった（1 期間は 3 ヶ月）
．参
加者の職業は，コンサルタント，企業経営者・マネジメント，大学教授・大学
職員，官庁職員，医師など多岐に渡る．
ドラッカー楽考では，メンバー 4 名とファシリテーター 1 名のチームに八木澤

図

ありえるシート

がコメンテーターとして加わるか，八木澤がファシリテーターとコメンテーター
を兼務するかのいずれかで，1時間の内省と対話を下記の方法で進めている．
① 瞑想
② チエックイン：24 時間以内にあった，ありがたいことをひとりずつ発言
する
③ 振り返り発表：ひとりずつ，報告者が事前に記入したシートを画面共有
して今週 1 週間の取り組みを話す
④ 報告者の発表毎に他のメンバーが感じたことを共有する
⑤ 報告者は他のメンバー全員の発言が終わった後，感じたことを共有する
（この際にドラッカーのコンセプトを引用しても良い）＋ 24 時間以内に
取り組むことで変更したいところがあった場合，そこについてコメント
する．ファシリテーターは必要に応じて報告者や他の参加者に問いかけ
るなど媒介を行う．
⑥ ドラッカーのコンセプト：コメンテーターが個々のケースに対してド
ラッカーのコンセプトを投げかける
⑦ ③〜⑥を 4 人分繰り返す
⑧ チェックアウト 一人ずつ当日の学びを発言する
上記③の振返りは，過去 1 週間で起こした行動について，行動前の状態の認
識とその状態に対して自身の「たまかつ」を実現するために仮説をたてて実践
したこと，実践後の状態と行動による学び・気付き，そして直ぐに起こす行動
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について発表するというものである．
2 . 2 効果的なドラッカーのコンセプトは何か：テキストマイニングを用い
た分析課題と仮説
ドラッカー楽考では，コメンテーターの八木澤による，ケースに応じたド
ラッカーのコンセプトの的確な引用と実践への結びつけが成果に影響を与え
ていると考えられる．八木澤はドラッカー・スクールでマネジメントを専攻し
ているほか，教育学も修めて教員資格を有し，キャリアアドバイザーの経験も
あり，組織開発の経験もあるため，ケースを俯瞰したビジネスの視点だけでは
なく，参加者の成長と組織との関わり方にも踏み込んだ視点からアドバイスが
可能となっている．またドラッカーと交流のあった八木澤の知るドラッカー本
人のエピソードが，無味乾燥になりがちなコンセプトに人間味を与え，ドラッ
カーのアドバイスをより身近に感じさせる効果がある．
効果的なドラッカーのコンセプトは何か．上記⑥の各ケースに対する八木澤
のコメントについて，記録が残っている 2021 年 2 月 13 日から 7 月 17 日までの
期間の 10,819 文字を対象にテキストマイニングを行った．対象ケース数の記録
は取れていないが，開催回数と参加人数より，少なく見積もって 140 事例，実
際には 200 事例くらいであったと推定される．
※ユ ー ザ ー ロ ー カ ル テ キ ス ト マ イ ニ ン グ ツ ー ル https://textmining.
userlocal.jp/（6）による分析
（1）全てのテキストから重要な語を3行で抜粋した結果は下記の通りであった：
・成果は外にある
・
「強み」や「やりたいこと」に集中
・マネジメントとは「何とかすること」
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・時間を知る
・外への貢献にフォーカスする
・強みを基盤にする
・優先順位を決める
・成果をあげるように意思決定する
（2）単語の出現頻度
単語の出現回数は以下の通りであった．
単語

出現回数

what

25

do

24

成果

23

強み

20

顧客
（カスタマー）

18

マネジメント

17

機会

17

変化

16

things

15

right

15

5 つの質問に登場する「what」が最多であった．
「things」
「right」が多かった
のは「do the right things，do the things right」が頻繁に用いられたこと由来
するものと思われる．
⑥におけるコメントは，参加者の各ケースの状況に応じてなされるため，
ケースの偏りに影響された可能性があるが，対象となっているケース数は 140
以上であり，多くの事例に共通して有効と考えられたドラッカーのコンセプト
には傾向があることがみえる .

上記以外の重要語を解析したところ，次のものが出現した．
・What the customer value?
・組織は強みの束
・時間からスタートする
（7）
に収載されている以下の 5 つの「成果をあげるた
これらは『経営者の条件』
めに身につけておくべき習慣的な能力」に近い．

2 . 3 効果的なドラッカーのコンセプトは何か
参加者アンケート：何がどう役立ったか
成果をあげるのは参加者である．参加者は⑥におけるコメントをどのように
受け取ったのであろうか．このコメントを各参加者がどのように受け止めてい
るか，成果に結びつけることができているかについて，アンケート調査を行っ
た．
アンケートはこれまでに参加した 14 名に依頼し，10 名から回答を得た．
まず，基礎情報として，参加者のドラッカーに関する学びの場の参加経験に
ついて調べた．Essential Management School
（以下 EMS）渋沢ドラッカー研究
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会・ドラッカー学会・ 実践するマネジメント読書会をあげ，参加経験を聞き，
以下の結果を得た（複数参加あり）
．
・EMS（10 名）
・渋沢ドラッカー研究会
（7名）
・ドラッカー学会
（6 名）
・実践するマネジメント読書会
（3 名）
回答者のうち 3 名はこれら全てに参加経験があった．参加経験のあるものの
数の平均は 2 であった．回答者全員が EMS への参加経験があるという結果に
なっているのは，EMS 参加者を中心に募集をした経緯よるものである．
ドラッカー著書の読書経験は 1 冊が 2 割，2 冊から 5 冊が 6 割，6 冊以上が 2 割
であった．
設問「グループコーチングは，参加者の内省・気付きを促し，自己成長・仕
事の成果をあげる手法ですが，そのグループコーチングに，参加者個々のケー
スの内容に即したドラッカーのコンセプトを結びつけることで，仕事の成果を
加速できるのではないかという仮説を立てています．ご自身の経験に照らして
この仮説は正しいと思われますか」に対して，全員が「はい」と回答した．
成果につながったコンセプトについては，以下の回答が得られた．
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個別回答で出てきたコンセプト
「成功体験を捨て去る」
「すでに起こった未来」
「大工と話すときには，大工の言葉で話せ」
「まず裸の付き合いからはじめる
（プールの話）」
「真摯さ」
「ミッションがボス」
「インテグリティ」
（integrity）
」
「 手元の臼を挽きながら丘の上の木を見る」
「ミッション」
「 強み」
「成果」などが上位を占めた．成果をあげるためには，
ミッションに立ち帰り，強みに集中し，成果は外にあることを意識してことに
あたることがもっとも有効だったと思われる．ドラッカーに関する学びの場へ
の参加経験や，ドラッカー著書の読書経験による違いは認められなかった．
また，
「予期せぬ成功」
「正しい問いを立てる」
「体系的廃棄」といった実践的
なコンセプトも成果をあげることに有効と回答されている．個別回答にあら
われた「まず裸の付き合いからはじめる（プールの話）」や，ドラッカー教授が
「what can I do for you?」と挨拶の際によくいっていたというドラッカーの姿
勢も成果をあげる参考になったようである．

回答者数及びコンセプト（選択式）
回答者数
8名

7名

コンセプト
「成果は外にある」
「強み・やりたいことに集中」
「我々のミッションは何か」
「顧客にとっての価値は何か」
「予期せぬ成功」

6名

「Do the things right，do the right things」
「正しい問いを立てる」

参加者インタビュー：参加してからの具体的変化
ドラッカー楽考に参加したことによる変化について，8 名の参加者にインタ
ビューを行った．全員，変化があったと回答し，内容は以下の通りであった．
①「1人で学ぶには難解なドラッカーのコンセプトの理解が深まった」

とする
回答
・自分の実践に対してその場でドラッカーだったらこうだよといった具体的な
フィードバックが返ってくる．自分で本を読んで抽象的に考えていてもだめ
だが，自分の実践に対して具体的にフィードバックがあることが効果的だ．
他2名

「我々の顧客は誰か」
5名

「体系的廃棄」
「マネジメントはなんとかする」

4名

「時間からスタートする」
「我々にとっての成果は何か」

②「内省が深まり，軸ができた」とする回答
・迷ったらドラッカーのコンセプトに帰ることができる．勉強していても軸は
できないが，毎週の振り返りで自分の事例にドラッカーの考え方を繋ぐ事
で軸ができた．他 3 名
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③「具体的な行動変容が起きた」とする回答
・具体的に時間の使い方が変わった．
・他の参加者の視点を知ることで自分の説得力が高まった．他の人を巻き込
むことができるようになった．他 4 名
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かったことによるバイアスも考えられるが，成果をあげるためにはミッション
に立ち帰り，強みに集中し，成果は外にあることを意識してことにあたること
の重要性を参加者が認識していることがうかがわれる．
また，参加してからの変化についてのインタビューにおいても，回答した参
加者全て，変化があったとして具体的内容を回答した．1 人で学ぶのが困難な
ドラッカーのコンセプトの理解が深まり，行動・思考の軸ができたとの回答が

④「コンセプトの学びから実践に繋がり成果に繋がるサイ

クルができた」とす
る回答
・状況を整理することで俯瞰することができ，日々の取り組みがミッションに
対してどういう関係になるのかも明確になった．自分の成果の挙げ方も見
えてきた．他 2 名

多くあり，学びから実践に繋がり成果に繋がるサイクルができたとの実践回答
もみられた．
ドラッカー楽考を辞めた 2 名の参加者のコメントからドラッカー楽考が適さ
ない場合が示唆された．まず，自身の発達段階に課題（感）を持っている方，外
部への働きかけよりも内面の充実に時間をとりたい方には向かない可能性が

2 . 4 継続しなかった例
以上，ドラッカー楽考の実施方法についてその有効性を述べてきたが，相対
比較として，ドラッカー楽考を辞めた 2 名の参加者への出口インタビューから

ここまでドラッカー楽考の実施方法と効果性の検討について述べてきたが，
ドラッカー楽考に参加し，その取り組みによって成果をあげた本人による実践
と成果の実例に移る．

以下のフィードバックが得られた．
参加者A：   良かった点として，ドラッカー学考のおかげで1 週間の成果を意
識して生活するようになり他者への貢献を意識し，行動への意味づけをするよ
うになったことをあげた．しかしながら，参加者には成熟した人，他者への貢
献ができる人が多く，ついていけないように感じていたとのコメントがあった．

参加者 B：  ドラッカーのコンセプトに学ぶこと多く，紹介された書籍で理解
を深められたとしつつも，分野の違う人達と短い時間で振り返ると時間が足
りない，ドラッカーの知見を深めたい時に物足りなさを感じる，1 週間という
振り返りのサイクルが短いなどのコメントがあった．
2 . 5 小括：スタディークエスチョンに対する解
グループコーチング参加者個々のケースの内容に即したドラッカー教授のコ
ンセプトを紹介することで，仕事の成果を加速できるのではないかという仮説
については，回答者の属性に関わらず回答者全員が，その仮説は正しいと回答
した．
また，成果をあげるのに効果があると考えられるコンセプトは，テキストマ
イニングおよびアンケートの結果から 「
, ミッション」
「強み」
「成果」といったド
ラッカーのコンセプトの基本的なものであった．ドラッカー楽考での学びが開
始後半年程度であったことから，コアになるような考え方を紹介する機会が多

ある．またドラッカーのコンセプトをじっくりと深めるという目的を持つ方に
は，ドラッカー楽考の仕組みはそぐわない可能性がある．

3. ド
 ラッカーに学ぶグループコーチングを活用した取り組みと
成果 （石井）
3 . 1 グループコーチングに参加した経緯
筆者（石井）は，茨城県内で家族が経営する病院に内科医として勤務する傍
ら，近隣の学校の校医と 6 か所の企業の産業医をしている．
Essential Management School でドラッカーに興味を持ち，渋沢ドラッカー
研究会のポケット大学に参加したことで，ドラッカーをさらに学びたいと思う
ようになった．そのような中，グループコーチングと実践するマネジメント読
書会に誘われ 2020 年 11 月より参加することとなった．
3 . 2 自分のケースを通しての学び
（1）成果は外にある
参加時は院内感染の責任者として COVID- 19 の対応に追われ，疲労が蓄積し
た状態であった．そのためかグループコーチングでは常に自分を責め，自分の
至らないところを探し，それをどうしたら改善できるかの考察を発表してい
た．
変化のきっかけは 2021 年 1 月に八木澤より「石井さんは石井さんのままで
いい」
「振り返りシートには外の成果を書いてください」というアドバイスをも
らったことだ．その時はっとして，目の前が急に開けた感覚になったことを今
でも鮮明に覚えている．その後徐々に自分の内側ではなく外側に目を向けるよ
うになった．
「コロナの対応を確実にすることが組織を変えるチャンス」と認
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識を変え，日々の予期せぬ成功を探し始めた．そして実践するマネジメント読
書会で学んだ「成果を上げる 5 つの習慣」に取り組み始めた．コロナの対応でど
の部署も以前に比べ仕事量が多くなっており，まずは自分自身と周りの仕事の
削減から始めた．また「患者さんの生の声を聴くように」
「成果は売上ではなく，
患者さんの変化にあること」を何度も繰り返しスタッフに伝えた．
（2）
「何をもって憶えられたいか？」
これは八木澤から早々にされた質問だ．自分のミッションはなかなか見つか
らず，振り返りのためのシートの記入欄はいつも空欄であった．しかし，この
問いを持ちながら仕事をすることで，自分は何のために仕事をするのかを意識
しながら日々過ごせるようになっていった．グループコーチングで紹介された
フランシス・ヘッセルバイン氏の本（7）を 読んだこと，元キリンビールの田村潤
氏の講演会に参加したこと，グループコーチングの他の参加者が開催した「強
み発見の勉強会」で自分の強みを再認識したことなどを経て，自分のミッショ
ンが決まった．自分の強みに気づき，ミッションが決まった後は，なすべきこ
とが自然にわかり，仕事での成果が格段に上がった．
（3）現在の 3 つのミッション
①「若い人

・働く人の健康に寄与する」近隣の学校の校医や，地域の企業の
産業医をしており，若い人や働く人が元気に過ごせるように，医療面から支
援することが自分のやりたいことの一つである．これはまた第 2 の人生に
つながると考えている．
②「やる気スイ

ッチを押す」自分の強みは先見性やイノベーション気質であ
る．そのため様々なことに早く気づき，改善案を提案することが得意であ
る．病院を改善するアイデアを出すことが自分の役割ではないかと考えた．
具体例は 3 . 5で述べる．
③「各々が自分らしく働ける組織をつく

る」これはまだ十分に取り組めていな
いが，日々意識するためスタッフの良いところを自然に探すようになった．
ミッションを意識して変化できた例を示す．前年までは何となくやっていた
中学校の健康診断を，1 人 1 人の中学生のために何ができるか考えながら行う
ようになった．その結果，片頭痛や鉄欠乏性貧血の子を治療につなげることが
でき，元気になってもらうきっかけを作ることができた．
3 . 3 他者を通しての学び
他者を通じての学びとして以下 5 点が挙げられる．
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・多様な視点からのフィードバックにより 自分の強みの発見につながり，新
たな視点で物事をみることができるようになった．
・グループコーチングが肯定的な場であったため，今までなら先送りしていた
ことに挑戦するようになった．
・他分野の事を知ることで刺激になり，自分への新しいヒントになった．
・誰もが葛藤し，迷いながらも挑戦し続け，努力している姿に自然と尊敬が
生まれた．職場でも同様の感覚が続き，職場の人間関係が良好になった．
・他者のケースからの学び
（他者を鑑に自分を内省する機会）が得られた．
3 . 4 自分の変化
自分の変化として以下 5 点が挙げられる．
・1 週間の成果を意識して生活するようになった．トラブル時にグループコー
チングの事が頭に浮かび「この状況をグループコーチングでどのように話そ
うか？」と状況を客観的にみるようになり，自然とメタ認知ができるように
なった．
・
「真摯であるか？」
「何のためにやっているのか？」を常に問うようになった．
・自分の意見を押し通すことよりも，相手の意見を聞いてさらに良い案がな
いか模索するようになった．そのため，自然と視座を上げることにもつなが
り，多様性を重視するようになった．
・意見の相違がある時に，ミッションに戻る重要性を学んだ．今回人事異動
で親族間での意見の相違があり，感情的な軋轢が生じたが，病院のミッ
ションに立ち返ることで納得できる人事になった．それ以来判断に迷った
時はミッションに立ち返るようになった．
・成果が出るようになり，仕事が楽しくなった．
3 . 5 組織の変化
自分の強みである「先見性」
「イノベーション気質」を生かし，
「やる気スイッ
チを押す」というミッションのもと，院内の改善点，予期せぬ成功，機会に焦点
を当てた提案活動の具体例を示す．
透析センター：2月に
「カテーテル感染が多いので，これを減少させる取り組
みを始めませんか？」と提案した．それから透析センターがカテーテル感染
の予防に取り組み，半年間で昨年比 5 割以上の感染の低減ができた．その
取り組みの過程で，透析患者さんの栄養状態を保つことが感染を防ぐうえで
重要だと気づき，新たな視点で患者さんに貢献しはじめている．
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看護部：学会で，他病院での夜間のおむつ交換の回数を減らす取り組みの
発表を聞き，当院でも取り入れることを翌日看護部に提案した．1 週間後に
は 1病棟で夜間のおむつ交換の回数を減らす取り組みを開始し，夜勤の業
務量が 4 割減少，経費も削減できた．現在は全病棟で取り組んでおり，患者
さんからも夜間の睡眠が妨げられないと好評である．
また，実践するマネジメント読書会で，人材育成が大切であることを学び，す
ぐに外部の講師を探した．4月より非常勤の研修講師兼カウンセラーが着任
し，通年の管理職研修と階層別研修の他，希望者へのカウンセリングがス
タートした

医師：医師間の意思決定の方法を変えた．選択肢を徹底的に出してもらう
方法をとった．大きな声の医師の意見が通る会議での決定方法から，全ての
医師がアンケート用紙に意見を書いてもらう方法に変更したところ，建設的
な意見が集まり，よりよい結論に達することができた．またそれぞれの医師
の強みを生かした人事異動をすることにより，入院患者の受け入れ人数が増
え，収益も改善した．
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あげることができるかどうか」である．
2 . 3 において，アンケート回答者全員がスタディークエスチョンに対して肯
定の回答をした．参加者各々の生ケースをもとにしたグループコーチングによ
る学びとドラッカーのコンセプトが相互作用して成果に繋がる行動を促進して
いることが示唆された．
また 3 . 7 においても，「高い成果に繋がった．読書会等と組み合わせること
でさらに高い成果が期待できる」と結論された．したがって，n ＝ 10 とサンプ
ル数は少ないが，ここまでの実践例の調査から，本取り組みは高い成果創出に
繋がったことが当事者たちの報告から明らかとなった．自身が行っている実践
に対してドラッカーの考えを結びつけることによって，行なっていることの精
度をあげることができ，より高い成果を挙げられるという実例が複数確認され
た．
4 . 2 効果的であることの要因
ドラッカー楽考のグループコーチングは，いくつかの要素が組み合わさって
いるので，それを整理したい．
（1）ベースにしたありえる楽考のグループコーチングの効果的な要素

3.6 渋
 沢ドラッカー研究会・グループコーチング・ 実践するマネジメント
読書会の相乗効果について
実践するマネジメント読書会に参加することで，グループコーチングで不足
する部分（ドラッカーの基礎の理解）を補えたため，よりグループコーチング
の成果が現れた．
渋沢ドラッカー研究会のドラッカー入門の 10 回連続講座に参加することで，
ドラッカーの生い立ち，時代背景を知ることができ（根の部分）
，ドラッカーを
尊敬し，言葉の重みをより深く受け止めることができた．それがドラッカーの
言葉の実践に真摯に取り組むことにつながったと思われる．
3 . 7 スタディークエスチョンへの解
筆者（石井）の例は，実践を起点とし，自身の実践にドラッカーの考えを結び
つけることによって，実践の精度があがり，より高い成果をあげることができ
たというケースであり，本研究の仮説を支持する実例であった．また，読書会

（ドラッカーに関係しない）
①このグループコーチングでは肯定的な関わりが原則となっている．ドラッ
カー楽考のベースとしたありえる楽考では，楽友三原則の一つとして「肯
定的な姿勢で」ということが約束されている（2）．参加者はお互いの話を肯
定的に受ける．肯定的に傾聴されることは正の強化となる．週 1 回の振り
返りで肯定的傾聴されるために頑張ってしまうという参加者も存在してい
た．
②ドラッカーの教えを成果に結びつけるためには ケースから具体的な行動
を起こさなければならない．ありえる楽考ならびにドラッカー楽考で使用
されている振り返りシートでは，具体的な行動に繋がるように 24 時間以
内に起こすアクションを記す．振り返りのセッションを通じて，このアク
ションの内容が事前に記入していたことから変化した場合には，その振り
返りのセッションによって行動計画に変化が起こったということであり，
振り返りが機能したといえる．

等と組み合わせることでさらに高い成果が期待できることも明らかとなった．

4. Key Findings とディスカッション（石井・今井・八木澤）
4 . 1 成果創出
本研究のスタディークエスチョンは 「
, 実践を起点とし，自身の実践にドラッ
カーの考えを結びつけることによって，実践の精度があがり，より高い成果を

（2）ドラッカーのコンセプトがグループコーチングの実践に生かされている
要素
ベースにしたありえる楽考のグループコーチングの効果的な要素のうち，ド
ラッカーのコンセプトが用いられている部分がある．例を 3 つ以下に示す．
①ドラッカー楽考では，ベースとしているありえる楽考に準拠して，参加者
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（2）
は魂から成し遂げたい活動を意味する「たまかつ」
を掲げ，その「たまか
つ」のもとに活動を行なっているという前提で振り返りを行なっている．
この振返りがメンバーそれぞれのたまかつを念頭に行われることの意味は

うまくいっていることを加速させることにある．

大きい．「たまかつ」に似たドラッカーのコンセプトはいくつか考えられ
るが，最も概念が重なっているのは「何をもって憶えられたいか」であろ
う．参加者は，たまかつを掲げているので，それに沿わなければならない

2 . 4 で明らかなように，4 . 2 で述べたドラッカー楽考固有の要素は，全ての参
加者に有効であるわけではない．成果のあげ方には個性があり，ドラッカー楽
考の方法が合わない人もいる．参加者の性質や状況によっては，負の作用とな

という心理が働く．これはドラッカーのいうところの真摯さに繋がり，自
己一貫性を担保する．
②スピードを上げる仕掛けが備わっている．週に 1 回必ず振り返ることによ
り，毎週というペースで進捗が見えるレベルでの実践せざるを得ない状況
に参加者が追い込まれ，成果創出のスピードにドライブがかかる．これは

ることもありえる．
また，ドラッカーの言は，本質を突いているがゆえに，自身の取り組みに焦
点の合ったドラッカーの指摘・指南は，時に辛辣なものとなりストレスがか
かることも想定される．グループコーチングの場が肯定的であっても，ドラッ
カーは本質を突くので，「それは間違い / 誤り / 見当違いである」といった指摘

ドラッカーが同僚の教授に語ったという「人は誰でも重要なことを選択
できる．それはスピードを上げるかスピードを下げるかという選択であ

がドラッカーをコンセプトに用いる限り，避け難い．参加者の発達段階が高い
場合には，それは心理的に許容でき処理できる可能性が高いが，そうでない場

る（8）」と繋がる．
③ 3 ヶ月で慣れてきたところでのメンバーチェンジを行う．これによってマ
ンネリ化が避けられ，外の視点が保たれる．これはドラッカーのコンセプ

合には，ドラッカー楽考は合わない可能性がある．また，他の参加者が成果を
あげている中，自分の成果があがらない状況が続くと，感情的にグループコー
チングの場にいることが辛くなる可能性があり，配慮が必要だと考えられる．

ト「居心地が良くなったら変えよ」に沿っている．
（3）ドラッカー楽考固有の要素
ありえる楽考のグループコーチングにはないドラッカー楽考固有の要素は以
下の通りである．
各々の振り返りのケース・他の参加者の「聴いてて感じたこと」のコメント・
他の参加者のコメントを受けた発表者本人の総括コメントに対して，コメン
テーターは，ドラッカーの著書・授業内容・エピソードから関連するものを引
用し，参加者全員が聞く．
まず，発表者本人の「たまかつ」のもとでの実践がある．そして，それに対し
て発表者が見えていなかった角度の視点が他の参加者から示され，発表者が自
己の状況をより多面的に理解できたところで，ドラッカーのコンセプトが投入
される．このドラッカーのコンセプトを参考に，すでに実践していることの角
度を少し変えて，さらなる卓越した成果につながる実践を続けることになる．
参加者はドラッカーの本質的なコンセプトをリアルケースと同時にインプット
するので，参加者同士で取り組みの本質的な部分が同期することもあり，参加
者どうしが支援しあったり，協働を始めたりするということも起こっている．
こうして，より高い成果を挙げるようになる．
ドラッカーは成果を上げるためのアドバイスを数多く残しているが，どのよ
うな状況で，どのアドバイスを参考にすれば良いのかの判断が難しいところが
ある．ドラッカー楽考は，この課題の一助となる．ドラッカー楽考の本質は，実
践をドラッカーのコンセプトに結びつけることでより高い成果をあげること，

4 . 3 効果的でない場合

5. 今後の課題と結語 （今井・八木澤）
5 . 1 課題
（1）参加者が効果的に成果をあげるためによりフィットしたものにする必要
がある
実践を起点とし，グループコーチングとドラッカーのコンセプトを組み合わ
せることは，より効果的な成果創出に繋がることが参加者への調査により明ら
かとなったが，参加者の様々な背景・状況が影響するため，どのような方が向
くのか，さらなる検討が必要である．ターゲットを絞り，効果の出る確度を上
げることが良いと思われる．
他の仕組み取り組みとの組み合わせで成果が上がっているということから，
現在のドラッカー楽考の仕組み“のみ”で良いかどうかは今後の検討が必要で
ある．
（2）再現性・拡張性の実現
ドラッカーを知る八木澤に属人的では規模の限界がある．ファシリテー
ター・コメンテーター養成をどうするか．ファシリテーター・コメンテーター
に必要な資質を筆者らで検討し，
「参加者の成功への関心」と「ドラッカーのコ
ンセプトへの関心とその体系的な知識」だという結論に至った．
ドラッカーのコンセプトの体系的な知識とは何か．ドラッカーの著書の単な
る暗記ではない．構造化した地図のような体系をもって，適宜必要な知識を引
き出すことを八木澤は行なっている．これができるようになる方法を考案する
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か，すでに構造化した体系を持った人材を探すことが考えられる．ドラッカー
のコンセプトの体系的な知識を得るのは一朝一夕には難しい．ドラッカーを学
び，研究し，すでに実践にも結び付けているドラッカー学会員にご参加いただ
き，ファシリテーター・コメンテーターをご担当いただくのが効果的と考えら
れる．
また，ドラッカーの人柄を知っているということも重要な要素である．これ
からドラッカーに面会することはできないが，ドラッカーが出演しているビデ
オは数多く公開されており，ビデオを観て，人間ピーター・ドラッカーを感じ
るなど方策は考えられる．
ファシリテーター・コメンテーターが実践者であることも重要である．実践
の支援には今日の実践経験が必要である．実践者が，相互に支援・応援し，立
体的な学びを深めながら，ともに成果をあげる．その際にドラッカーが観察・
考え方の軸を与える．
5 . 2 結語
「実践を起点とし，自身の実践にドラッカーの考えを結びつけることによっ
て，実践の精度があがり，より高い成果をあげることができる」という実例を
複数確認した．
だが , これは，普遍性・再現性をもつというレベルにはまだ至っていない．本
件は実験的アプローチではあったが，スタディーデザインを構造的に組んで開
始したわけではないため，レトロスペクティブな検討，参加者のコメントに基
づく報告にとどまっている．よって，仮説検証の論は不十分なところがある．
ドラッカーは「理論は現実に従う」
，そして Purpose of a business is to create
“a”customer と教える．この 2 点において，ドラッカー楽考のこれまでの取り
組みは，成果をあげているといえる．
謝辞
立ち上げから今日に至るまで，ドラッカー楽考を様々な形で応援してくだ
さった鈴木利和氏に心より感謝申し上げます．また，立ち上げ時に様々なコメ
ントをいただいた，ありえる楽考の皆様に感謝いたします．
これまでドラッカー楽考に参加された皆様には，未完成のプログラムに協力
的にご参加いただき，また，本研究のためのアンケート・インタビューなどの
調査にも快く応じていただきました．ここに感謝申し上げます．
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Documenting the Autonomous Formation of Online Delivery
Teams in the Coronavirus (COVID-19) Disaster at a School for
Working People

原口佳典

Yoshinori Hraguchi

（Essential Management School 事務局）

Summary
The purpose of this report is to shed light on why a management team of mostly
volunteers was able to quickly switch to an online system in the changing times of
the Corona disaster, and to provide hints for readers to help them explore the essence
of managing organizations and teams that are resilient to crises and can use this as an
opportunity to evolve.

はじめに
Essential Management School（ エ ッ セ ン シ ャ ル・マ ネ ジ メ ン ト・ス ク ー
ル , 以下，EMS）は，非営利型一般社団法人 EMS が運営する，哲学をベースに
本質行動学を学べるマネジメントスクールである．世界で唯一の本質行動学
（Essential Management Science）を学ぶ学校と称し，経営者・ビジネスマン・
医療従事者・教育関係者・公務員など，様々な人材が参加している．
EMS は，早稲田大学大学院（MBA）客員准教授であった西條剛央が，自ら理
論として構築した構造構成主義の理論を発展させ，本質行動学として体系づけ
たものを広めるため，2019 年 1 月に東京・お茶の水エデュプラ内に開設した．
主なカリキュラムは，西條が早稲田大学大学院で登壇していた「本質－組
織心理学」をベースとした「本質行動学特論基礎原理コース（ベーシックコー
ス）」であり，約 3 ヵ月間かけてチームで学び合い，毎回のリフレクションと修
了レポートを提出し，修了となる．他にも，ある特定講師による単科コース，
ベーシックコース修了生のみが参加できるアドバンスコースなどの別コース
も実施している．ベーシックコースは 2019 年開始の 0 期から，約半年に 1 回の
ペースで開催され，2021 年 9 月末時点で 5 期が終了し，2021 年 12 月からの 6 期
の募集が開始されている．
また，修了生のコミュニティとして EMSi
（Essential Management Science
Institute）という実践研究機関を持ち，そのメンバーは，EMSi Fellow と称し
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ている．2020 年 7 月に運営母体として一般社団法人 EMS が設立されている．
2021 年 9 月末時点で，EMSi Fellow の数は 500 名を超えている．
2019 年時点では，会場にての講義形式と Zoom を活用したハイブリッド配信
によるオンライン，反転授業形式の MBAL
（Movie Based Active Learning）の
3 つの参加形態があったが 2020 年にウイルスによる感染症（COVID- 19）が流
行し，すべてをオンラインに切り替えた．
2021 年 5 月 15 日にオンラインで開催された，第 16 回 ネクスト・ソサエ
ティ・フォーラム 2021 ― ドラッカー学会 総会＆大会『The New Realities』
では，八木澤智正理事報告の中で，
「The New Realities」
（ネクスト・ソサエティ
賞（仮）
）として，この取り組みが表彰された．受賞理由は，「コロナ禍を機と
して，速やかにオンライン授業に移行し，リアル開催以上の視野と学習の深ま
りを実現させた．どのような変化であれ，イノベーションの機会としうるとす
るドラッカーの考えを見事に実行した点は経緯と称賛に値する．」関連するド
ラッカーのコンセプトは，
「変化を機会と捉え，自らの取り組みに生かし，成果
につなげた」
「変化の先頭に立つ意識を持って取り組み，成果につなげた」とい
うものであった．
このレポートでは，コロナ禍という時代の変化の中で，ほぼボランティアの
メンバーによる運営チームが，なぜ速やかにオンライン方式に切り替えること
ができたのか，その状況を明らかにすることを目的とし，読者にとって，危機
に強く，これを機会として進化できる組織やチームのマネジメントの本質を探
る一助となるヒントを提供できれば幸いである．

1. 奇跡の 0 期（2019 年 1 月〜 4 月）
もともと西條は，2017 年 1 月よりオンラインサロン「エッセンシャル・マネ
ジメント・スクール」
（現在は，「西條剛央の EMS
（ 本質行動学）オンラインゼ
ミ」に名称変更）を主宰していたが，これは執筆者によるコラム提供が主な活
動であった．これとは別に，早稲田大学商学部の大学院で登壇していた「本質
－組織心理学」のクラスをベースにしたスクールを立ち上げられないかという
構想を，2017 年頃より持っていた．しかし，西條自身の体調不良もあり，なか
なか実現しなかった．しかし，その後，体調が復活したこともあり，2018 年秋
の「本質－組織心理学」のクラス開催中に準備し，講師陣をほぼほぼ引き継ぐ
形で 2019 年 1 月に開講することになった．
この早稲田での 2018 年秋のクラスでは，西條の積極的な声掛けもあり，TA
（ティーチング・アシスタント）として様々な多彩なメンバーが集まっていた．
特に，オンライン配信が実際に行われることになったのは，この TA のメン
バーの中に，鈴木利和氏と，後藤正樹氏が居たことが大きな理由である．
鈴木利和氏は，「ありえる楽考」というグループコーチングのサークルを主
宰しており，ここですでに Zoom を活用していた．鈴木氏の論文（2019）による
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と，「この方法は，
「たまかつを生きる＝意味価値を感じることに時間とエネル
ギーを使えている」ことを目的に，率直に感じたことを伝える，相手の立場か
ら観る，肯定的な態度（自分が間違っているかもしれない）の三原則を共有し
て，セルフマネジメントをする 4 人とファシリテーター 1 名が横関係で補完し
あい，週に一度 1 時間の内省と対話を行うものである」とある．また，後藤正樹
氏は，㈱コードタクトの代表取締役であり，学校で協働学習を可能にするブラ
ウザベースの「スクールタクト」というツールを開発，提供していた．

たからこそ実現したものであり，とてもありがたいことではあったが，逆に言
えば，長期的視野に立った場合には，再現性のない状態での運営であったと言
える．

また，この鈴木氏の紹介で，西條は『Zoom オンライン革命』
（2017）の著者で
ある，田原真人氏と出会う．もともと仙台在住で，物理学のカリスマ予備校講
師であった田原氏は，2011 年の東日本大震災を契機に河合塾を退職，マレーシ
アに移住し，リアルではない学びをいかに作れるか，という観点から，動画を

なかったいくつかの不満の声もすでに届いていた．実際のところ，0 期ではボ
ランティアでの神業の運営であったことから，より人員やノウハウを投入する
ことによるクオリティアップが求められていた．0 期に参加していた鹿嶋康由
氏の紹介により，チーム F の福島毅氏が，EMS 1 期に参加することとなった．
彼は「ハイブリッドオンライン」という言葉を用いて，リアルなイベントをオ

活用した通信講座を開発，
「反転授業の研究」というコミュニティを主宰し，研
究を深めていた．その後，Zoom に出会い，その魅力を伝える本を執筆してい
た．鈴木氏の Zoom による「ありえる楽考」の仕組み，「スクールタクト」によ
る協働学習のツール，田原氏による反転授業のノウハウがここで終結し，EMS
は 0 期の立ち上げから，以下の 3 つの方法でスクールを運営することになった．
1．リアル会場（お茶の水エデュプラ）にて参加
2．Zoom によるリアルタイム配信にて参加
3．Zoom での収録動画を後から見返し，後日，Zoom での対話の機会を持つ
これは，すでに早稲田の講義でも登壇していた㈱サイボウズ代表取締役の青
野慶久氏が唱える「100 人 100 通りの働き方」に準えて，
「100 人 100 通りの学
び方の実現」と謳われた．
しかし，どんなに素晴らしいスローガンであっても，実際の運用ができなけ
れば意味がない．当初，30 人くらいのミニマムスタートを想定していた 0 期で
あったが，このような多様な参加方法を提供したこともあり，約 150 人規模で
のスタートとなった．筆者も 0 期生であり，一応，会場参加を選択していたが，
実際には Zoom での参加が多く，この仕組みが忙しい方や地方の方にとって，
非常に参加のハードルを下げているな，と実感したものである．
では，実際の運用がどのように行われていたかというと，会場は西條を中心

2. 成熟の 1 期（2019 年 5 月〜 9 月）
一定の成功を収めた 0 期であるが，修了式の日には，遠方でオンライン参加
だった方も会場に赴く方が多かったこともあり，開催中にはあまり挙がってこ

ンライン側に配信するのみならず，オンライン側からの質問，意見，感想など
もリアル側へフィードバックすることができる双方向コミュニケーションの
技術を確立し，運用するチームを持っていた．ただし，メンバーは地方に点在
しており，費用的にも完全なアウトソーシングでは合わないことは明白であっ
た．
そこで，福島氏との話し合いにより，EMS 側で配信スタッフを育てていく方
針で，福島氏がそのサポートをするという体制を組むことになった．まず，田
原真人氏が代表を務めていた与贈工房から，中島美暁氏，小林正幸氏が 1 期に
参加することになった．また，会場であったエデュプラの当時代表である鈴木
大河氏の協力により，エデュプラ側で現場から Zoom への配信作業のサポート
要員を確保してくれることになった．1 期では，ベーシックコースと同時にア
ドバンスコースも同時開催であったため，チームを 2 つに分け，0 期でメイン配
信者であった鈴木氏には，メインではアドバンスコースのサポートをお願いし
つつ，2 つの体制での配信を実現させた．また，もうひとつオンライン側からク
レームのあったカメラについても，費用を支払ってプロのカメラマンにお願い
することにより，Zoom 配信動画ではなく，ビデオカメラに収めた動画を反転
授業形式の対話（MBAL）時に使用することも可能になった．

として，過去に様々なセミナーやイベントを行った経験のあるメンバーがプ
ロジェクターやマイクの設営を行っていた．一方で，Zoom のホスト役とオン
ラインファシリテート役をマレーシアから田原氏が行い，会場から Zoom への

3. 変革の 2 期（2020 年 1 月〜 4 月）

配信，並びに調整は，名古屋在住の鈴木氏が毎週水曜日に会場に通い，後藤氏
がそれをサポートしていた．また，鈴木氏は，反転授業方式である MBAL での
Zoom ホスト兼ファシリテーターも兼務していた．このように，ボランティア
の運営を中心と考えなければとても成り立たないような，スペシャリストによ
る運営体制が実現したことは，ある意味，奇跡であった．これは，これまでにな
いチャレンジを実現する現場に居たい，という彼らの好奇心や関心に沿ってい

とは，配信しながら講義に参加することは，ほぼほぼ不可能であるということ
であった．もちろん，講義は耳に入っているが，配信作業はミキサーの調整や
Zoom でのオンラインとの音声や映像の切り替えなど，どうしても「作業」に集
中することになる．したがって，参加したい方に参加しながら配信も，という
ことは現実的には難しいことがわかり，福島氏と相談し，過去の参加者を配信
者として育てるというプログラムを行うこととした．これは，理論的なものや

1 期である程度，配信ノウハウは完成したが，実際に行ってみてわかったこ
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機械の扱い方などをオフラインで福島氏がトレーニングし，実際の講義のアシ
スタントとして付くことで，独り立ちまで持っていくというプログラム構成で
あり，一定の金額の参加費を取るが，修了者には EMS 側からその費用を補填す
る，というプログラムであった．実はすでに 1 期の間に，参加でもあり運営のサ
ポートもいただいていた上野郁江氏がこのハイブリッド配信の技術に興味を持
ち，自分でも機材を揃え，福島氏について指導を受け，独自に配信できるまで
になっており，福島氏とともに育成のサポートができるようになっていたこと
も後押しした．
この時，同時に与贈工房にも相談し，Zoom のホストやオンライン・ファシリ
テーションについても，プロフェッショナルの指導を受けられないか，という
ことを相談したが，まだまだこの分野はノウハウが確立しておらず，できる人
間も限られているとのことであったので，次の期までにノウハウを確立するた
めに，興味のありそうなメンバーで Zoom にも一定のテクニカル知識があるメ
ンバーを数名，参加者として参加してもらうことにした．こうした動きをして
いる中，1 期参加者であり，与贈工房の活動にも参加していた中島美暁氏と片
山立氏が，EMS の希望者に対して Zoom ホスト講座をボランティアで開催して
くださる，という動きも出てきた．また，過去の参加者の中で独自に「ホスピ
タリティ部」という活動が立ち上がってきた．これは，特に会場では，マイクを
運んだり受付をしたりという人員が不足するのに対し，講義に再参加するつも
りはないが，何か手伝えることがあれば手伝いたい，というメンバーが参加し
てくださり，会場の運営を中心にして，円滑に回るようなサポートをしてくだ
さった．このメンバーがオンラインになったときも，チャットなどで参加者を
サポートするなどの活動につながっていったことは，完全にオンラインになっ
た際にもスムーズに移行できる一因となったと考えられる．
2020 年 2 月，コロナ感染拡大防止のために，EMS は完全にオンライン化に舵
を切ることになった．実は，最後の最後までリアル会場にこだわっていたのは，
実は講師であり，講師の中には，どうしてもオンラインに苦手意識があり，会
場からスタッフのみの少人数配信を行い続けたのがこの 2 期であった．また，
参加者の中には，どうしてもオンラインに抵抗感があると，そのままリタイア
する方も，少数であるが存在した．ただし，運営側としては，これまで記載して
きたように，試行錯誤の末，すでに Zoom オンライン配信や，反転学習方式であ
る MBAL 方式についてはある程度，完成されたノウハウや体制になっており，
実際のところ，何かを足すというよりは，単に会場に人を入れるということを
削っただけであったので，むしろ，運営は楽になったという実感である．
EMS では，各チームに FA
（ファシリテイティング・アシスタント）というお
世話役が居て，会場での FA はいきなり Zoom でのファシリテーションを行う
ことになり，そこに戸惑いもあったかと思うが，もともと，ミーティングなど
は Zoom でも行っていたこともあり，Zoom 自体に抵抗感のあるメンバーは少
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なかったことも，オンライン移行をスムーズにした要因であったと思われる．な
お，この頃，2020 年 5 月 16 日に初めてオンラインで開催された，ネクスト・ソサ
エティ・フォーラム 2020 in zoom「 What's Next? ― 危機の時代とドラッカー ―」
の Zoom の裏方を務めたのが，EMS の Zoom 配信運営メンバーであった．

4. 混迷の 3 期（2020 年 6 月〜 10 月）
これでオンライン化がスムーズに行ったかというと，そうではなかった．3
期では，まだまだコロナ禍が収まらないことから，最初から会場という選択肢
を捨て，完全にオンラインで行うことを決めたが，この時に，リアルタイム性
をどのように考えるか，という観点を失ったまま，リアル会場で行っていた運
営を継続しようとした．最も誤った考え方であったのは，リアル会場と同じよ
うに，運営スタッフが多ければ多いほど，運営がスムーズにいく，という発想
が，メンバーのどこかしらに存在していたことであった．先に述べた FA も，会
場であれば 1 チームに 2 名体制であっても混乱は生じないが，オンライン・ファ
シリテーションの場合，アイコンタクトなどでコミュニケーションが取れない
ために，混乱のもととなることが実際に運営していてわかった．初の完全オン
ラインということで，再参加者も増え，数もこれまでの倍の数の参加者を集め，
結果的に顔の見えない状況をここそこに作り出してしまい，運営サイドはいつ
も何かしらの人間関係のトラブルに対処する，という状況に陥った．
しかし，悪いことでもなかった．参加者でもあり FA も務めてくださってい
た，教員でもある村瀬正氏は，1 期で MBAL 方式にて参加され，その際に，実際
に平日夜に会場に行かなくても参加できて満足度の高いこの学びの魅力を多く
の方にわかってもらいたいと，自らも 2 期で FA を務めてくださっていたが，全
体的に会場が主で MBAL が従であるというイメージがぬぐえないことに残念
に思っていたところ，完全オンライン化によって，そのイメージが変化したこ
とを感じられていた．彼はモニターを独自に数枚使うなど，オンラインホスト
のノウハウを開発し，それを「ホストクラブ ムーランド」の名称を付け，学び
たい人にノウハウ提供を行う，という活動を始めた．また，氏原千寿子氏は，オ
ンライン講義中のサポート情報としてのチャットについてこだわられ，「チャ
コット部」という名でノウハウや情報を共有するという活動を始められた．
このように，全体としてはトラブルもありながらも，誰かが「こういうのが
あると便利でではないか」と自主的にサポートの仕組みを生み出す活動が 2 期
以降，立ち上がってきており，このことが 4 期以降の安定へとつながることに
なった．

5. 跳躍の 4 期（2020 年 12 月〜 2021 年 3 月）
，安定の 5 期
（2021 年 6 月〜 9 月）
4 期からはオンラインリアルタイム講義という選択肢を捨て，MBAL のみ

344

実践レポート

という体制に変更した．ただし，3 ないし 4 回に分けて行われる MBAL の対話
の場に動画に登場する講師も登壇し，参加者からリアルタイムで質問に答え，
ちょっとした最新の知見についてのミニレクチャーを入れる，という方式に変
更した．最も大きな変化は，講師がかなりオンラインに慣れてきたことであっ
た．以前は，オンラインには出たくない，と言っていた講師も次第にオンライ
ン参加に慣れ，中にはそんな講師が独自にオンラインイベントを開催するよう
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ベートなスクールとしては，参加者にとって満足度の高い学びの場を提供でき
ていることの，ひとつの裏付けとなるデータではないかと考えている．
【参考・引用文献】
フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』Essential Management School
https://ja.wikipedia.org/wiki/Essential_Management_School
（最終アクセス 2021 年 9 月 28 日）

になった方も出てきた．
また，実は，その他にも，3 期，4 期の運営と並行して，EMSi Fellow たちの
活動面では，今につながる様々な動きが始まっていた．コロナ禍で学校の休校
が決まった 2020 年 3 月，0 期生の竹内美紀氏は 1 期生の片山立氏などのサポー
トを受けて，オンライン絵本会を実施，オンラインで絵本の読み聞かせコン

西條 剛央「「何に時間を使うか」こそ，最重要の問いだ 本質に基づいたマネジメント論の可能
性」https://toyokeizai.net/articles/-/ 149656 2016（最終アクセス 2021 年 9 月 28 日）

テンツを配信し始めた．また，同じ頃，会場で懇親会の企画・運営をしていた
食に関心がある 4 人のメンバーが，オンラインで料理を一緒に作って楽しむ

中根 弓佳「多様な働き方へのチャレンジ」https://cybozu.co.jp/company/work-style/
（最終アクセ
ス 2021 年 9 月 28 日）

telecook というイベントを企画し，継続的に活動している．2020 年 8 月には，0
期生であり作家の田口ランディ氏と，同じく 0 期生の田原真人氏らが，EMS で
出会ったメンバーを巻き込んで，さまざまなテーマにおける「教えたい人」が
立ち上げた「私塾」のネットワークである「YAMI 大学」を立ち上げた．このよ
うに，EMS の参加者として体感したノウハウを，今度は自分が主催者として何
か社会に提供していく，という活動があちこちで見られるようになってきた．
こうした修了生のメンバーが，5 期では「酒場」という形で，新参加者の学びの
サポートの対話の場を作り，オンラインながら，修了生と参加者が交流しなが
ら学びを深めていく風土が定着した結果もあり，4 期では EMS 開始以来，初め
．これは，
て修了率 99 . 0％を達成，5 期も 99 . 2％という結果を出している（表 1）
修了したからと言って，特に公的な学歴や成果が得られるわけではないプライ

表 1 各期の参加形態と修了率

鈴木利和「セルフマネジメントを目指したコーチング手法の考察 ありえる楽考の取り組み」
アカデミック・コーチング研究 創刊号 2019 所収
田原真人「反転授業の研究」
「反転授業の研究」物語 第 1 話 それは東日本大震災から始まった
http://flipped-class.net/wp/?p ＝ 1826 2015（最終アクセス 2021 年 9 月 28 日）

福島 毅「ハイブリッドオンラインの世界へ」https://hybridteamf.jimdofree.com/
（最終アクセス
2021 年 9 月 28 日）
ヤミ大学・開校「やりたい放題」学ぶのだ https://www.yami-dai.space/
（最終アクセス 2021 年 9
月 28 日）
オンライン絵本会
9 月 28 日）

https://peraichi.com/landing_pages/view/ehonbuonline/
（最終アクセス 2021 年

片山 立「個人の変容に基づくチームの自己組織化モデル」日本創造学会第 42 回研究大会論文
集 , 42 , pp. 139- 146 , 2020 年 9 月
「telecook とは」https://www.telecook.fun/pages/ 4030198 /about
（最終アクセス 2021 年 9 月 28 日）

【略歴】 早稲田大学第一文学部社会学専修（宗教社会学・物語社会学）卒業，㈱コーチン
グバンク 代表取締役，一般社団法人日本支援対話学会 代表理事，アカデミック・
コーチング学会 理事，一般社団法人 EMS 理事
著書に，『人の力を引き出す コーチング術』
（平凡社新書 404）
（2008 年 1 月），
（創元社）
（2010 年 1 月），共著に『コ
『100 のキーワードで学ぶコーチング講座』
ーチング心理学概論』
（ナカニシヤ出版）
（2015 年 9 月）がある．
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マネジメント・スコアカード（MSC）を
活用したセカンドキャリアデザイン

― NFS 2021（2021.5.15）研究会発表から

Second Career Design Using the Management Scorecard
(MSC): From the Presentation at the NFS2021 (2021.5.15)
Research Meeting

岡崎宏昭

Hiroaki Okazaki

（本会会員）

概要

ずっと IT の仕事を続けて
きた自分が，イラスト事業を
目 指 す こ と に し た の は，ド
ラッカー「マネジメント」研
究会に参加したことがきっ
かけとなっている．研究会に
参加しながら自分の原点の
棚卸しを行ない，ずっと前か
ら絵を描くことが好きだっ
たことに気づくことができた．

2. ドラッカー「マネジメント」研究会での学び
時は 2013 年に遡る．
こ の と き，40 代 後 半 に さ し か

本実践レポートは，2021年5月15日に開催されたドラッカー学会主催「ネク
スト・ソサエティ・フォーラム（NFS）」の研究会発表において，ドラッ
カー「マネジメント」研究会（主催：森岡謙仁 当学会理事）の一員とし
て，7分間の発表をさせていただいた内容に加筆した他，当日には時間の
都合で発表できなかった資料も併せて掲載させていただくものです．

かっていた自分は何を考えていた
のか．きっと将来のことなど何も
考えていなかった．
定年，リタイア，勝ち組，などの
ワードがまだかろうじて残ってい
たこの時代，ぼんやりと日々を過
ごしていた．

［はじめに］
人生 100 年時代，長く働き続けなければならないことがわかっていても，今
我々はどう行動すれば良いのだろうか．行動を起こすために活用できるツール
がマネジメント・スコアカードである．
このエッセイでは，普通のサラリーマンがマネジメント・スコアカードを
使って考えるセカンドキャリア（第二の人生）について，イラストを使って分
かりやすく伝えたい．マネジメント・スコアカードを活用することによって，
社会で機能するセカンドキャリアを過ごすためのきっかけを掴んでいだくこと
ができれば筆者の喜びである．

1. 自分の強みとセカンドキャリアでイラスト事業
セカンドキャリアを考えるにあたっては，ドラッカーの教えが役に立つ．自
分の強みはイラストにあるということから始めた．そこで，事業の定義を最初
に考えた．
これは，自分のセカンドキャリアの目的とミッションを考えることにもつな
がる重要な問いである．
（
『マネジメント』第 7 章 * 目的とミッション）
自分がセカンドキャリアで目指しているのは「イラスト（コミック）事業」で
ある．
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そんなときドラッカーの
書 籍 に 出 会 い（ 本 業 の 関 係
で参加した勉強会でドラッ
カーの存在を知ったのが
きっかけだった），森岡謙仁
先生が主宰するドラッカー
「マネジメント」研究会に参
加した．
そ こ に は，企 業 に 依 存 せ
ず，自らの役割で名乗れる自
立した方々が大勢いた．そん
な方々と比較して，自分はド
ラッカーに共感することは
できても，自分の力だけでは
何もできないということを
思い知った．
そんな自分に，ドラッカー
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の厳しい言葉が響いた．
「きみは何によって知られた
いか」
（『プロフェッショナル
の条件』p 106）
「はるか前から助走していな
ければならない」
（『明日を支
配するもの』第 6 章 5 . 第二の
人生）
ドラッカーの言葉が胸に
突き刺さった．
しかし，すでに 40 代後半に差し掛かっていた自分に，これから何ができると
いうのか．もっと早くドラッカーに出会っていればこんなことにならなくて済
んだのに，と後悔するとともに，ドラッカーに救いを求めたい心境だった．
そんな時，ドラッカーとマ
ネジメント研究会の森岡先
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4. 助走期間の MSC
イラスト事業を目指して
いこうと決めたが，現時点で
まだ事業成立には至ってお
らず，起業に向けて助走して
いるところである．（図の矢
印のところ）
現在は「助走期間の MSC」
を定義して活用しており，起業する時に使用する「起業に向けた MSC」は別途
定義する．
「助走期間の MSC」を使い
ながら，すでに副業としてイ
ラスト制作を開始している．
知り合いのコミュニティや

生が，マネジメント・スコア
カード（MSC）を使っていこ
うと語りかけてくれた．

クラウドソーシングを活用
してイラストを受注し，並行
して，プロとして活動するた
めの画力向上の取り組みを
行っている．

MSC を 使 っ て セ カ ン ド
キャリアを考え，事業を定義
すればいい．また，MSC は起
業する前の助走期間にも使
えるように思えた．

5. MSC を使って事業を考える
で は，い か に し て MSC を

MSC のフレームワークに沿ってセカンドキャリアを考えるようになり，自
分の考えが具体的にイメージできることに気づいた．

3. マネジメント・スコアカード（MSC）から気づきを得る
MSC は 4 つの知識エリアと
2 つの次元から存在している
（成り立っている）が，今回は
「5 つ の 重 要 な 質 問 」と「8 つ
の重要目標領域」を適用して
事業を考えた．
MSC の各エリアについて
の説明は『ニューノーマル時
代のオーケストラの楽譜 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）』
（森岡謙仁著『文
明とマネジメント』vol.17 p.238）を参照いただきたい．

定義したか，順を追って説明
する．
ま ず は「5 つ 重 要 な 質 問 」
から始めた．
1 つ目の質問「目的とミッ
シ ョ ン は 何 か？」へ の 回 答
は「楽しみを届け，元気を育
てる」ことを確認した．これ
は，自分がずっと持ち続けている原動力であり，言語化することにより，とて
もしっくりくる目的・ミッションを定義できた．
事業の定義は「イラスト事業」であるが，ドラッカーの言うように「貢献：
Contribution」に焦点を合わせる必要がある（
『プロフェッショナルの条件』
p. 83）
．よって，事業の名称を「コントリビューション・イラスト事業」とした．
わたしのイラストを見て，みんなに元気になってもらいたいと考えた．
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の目標，自己能力開発目標」
が切実な目標となる．
すでに自分は，自己能力開

6. イラスト事業の環境変化を考える
イラスト事業といっても，
情報革命が起きてからクリ
エイターを取り巻く環境は

発目標を 5 年前に定め，多様
なクライアントを理解する
ためにキャリアコンサルタ

激変している．インターネッ
トからフリーのイラストが
無料でダウンロードできる
時代である．また，クラウド
ソーシングで募集をかけれ
ば，わずかな報酬にごまんと
いるイラストレーターがこぞって応募し，価格破壊が起きている．
MSC を使って更に事業を深掘りしていかなければ成果を出すのは難しい．

ン ト 資 格 を 取 得 し，イ ラ ス
ト力強化のためにクラウド
ソーシングの副業を実践し，
キャリア開発を継続しているとこ
ろである．
自 己 能 力 開 発 目 標 を 立 て，実
践・評価することによって，その
他の重要領域の目標も明確になっ
てくることがわかった．

7. 改めて，顧客について考える
事業の定義も目的とミッショ
ンも「顧客は誰か」を自分で考
えることで，自分が納得のいく
答えが得られる．
「第二の質問，

イラストを求め
ている顧客は誰なのか？」
「第三の質問，顧客はイラスト
によってどんな価値を求めてい
るのか？」
「第四の質問，

我々の成果として，顧客が価値ありと認めてくれるイラストと
は何か？ 」
「第五の質問，我々の計画，そのため活動は何か？」
これら 5 つの質問の答えを考えるのは簡単ではない．これには，MSC の 8 つの
重要領域目標を設定し，具体的に自分の活動を計画に落としていく必要がある．

8. 8 つの重要領域目標を使いさらに具体的に検討する
5 つの質問では明確にならなかったことが，8 つの重要領域目標のフレーム
ワークで考えると明確になることが分かる．特に重要だと思っている「マーケ
ティング」
「イノベーション」の例で考えてみる．
マーケティング「市場はどこにあるのか？」
「イラストを求めている人たちは
どこにいるのか？」，イノベーション「人とは違う，自分にしか描けないイラス
トとは何か？」，これらを考えるためには，4 つめの重要領域である「人的資源

8 年間のドラッカー「マネジメント」研究会での学びと，助走期間の自己能
力開発により，
「5 つの重要な質問」と「8 つの重要領域」を定義することができ
た．
MSC を実践しつつ，時には MSC を改善しながら，事業成立に向けて歩みを
進めて行きたい．

9. 私の MSC
（My-MSC）
実践している MSC のサンプルとして役立てていただければ幸いである．
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図表 1 「イラスト事業」5 つの重要な質問

図表 3 「イラスト事業」起業に向けた MSC

【略歴】 1966 年生まれ，日本大学卒業．
金融ユーザー系 IT 企業に勤務し勤続 30 年，システムエンジニア，プロジェク
トマネージャを経て，現在はスマートホンアプリ開発ベンチャー企業の業務に
従事．高校生の頃からプログラミングを始め，Java，アセンブラ，COBOL，C，
C++，VB，PHP，Python を習得．
タブレット購入を機に，イラスト制作を再開．SNS で作品投稿する傍ら，クラウ
ドソーシングで腕試し中．
情報処理技術者プロジェクトマネージャ，日本 PMO 協会 PMO スペシャリス
ト，国家資格キャリアカウンセラー資格を取得．ドラッカー「マネジメント」研
究会総合企画運営委員，MSC ナビケーター（ドラッカーの小さな学校），ドラッ
カー学会会員．

図表 2 「イラスト事業」助走期間の MSC
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Ⅱ . ドラッカー教授のリーダーシップ

Leadership in History

土倉晋亮

Shinsuke Tsuchikura

Summary
Are there principles in Leadership as well as principles in Management? What were
the leaders in history based on their aspirations? By looking at what the leaders
used as an example, I thought about what leadership is. Is leadership not one of selfmanagement?

Ⅰ . はじめに
ドラッカー教授は『プロフェッショナルの条件』の中で，以下のように述べ
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，今日のそれは失敗，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．

その前に，ドラッカー教授が述べているリーダーシップについて触れておき
たい．ドラッカー教授は，リーダーシップは役割であり仕事であると述べてい
る．また，リーダーシップについては，多くの著書の中で取り上げている．これ
らを全て網羅することは，誌面に限りがあることもあり，事実上不可能と思わ
れる．そこで今回は『【英和対訳】決定版ドラッカー名言集』でリーダーシップ
について述べてあるものに絞って考えてみることにしたい．
この著書を編纂された上田惇生先生によると，編訳者あとがきの中で，これ
らの名言を選定するにあたっては，ドラッカー好きの方々のご意向を反映させ
ることにした，収載名言選定にご協力いただいた 109 人の方々，とおっしゃっ
ている．そうであれば，ドラッカー教授が述べているリーダーシップについて
は大方まとまったものであると言える．
では実際に『【英和対訳】決定版ドラッカー名言集』にあるリーダーシップに
ついて見ていきたい．
【英和対訳】決定版ドラッカー名言集
4 組織と人
リーダーシップとは

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
（1）
の人間のとるべき行動，リーダーシップは同じである．」
ここで言う“140 年前と 50 年前の二つの転換期”とは，明治維新へ向けての

62 リーダーシップとは何か
効果的なリーダーシップの基礎とは，組織の使命を考え抜き，それを目に
見える形で明確に定義し，確立することである．リーダーとは，目標を定め，

動乱と第二次世界大戦後の復興の時期となる．
では，それらの時代と同様のリーダーシップとはどういったものなのか．
長い歴史の中で，優秀なリーダーは数多くいた．実績を残した者，周りから

優先順位を決め，基準を決め，それを維持する者である．

愛されていた者，優秀なリーダーが数多くいたからこそ，多様なリーダー像が
ある．多様だからこそ，リーダーそのものではなく，そのリーダー達が手本と
したもの，教科書としたもの，範にしたものに注目してみたい．
現在，優秀なリーダーとして知られている者たちは，その多くが生まれつき
リーダーだったわけではない．その志，行動が認められ，リーダーとなった者

63 リーダーを信頼するということ

たちであると思われる．それらのリーダーたちを形作ったものが何であるかに
興味が湧いてくる．
ドラッカー教授が高く評価した幕末・明治期を牽引した者たち，またその礎
となった者たちの志や行動の基となったものは何であったのか．多くの書物や
資料があるが，今回は，重職心得箇条・南洲翁遺訓・南洲手抄言志録・講孟余
話を参考としたい．

未来企業

P.147

信頼するということは，リーダーを好きになることではない．常に同意で
きることでもない．リーダーのいうことが真意であると確信をもてることで
ある．それは，真摯さという誠に古くさいものに対する確信である．
未来企業 P.149
64 リーダーに求められるのは真摯さ
人のマネジメントにかかわる能力，たとえば議長役や面接の能力を学ぶこ
とはできる．管理体制，昇進制度，報奨制度を通じて人材開発に有効な方策を
講ずることもできる．だがそれだけでは十分ではない．スキルの向上や仕事の
理解では補うことのできない根本的な資質が必要である．真摯さである．
マネジメント（エッセンシャル版） P.130
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65 部下の強みを生かす責任
部下の弱みに目を向けることは，間違っているばかりか無責任である．上
司たる者は，組織に対して，部下一人ひとりの強みを可能なかぎり生かす責
任がある．そしてそれ以上に，部下に対して，彼らの強みを最大限に生かす
責任がある．
経営者の条件

P. 126

66 一度も間違わない人の欠点
優れた者ほど間違いは多い．それだけ新しいことを試みるからである．一
度も間違いをしたことのない者，それも大きな間違いをしたことのない者を
トップレベルの地位に就かせてはならない．間違いをしたことのない者は凡
庸である．そのうえ，いかにして早く間違いを発見し，いかにしてそれを直
すかを知らない．
現代の経営（上） P. 203（2）
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1 条 重職と申すは，家國の大事を取計べき職にして，比重の字を取失ひ，
軽々しきはあしく候．
大事に油断ありては，その職を得ずと申すべく候．先づ挙動言語より厚重に
いたし，威厳を養ふべし．
重職は君に代るべき大臣なれば，大臣重ふして百事挙るべく，物を鎮定する
所ありて，人心をしつむべし，斯の如くにして重職の名に叶ふべし．又小事に
区々たれば，大事に手抜あるもの，瑣末を省く時は，自然と大事抜目あるべか
らず．斯の如くして大臣の名に叶ふべし．凡そ政事名を正すより始まる．今先
づ重職大臣の名を正すを本始となすのみ（3）．
要約すると，重役というのは国家の大事を取り計らうべき役のことであっ
て，重の一字を失い，軽々しいのはいけない．どっしりと人心や物事を鎮定す
るところがなければ重役の名にかなわない．小事にこせついては大事に手抜か
りができるため，瑣末を省くことによって，自然と大事に手抜かりがなくなる
道理となる．政事は名を正すことから始まる．まず「重役大臣とは何か」から正
してゆかねばならない，という意味になる．

「62 リーダーシップとは何か」では，リーダーシップとは使命を定義し実践
することとしている．
「63 リーダーを信頼するということ」では，リーダーシップとは真摯さに対
する確信であるとしている．
「64 リーダーに求められるのは真摯さ」では，リーダーシップには真摯さが
必要であるとしている．
「65 部下の強みを生かす責任」では，リーダーシップとは部下の強みを最大
限に生かす責任があることとしている．
「66 一度も間違わない人の欠点」では，リーダーシップとは凡庸では成果を
あげられないことを示している．
簡潔にすると，以上の 5 点のようにまとまられる．このあとは，これらを基に
リーダー達がそれぞれの拠り所としたもの，軸になったものを見ていくことに
したい．

Ⅲ .「重職心得箇条」におけるリーダーシップ
17 箇条全体が重職（重臣・リーダー）について述べられているが，その中で
特にドラッカー教授が述べている点についてみていくことにする．
「62 リーダーシップとは何か」に対応するものとして，1 条・5 条・10 条が挙
げられる．

5 条 応機と云ふ事あり肝要也．物事何によらず後の機は前に見ゆるもの也．
其機の動き方を察して，是に従ふべし．物に拘りたる時は，後に及でとんと行
き支へて難渋あるものなり（4）．
要約すると，機に応ずということがある．何によらず後から起こることは予
め見えるものである．その機の動きを察して，こだわらずに処理しなければ，
後で行き詰まって困るものである，という意味になる．
10 条

政事は大小軽重の弁を失ふべからず．緩急先後の序を誤るべからず．

徐緩にても失し，火急にても過つ也．着眼を高くし，惣体を見廻し，両三年四五
年乃至十年の内何々と，意中に成算を立て，手順を逐て施行すべし（5）．
要約すると，政事は大小軽重，緩急先後を誤ってはならない．高い視点を持
ち，全体を見回し，2・3 年，4・5 年ないしは 10 年の計画を立て，手順を追って
施行しなければならない，という意味になる．
1 条では，重役（リーダー）としての役割と責任について述べている．
5 条では，機を見て意思決定することについて述べている．
10 条では，物事の重要性・優先順位・劣後順位について述べている．
これらをまとめると，リーダーシップとは使命を定義し実践することといえ
る．
「63 リーダーを信頼すること」に対応するものとして，7 条・11 条が挙げら
れる．
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7 条 衆人の厭服する所を心掛べし，無利押付の事あるべからず．苛察を威
厳と認め，又好む所に私するは皆小量の病なり（6）．
要約すると，周囲の人々の心理を察することが重要である．無理・押し付け
をしてはいけない．細かいところまで立ち入って厳しく詮索することを威厳と
勘違いしたり，好き嫌いで判断したりするのは小物であると見られても仕方が
ない，という意味になる．
11 条 胸中を豁大寛広にすべし．僅少の事を大造に心得て，狭迫なる振舞あ
るべからず．
仮令才ありても其用を果さず．人を容るゝ気象と物を蓄る器量こそ誠に大臣
の体と云ふべし（7）．
要約すると，胸中にゆとりを持たせ，広く寛大にすることが大事である．つ
まらない事をたいそうらしく心得て，こせこせしてはならない．たとえ才能が
あったとしても，包容力がなければリーダーとは呼べない，という意味になる．
7 条と 11 条では，周囲の人々に対する接し方について述べている．そのよう
に振る舞うことが必要であり，このように周囲の人々の接することができるな
ら，その人の真摯さが伝わるはずであると述べている．
「64 リーダーに求められるのは真摯さ」に対応するものとして，13 条・15 条
が挙げられる．

歴史の中のリーダーシップ
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13 条では，物事には公平に応対するべきであり，その基準は信や義であると
述べている．
15 条では，組織の風土は上役や役員から作られると述べている．リーダーの
言動が例となり組織全体に広まって，そういった組織文化が形成される．リー
ダーの言動に真摯さが見受けられれば，全体が良い方向へ進んで行ける．
これらをまとめると，リーダーシップに真摯さが必要であると述べている．
「65 部下の強みを生かす責任」に対応するものとして，2 条・6 条が挙げられ
る．
2条

大臣の心得は，先づ諸有司の了簡を尽さしめて，是を公平に裁決する

所其職なるべし．
もし有司の了簡より一層能き了簡有りとも，さして害なき事は，有司の誠を
用るにしかず．
有司を引立て，気乗り能き様に駆使する事，要務にて候．又些少の過失に目
つきて，人を容れ用る事ならねば，取るべき人は一人も無之様になるべし．功
を以て過を補はしむる事可也．又賢才と云ふ程のものは無くても，其藩だけの
相応のものは有るべし．人々に択り嫌なく，愛憎の私心を去て，用ゆべし．自分
流儀のものを取計るは，水へ水をさす類にて，塩梅を調和するに非ず．平生嫌
いな人を能く用ると云ふ事こそ手際なり，此工夫あるべし（10）．
要約すると，リーダーの心得は部下にアイデアや意見を出してもらい，これ
を公平に裁決するところにある．部下を引き立て，気合が乗るように使わなけ

13 条 政事に抑揚の勢を取る事あり．有司上下に釣合を持事あり．能々弁ふ
べし．此所手に入て信を以て貫き義を以て裁する時は，成し難き事はなかるべ
し（8）．
要約すると，政事に抑揚の勢いを取るということがあり，部下の間に釣り合
いを持つということがある．これをよくわきまえねばならない．このところ手

ればならない．自分に部下のより良い考えがあっても，さして害のない事は部
下の意見を用いた方がよい．少しくらいの欠点によって人を諦めず，平生嫌い
な人間をよく用いてこそリーダーの腕の見せ所である．自分の好みの者ばかり

に入って，信と義を基準に判断すれば，成し難い事はないであろう，という意
味になる．

6 条 公平を失ふては，善き事も行はれず．凡そ物事の内に入ては，大体の中
すみ見へず，姑く引除て活眼にて惣体の対面を視て中を取るべし（11）．
要約すると，公平を失っては良いことも行われない．物事の内に入ってし
まっては全体がわからない．広い視野を持って全体を洞察しなければならな
い，という意味になる．

15 条 風儀は上より起るもの也．人を猜疑し，蔭事を発き，たとへば，誰に
表向斯様に申せ共，内心は斯様なりなどど，掘出す習は甚あしゝ．上に此風あ
らば，下必其習となりて，人心に癖を持つ．上下とも表裡両般の心ありて治め
にくし．何分此六かしみを去り，其事の顕れたるまゝに公平に計ひにし，其風
へ挽回したきもの也（9）．
要約すると，組織風土というものは上より起こるものである．特に表裏のひ
どいのは悪い慣習である．この難しさを念頭におき，事のあらわれたままに公
平に取り計らう風土にしたいものである，という意味になる．

用いることは，毒にも薬にもならない，という意味になる．

2 条では，部下が働きやすいように取り計らい，好き嫌いに関わらず貢献し
てもらえるようにすることを述べている．
6 条では，様々な角度から物事を観察すること，特に物事全体をみることに
ついて述べている．
これらをまとめると，部下の強みを成果に貢献できるようにすること，そし
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てその責任があることを述べている．
「66 一度も間違わない人の欠点」に対応するものとして，4 条・14 条が挙げ
られる．
4 条 先格古例に二つあり，家法の例格あり，先づ今此事を処するに，斯様斯
様あるべしと自案を付，時宜を考へて然る後例格を検し，今日に引合いすべし．
仕癖の例格にても，其通りにて能き事は其通りにし，時宜に叶はざる事は拘
泥すべからず．自案と云ふもの無しに，先づ例格より入るは，当今役人の通病
なり（12）．
要約すると，問題を処理するには，時宜を考えてまず自身の案を立て，それ
から前例などを参考にしなければならない．自案なしに前例から入るのが役人
のやり方である，という意味になる．
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どんなことがあっても，心を公平にして天の道理を実践し，日本全体から賢
人を選び，その職にふさわしい人物に政権を担当させる，というのが天の意志
である．
だからこれこそ賢人だと思われる人物のいることがわかったなら，すぐにで
もその人に職を譲ることができなければいけない．維新の変革にどれだけ功労
があっても，その褒賞として，本来ならその職を任せられない官職につかせる
のは，最もよくないことである．
官は，その職にふさわしい（任に堪えうる）人物を選んでその職に就け，功
労があるものには，職ではなく，俸禄を与えて賞し，これを褒めておけばいい
のだと，南洲翁が言われるので，『尚書』
（『書経』
）の「仲虺之話」にも「徳を励
んでいるものは官につけて励むようにさせ，仕事に励んでいるものには賞を与
えて励むようにさせるがいい」とあって，徳と官，功と賞とが対応していると
いっているのは，このことかと問うたところ，翁は，顔をほころばせて，その通
りだと言われた（14）．

14 条

政事と云へば，拵へ事繕ひ事をする様にのみなるなり．何事も自然の

顕れたる儘にて参るを実政と云ふべし．役人の仕組事皆虚政也．
老臣なと此風を始むべからず．大抵常事は成べき丈は簡易にすべし．手数を
省く事肝要なり（13）．
要約すると，政事といえば，拵え事，繕い事にばかりである．何事も自然のあ
らわれたままで行われるのを実政というのであって，役人の仕組むことはみな
虚政である．ベテランなどはこのようなやり方をしてはならない．手数を省く
ことが大切である，という意味になる．
4 条では，自案を立ててから前例などを参考にすること，現代のセオリーに
照らし合わせて処理することを述べている．
14 条では，準備や後始末をしっかり行うことが大切であることを述べてい
る．
これらをまとめると，常日頃の準備をしっかりしておけば，どういった方法
であろうと，本質をついた成果があげられると述べている．

Ⅳ .「南洲翁遺訓」におけるリーダーシップ
「62 リーダーシップとは何か」に対応するものとしては，1 条・4 条が挙げら
れる．
1 条 天皇の政府の役人になり，政治を行うということは，天から与えられ
た道理を実現することであるから，少しも私自身や出身藩や出自の利害にこだ
わってはならない．

4条

万民（国民）の上に立つ政治家（役人）は己を慎み，品行を正しくし，

驕り高ぶることを戒め，無駄遣いをしないように気を遣い，自らの職務に精励
して国民の手本となり，国民の勤労をご苦労と思うことがなければ，政治は行
われにくい．
現在のように維新創業の大事なときなのに，住まいを飾ったり，衣服を華美
にしたり，妻以外にも美しい女性を抱え，また，お金を蓄えることを考えてい
るなら，維新の事業は最後までやりおおせないだろう．
このままでは，戊辰の正義の戦争（鳥羽・伏見の戦いに始まる戊辰戦争）も，
薩摩や長州の利益実現のための私戦とされてしまい，天に対してはいうまでも
なく，戦死者に対しても，面目ないことであると，南洲翁は今にも涙を流さん
ばかりであった（15）．
1 条では，リーダーシップとは，天から与えられた道理を実現するために，心
を公平にして天の道理を実践することであると述べている．
4 条では，自らを慎み，品行を正しくすることが大切であると述べている．
これらをまとめると，自らの使命を実践することについて述べている．
「63 リーダーを信頼するということ」に対応するものとして，25 条・26 条が
挙げられる．
25 条

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，自分の
真の心が不足していることを認識すべきなのだ（16）．
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26 条 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（17）．

歴史の中のリーダーシップ

363

20 条 どれだけ制度や方法について議論したところで，それを行う適任者が
いなければ行われない．その人がいて初めてその方法が行われるのだから，ま
ずは適任者こそが第一の宝であって，自らがその適任者になろうとする心がけ
が大事なのだ（20）．

25 条では，天道を実現すべく精進し，謙虚に実践することを述べている．
26 条では，自らの心を甘やかしていては，成果をあげられないことを述べて
いる．
これらをまとめると，自分の心というものは，他者からはしっかりと見えて
いるため，真摯さが表れるように振る舞わなければいけないことを述べてい

6 条では，どのような人にも長所があり，それらを生かすことが必要である
と述べている．
20 条では，制度や方法よりも人が大切であると述べている．
これらをまとめると，人の強みを生かすことが重要であると言える．

る．

「66 一度も間違わない人の欠点」に対応するものとして，27 条が挙げられ
る．

「64 リーダーに求められるのは真摯さ」に対応するものとしては，19 条が挙
げられる．
19 条 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（18）．

27 条 過ちを改めるには，自分が間違いを犯したと自覚すればそれでいいの
だ．過ちを犯したということにこだわり続けるのではなく，直ちによいほうに
一歩を踏み出すことが大事なのだ．
過ちを犯したことを悔やんで，何とかその場を取り繕おうと腐心するのは，
たとえば茶碗を割って，そのかけらを集めて合わせてもとのようにしようとす
るのと同じで，どうしようもないことなのだ（21）．
27 条では，過ちにこだわり続けるのではなく，すぐに正しい方向へ進むこと

19 条では，常に向上心を持ち，より良くしようという姿勢が見えないといけ
ないことを述べている．また，そのような姿勢があることこそ，真摯さがある
と思わせるのだとも言える．
「65 部下の強みを生かす責任」に対応するものとして，6 条・20 条が挙げら
れる．
6 条 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
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（19）．

が大切であると述べている．これは，間違いを見つけ，正しく処理できること
が必要であると言える．

Ⅴ .「南洲手抄言志録」におけるリーダーシップ
「62 リーダーシップとは何か」に対応するものとして，54 条が挙げられる．
54 条 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（22）．
54 条では，一燈を頼りに進んでいかなければならないと述べている．すなわ
ち，ミッションを掲げ実践していくべきだと言っている．
「63 リーダーを信頼するということ」に対応するものとして，28 条が挙げら
れる．
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28 条 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（23）．
28 条では，人に信用されるには，実践の基になる心を示すことが大切である
と述べている．これは，人に信用されるためには，その言動に私心があっては
いけないことを言っている．
「64 リーダーに求められるのは真摯さ」に対応するものとして，46 条が挙げ

歴史の中のリーダーシップ

365

であり，知っているようで，実際よく分かっているようで，その実うわべだけ
で真相を見届けられないのが，人心である（27）．
29 条では，突発的なことも日常的なことも，上手く処理するにはどうすべき
かが述べられている．
85 条では，知っていることと知らないことについて述べられている．
これらをまとめると，大事も小事もおろそかにしてはいけないことを言って
いる．

Ⅵ .「講孟余話」におけるリーダーシップ

られる．
46 条 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，諦めて堕落し
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
ことになる（24）．
46 条では，精進努力する姿勢が必要であることを述べている．言い換える
と，自らを欺いていては，真摯さがあるように見えないと言える．
「65 部下の強みを生かす責任」に対応するものとして，7 条が挙げられる．
7 条 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（25）．
7 条では，一人ひとり違う気質を生かすことについて述べている．
「66 一度も間違わない人の欠点」に対応するものとして，29 条・85 条が挙げ

「62 リーダーシップとは何か」に対応するものとしては，「道理にかなうよ
うものごとを推し進めれば，自然と事業は成功を見るもの．（梁恵王 上 首
（28）
章）
」
の一文が挙げられる．
この一文では，自らの使命を実践する際には，道理にかなっているか確かめ，
それが合っていれば成功すると言っている．
「63 リーダーを信頼するということ」に対応するものとしては，「成功する
かどうかは，征伐に決起したときからはじまるのではなく，ふだんの太平でな
（29）
にげない日の姿勢にかかっている．
（梁恵王 下 十章）」
の一文が挙げられ
る．
この一文では，常日頃の姿勢が真摯さを表し，周囲の人々はそれを見ている

ことを言っている．
「64 リーダーに求められるのは真摯」に対応するものとしては，「知者と仁
者，このどちらが勝るかと言えば，人を信じることを大切にする仁者のほうだ
（30）
「至誠の気持ちは必ず人を動かす．（離婁 上
ろう．
（公孫丑 下 九章）」
（31）
首章）」 の二文が挙げられる．
これらは，至誠や真摯さが必要であることを言っている．

られる．

「65 部下の強みを生かす責任」に対応するものとしては，「人というものは，
命令されれば従いたくはない．自分が好むところには，従おうとする．
（公孫丑
（32）
（33）
下 十章）
」 「丸い栓は四角な穴にはまらない（離婁 上 首章）
」 の二文

29 条 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
とが出来るのである（26）．

が挙げられる．
これらは，人が自発的に動くようにすること，人それぞれの個性を生かすこ
とを言っている．

85 条

何も教えられないでも，自然に人として生き方を知っているのは道心

「66

一度も間違わない人の欠点」に対応するものとしては，「知と行が補い
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（34）
合ってこそ真の知，真の行がまっとうできる．
（万章 下 首章）」
「性善を
もっと高めようと努めるなら，どんな場面でも道徳に則った行動ができる．
（告
（35）
子 上 三章）
」
の二文が挙げられる．

これらは，成果をあげるためには何をすべきかについて述べている．

Ⅶ . まとめ
ここまで，ドラッカー教授の述べるリーダーシップと重職心得箇条・南洲翁
遺訓・南洲手抄言志録・講孟余話についてみてきた．これらを見ると，リーダー
シップにも原理原則があり，それは洋の東西や時代を超えて受け継がれていく
ものだと言える．
また，参考にした資料を読んでいると，日頃の言動や姿勢を大切にしなけれ
ばならないことを教えてくれているように感じた．それは，ドラッカー・マネ
ジメントの中でも重要なキーワードである真摯さを体現するためのものである
とも感じた．
「ともに働く者，特に部下に対しては，真摯であるかどうかは二，三週間で
わかる．無知や無能，態度の悪さや頼りなさには，寛大たりうる．だが，真摯
さの欠如は許さない．決して許さない．彼らはそのような者をマネジャーに
（36）
選ぶことを許さない．
」
実際には，その人に真摯さがあるかどうかを知るには，2 〜 3 週間も要らな
いかもしれない．数度の打ち合わせだけでわかるかもしれない．ただし，この
場合は真摯さがないことがわかるだけである．真摯さがあることは，日常の中
の発言や行動，姿勢で示し続けなければならない．それには数週間どころか長
い年月が必要となる．
幕末と呼ばれる時代よりも少し前，二宮尊徳翁が活躍していた．翁は，報徳
仕法と呼ばれる農村復興政策を執り行っていた．復興政策においては，倹約す
ることが求められたが，翁は自ら先頭になり実践し，成果をあげるようになっ
ていった．翁が偉大な人物として現代の人々にも広く知られているのは，日頃
の言動がミッションと一致し，かつ実践できていたからであろうと思われる．
このような真摯さを周囲の人は語り継いでいくものである．

Ⅷ . 結びにかえて
リーダーシップとは役割であり仕事である．ということは，大半の人にも務
まるはずである．そのためには自らを律し真摯さを表わさなければならない．
少なくとも真摯さがあると思ってもらわなければならない．自らを律するとい
うことで言えば，リーダーシップとはセルフマネジメントあると言えるかもし
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れない．
ミッションにあった貢献ができるよう強みを生かす．さらに強みを磨く．自
分にできることを増やしていく．自分が所属する組織だけでなく，社会や世の
中の役に立つようになる．大局に目を向けて自分にできることを続けていく．
そのように考え実践していくと，自然と真摯さがにじみ出てくるのではないだ
ろうか．心の中にぶれない軸ができ，日々の生活が充実するのではないだろう
か．
自らの強みを見つけることは難しい．今自分がいる場所で何ができるかを見
つけることも難しい．難しいがフィードバックなどをとおして貢献できる何か
を見つけることを挑戦し続けなければならない．
これらをまとめて簡潔に表す言葉があった．短いが胸を打つ言葉である．筆
者自身に言い聞かせる意味を込めて，最後にこの言葉で締めたい．
（37）
「心を燃やせ」

【注】
（1）P.F. ドラッカー（上田惇生 編訳）
〔2000〕
『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社 ,
pp. ⅱ
（2）P.F. ドラッカー（上田惇生 編訳）
〔2010〕
【英和対訳】決定版ドラッカー名言集
（3）安岡正篤『佐藤一斎「重職心得箇条」を読む』致知出版社 , pp. 23 - 24
（4）同上 pp. 43
（5）同上 pp. 55
（6）同上 pp. 48
（7）同上 pp. 57
（8）同上 pp. 61
（9）同上 pp. 65
（10）同上 pp.31 - 32
（11）同上 pp.46
（12）同上 pp.40 - 41
（13）同上 pp.62
（14）西郷隆盛 猪飼隆明＝訳・解説〔2017〕
『ビギナーズ日本の思想 新版「南洲翁遺訓」』
KADOKAWA 角川ソフィア文庫 , pp. 17
（15）同上 pp. 27
（16）同上 pp. 143
（17）同上 pp. 144
（18）同上 pp. 103
（19）同上 pp. 36 - 37
（20）同上 pp. 106
（21）同上 pp. 149
（22）渡邉五郎三郎〔2011〕
『「西郷南洲手抄言志録」を読む 人間的器量の磨き方』致知出版社 ,
pp. 137
（23）同上 pp. 65
（24）同上 pp. 144
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（25）同上 pp.34
（26）同上 pp.67
（27）同上 pp.206-207
（28）吉田松陰 道添進 編訳『今こそ名著 講孟余話 留魂録 逆境に負けない生きかた』
pp.285
（29）同上 pp.288
（30）同上 pp.298
（31）同上 pp.292
（32）同上 pp.290
（33）同上 pp.291
（34）同上 pp.297
（35）同上 pp.298
（36）P.F. ドラッカー 上田惇生 訳〔2001〕
［エッセンシャル版］マネジメント pp. 147
（37）原作 吾峠呼世晴 小説 矢島綾 劇場版鬼滅の刃 無限列車編ノベライズ pp. 210
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私がドラッカー・スクールで学んだこと
What I Learned at the Drucker School

伊 藤順朗 Junro Ito

（セブン＆アイ・ホールディングス 取締役常務執行役員／本会プラクティショナー・フェロー）

対談 者 ： 阪井和 男
（本会代表理事

明治大学教授）

井坂康志

（本会理事

ものつくり大学特別客員教授）

八木澤智 正

（本会理事）

■ ドラッカー・スクールでの思い出
八木澤 最初に，ドラッカー・スクールへ留学されていた時の思い出話をお聞
かせ下さい．
伊藤 私が留学したときはドラッカー先生ご自身かなりお年を召されていま
したが，ご自身の講義の時間を持たれていました．私もドラッカー先生の講義
を聴きたくて留学したこともあり，当然講義を受講させて頂きました．ドラッ
カー先生の英語はドイツ訛りが強く聴きづらかったですね．ですので，録音し
たテープを聴き直した思い出があります．講義スタイルは，椅子ではなく，机
に腰かけて，ただひたすらお話されるだけだったので理解するのには苦労しま
した．ドラッカー先生のお人柄は質素な方だなという印象でした．また父（伊
藤雅俊名誉会長）を通してドラッカー先生とは親交があったもので，家族ぐる
みでお付き合いをさせて頂きました．妻と当時一歳三か月の娘と三人でご自宅
に遊びにも行かせて頂きました．ドラッカー先生のご自宅は想像以上に質素
だったことに驚いた記憶が残っています．もちろん日本の家に比べたら立派な
ご自宅ですが，これだけ有名な方なのでもっとすごい家を想像していたのです
が，そんなことはなく本当に質素でしたね．食事にもお招き頂いたのですが，
お年もお年だけに量的にも質素でした．大言壮語なことも言われないドラッ
カー先生のお人柄が出ていたのではないでしょうか．
阪井 ドラッカー・スクールのことを教えてください．ドラッカー先生の授業
スタイルですが，学生同士でのディスカッションなどさせるのでしょうか．
伊藤 ほとんどは一方的に話して，たまに学生に当てたりしましたが，それほ
ど活発な議論はなかったですね．それからドラッカー先生独自のケーススタ
ディ資料を使った講義もありました．このケーススタディは日本でも『決断の
条件』という題名でたしか出ていたと思います．ただこのケーススタディは一
般に言われるケーススタディではなく，読んでもよくわからないものだったの
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ですが，それはそれで先生の意図があったと思います．ドラッカー先生は常々，
ケースは本当の問題がわからないことが問題なのであって，その問題さえ掴め
ば，あとは自明だよと言われていました．授業でよく使われていた言葉として，
“What is this all about?”意訳すると，本質は何なのか？ということになるの
でしょうが，よくこの言葉は使われていました．何事にも本質を問うようなこ
とが多かったですね．また印象に残っている点としては，もちろんビジネスに
ついては話されますが，それらのケースを通して人間の生き方や人格，そして
倫理について話をされる点ですね．
阪井 それはかなり高度な講義ですね．
伊藤 そうなのです．人としてのあり方もそうなのですが，歴史を大切にされ
ています．授業に関係する歴史から入ってケースの状況の話をされて，ぐるりと
回って本質を突いた話をされるという感じでしたね．本当に奥深い講義でした．
阪井 なるほど鳥の目のように全体を俯瞰して，そして本質のポイントを衝く
のでしょうね．
伊藤 ケーススタディも短期的視点ではなく，その問題に至った歴史的な流れ
を理解することを大切にされていました．物事に対する見方，とらえ方に関し
て勉強になりました．

■ 社会を読み解くドラッカーの魅力について
阪井 ドラッカー先生の人物としての魅力について聴かせて下さい．
伊藤 そうですね．先程も申し上げましたが，歴史に根ざしたものの見方を大
切にされます．それから鳥の目のように物事を俯瞰的に見て，時代の潮目を読
むことが非常に優れている方ですね．実際にベルリンの壁の崩壊について見通
されていたことには感心させられます．
阪井 なるほど．
伊藤 ドラッカー先生の書斎にもお邪魔しましたが，情報を集めるための特別
なスタッフがいらっしゃるわけでもありません．どうやっていろいろな情報を
集めているのか聞いたことがあったのですが，先生曰く，
「新聞だよ」と答えら
れて肩透かしにあったことを覚えています．ただみんなと違うのはその記事を
見つめる洞察力なのでしょうね．
阪井 歴史を読み解いてから，今を見るって感じなのでしょうね．ボートを漕
ぐ人は未来が背中にあり，見えているのは過去である，の例えに合致します．
伊藤 あとドラッカー先生の人柄をあらわすエピソードとしては，学生に会っ
たときに必ず“What can I do for you?”と言われます．直訳すれば，
“なにか
用かい？”なのでしょうが，「あなたのために私は何ができるか」，つまり“あ
なたへの貢献”という言葉を意識されていたのでしょうね．そういう風に考え
させられたおかげで，会社の会議に参加しても，この会議で自分はどのような
貢献ができるだろうかと考える癖が付いたように思います．
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阪井 なるほど，その他にもドラッカー・スクールで学んでよかったなと思え
るエピソードはございますか．
伊藤 ドラッカー先生はたくさんの名言を残されています．一例ですが，日本

ら地に足が付いた経営をしてきたのだと思います．先ほども申し上げましたが
日本の小売業は時代と共に環境変化に合わせて変化してきました．さらに今日
では高齢化や女性の社会進出等であらためてコンビニエンスストアの位置づけ

において我々の小売業界の歴史を眺めると，50 年代〜 60 年代は豊かさへの憧
れから百貨店が主流でした．そして 70 年代〜 80 年代は大量生産・大量販売の
時代となり，総合スーパーが主流となります．そして 90 年代以降は，
“開いて

も変化しています．また少子高齢化に伴い，日本のマーケットはシュリンクして
います．その対策としてアメリカの小売業社を買収して販路の拡大もしていま
す．虫の目，鳥の目，魚の目，この 3 つの目はビジネスをするうえで大切にして

て，よかった，近くて便利”のコンビニエンスストアの時代へと移っていきま
す．現在その中で弊社は 1 位，2 位のポジションにいます．それでは 2030 年代・
40 年代はどうなるのでしょうか．ドラッカー先生は言われます．「社会的使命
を終えたとき，世の中の変化への対応力を失ったとき，いかなる過去の強者・
覇者といえども破綻は免れない」
「今日の強者は明日の強者ではない」と．この

います．これも名誉会長がドラッカー先生から伝授されたものです．

ようなフレーズは事あるごとに社内で共有させて頂いています．それからド
ラッカー先生が常に言われていた，お客様は誰なのか，お客様が求めているも
のはなんなのかという問いは社内ではよく考えさせています．ドラッカー先生
の言葉は本質を突いた貴重な言葉です．
阪井 ドラッカー先生の名言を経営に生かすやり方は以前からあったのでしょ
うか．
伊藤 私が行ってからというよりは，ドラッカー先生の言葉は，経営者の間で
はよく使われています．最近でも日経のコラムに載っていましたね．「文化は
戦略に勝る」などは現在よく言われる「パーパス経営」を進める上で皆さんよ
く使っていますよね．
阪井 伊藤様のお話を聞いてセブン＆アイホールディングスさんは，ドラッ
カー先生の言葉を真剣に経営に生かしていこうという姿勢が良く分かりました．
伊藤 ありがとうございます．確かに創業者の名誉会長もドラッカー先生を敬
愛していました．社内でもドラッカー先生の考え方は根付いているのかも知れ
ませんね．

■ ドラッカーが教えてくれた“虫の目，鳥の目，魚の目”
阪井

10 年単位で変化している小売業界，まさにドラッカー的に言えば，新し

い現実が日々起きています．そんな中でもドラッカーの言う本質を押さえなが
ら戦略に生かされている．傍から見ていてすごく難易度の高いことと感じま
す．何か秘訣があれば教えて下さい．
伊藤 名誉会長の伊藤がよく言っていました．
「虫の目，鳥の目，魚の目」とい
う言葉です．経営者が持っていなければならない見方に関することです．我々は
小売業ですので明日の天気とか日々の変化に敏感でなければなりません．これ
は虫の目ですね．そしてもっと広い観点からマーケットの動向をみる，これは鳥
の目ですね．さらに環境の変化や時代の流れの変化，つまり潮目の変化を察知し
なければなりません．これがまさに魚の目です．こういうことを常に意識しなが

■企業倫理・ESG・SDGsはドラッカー・マネジメントの基盤機能
阪井 そうですね．ドラッカーはこのことをいろんなところで語っています
ね．御社の経営スタイルがドラッカーの影響を受けていることがよくわかるエ
ピソードだと思います．
伊藤 それから重要な事としてドラッカー先生はビジネスにおける倫理観につ
いても力説しています．利益を空気にたとえて話をされていました．「企業に
とって利益は空気のようなものだ．ないと死んでしまう．しかし人間は空気を
吸うためだけに，生きているのではない」，企業も同じで利益追求のみではな
いよと，ずいぶん昔から株主至上主義を批判されていました．今でこそ ESG や
SDGs など頻繁に口にされるようになりましたが，ドラッカー先生はずいぶん
前から言われていました．
阪井 確かに現在，ESG 投資への認識は経営者に広まっています．また SDGs
に至っては経営のみならず学生の教育の場にもあっという間に広がりました．
これらも環境変化と捉えられているわけですね．
伊藤 実は私自身，2011 年から 5 年間ほど CSR 統括部の責任者をやっており
ました．それまではマーケティングを中心とした経営業務にいただけに，最初
は戸惑いました．しかし，3 年ほど前から社内では CSR を社員も含め強く意識
するようになりました．さらに長期投資ファンドのブラックロックが年頭の書
簡で ESG 投資について宣言してから，経営者の意識がガラッと変わったよう
です．今では社会や環境に対応していない企業は悪だという状況になっていま
す．ドラッカー先生がこのことについてもずいぶん前から口にされていた点は
あらためて驚かされますね．
阪井 その通りですね．ご自身，ドラッカー・スクールで学ばれたわけですが，
スクールが継続している理由についてはどのようにお考えでしょうか．
伊藤 大学にとってもドラッカー・スクールは財産ですので，いまも継続して
いるのでしょうが，ドラッカー先生の教えを慕って集まってくる人たちが今
でも大勢いることですね．一番弟子のマチャレロ先生をはじめとして，ドラッ
カー先生の教えを継続させていかなければという人たちがいることが大きいの
でしょうね．
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■ ドラッカーが見つめた「新しい現実」
阪井 今回の学会のメインタイトルは「新しい現実」です．これまでお話しさ
れたように，まさに新しい現実の中で如何に本質を見極めていくか，その姿勢
と継続こそが大事だと言うことですね．
伊藤 「新しい現実」とは，まさに機を得たテーマですね．このコロナ禍でこれ
からいかに進むべきか，価値観も大きく変わってきています．これらを見据え
ていくことが重要になります．
井坂 興味深く対談を聴かせて頂きました．今回の総会のテーマである「新し
い現実」の新しさには二種類あると思います．一つはただ単に新しいだけ，き
らびやかで耳触りが良いだけの，内容を伴っていないものなど，世の中にはた
くさんあるかと思います．一方，新しいけど懐かしいというか，人間の中心的
な価値を体現するような新しさがあると思います．ドラッカーが言う新しさは
明らかに後者です．ドラッカーの言葉遣いや，発言を見たり聞いたりしても，
まったく違和感がないというか，なにか昔から知っていることを教えてもらっ
ているような不思議な感覚がします．そこがドラッカーの魅力が続いている原
因なのかなと，伊藤様のお話を聴かせて頂きあらためてそう思った次第です．
伊藤 そうですね．同感です．
井坂 ドラッカー学会に参加されている人たちにはビジネスパーソンの人やコ
ンサルティング活動をされている人などもいらっしゃいます．重複しても結構
ですので最後にメッセージをお願いします．
伊藤 ドラッカー先生を敬愛している学会の皆様がいらっしゃることは，ド
ラッカー・スクールの卒業生として誇りを持てますし，ほんとうにありがたい
ことだと思っています．皆様も是非，ドラッカー先生の教えの解釈だけにとど
まらずに，プラクティス（実践）という言葉を忘れず，実践して頂ければと思
います．またドラッカー先生を神格化しないで，我々の生活の中に教えがある
ことを自覚して頂ければと願っています．私自身も会社の持続的な発展に向け
て，これからも世の中に貢献していきたいと思います．本日はお付き合いいた
だき，ありがとうございました．
今回の対談は，伊藤様の謙虚な人柄と経営への強く熱い思いがよく伝わ
りました．ドラッカー・スクールで今は亡きドラッカー先生から，直接薫
陶を受けた内容を，ナチュラルにそしてありのままの姿を話してい頂き，
ありがとうございました．ドラッカー先生の人間味を知ることができ，よ
り近い存在として，これまで以上に親しみを持てた思いがします．
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今回の対談で出てきた，経営者が持つべき，
“3 つの目”は勉強になりま
した．虫の目，鳥の目は経営者の必須アイテムですが，さらにリスクを回
避するための目，ビジネスの機会を見つける目である，魚の目を持つこと
はこれからビジネスパーソンには不可欠になってくるかと思います．
昨今，企業不祥事が多発しています．新聞に載らない日がないくらいで
す．大概の原因は，業界の慣習とか，これくらいは大丈夫だろうとか，こ
れまでもそうやってきて問題ないのだから，と自分なりのいい加減な解釈
（正当性）を付けた結果が不祥事に繋がっています．ドラッカーも指摘して
いる，“知りながら害をなすな”を無視したような不正が目立ちます．社会
の価値観が大きく変わるとき，時代の潮目の変化をいち早く察知すること
で，リスクを事前にマネジメントできるはずです．
時代と環境変化の潮目を読むために“魚の目”は大切ですね．まさに，各
業界の変化，働く世代間の価値観の変化を冷静に見つめる目をドラッカーは
マネジメントと通して語りかけていることをあらためて感じた次第です．
それから今回の対談でも取り上げられたサスティナブル（持続可能）な
経営については，自社から社会を見るのではなく，社会から自社を見つ
める姿勢の大切さも教えて頂いた思いがします．企業倫理・ESG，SDGs，
CSR を意識した経営スタイルの大切さも教えて頂きました．伊藤様自身，
社内で五年間，CSR 統括部の責任者をやられていただけに，社会の要請に
応える姿勢が対談の中から伝わってきました．
対談を通して，ドラッカー思想を学び，実践する我々に勇気をいただけ
た思いがしています．本当にありがとうございました．
北村和敏
（本会理事）

【略歴】 伊藤順朗（いとう・じゅんろう）
1958 年生まれ
1982 年 学習院 大学経済学部 卒業
1982 年 三井信託銀行 株式会社入社
1987 年 クレアモント大学院大学 ピーター・F・ドラッカー経営大学院 修士課
程入学
1989 年 クレアモント大学院大学 ピーター・F・ドラッカー経営大学院 修士課
程修了
1989 年 米国ノード・ストローム入社
1990 年 株式会社セブン ‐ イレブン・ジャパン入社
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2009 年 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス転籍
2011 年
2016 年
2016 年
2016 年
2017 年
2019 年

取締役執行役員 事業推進部シニアオフィサー
CSR 統括部シニアオフィサー
グループ関係会社管掌
関係会社部シニアオフィサー
取締役 常務執行役員 経営推進本部長〔現職〕
株式会社イトーヨーカ堂 取締役
株式会社アインホールディングス 取締役〔現職〕

チームワークあふれる社会を創る
Creating a Society Full of Teamwork

青 野 慶 久 Yoshihisa Aono

（サイボウズ㈱ 代表取締役社長／本会プラクティショナー・フェロー）

対 談 者 ： 阪 井和男
（本会代表理事

明治大学教授）

井坂康志

（本会理事

ものつくり大学特別客員教授）

八木澤智正

（本会理事）

■ ものごとの本質を考える
八木澤 著書を書かれた時にドラッカーの本を何か参考にしたと仰っていまし
たが，それについて教えて下さい．
青野 はい，参考にしました．何を私が気に入っているポイントかと言うと，
ドラッカーは言葉の定義を面白くしますよね．事業の目的は顧客の創造という
ように，オッオーと一瞬引っ掛かりますけど一つひとつの言葉をスパッと言い
きりながらも本質をついているというのが，私的にはツボで，私もたぶんそれ
を意識しながら経営してきたと思います．
問題とはなんぞや，問題とは理想と現実のギャップである，という感じです
ね．そうやって定義し直すことで何か言葉に対する思い込みのようなものを排
除しながら本質を考えて行けるのが凄く好きで，ドラッカー的な思考に憧れて
ドラッカー本の文体を意識しながら書いたと思います．
阪井 実務とか事業をやっているとなかなか本質を考えるということに向かわ
ない人の方が多いような気がしますけど，なぜその本質というものに着目され
たのでしょうか？
青野 例えば事業をやっていても，だんだん何のためにやっているのかを見失
い，前からやっているからこうするだろうというようなことになりますが，で
も実際それがお客さんの価値になっているかを問い直さないと手段が目的化し
ますよね．私はそういう意味では子供の頃から「これは何のためにあるんだっ
け」を問うのが割合好きなタイプだったと思います．

■ 問いとバリューの定義
八木澤 ドラッカーは問いの人だと思います．青野さんがおそらくご自身に問
いかけるその問いには何か元になっているものがあるのかなと思いますが，こ
こにドラッカーの三つの問い（①われわれの事業は何か？②われわれの顧客は
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誰か？③顧客は何を価値と考えるか？）がありますが，この三つの問いに対し
て，青野さんが起業されたときの答え，そして，今日答えはどのようなものに
なるでしょうか？

情報共有に対する考え方を変えて行く必要があるということで，研修やコンサ
ルティングの事業が立ち上がったり，挙句の果てに最近はサイボウズ商店と言
うグッズを作ってお客さんに売るというほぼ意味不明のサイトが立ちあがった

青野 まず創業したときのことからお話ししたいと思います．
Web という技術が出てきて「これで情報共有が簡単になるぞ」ということで
会社をつくり，Web の技術で情報共有をするいわゆる“グループウェア”とい

りしています．でも彼らはこういうものがあった方がチームワークは盛り上が
ると言います．そう言われるとそうかなと，ほんとに面白いですよね．
このバリューを定義したことで，私が思いつかなかった新しいビジネス生ま

うものを作りました．それが最初のうちはある程度売れましたが，その内にあ
まり売れなくなってしまい，他のいろんな事業に手を出し，大失敗をすること
になります．M&A で 9 社買収していろんな事業に手を出し，結局自分の関心が
湧かずに，9 社で売上が倍になりましたが，結局 8 社売却して売上が 1 / 3 になる
という上場企業としてあり得ないことをやってしまいました．

れ始めているという変化が起きています．
井坂 特に今はコロナという非常に難しい局面に至っているわけですが，今の
世の中をどんなふうにご覧なっているかというのを，ちょっと漠然としたご質
問ですが，伺ってよろしいでしょうか？
青野 私が最初に読んだ『ネクスト・ソサエティ』の中に，知識労働者という概

そのときまさに，その問いをするタイミングでした．「あれ，なんで創業した
んだっけ，これから何をしたいんだっけ」と，この自分の関心を探して自分が

念があって，それはデスクワーカーとはちょっと違った概念で，いろんな仕事
を知恵を使い知識を使って考えながらやっている人たちがいて，その人たちが

誰にどんな価値を届けたら気持ち良く死ねるのだろうか，良い最期を迎えられ
るのだろうか，と思ったときに，
「ああそうだ，働く人たちが垣根なく情報を共
有して，わいわい言いながら，自律的に働くこういう組織をつくりたかったん
だ」
，だから Web の技術を見たときに，EC をやることもなくインターネットメ
ディアを立ち上げるわけでもなく，情報共有という選択肢だったのです．

引っ張っていくのだろうと，私はそのように読みました．サイボウズの中はま
さにそうなっています．経営者ではなく，つまり私ではなく，現場の人たちが
自分でどんどん情報を発信して，情報にアクセスして，共有して，共感して，彼
らのアイデアを出し，引っ張っている感じですよね．本当に時代が変わったな
という感じがします．

そこで初めて，自分がお客さんに提供したいバリューに対し，それをどう
いう言葉にしようかといろいろ悩みましたが，いま私たちが使っているのは
「チームワークあふれる社会を創る」という言葉にしています．意味するところ
は今までのように少数精鋭で弱肉強食のチームワークではなく，
「もっといろ
んな人が情報を共有することでお互い組み合わせてうまく働けるぞ」というこ
れを「チームワークあふれる状態」と呼ぼう，そしてそれを広めるのだと考え
ました．これはお客さんにとって，とても幸せなことだし，生産性も実は今ま
でよりもずっと上がる，そういうふうにしてやろうと，それが私たちのビジネ
スだと再定義しました．そうすると本当にやることが明確になり，いまはそれ
から十数年やっています．
八木澤 現在，それが何か変わってきているところはありますか，それともそ
れは揺るがないのでしょうか？
青野 面白いのは，
「チームワークあふれる社会を創る」と言い，それはこんな
世界だよと言っていましたら，私はコンピューター・オタクなので，私の中で
はそれはソフトウェアでやっていくものだと思っています．しかし，メンバー
は「それは青野さん，コンピューターだけでは足りませんよ」と言い，それでサ
イボウズ式というチームワーク・ニュースサイトの様なチームワーク情報を発
信するインターネットメディアを立ち上げる人も出てきたりしています．
企業にソフトウェアを渡しただけではチームワークは良くならないというこ
とでコンサルティングや研修をしたり，またワークショップをしてお客さんの

■ すでに起こった未来
井坂 「予期せぬ成功」とか，
「すでに起こった未来」という言葉があります．
今は小さくてもこれからどんどん大きくなっていくという兆しのようなもの
は，例えばどんなものをご覧になっているでしょうか？
青野 これから起っていくことでは，まさにこの一人ひとりの価値観の多様さ
をどんどん実現していくたくさんの選択肢があるような豊かな社会に向かって
いくのではないでしょうか．ですから私たちは，それにあったサービスを提供
していかないと，このソフトはこの形だからこの形で働きなさいという，この
ようなソフトの売り方をしていたら駄目だなと思います．
阪井 起業したり事業を広げたりというときに圧倒的に失敗を多くやると思い
ます．そういう中で，何を基準にこれはやるという兆しを見つける，あるいは
何を基準に心をしっかり保っていられるのか，ということを非常に知りたいと
思います．青野さん，いかがでしょうか？
青野 今までの常識とは違うと思いますが，そこにやりたいっていう人がいる
かどうかです．外部の環境がこうだからとか，競合関係がこんな感じだから事
業が伸びるに違いないとか，それはそれで見ておいた方が良いとは思います
が，一番大事な要素を一つあげろと言われると，「僕，これをやりたいです」と
いう人がいるかどうか，もうそういう時代になっていると思います．
本当に将来を予測するのがかなり難しいですよね．あっという間に何か新し
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いサービスが生まれてきて，新しい競合が生まれてきて，市場が動いてしまう
ときに，時間をかけて調査しても「これだと，俺が決めるのは無理だぜ」と言っ
ています．
そこで私たちが考えているのは，情報共有をして徹底的に現場の人たちに感
じてもらって，彼らがやりたいというものをやってもらうということです．私
はソフトをやりたいのでソフトはやりますけど，コンサルティング事業とかは
誰かがやってくれれば良いし，やりたい人がいたらやれば良い，商店なんかに
至っては正直アドバイスを求められても何も言えないですが，それで良いと
思っています．そこにもの凄く熱意をもってやりたいっていう人がいることが
素晴らしいことで，そういう人がいるのであれば成功確率がめちゃくちゃ高い
と思います．
阪井 そうなるとそういう会社であればあるほど，
「これをやりたい」ってい
う人がやっぱりどんどん増えていくと思いますね．そうするとその全体の会社
としてのインテグリティというか，統合性，マネジメントという問題が浮上し
てくると思います．何段階か今までにあったと思いますが，それは今までどの
様にクリアされてきたのでしょうか？
青野 イメージとしては社員全員が同じ情報にアクセスできるようにしてお
くということです．そうすると，こちらの A さんがこれをやりたいと言い，B
さんがこれをやりたいと言っても，現金はいくらしかありませんということに
なると，「俺もやりたいけど，両方やるのは難しそうだね」
「じゃあどうする？」
という話し合いが行われるので，私がどうこう言わなくても，全員同じ情報を
知っていれば，それを見ながら意見交換しながら進めていくことができる，そ
んなことをしたら纏まらないのではと思われるかも知れませんが，無理にまと
めないし，無理にまとめる必要もありません．
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たちの場合，それを全部フルオープンでお互い日々突っ込みあっているから，
全従業員が取締役のような状態になっており，取締役はいらないということに
なりました．でも法律的には必要だから，どうしたかと言うと，やりたい人が
やれば良いということになりました．やりたい人がいるのか確認したところ 17
人の希望者がいて，3 月の株主総会で 17 人全員取締役になりました．その中の
最年少は，一年目の社員そして二年目の社員です．ほぼ意味が分からない，結
託すれば私を追い出すことが可能ですよね．
阪井 それは凄いですね．社長はどのように決めているのですか？
青野 今のところ私が社長と名乗っていますけど，どちらかと言うと社内的と
いうよりも社外的な意味で広報的な感じで使っています．実質的には，私と同
じ意思決定をできる人間が 10 人います．ですから重要な会議も私が居なくて
も勝手に意思決定をして進んでいます．
阪井 なるほど，それは面白い組織ですね．
青野 いわゆる自律分散という形です．これは，ドラッカー先生も認識してい
たか分からないですね．なんでこれが可能になったかと言うとインターネット
です．インターネットというテクノロジーによって，誰もが発信者になれる，
そして誰もが受信者となって，それがどれだけの量であっても全員同時に共有
することもできる．こういうテクノロジーがあるがゆえに生まれた新しい組織
の形だと思います．
阪井 そうすると役職というのは実質的な意味は余りなくて，対外的には意味
があるにしても，社内的にはそんなに大きな意味を持っているわけではない，
他の会社と違うところですね．
青野 昇進しなければならないという感覚を持っている社員は少ないと思いま

■ 情報格差をなくして起きたこと

す．むしろ自分はどんな仕事をしたいのか，何でチームに貢献できるのか，そ
のように考えている人が多いと思います．副業も自由に出来ますしね．
阪井 給料はどの様に決めるのですか？

阪井 情報格差をなくすことによって，技術的に自分たちで自ら新しい良い方
法を見いだして，それで一緒にやっていくというそういう道も開けるという信
念ですよね．
青野 全体の方向性としては，
「チームワークあふれる社会を創る」というこ
とによって，一人ひとりが自律的に働けるチームワークができるので，そのよ

青野 給料は，これも百人百通りの決め方のような感じですけれど，一応周り
でチームへの貢献度のようなものを測って，あとは市場性という言い方をしま
すが，大体これくらいのスキルを持っている人が転職するといくらくらいだよ
ねと，大体そんな感じで最終的には適当に決める感じです．でもそんなに不満
が出てこないのは徹底的に情報共有されているので，見てくれていないと不安

うな組織を世界中に増やしていきたいというように，ここのところは皆なんと
なく理解しています．そんなに明確ではないかも知れませんが，そこだけ握っ
ておけば，あとは何とかなると思います．
取締役会であろうが事業戦略会議であろうが，重要な会議も全従業員が情報
を見られるようにしています．こういう組織運営をしていて，これなら取締役
はいらないとはたと気づきました．取締役は，人が暴走したり，情報も揃って
いないのに意思決定をしたりするのを防ぐお目付け役のイメージですよね．私

になりますが，私たちはある意味全員見ているから，見られていないという感
覚の人は少ないと思います．
井坂 日本の社会というのは立場に人がついていて，それが非常に強いもので
すから，立場の維持とか人の立場を侵害しないことに恐らくエネルギーの八割
くらいを使っている社会と言えますが，むしろそのエネルギーをもっと個の自
立をベースに創造的な方向に使いましょうという，解放していくという考え方
というのはベースにあるのでしょうか？
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青野 私も元々パナソニックにいたので，役職があって立場があって，そうい
う組織を作らなければいけないのかなと思っていました．自分が社長になり社
長ぶってはみたものの，どうもうまくいかない．これはちょっとやり方が違う
ぞということで，大きく開放に向かって行った感じです．最初からそのように
感じていたかというとそうではないと思います．経験の中から権威主義に頼っ
ていたら楽しい組織は作れないということを段々に気づいて行ったのかも知れ
ません．
サイボウズのメンバーはすごいですよ，開発本部という大きな本部がありま
すが，何百人もいるそこの副本部長は，一か月前に「僕，いま副本部長をやって
いる場合ではなくて，こっちのプロジェクトに入った方が良いと思うので」と，
いきなり副本部長を辞めると言いだし，サクッと副本部長を辞めてプロジェク
トに入っていくという感覚です．
まさに動的に，いま自分はこの組織で貢献できる役割は何かを考えながら動
いていますよね．

■ 変化の第一歩を踏み出す
八木澤 今回のこの学会のテーマが，
「新しい現実」ということで．先程の「す
でに起こった未来」にもつながりますが，この「新しい現実」に対して人々はど
のような姿勢で向かって行くべきか，あるいは関わっていくべきかを，もう一
度ちょっと深掘りしてドラッカーも絡めて伺いたいと思います．
青野 どうしても人間は答えを探してしまうとことがあると思いますが，こう
いう未来の次はこういう未来だからこういうことをしなければいけないと答え
を決めてしまい，それを目指していくと予想外のことが起こったときに対応が
できなくなってしまいます．答えを持たずにいまに集中する，未来は一旦置い
ておく，置いておいていまはこういう状況なのだからこれをする．未来のこと
はわからない，その時に考える，考えてやる．そのために私たちは変わり続け
るのだと，いま何を手に持っていてもすぐに置く，兎に角変わるということだ
けは心に決めておく，そんな心構えがこれからは大事ではないかと思います．
変化も最初の変化の一歩は怖いかもしれませんが，その一歩で楽しいという
成功体験を持っていれば，もう一歩を踏み出すと思いますね．それを繰り返し
やっていくことかなと思います．特に日本社会の場合は，高度成長期の勝ちパ
ターンの印象が強すぎたのか分かりませんが，その型をいまでも守ろうとして
いるところがあると思います．だから一歩を踏み出すのが怖い，一歩踏み出して
怖い経験をすると，もう二度と止めておこうということになってしまいますよ
ね．
サイボウズも，いきなりこんなに大胆な経営を始めたわけではなく，最初に
副業を解禁した時は恐々でした．それでどれだけの人が始めるのか，もしかし
て人がどんどん抜けて行ったりするのではないかと心配しましたけど，ちょっ

チームワークあふれる社会を創る

383

とやってみてむしろ何か楽しいことが起きたとなったら，次にもう一つやって
みて，もう一つやっているその内に，
「取締役なんてもう要らないね，誰がやっ
ても良いね」ということになりました．
その小さな一歩，その小さな変化の成功を沢山積み上げていくということが
今日本で求められることかなと思います．
井坂 最後に，出席されている方々に小さなメッセージをいただいてもよろし
いでしょうか？
青野 このコロナ禍を，ピンチと考えるか，チャンスと考えるか，ここは大き
な差になりそうですよね．今迄あったものを何とか守ろうとする，その気持ち
は分からないでもないですが，ある意味これも大きな社会変化なので，どちら
かというとこれを一歩変わる良い機会，チャンスだと捉えて欲しいと思いま
す．今回皆さん気付いたと思いますけど，IT はものすごく発達していますよ．
あっという間にビデオ会議を皆できるようになりました．とっても進んだこの
IT 技術を使うチャンスでもありますから，是非一歩踏み出して小さな成功体験
を積み上げて行ってください．
井坂
青野

素晴らしいメッセージを頂きました．
ありがとうございました．

私はグループウェアとしての初期のサイボウズから使わせていただいて
いたのでサイボウズ社については以前から興味を持っており，親しみを感
じると共に多少は知っているつもりでいたが，良い意味で見事に裏切らま
した．
今回の対談を拝聴し，こんなにも従来の会社の形態にとらわれずにユ
ニークなマネジメントをしている会社であることを知るとともに，こうよ
うな形態の会社が存在することにも改めて驚かされました．
青野さんが，Web 技術の出現により起業を決意し，一時低迷期があった
ものの Web 技術の「本質」を活かし，「バリューの定義」を明確にしたこと
で新たな変化が生まれ，恐々ながらもその変化に一歩踏み出して成功体験
を積み上げたという，ご自身が身を持って体験されたことを分かり易くお
話しいただき，この対談を聴かれていた方たちには大変参考になったこと
と思います．また，「問い」
「本質の理解」
「バリューの定義」
「情報共有」の
重要性も改めて認識し，理解されたことと思います．
私もこの対談を文字に起こすに当たり，より多くの人たちにこの素晴ら
しいお話を発言者の意図を汲みつつ，また雰囲気も伝わるようにできる限
りオリジナルの表現に近く分かり易い表記をこころがけました．

384

講演録

385

最後に，青野さんに素晴らしいご講演に感謝するとともに，これをお読
みになりサイボウズ社や青野さんの考え方にご興味を持たれた方はご著書
を何冊も出されておりますので，お読みいただければと思います．
上野周雄
（本誌編集委員）

コロナ後の世界を読む

Forecasting the World After Covid-19

大 井 賢 一 Kenichi Oi

（認定NPO法人がんサポートコミュニティー事務局長／本会プラクティショナー・フェロー）

対 談 者 ： 阪 井和男
【略歴】 青野慶久（あおの・よしひさ）
1971 年生まれ．愛媛県今治市出身．大阪大学工学部情報システム工学科卒業後，
松下電工（現 パナソニック）を経て，1997 年 8 月愛媛県松山市でサイボウズを
．社内のワークスタイル変革を
設立．2005 年 4 月代表取締役社長に就任（現任）
推進し離職率を 6 分の 1 に低減するとともに，3 児の父として 3 度の育児休暇を
取得．また 2011 年から事業のクラウド化を進め，売り上げの半分を越えるまで
に成長．総務省，厚労省，経産省，内閣府，内閣官房の働き方変革プロジェクトの
（一般社団法人コンピュータソフトウェア協会）副会
外部アドバイザーや CSAJ
長などを歴任．
著書に『ちょいデキ！』
（文春新書）
，『チームのことだけ，考えた．』
（ダイヤモン
ド社），
『会社というモンスターが，僕たちを不幸にしているのかもしれない．』
（PHP 研究所）がある．

（本会代表理事

明治大学教授）

井坂康志

（本会理事

ものつくり大学特別客員教授）

八木澤智正

（本会理事）

■ 時代を読み解く
大井 今回コロナ禍でどのようなことが社会で問題になるかというテーマで
お話しする機会を頂きました．皆さんと領域は違うかも知れませんが，医療の
立場から，今日の社会を私たちはどのように読み解いていくのかという視点か
ら話を始めたいと思います．去年の春頃ですが，SNS などで「小さなコロナウ
イルスが，ナチス軍ができなかったことを成し遂げてしまった」という記事が
話題になりました（https://www.bbc.com/japanese/ 52436765）
．これはナチ
ス・ドイツのアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所を生き抜いた 94 歳にな
るアンリ・キシュカさんがコロナウイルスにより亡くなられたことを彼の息子
ミシェルさんが書き込んだものです．この記事を見たとき私はドラッカーが，
未来は予言できないが予測できるのではないか，としてナチスの秘めた脅威と
危険性を執筆により発信してきたことを思い出しました．ナチスがそんなこと
できるはずがないと考えられていた世の中で社会にナチスの狂気を発信できた
ことは，彼がその時代を正確に読み解いていたということになるのだろうと思
います．
また，ドラッカーと同じように時代を正確に読み解いていた人物が医療の世
界でもいます．1908 年にノーベル医学生理学賞を受賞したイリヤ・メチニコ
フというロシアの微生物学者で，ヨーグルトが健康・長寿に良いという説を唱
えてヨーグルトを普及させたことでも知られている人物です．彼は人間が年を
取っていくとどのようになるかということを研究して，その過程でヨーグルト
の腸内細菌が体に良いのではないかということも言ったのですが，彼はこの研
究を通じて二つの学問を立ち上げました．一つは，死を起点として生きるを考
える老年学（Gerontology）であり，もう一つは死を起点として死にゆく・死そ
のものを考える死生学（Thanatology）です．老年学からは生活の質・人生の質
を指す QOL
（quality of life）という言葉が，死生学からは QOL に対して死を迎
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えるときの理想的なあり方を指す QOD
（quality of death and dying）という言
葉が生まれました．
いずれも大切な考え方ですが，日本では医学の中に導入する際に老年学のみ

いて，例えば 75 歳以上の元気な高齢者をたくさん街の中で見かけますが，実際
には 75 歳以上の 4 割は寝たきりの状態と言われています．寝たきりの姿は見う
けないので高齢者は元気だなと思われるかも知れませんが，事実として最期を

を取り入れた経緯があります．いかに長く元気に生きるかということに注目を
して，例えば生涯寿命と健康寿命との 10 年の差をどのようにして埋めるかな
どの議論は話題になっていますが，その先にある死については避けているので

迎える時間に関して日本は決して優れた状態ではないと言えるかと思います．

はないかと思えるほど触れられることが少ないのが実情です．大量の死を招く
かも知れないナチスの狂気を予想したドラッカーのように，キシュカさんの死
がそうであるように，私たちに死を意識させたコロナ禍にある日本はどのよう
な状況にあるのでしょうか，というところを改めて見てみますと，皆さんがご
存知のとおり，世界に先駆けて少子高齢社会が到来しております．

■ 少子高齢社会とその先

そして少子高齢社会の先にあるものは何かというと，多死社会があります．
上図の 2020 年には 50 万人減という数字があります．年間 50 万人の人口が減っ
ているというと想像がつかないかも知れませんが，島根県の人口は 55 万人で
すから毎年島根県が一つなくなっていると考えると非常に大きなことが起こっ
ているという実感を持っていただけると思います．日本政府は少子高齢社会へ
の対応を次の世代，その次の世代へと責任を押し付けてきましたが，先に押し
付ける世代そのものがなくなってきている状況といえます．
続いて，国家の 3 要素として国民・主権・領域という 3 要素があると言われ
この図のとおり高齢者が増えています．少子高齢社会へのターニングポイン
トは 1970 年代にあって，子どもが少なくなり，高齢者は増えていくという予兆
はありましたが，日本政府は次の世代，反論ができない先の世代に負担を押し
付けてきました．ようやく近年になって日本政府も重い腰を上げて，2012 年に
は社会保障制度改革促進法という法律を成立させ，そこで初めて，メチニコフ
が言ったような人生の最終段階をより良い生活環境で生きられるための環境整
備をすることを法律上書き込みました．その翌年の社会保障制度改革国民会議
の報告書でも先ほどの QOD という言葉を使って死すべき運命にある人間の尊
厳ある死を問うことを提言しています．
2010 年と 2015 年には世界の QOD のランキングが発表されていますが，その
中で日本のランキングは 14 位であり，先進国の中で非常に後退した位置にいま
す．日本人は死に関して教育が十分なされていないですし，死の前の段階につ

ますが，領域の問題も日本は隣国と問題を抱えています．国民の問題も先ほど
お話ししたように人口がどんどん減っていった時に国として成り立つのだろ
うか，国としての人生はどのようにあるべきかを考えていかないといけないと
いう岐路に立たされているのではないかということを考えた時に，私はドラッ
カー自身の詳細なビジネスセンスを把握しているわけではありませんが，彼が
時代の先を見越して発信する能力があったということ，医療の世界でもすでに
発信する人は多くいるものの，それを受けとめる社会が十分でないということ
を思いながら，今日ここに立たせて頂いています．
阪井 いまのお話は非常に大きなところからドンととらえて頂きました．
1975 年あたりから病院で死ぬ人と自宅で死ぬ人が逆転するということを辻
哲夫さん（編者注：元厚生労働事務次官）が厚労省の時に公表された数字です
が，そのあたりから生死というものが自宅から，我々のコミュニティーから外
れて全部病院の中に入ってしまったことにより，死生観というか我々の感覚そ
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のものもずれてきたのではないかということを非常に感じています．その困難
さが医学だけではなく我々もその影響を社会としてしょい込んでしまっている
のではないかという根本的な問題を感じるのですがその辺りの事情については

まったということも大きいのではないかと思っています．
阪井 そうなると，日本の中でこういった大きな変化が起こっているということ
は，我々自身が見える新しい現実というものも今までとは全然違ったものが見え

ご意見はありますでしょうか．
大井 日本では病院の中に死が組み込まれましたが，私たちの生活の中から死
が切り離されてしまったことは大きいと思います．先ほどお話に出た辻先生

てくる可能性があるかと思いますが，そこのところ，井坂さん如何でしょうか．

ですが，ちょうど今年 2 月 4 日の世界がんデーのシンポジウムで一緒にシンポ
ジストとして登壇させて頂きました．その時に彼は「がん患者をもうペイシェ
ント（patient）
，患者と呼ぶことをやめよう」ということを提案されました．患
者ではなく生活者として，何かの病気を持った生活者としようとお話されまし
た．今日の欧米社会では，患者，
“〜 patient”という言い方をやめて，“people

井坂 そうですね，今伺った中でも，正直私はあまり認識していなかった新し
い現実ばかりで結構ショックを受けました．今日聞かれている方も，75 歳以上

with 〜”
，
“people impacted with 〜”
，
“people affected by 〜”という形で“〜
によって影響を受けた人たち”という表現をして，人として死や病気を捉える
ように変わってきています．私たちも生活の中で死とは何だろうか，病気とは
何だろうか，ということを病気になって初めて考えるのでなく，より身近に考
えることが必要な時代になってきたのかなと感じています．
阪井 そうすると医療そのものの役割も変わるのかも知れませんね．今までは
医者は病気というものを提示してそれを如何に治して健康な状態に戻すかとい
うところに焦点があたってきたように思いますが，そこら辺も変わってくるの
でしょうか．
大井 そうですね．私は普段がんの患者さんとお付き合いをしていますが，65
歳以上の病院へ入院する人たちの 78 . 3％はがん患者です．そうしますと 65 歳
以上になるとほとんどがんを持って生きていることになるわけです．そう考え
るとがんを持っていても生きていられる時代になったというように社会の考え
方が変わってきているように思いますが，それは医療の貢献かと思います．
ただ，一方で患者さんたちは，
「私は患者です．薬を飲んでいます．
」という
感覚から抜けきれなくて，普通に生活できるのですよというところと，その先
の死を受け入れられるかというところが乖離していて，ずっと生きられるのと
思っているのではないか，と感じることがあります．
阪井 なるほど．今の話を受けますと，ドラッカーが言う，一人ひとりが社会
の中に居場所があるという，その「一人ひとり」の定義そのものが今までの
我々の感覚から大きくずれて広がってきていることを意味しているのかも知れ
ませんね．
大井 そうですね．医療の中では，もう私たち個人の一人ひとりが個別に生き
ているのではなく，すべて遺伝子で繋がっているのだということが言われはじ
めています．動物の世界はもともと私たち人間のように子孫を残しても死なず
に生き残ることはなく，ほとんどが子孫を残すと滅びていく，次の世代に託し
ていきます．そうでない私たちは医療によって生きられる世の中になってし

■ 新しい現実と社会への発信

の 40％が寝たきりの方であることなど，知っているようでありながら実は心の
中に響いていない現実というのを深く突き刺していただいたような感覚があ
るのではないでしょうか．本日来ていただいている方の多くはドラッカーへの
関心が大きいと思いますが，大井さんはドラッカーのどんな点に魅力を感じる
か，どんなところに関心を持っているかというところを伺いたいです．
大井 先を見越す視点というのがドラッカーの大きな魅力であり，日本人には
あまりない感覚かと思います．この先を見越すという感覚が今の日本，コロナ
禍の日本にまさに問われていていると思います．
江戸時代にはインフルエンザが 19 回蔓延しましたが，そのいずれもが長崎の
出島から発生していました．オランダ商船が着いてインフルエンザを蔓延させ
るという事実を知っていながら江戸時代ずっと 19 回同じことを繰り返してし
まったということがあり，今日も私たちは同じような過ちをやってしまってい
ます．そう考えると，経験から先が見えているのであれば，ドラッカーのよう
に言葉を発して，ナチスの狂気を予測して指摘したように，私たちも何か，こ
ういうことが起こる可能性があるということを今まさに示したような数字から
予測して，ものを言えるような社会に変えていくことが重要と思いますし，実
際にドラッカーがそれを言えたということにとても魅力を感じます．
井坂 仰ることは非常によく理解できるところです．ドラッカーは自身のこと
を「物見」という言い方をしておりました．観察者，行動のカナリアのような役
割かと思いますが，何か社会に危機が迫っている時に人よりも先に苦しんで，
人に対してそのメッセージを発するという，今まさに大井さんがプレゼンして
くださったことのそのものだと思いますので非常に共感いたしました．八木澤
さんからもありますでしょうか．
八木澤 非常に驚くデータをみせて頂くとともに，私も医薬に関わっており，
QOL ばかりを考えていましたが，死というみんなにくるものに対してきちん
と向きあうということ，またその前のところで医療に入ってなくても寝たきり
になっている方などの存在をきちんと見ていくことが大切と感じました．それ
に関して，参加の皆さま向けにこんな風に世の中を見たらいいのではないか，
すでに起こりつつある未来に関して一言頂けますでしょうか．
大井 最後に重い問いを頂きましたね（笑）
．先ほどより阪井先生からもお話の
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あったコミュニティー（community）
，これを問い直すことが必要なのではない
かと思います．
よく国はコンパクトシティなどと言いますが，私たちが地域で支えあうとい
うと，コミュニティー（community）は地域の町内会みたいなイメージを皆さ
んもっているかと思いますが，同じ何丁目の何番地に住んでいるから一緒，で
はなくて，同じ目的をもった人たちが「集う」
，要するにもともとのコミュニ
ティー（community）は心そのもののつながりコミュニオン（communion）で
すから，コミュニタス（communitas）というラテン語の語源からいけば教会の
ようなところに同じ思いを持った人たちが集うということです．ドラッカー学
会に集う人たちはドラッカー学会に集うコミュニティーの中で何か目的をもっ
て何かを社会に発信して，今はこういう時代ですよ，というようなドラッカー
がナチス・ドイツの警鐘をならしたように，私たちもこの社会の中でドラッ
カー学会という立場で皆さんと何かを考えて一緒に社会に発信していくことが
大切だと感じています．
八木澤 しっかり皆さんでドラッカー学会として発信していければと思いま
す．ありがとうございました．
今回の対談は，現代の複雑化し，急速に変化していく社会をシンプルに
理解するための示唆が豊富に含まれていると思います．
DE&I，
「diversity
（多様性）
，equity
（公平性）
，inclusion（包括性）」という
言葉を目にすることも増えましたが，本文の中にあったように病気の方を
「患者」でなく「〜によって影響を受けた人たち」として理解していくこと
は，DE&I を促進するための大切な視点と感じます．
ちょうど今はパラリンピックの開催中なのですが，競泳の同じレースの
中でも泳ぎ方が人それぞれ違ったり，ボッチャの投げ方の個性であったり
など，さまざまなことを実際にテレビ中継を見ながら感じられている方も
多いと思います．私自身もテレビの中継を見ている中で本対談を思い起こ
し，「障害者」ではなく「〜によって影響を受けた人たち」と変わっている
未来もそう遠くないのではと感じました．
また，ドラッカー思想を学び，実践に繋げる我々にとって，ドラッカー
学会として社会に何かを発信していくという新しい実践の形についてのヒ
ントも頂けたかと思います．
本当にありがとうございました．
森雅司
（本会理事）
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【略歴】 大井賢一（おおい・けんいち）
1971 年東京都生まれ．1996 年明海大学歯学部卒業．歯科医師．1996 年明海大
学歯学部 歯科放射線学講座助手を経て，父の腎臓がんを機に世界最大規模のが
ん患者支援非営利 組織 Cancer Support Community の日本支部である認定
NPO 法人がんサポートコミュニ ティーの活動に共感，2002 年ファシリテータ
ーとして参画，2003 年プログラムディレクターに就任，2012 年事務局長を兼
務，現在に至る．
がん患者支援活動と並行して 2008 年〜防衛医科大学校／埼玉医科大学で非常
勤講師とし て医療倫理や死生学教育に従事．その他，2009 年〜東京都がん対策
推進協議会 委員／ 2016 年〜核医学診療推進国民会議 副会長／ 2019 年〜日本
臨床死生学会 常任理事／ 2020 年〜米国研究製薬工業協会 患者アドボカシー委
員会 アドバイザーを務める．
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The Future that has Already Happened

山脇秀樹

Hideki Yamawaki
（ピーター・F・ドラッカー経営大学院）

Summary
In a society that COVID-19 has transformed, traditional business assumptions are
no longer being met, so we need to think of new ways of doing business. We need
to look at the “future that has already happened” and constantly test our business
assumptions to see what will happen in the future.
The conclusion that can be drawn is that what will emerge after the pandemic will be
managers and leaders who can think deeply about people, communicate, understand
and gain empathy, and push society forward into the future.

年は全米ほぼすべての大学で共通試験の成績を考慮しないことになったのです．
そこで，大学関係者の間では，どのような学生が合格通知を受け取るのかが，
注目の的になっています．今までは共通試験の成績が考慮されたのだけれど
も，今年は全く考慮されない．一体どういうことになるのか．
先ず起こったのは，志願者が増えたということです．4 年制大学の一流校や
トップ 50 の大学の志願者がとても増えました．共通試験の成績が必須だった
ときには出願しなかったような大学にも受験生が願書を出すようになったので
す．
ひょっとしてこれが，このまま常態になるのではないか．各大学では，今ま
での共通試験の意義を再検討して，これを機会に試験制度そのものを改革しよ
うとする動きも出ています．
（2）飛行場の風景
これは，ロサンゼルスの飛行
場 LAX の国際線ターミナルの
写真です．私は，今週月曜日に
ロサンゼルスを出て火曜日に日
本に着きました．ロサンゼルス
では，LAX の JAL の乗り場から
搭乗したのですが，この写真は

Ⅰ. コロナで変化した社会の状況
本題に入る前に , 私が 2020 年の暮れから 2021 年の 5 月までに撮った写真で，
コロナによってアメリカの社会の一部がどのように変化したのかをお見せした
いと思います .
（1）クレアモント大学の変化
クレアモントはロサンゼルスから車で
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出発 30 分くらい前の風景です．
コロナ前には大勢の乗客で賑わっていたゲートですが，先日はこのような寂し
い状況になっていました．

東に向かい 30―40 分走ったところに位
置し，私立の 4 年制リベラルアーツのカ
レッジ 5 校に加え 2 つの大学院を擁する
大学の街です．そのマネジメントスクー
ルであるドラッカー・スクールは，小さ

（3）オーガニックフードのスーパーマーケットの状況
この写真はホールフーズという，オー
ガニックフードのスーパーマーケットの
店内です．ホールフーズは，高級路線の

いながらも世界的なビジネススクールの
評価機構 AACSB の認定を受けている経

スーパーマーケットチェーンですが，近
年では，店内で食事もできる新しい形態

営大学院です .
2021 年はコロナ禍により米国の 4 年制大学への入学審査に大きな変化が起
こりました．従来は，アメリカの大学入学審査には共通試験の SAT や ACT の
成績が必要で，ビジネススクールには GMAT の成績が必要とされていました．
ところが，このような共通試験の成績が今年の審査ではオプションとなりまし

のスーパーとして脚光を浴びてきまし
た．現在はアマゾンの傘下に入り，アマ
ゾンプライムの会員は割引が受けられ，
店の外に設置されたロッカーにはアマゾ
ンからの荷物を受け取ることができるようになっています．ここで起きた変化

た．コロナのため，出願者の中には試験を受験できない人が出てきたため，今

は，入口の看板に「6 フィート距離を開けてソーシャルディスタンスを守れ」と
書いてあることです．

* 本講演録は，ネクスト・ソサイエティ・フォーラム 2021 ドラッカー学会総会（2021 年 5 月
15 日 . オンライン開催）で行われたものの抄録である .
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（4）ブレアという町のレストラン
この写真は今年の 2 月に撮ったブレアの
ダウンタウンです．ブレアはオレンジカウ
ンティの北の端の町で，クレアモントから
車で 20 分くらいのところにあります．こ
の写真の右側に写っているのは映画館です
が，コロナにより，映画館は開いていませ
ん．この通りの両側にいくつもの飲食店が
ありますが，この写真を撮った当時は，店
内では食事ができませんでした．
そこでブレアの町が考えたのは，大通りから車を排除して人工芝を敷いて，
お店の張り出しを作る．そして，そこで食事を提供するようにしたことです．
「町が補助金を飲食店に出さなくても良い，飲食店も顧客が来るから何とか
やっていける」ということで，こういう形になったのです．これが去年の暮れ
から 3 月頃の状況です．こうした，通りにテラスを作って，そこで食事を提供す
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が，ビジネスではない大学に勤められている方もいますし，色々な業態の方も
います．従ってビジネスを広義に解釈していただき，「皆さんの仕事の仮定は
コロナでどのように変わったか」と考えてみて下さい．
さて皆さんの答えを見ると，120 人の回答のうち「はい，コロナで仮定が変
わってしまった」と答えた方が 54 % ですね．変わっていない方もかなりいます
ね．いいえの方は 46% です．
（2）第 2 問
それでは次の質問です．「あなたは従来のビジネスの仮定（assumption）を
変えましたか」
皆さんの回答を見ると，68 % の方が「仮定を変えた」と回答していますね．
先ほどよりも，仮定を変えた方が多い．第 1 問では，「変えた」
「変えない」が拮
抗していましたが，今度は変えた方が多いです．

るというシステムは，この街に限らず多くの街で見られる光景です．
（5）デパートの売り場の変化
この写真は，ノードストロームというシ
アトル発祥のデパートのブレア支店の 3 階
です．ここは倉庫やウェアハウスではあり
ません．2020 年の夏前までは婦人服の商
品が並んでいました．ところが，それをこ
のように変えたのです．コロナでお店に来
られない人がたくさんいる．そこで，オン

（3）第 3 問
それでは 3 番目の質問です．これは複数回答です．「どの仮定（assumption）
を変えましたか．次の 3 つについて答えて下さい」
①企業を取り巻く環境（例えば，社会，市場，顧客，技術）
②企業のミッション
③企業のミッションを達成するためのコアコンピテンス
結果は次のようになりました．
①企業を取り巻く環境に対して……

変えた 76%

②企業のミッションに対して………
③コアコンピテンスに対して………

ほとんど変えていない
半分弱が変えた

ラインで店に発注した商品を渡す場所に
したというわけです．注文した人たちの自宅に配達するのではなくて，簡単に
手渡しできる場所にしました．
これらの身近な例に共通することは，従来のビジネスの仮定が満たされなく
なったので，新しいやり方を考える必要が生じている，ということです．

このような結果を見せていただき，ありがとうございます．なぜみなさんに
投票していただいたのか，ご説明いたします．

Ⅱ . ビジネスの仮定に関する 3 つの質問

Ⅲ .「すでに起こった未来」を見てビジネスの仮定を検証する

このように，コロナで様々な変化がありました．そこで，これから皆さんに 3
つの質問について答えを投票してもらいます．
（1）第 1 問
最初の質問は「あなたの従来のビジネスの仮定（assumption）は，コロナで
満たされなくなりましたか」という質問です．ここではビジネスと書きました

（1）ヨーバリンダという町の駐車場の風景
まず，投票についてコメントする前に，もう一つこの写真をお見せしましょ
う．これは，ヨーバリンダという町のゴルフ場の駐車場です．写真に写ってい
る 7 台のうち 2 台が電気自動車（EV）のテスラです．何故この写真をお見せし
たかというと「ひょっとして見えなかったこと，見て見ぬフリをしたこと，見
過ごしていたことが，皆さんの中にたくさんあるのではないか」と思ったから
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です．こうやってカリフォルニア
の駐車場を見回すと，すでにテス
ラがたくさんいる．撮った私の後
ろにも，実は 10 台くらいテスラが
い る．も は や，EV の 台 頭 を 見 過
ごすわけにはいきません．これは
「すでに起こった未来」がすでに
現実になっている状況といえるのです．
（2）ドラッカーの「仮説思考」
先ほどの投票結果に即して，
「すでに起こった未来」をどのように見つける
かということを考えてみましょう．先程の 3 番目の質問の仮定には，①から③
の 3 つの仮定がありました．このうち，①の仮定を変えた方が 7 割以上，③の仮
定を変えた方も半分くらいいました．この質問の 3 つの仮定は何を参考にした
かというと，ドラッカーの著作です．この 3 つの仮定は，次のドラッカーの論
文に簡潔に書かれています．Peter F．Drucker“The Theory of the Business”
Harvard Business Review．September-October1994
ドラッカーは次のように言って
います．「ビジネスには 3 つの仮定
がある．その仮定は石に彫られて
いるわけではない．絶えず変わる．
そしてその仮定から見解・仮説を
導く．そしてそれは絶えず検証し
ていかなければならない .」
ドラッカーのこのビジネスの理

仮定
(Assumption)

見解
(Opinion)

1.
2.
3.

検証
(Test)
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離，飛行場等の例です．しかしよく考えてみると，あれは「すでに起こった未
来」なく，「すでに起こった過去」ではないでしょうか．2021 年 5 月現在，米国
ではすでに飛行場は，国内線は 7 割まで回復していますし，2 回のワクチンを接
種した人はマスクをしないで外出していますし，店にも入れます．それから飲
食店も店内営業ができるようになっています．クレアモントの大学も 9 月から
は全面的に対面に戻るということが決まっています．教職員は全員ワクチンを
打っているし，学生も学内に入るためには，ワクチンパスポートがなければ中
に入れない，というようになっています．そうすると，先ほどお話ししたこと
は「すでに起こった未来」というよりも「すでに起こった過去」ではないかとい
うことになります．
（4） これから何が起きるかを考えたい
皆さんの投票によりますと，皆さんは仕事の仮定をいろいろと変えておられ
るようですし，コアコンピテンスの仮定も変えなければなりません．それでは，
いったいどこを見れば良いのか．どういう変化が起きているのか，そこから何
を洞察することができるのか，そして洞察が，皆さんの仮定にどのように影響
を及ぼすのか，これらについて，ここで触れたいと思います．

Ⅳ . 仮定の変化を洞察する
ドラッカー・スクールの教授たちがいま考えている「従来の仮定が成り立た
ない状況」は 3 つあります．
①多様で柔軟な働き方の普及
②デジタル・トランスフォーメーションの進展
③目的主導型（Purpose-Driven）型企業の増加

論は，普遍的な理論ではなくて，あ
る企業にとってのある時点における特定の理論です．言い換えると，ビジネス
の理論は絶えず変化するものであり，マネジメントはこれを絶えず検証してい
かなければならないのです．
あるビジネスの仮定は，たった 2 日で変わってしまうかもしれません．ある

1．多様で柔軟な働き方の普及
第 1 は，
「多様で柔軟な働き方の普及」です．皆さんも遠隔，リモートという
ように仕事のやり方が変わり，いろいろとご苦労されていると思います．コロ
ナ前，2019 年までの働き方の仮定が成り立たなくなったのです． 家で働くに
しても，家族がいてはそう簡単に最適な環境を作ることは叶いません．そうす

いは 3 カ月で仮定が満たされなくなっているかもしれません．10 年も変わらな
いのは稀な例かもしれません．仮定が変われば，もちろん見解も変わるし仮説

ると第 3 の場所が必要になるかもしれません．あるいは，企業・組織にとって，
どのように働く人たちの成果を見ていくのか，そしてそれをどのような形で定

も変わらなければなりません．
今日は，この仮定と仮説についてもう少し話をしていこうと思います．
（3）
「すでに起こった未来」を絶えず見る必要性
冒頭で，コロナにより社会が変化した例についてお話ししました．デパート

量化していくのか，
「見える化」をしていくのか，ということも必要になるのは
周知の通りです．
ここではそのような細かいことを話すわけではありません．ここで私たちが
考えるべきことは「究極的には，我々一人一人が，自分をマネジメントしてい
くことが必要になる」ということです．コロナ以前はオンラインで講義をした

の中，そして，ブレアという町の仕事のやり方，ホールフーズの 6 フィートの距

ことのなかった私のような教授が，去年の 3 月から急に「オンライン」と言われ
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てあたふたと Zoom で講義を始めたわけです．最初は，そう簡単にはうまくで
きませんでした．しかし，何とか自分をマネージしてここまで来ました．そし
て，今までは気がつかなかったけれど「遠隔では自分のマネジメントが非常に

た理由は，
「自動操縦できるということを自慢したい」ということかもしれませ
ん．この車ではないのですが，つい数週間前に事故が起きました．運転席に人が
乗っていないテスラの車が事故を起こして，乗員 2 人とも亡くなったのです．

重要」ということが，身をもってわかりました．
ここでお伝えしたいのは，
「一人一人が重要な観察点，ポイントになる」とい
うことを忘れないでいただきたいということです．「人」
「個々人」これをどの

新しい革新的な技術が搭載されているとしても，最終的に判断するのは人間で
す．いくら自動操縦運転と言っても最後には人間がその技術の良し悪しを理解し，
危険を察知し，事故を食い止めるための判断をしていかなければなりません．

ようにマネジメントしていくのか，そして，いかに自分でマネジメントしてい
くのか，それが極めて重要だということです．
2 . デジタル・トランスフォーメーションの進展
（1）スマートフォンでデジタルを考える

（4）デジタル・トランスフォーメーションで求められるマネジメント
デジタル・トランスフォーメーションはもちろん重要ですし，日本では早急
に推進する必要がありますが，ここで重要なのは，「マネジメントはデジタル・
トランスフォーメーションを推進するだけではなく，それをマネージする人間

第 2 は「デジタル・トランスフォーメーションの進展」です．今，日本ではデ
ジタル・トランスフォーメーションの話題で持ちきりです．しかし，デジタル

をいかに養成していくか」ということです．そして「人間としてその技術をど
のように使いこなすか」ということです．スマートフォンの場合は，人間の方

とは言うものの技術だけが重要なのではありません．スマートフォンは何故ス
マートというのでしょうか？電話がスマートだからでしょうか？それとも，そ
れを使いこなす『人』がよりスマートになれるからでしょうか？デジタル・ト
ランスフォーメーションそのものは非常に重要ですが，一体これをどうやって
使いこなすのか 「
. 最後は人間が重要」という話になるのではないでしょうか．

がスマートなので，これを使いこなせるくらいまでは行っていると思います．
しかし，デジタル・トランスフォーメーションが高度化，複雑化する中で「一体
最近の技術はどの程度まで人間がコントロールできるのか」と言う疑問も湧い
てきます．
今週火曜日に羽田空港に着いて検疫所を通過しました．アメリカを出てくる

（2）エバーレーンというアパレル会社の例
エバーレーンというアパレルのオンラインの会社があります．この会社の

前に日本の厚労省と検疫所から「個人の情報をオンラインで所定のアプリにイ
ンプットして，QR コードを作成し，そこからデータが読み取れるようにする
ことを搭乗前にしてほしい」という要請がありました．そこで，それを実行し

ウェブサイトを見ると，一つ一つの商品についてコスト構造が分かる簡単な絵
が目につきます．そして競争相手と価格とコストの比較ができる仕組みになっ
ています．これは，デジタル・トランスフォーメーションにより，ロジスティッ
クスのいろいろなデータが明らかになった例です．

て羽田に到着しました．てっきり，この QR コードを使ってすぐに審査が終わ
ると思っていたのですが，そうではなく，迷路のように長い検疫プロセスの行
く先々で紙の書類の審査があるではありませんか．数枚の書類に同じような情
報を記入し，何枚もパンフレットやら紙をもらいました．そうしますと「件の

さて，この会社のビジョン・ミッションを見ると，「Radical Transparency」
「Transparency を高める」と書いてあります．重要な点は，こういった新しい
情報が「見える化」されていく中で，
「最終的に，その情報を吟味し，判断をす
るのは人間だ」ということです．

QR コードの話はどうしたのかいな」という話になります．この例からいえる
ことは，トランスフォーメーションするのは良いが，それだけではなくマネー
ジすることも重要だということでしょう．デジタル・トランスフォーメーショ
ンが進展する中で，我々の仕事の種々の仮定は変わりますが，この場合，人間

（3）テスラの自動操縦運転の例
先ほどご紹介した駐車場にテスラの車が
たくさん駐車していました．この写真の車
にはカスタマイズされたライセンスプレー
トが付いていました．これを見ると「Hands
Free」と 書 い て あ る で は あ り ま せ ん か．
「Hands Free」とは「手放しできる」という
意味です．この車のオーナーがテスラを買っ

がどのようにしてこの変化をマネージしていくかが重要です．デジタル・トラ
ンスフォーメーションは推進しなければなりません．ただ，私が言いたいのは，
技術だけではなくて，「マネジメントにとって新しいツールを効果的に使うた
めの適切な判断（Judgement），批判思考（Critical Thinking）
，そして人との
接し方（People Skills）がより一層重要になる」ということです．そして，それ
が重要な仮定の変化につながってくるのです．
（5）最終的に重要なのは人と人とのつながり
さて，次の話題に移る前に，さらにいくつか事例を話したいと思います．コ
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ロナ前の 2019 年 1 月のある日，あるイベ
ントが開かれました．イーロンマスクのス
ペース X の工場の横にあるジムに，恐竜

アメリカは移民の国なので，いろいろな背景の子どもたちがいます．ところ
が，マテルの主力商品のお人形は長い間バービー人形でした．いわゆる金髪の
白人で背が高くてプロポーションが良い．そういう姿をしたお人形です．

のぬいぐるみを着た 13 歳から 16 歳の子ど
もたちが，ギネスレコードを作るために集
まったのです．これは，限られた面積のス

バービーは発売以来，多様な背景を持つ子どもたちの増加に対応して，肌の
色を変えたり，服の好みを変えたりしましたが，やはり育ちが育ちなので，そ
う簡単には本質は変わらない．そうすると，アジア系あるいはヒスパニック系

ペースに恐竜のぬいぐるみを来た人が何
人入ったか，という他愛もないギネスレ
コードに挑戦するイベントでした．この子どもたちがどうやって集まったかと
いうと，単純に SNS のつながりで集まったのです．これまで互いに会ったことも
ない子供たちがこの場所に集まり恐竜になり世界記録を樹立する．このような

の子どもがなぜ白人のバービー人形で遊ばなければいけないのかという話に
なってくる . 自分と同じような姿・形の人形と遊びたいと思う子供達の希望を
満たすために，従来のビジネスの仮定を変えざるを得なくなったのです．
そこで，アメリカンガールの人形が作られました．アメリカンガールでは，
髪・肌・目の色など，いろいろ選べますし，髪の毛のない人形，男の子っぽい

新しい体験，そしてこのようなことに共感を憶える子供たちです．
2019 年 12 月にロサンゼルスのフォーラム

女の子もいます．いわゆるダイバーシティに非常に力を入れているのです．
マテルは，特にパーパス主導の企業として知られているわけではありません

でイギリスの歌手ハリー・スタイルズが公演
しました．なぜ若者はこのようなコンサート
に行くのでしょうか．彼らが「音楽を聴きた
い，好きなミュージシャンを見に行きたい」
からライブコンサートに行くのは自明です

が，これは，社会の変化，人口構成の変化等の大きな地殻変動により，従来のビ
ジネスの仮定が満たされなくなった例といってもよいでしょう．また，この例
は，人と人とのつながりを意識し，共感を生むことを製品にとりこむことの重
要性を強調した例ともいえます．

が，そしてもう一つ「みんなと共感したい，
体験をシェアしたい」ということがあるので
はないでしょうか .

（2）スゥイートグリーンの例
次に，数年前にワシントン DC のジョージタウン大学の学生が始めたレストラ
ンチェーン，スゥイートグリーンの話をします．
「美味しく食べる」ということ

先ほどの恐竜のぬいぐるみの例と同じように，若い人たちの望み，やりたい
こと，欲求には，他の人たちと一緒に活動をして「人とのつながり」
「人との出
会い」，そして「互いに体験する」ということが非常に重要なものとして存在し
ていることがわかります．

はレストランの目的としては非常に重要ですが，このレストランは，それに加え
て「コミュニティを作っていく」ということをその目的として打ち出しました．
「健康なコミュニティ」を作り，
「共感できる商品」を提供する，というのがその
目的です．このレストランは，場所を注意深く選定して，ブランドの打ち出す目

私もコロナ禍の中で，遠隔で会ってはいるものの，幾度となく「教室で講義を
したい」
「友人と一緒にご飯を食べたい」と思いながら，1 年 3 カ月の間，この願い
はかないませんでした．言い換えると，遠隔をすればするほど，
「人と人とのつ
ながり」
「対面で会って話す」ということがいかに重要か，がわかったのです．

的に共感する人達が住む地域をめざして店舗展開をしています．そして，ビーガ
ンではないが，ベジタリアンに近い形の食事を出して成功しています．

3．目的主導型（Purpose-Driven）型企業の増加
新しい仮定を必要とする「すでに起こった未来」の 3 つ目は，「人を主体とし
た，目的を主体とした形の企業が非常に増えてきている」ということです．特
にこの 7 - 8 年，アメリカの場合（ヨーロッパもそうですが），増えてきています．
（1）アメリカンガールの例
まず，アメリカのマテルという会社が，アメリカンガールというブランドの人
形を作った例の話をします．これはコロナ以前から起きていた変化の話です．

（3）スバルの例
スライドでお見せしている，ある企業のホームページには，様々な団体にこ
の企業が協賛し，サポートしている事例が沢山紹介されています．例えば，恵ま
れない，食事を食べることができない人たちに食事を提供する団体の例．また，
不治の病に陥った子供の願いをかなえる，その子が例えばディズニーランドに
行きたければ，その願いをかなえる団体の例，あるいは，脚を失ったり病気にか
かったりしたペットのために，特に犬ですが，新しい飼い主を探す団体の例．
また，この企業は，コミュニティ，地球の健康状態，従業員のウェルビーイン
グ・福利厚生に力を入れる社会活動にも貢献しています．
このような活動をしているこの企業はどんな会社でしょうか．実は日本企業
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の現地小会社，スバルアメリカです．
スバルが 1970 年代からアメリカに自動車を輸出しているのは，ご存知の通
りです．
アメリカ市場では，故障の少ない，質の高い四輪駆動車ということで，雪の
降る寒い地域に住む人たち，そしてアウトドアライフを楽しむ人たちの間で確
固たるブランドを築いてきました．ある意味では，ニッチのブランドです．
スバルの米国市場でのシェアは長年の間 0 . 8 % から多くて 1 . 1 % 程度でし
た．2007 年にスバルアメリカがスバルのオーナーにアンケートを取ったとこ
ろ，
「故障しないし，頑丈で安全だし，4 輪駆動でどこにでも行ける」という車
の機能性を褒める回答が多くありました．ところが，それだけではなく「スバ
ルを愛（love）している」という回答も多くあったのです．多くのオーナーが
「LOVE」という言葉を使って，彼ら彼女らのスバルに対する共感を表したので
す．そこでマネジメントが気づいたことは，もしかすると，スバルのオーナー
は車の機能性だけではなくて，感情に訴えてスバルを買っているのかもしれな

すでに起こった未来
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デジタル・トランスフォーメーションをマネージする人たちであり，それを考
える人であり，そしてそれを批判できる人である」
「そして，そういう人を養成
する必要がある」ということです．
そして第 3 には「パンデミック後には，やはり「人」に焦点を戻す必要がある
のではないか」つまりドラッカー学会の皆さんが一層活躍できる局面が訪れる
のではないかということです．
パンデミックの後に出てくるのは，人について深く考えることができる経営
者・リーダーであり，コミュニケーションができ，人の共感を理解し，それを
得ることの出来る経営者・リーダーだろうし，社会を未来に向かって前むきに
推し進めていく人たちです．

Ⅵ「
. すでに起こった変化」を見つけ仮説を変える
アメリカの消費者に商品の
選択についてインタビューを

所属

（人とのつながり、
会話、
コミュニケーション、
コミュニティ、
新しい世界）

い．そこで 2008 年から始まったのが，今ではよく知られているスバルラブキャ
ンペーンです．このキャンペーン以前は全米のマーケットシェアが 1 % だった
のが，今や 4 % のシェアになりました．1 % と 4 % とでは非常に大きな違いです．
この成功は，スバルアメリカがパーパスドリブンの企業に変わったということ
もあるかとも考えられますが，何よりも人の心を掴む，人に共感を憶えさせる，

すると，いろいろな人がいま
す．機能重視の方は多くいる
かもしれません．しかし，機
能だけでは希望や欲求をかな
えることができないのも確か

それが非常に重要であることを前面に押し出したからとも言えるでしょう．そ
して，この例に見られるように，皆様にとっても，ビジネスの仮定を検証し，新

です．自己充足もあるだろう
し，所 属，人 と の つ な が り，

しい仮定と仮説を作ることが，これからの時代には，益々重要になってくるの
ではないでしょうか．
パンデミックの後は，先ほどの若いひとたちのように SNS を通じて共感す
る，あるいは，人とのつながり，コミュニケーション，互いに共感し感動する
ことが，益々重要になってくるのではないでしょうか．それからスバルのよう
に恵まれない人たちや動物に手助けをしていく，そういったことが益々重要に

会話，コミュニケーション，
コミュニティもとても重要で
す．良いものを作ることはも
ちろん重要ですが，それに加
えて人間の側面が，更に重要
になってくるのではないかと

なっていくのではないか．つまり，これまでのビジネスの仮定が変わっていく
のではないでしょうか．つまり，
「人」を知り，理解し，深く洞察し，新しい市

思います．機能だけではない，様々な人間的側面が重要なのです．
エグゼクティブにとって重要なことは「すでに起こった変化」を見つけること

場と顧客をつくるための仮定と仮説が必要になるでしょう．

最後に，ドラッカー・スクールにおいて議論された 3 つの重要な点について

です．そして「すでに起こった変化」を新しい機会として利用することです．
「す
でに起こった変化」はいたる所にあるでしょう．但し「すでに起こった変化」と
思ったものであっても，これはもう過去のものになっているかもしれません．
皆さんは，最初の投票で示した通り，すでに起こった未来に適応するように

まとめます．
第 1 に「働き方改革，皆さん個人個人のマネジメント，そして会社にとっては
いかに人をマネージしていくかが重要になる」とお話ししました．
そして 2 番目のデジタル・トランスフォーメーションでは，「トランスフォー
メーションをするのは良いが，それと同等，あるいはそれ以上に重要なのは，

ビジネスの仮定をすでに変えたかもしれません．ここで，皆さんに宿題として
考えて頂きたいのは，もし仮定を変えたとすれば，どの仮定をどのように変え
たのか，自分でもう一回，問いただしていただきたいということです．投票の
中で，ミッションは変わらないという方がいましたが，「あなたのビジネスに
とって不変の仮定は何でしょう」ということも大きな課題です．是非，このこ

Ⅴ . ドラッカー・スクールの洞察のまとめ

自己充足

自己充足

（自尊心、強さ、達成、
評判、名声、承認）

（快適、楽しみ、満足）

機能

（性能、品質、耐久性、
信頼性、安全性）
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とも今一度考えていただきたいと思います．
山脇先生の講演のテーマは，
「すでに起こった未来」であり，主な内容は
「すでに起こった未来」の察知と，それを活用した変化への洞察の話であっ
た．今回のドラッカー学会のテーマが「すでに起こった未来と『コロナ後』
の世界」であるから，まさに学会の趣旨に沿った講演であったと思う．
私は，この講演を拝聴して非常に勉強になった．この講演の内容は，「す
でに起こった未来」の察知の仕方だけではなく，仮定の設定と仮説の検証
による変化の洞察の仕方，コロナ後の社会が「人間中心の社会になってい
く」という話であり，これらの話を聴いて目から鱗が落ちる思いがした．
私自身，コンサルティングや研修の講師を行なっている観点から，今起
きている現象の意味を考えることは多い．しかし，デジタル化，グローバ
ル化，働き方改革，ダイバーシティ，ビジョン・ミッション経営など，様々
な言葉が飛び交っている中で，今一つ社会の潮流を統一的にとらえること
が難しかった．本講演により，そのような社会の潮流を捉える基本的な考
え方を教わったように思う．
また，ドラッカーの 3 つの仮定の話を聴いて，ドラッカーに対する理解
が深まり，ドラッカーのものの見方を，より深く理解できるようになった．
そして，ドラッカースクールの先生方の考えが，まさに「人間そのもの」に
焦点があたっていることがわかった．ドラッカー学会の人たちが，ドラッ
カーの目で社会の変化を洞察するにあたり，この講演は非常に参考になる
のではないか．
最後に，今回先生の講演を原稿化するにあたり，先生のご著書である
『戦略の創造学』
『新しい顧客のつくりかた』などを読んだ．これらもまた非
常に勉強になったし，先生の講演の理解を深めるのに役に立った．興味の
ある方は，是非これらの本も読んで頂きたいと思う．
中野羊彦
（本会理事）

【略歴】 慶應義塾大学経済学部卒業，同大学大学院経済学修士課程修了．1982 年にハー
バード大学経済学博士号取得（Ph.D.）．1982 年より旧西ドイツ国立ベルリン
社会科学研究所上級研究員，1990 年よりベルギーのルヴァーン大学経済学部教
授．その後 1995 年よりカリフォルニア大学ロサンジェルス校（UCLA）アンダ
ーソン・マネジメントスクール客員教授を併任し，2000 年よりカリフォルニア
州クレアモントにあるピーター・F・ドラッカー経営大学院教授．2006 年度よ
り同校副学長，2009 〜 12 年度に学長を務める．欧米のビジネススクールにお
ける初の日本人学長．

https://www.cgu.edu/people/hideki-yamawaki/

ドラッカー・スクール
Jean Lipman-Blumen 名誉教授
Connective Leadership &
Achieving Style Model日本版 PJ

―『断絶の時代』

をサスティナブルな社会へと
つなぐリーダーシップの実践

A Project to Develop the Japanese Version of Jean LipmanBlumen’s Connective Leadership & Achieving Styles Model:
Leadership Practices that Connect the Age of Discontinuity to
a Sustainable Society

原田由美子
Yumiko Harada

（本会会員）

はじめに
ドラッカーは「知識とは，書物に書かれていることである．しかし，書物にあ
るだけではたんなるデータではないにしろ，情報に過ぎない．情報は，何かを
行うことのために使われてはじめて知識となる．電気や通貨に似て，機能する
ときに初めて存在する一種のエネルギーである」
（『断絶の時代』）と述べ，実践
すること，実践を通じ，それぞれが新たに何かを得ることに価値があると説い
ています．
本実践報告は，ドラッカー学会の会員が運営する研究会，読書会，勉強会な
どコミュニティ活動をきっかけに立ちあがり，現在進行している日本語版翻訳
書出版に向けたプロジェクト（以下，本 PJ）の活動過程を報告するものです．
2021 年 9 月現在，日本語版翻訳書の出版目処は立っていません．しかし，出版
という目標に向け現実的に取り組むことで「マネジメント」の実践機会を得，
実践を通じ多くのフィードバックを得ることが出来ています．また，本 PJ は今
後さらに発展させていきたいという思いがあるため，本稿を読んでくださった
方がメンバーに加わってくださることを歓迎します．そこで本稿では，現在に
至る経緯を時間の流れに沿って紹介します．

2020 年 6 月－ドラッカー学会特別 Online 講座
ドラッカー・スクール Jean Lipman-Blumen 名誉教授オンラインセミナー
2020 年春，先進国の多くでロックダウンとなる中，日本では緊急事態宣言が
発出されました．ウィルスという目に見えないものにどう処してよいかわから
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ない恐怖と，
「外出禁止」というかつてない厳しい措置に，誰もが不安の最中に
ありました．そのような状況下の 2020 年 4 月〜 5 月にかけ，渋沢ドラッカー研
究会では講師に当会理事・井坂康志さん，司会に五島優子さんの「生き延びる
ためのドラッカー入門」全 10 回のオンラインセミナーが開催され，かつてない
反響を呼びました．その流れを受け継ぐ形で，当会理事であり，ドラッカー・
スクール出身の八木澤智正さんと藤田勝利さんの恩師であり，危機管理とリー
ダーシップの大家，Jean Lipman-Blumen 名誉教授（以下，リップマンブルーメ
ン教授）のオンラインセミナーの開催が決定します．セミナーの案内には教授
からの次のメッセージが添えられました．
Message：
本オンラインセミナーの企画にあたり，今まさに求められるリーダーシップ
について，深く考え，自ら実践し，社会に生かしていただくことを期待してい
ます．そのために，
① この危機を機会ととらえて，世の中をよくしようと行動するリーダーが
参加者の中から現れること
② Toxic Leader の危険について理解し，落とし穴に落ちないこと
③ とてつもない成果をあげることができる”ホットグループ”というコンセ
プトを知り，行動，実践する人が現れること
セミナーは告知開始からすぐに 100 名以上の申し込みを受け，申し込みベース
で 300 名，累計参加者数 500 名近くとなる反響の中，以下の概要で開催しました．
今，求められるリーダーシップ〜危機状態のリーダーシップ論〜
日程

テーマ

6月6日
（日）

「和のリーダーシップ」コネクティブ・リーダーシップとアチービング・
スタイル・モデル

6月13日
（日）

毒のあるリーダーシップ
（Toxic Leadership）

6月20日
（日）

危機状況におけるリーダーシップ

6月27日
（日）

ホットグループ〜奇跡の法則〜

第 1 回スタート時の講話から
それでは，リップマンブルーメン教授のエネルギッシュな講義の空気に触れ
ていただきましょう．
「今日はぜひ皆さんにお話ししたいことがあります．今は世界の歴史の中で
とても重要な瞬間です．今，私たちが経験していることは，今日のリーダー
シップを見れば明らかですが，情けない限りです．まるで別の時代にいるかの
ように振る舞い続けることはできません．今は，様々な集団，様々な国の人々
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が協力しなければならない，連結の時代なのです．
共通の目標を持って一緒に働くために，共通の場
を見つけなければなりません．そして，競争するこ
とが答えではないことを理解してください．
リーダーシップとは，自分の人生に意味を見出す
ことです．そして，金銭的な価値を追求するためだ
けではなく，それよりもずっと大きなものであるべ
きだと思います．私たちにとっても，他のすべての
人にとっても，高貴な目的です．私たちが死ぬまで ― 私たち全員が肉体的な
死を迎えるまで ― 私たちがここにいる人生の間に貢献することで，私たちは道
徳的な存在として生きることができるのです．その崇高な目的はたとえば世界
平和や気候変動です．リーダーを支援すること，リーダーシップの全体的な要点
は，人々が自分の人生に意味を見出すことができるように，自分がコミットでき
る目的を明確にすることだと私には思えます．ある人にとっては大きなことで
なくても，子供たちが安全に遊べるように街の公園を変えるような小さなこと
でもよいし，他の人にとってはもっと大きなことである「グローバル」
「グローバ
ルピース」
「気候変動」
「人々を集めて私たちの生活に意味を与える何かをするこ
と」でもよいのです．アーネスト・ベッカーの著書を読むことをお勧めします．
」
（翻訳ソフト DeepL 使用の上一部修正）
ここで，「コネクティブ・リーダーシップ」のモデルについて簡単に紹介しま
す．モデルは，全世界 4 万例（135 か国）をもとにした研究の結果から構築され
ているものです．このリーダーシップに関するアセスメントは 19 か国語に翻
訳されてきました．
タスクや目標を達成しようとするときに取る行動傾向（行動のスタイル）が
あります．その行動傾向を「アチービング・スタイル」と呼びます．この「ア
チービング・スタイル」の集合体が，「コネクティブ・リーダーシップ」のモデ
ル（アチービング・スタイル モデル）となります．モデルは，3 つの大きなカテ
ゴリに分かれ，各カテゴリに 3 つずつ配置された計 9 つの「アチービング・スタ
イル」から構成され，下図のように表現されています．
（解説文：中村浩史さん）
Connective Leadership

Achieving Styles Model
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なお，同オンラインセミナーは，ドラッカー学会会員の方は視聴が可能です．
ご希望者は，八木澤理事までお申し出ください．

2020 年 9 月〜 Peace Meeting スタート
次に Connective Leadership Institute の「Peace Plan」活動の一環として，当
会理事・八木澤智正さん，当会会員今井大三さん他にて Peace Meeting がス
タートします．Peace Meeting は，月 1 回（日曜日の朝 8：30 〜）開催のオンラ
インミーティングで，テーマに関心のある方はどなたでも参加できるオープン
なコミュニティです．2021 年 5 月 NSF での紹介を記憶されている方もおいでに
なるかもしれません．ミーティングは，次のように案内されています．
「Monthly Peace Meeting is a meeting place for people who take action to
realize world peace and a peaceful next society，and to share their efforts
and ideas.」
ミーティングは米国と日本，その時々で他地域の人も参加．原則英語で行わ
れ，各回 10 名〜 20 名が参加．
「平和」をテーマにそれぞれの活動や時事情報を
もとに意見を交換します．教授はそれぞれの活動や意見に耳を傾けながら，発
表者（発言者）の気づきとなる問いかけや，クライシス・マネジメントの視点に
立った投げかけなどを通じ，それぞれが次のアクションを起こすことを重視さ
れています．
2021 年 5 月のミーティングで，
『Connective Leadership』日本語版出版の話
を具体的に進めることとなり，5 人のメンバーで出版の提案をするための企画
チームが発足しました．

2021 年 6 月〜企画チーム始動
急 遽 立 ち 上 が っ た 企 画 チ ー ム で は，5 つ の 質 問 な ど を 元 に『Connective
Leadership』日本語版の議論をスタートしました．しかし，「顧客は誰か」と
いったことから具体的なイメージが描けず，つまずきを見せます．そこで「ダ
イヤモンド社にてドラッカーの出版物を手掛けられてきた，当会理事・藤島
先生にご意見を伺ってみては」という意見が出されました．通常であれば，藤
島先生のようなお立場の方にご意見を伺うことは叶いませんが，熱意が通じ，
ミーティングにご参加いただけることになりました．藤島先生に，これまでの
経緯，リーダーシップについて多くを語ることがなかったドラッカーが，リー
ダーシップの専門家としてのリップマンブルーメン教授を高く評価し招聘に
至っている点，
『Achieving Styles Model』は，科学的な根拠をもとにされてい
るユニークなツールであり，日本以外で高く評価されている点，『Connective
Leadership』と SDGs や多様性の議論が進む今の日本の企業の状況などをお
伝えしたところ，藤島先生からいただいたのは次のフィードバックでした．
① 本を半分以上は仮の翻訳をすること

ドラッカー・スクールJean Lipman-Blumen名誉教授Connective Leadership & Achieving Style Model日本版PJ
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② 読者対象を明確にすること
③ そのうえで，編集者に関心を持ってもらえるようなアウトラインをつく
ること
また，タイトルなどは直接的であるよりも，深層的であることが望ましい．
例えば―
『断絶の時代』
『THE AGE OF DISCONTINUITY』は，直接訳すと『非
連続の時代』である．しかし当時，編集者として何か物足りないという感覚が
あった．考え続けたところで『断絶』という言葉が浮かび「これだ！」という感
覚があった―というように，もう少し深めて考える必要がある．
― その後，メンバーで手分けをして書籍と資料の翻訳を進めると，それぞ
れが今まで気づくことがなかったことに気づき始めます．その一つは読者対
象．それはまさに我々ではないかということ．私たちが読みたいと思う書籍を
つくればよいこと．ドラッカーが予見した『断絶の時代』が現実のものとなっ
ている今，それを乗り越え，次の時代につなげていくための羅針盤を我々は
必要としていること．そのように考えてみると，
『Connective Leadership』や
リップマンブルーメン教授が繰り返し述べられていることこそ，正に羅針盤足
りえるものではないか ― 藤島先生の的確なアドバイスにより，2021 年 9 月末
現在「方向性が見え始めた」という段階まで歩みを進めることができました．
では，この後の展開は？そこでメンバーの参加の動機や思いを紹介します．
（あ
いうえお順）
市川和臣さん
新卒で経営コンサルタント会社に入社し，現在は塾講師をしています．業界
を変えたことで戸惑うのは，マネジメントの知識に関する常識を塾業界の人々
が備えていないことです．そのことで，マネジメントの質や業務スピードに関
するフラストレーションを抱えがちなのですが，この翻訳出版チームでの活動
は，そんな心を満たしてくれるものでした．本書では「個人・関係・組織」の領
域でリーダーシップをマネジメントすることが説かれていますが，個人的な勝
利にとらわれて上司や同僚の批判をするのではなく，人間関係や組織のリソー
スを最適化していくことを目指したいと思うのです．
中村浩史さん
私はこれまで，20 年，組織内人材育成に携わってまいりました．私の仕事上
で読んできた書物では，リップマンブルーメン教授のトキシック・リーダーは
紹介されていたものの，コネクティブ・リーダーについてはあまり紹介されて
いませんでした．そこで，興味を持って，学ばせていただくようになりました．
日ごろ携わる組織では，職場内の状況が以前と比して複数の側面で変化してき
ていることが感じられます．変化し続ける状況を把握し今後に希望を持って対
応していく上で，本リーダーシップ論が発信しようとするメッセージからいく
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つもの学びがあり，これからのリーダーシップを考える上で外せないものだ
と捉えるようになりました．リーダーシップを物語る様々な見解が見られます
が，本理論をその中に入れて活用していくことが大切だと考えております．
森雅司さん
活動参加への経緯
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【スペシャル・レポート】素顔のドラッカー
普段着のピーター・ドラッカー
Our Professor and Mentor,Peter F. Drucker’
s Everyday Life
八木澤智正 執筆協力 Celeste Palmer
ドラッカー教授は，教授陣のリクルーティングに大いに貢献した．学校に必

最近，英語の勉強を再開しており，英語を使う機会を増やそうと思っていた
ところに八木澤さん主催の「Peace Meeting」の存在を知り参加させて頂きま
した．色々な観点から「Peace」に向けた活動をしている方々の話を伺い刺激を
受けたり，Jean Lipman-Blumen 教授の熱い話に（あまり英語は聞き取れない
ながらも）感銘を受けたりしているところに，教授のコネクティブ・リーダー

要と考えられる人物に電話をかけた．カーター大統領のアドバイザーを務めて
いたリーダーシップ論の権威で，当時ワシントン D.C. にいたジーン・リップマ
ンブルーメン博士もその対象の一人だった．ジーン・リップマンブルーメン博
士は，
「ピーターは 1 時間を超える長電話を 3 回にわたってかけてきて，私にマ
ネジメントプログラムの教授としてドラッカー・スクールでの教育に加わるよ

シップの日本版 PJ の話を伺い，自分の英語力で貢献できるところは少ないも
のの，プロジェクトを進める上で貢献できるところはあるかも知れないと思

う説きました．3 回とも，私がいかに必要であるかという趣旨の電話でしたが，
話の内容を毎回変えて，あらゆる角度から私に語りかけました」と回顧する．

い，参加させて頂きました．
活動がどのような貢献につながるとよいか
あくまで PJ の成功を第一義に考え進めますが，このようなユニークな活動
を知って頂くとともにこれが思わぬ予期せぬ成功を生むことを密かに期待いた
します．

ドラッカー教授からの誘いを受けて，ジーン・リップマンブルーメン博士がワ
シントン D.C. からカリフォルニアに移ってドラッカー・スクールで教え始め
ると，今度はジーン・リップマンブルーメン教授が，シカゴ大学で教鞭をとっ
ていたフロー理論の提唱者，ミハイ・チクセントミハイ博士をドラッカー・ス
クールに誘い，チクセントミハイ博士もドラッカー・スクールに加わった．こ

八木澤智正さん
ドラッカー・スクールには 3 つの柱（ドラッカー教授のマネジメント，チク

うしてドラッカー・スクールに質の高い教授陣が揃っていったのだった．この
時期のドラッカー・スクールは“ドラッカー・スクール”だった．ドラッカーの
授業そのものが質の高い人材を惹き付けたこともあった．
（引用了）

セントミハイ教授のフロー，リップマンブルーメン教授のコネクティブ・リー
ダーシップ）がありましたが，コネクティブ・リーダーシップだけ日本に広く
紹介されていません．2007 年にリップマンブルーメン教授のホットグループ
の日本版を先に世に出しましたが，リップマンブルーメン教授のコアコンセプ
トであるコネクティブ・リーダーシップを紹介できずにいました．どこか日本
には合わないと感じていました．しかし，この数年で世界は変わりました．コ
ネクティブ・リーダーシップは世界中で求められるようになり，日本も例外で
はありません．ありがたいことにコネクティブ・リーダーシップの日本版 PJ の
ホットグループが立ち上がりました．コネクティブ・リーダーシップが明日の
日本の共通語になることを楽しみにしています．
ここで，ドラッカーがリップマンブルーメン教授をいかに特別に考え招聘
にいたったか，その経緯について，『文明とマネジメント』創立 10 周年記念号
（P.299 － 300）を見ていきます．

本稿で紹介した，Peace Meeting，Connective Leadership & Achieving Styles
Model を日本で広めていく活動はまだ始まったばかりです．
本活動に関心のある方は，本会理事・八木澤智正さんにコンタクトください．
ご一緒にサスティナブルな社会の創造に取り組めることを楽しみにお待ちして
おります．

書 評
Book Reviews
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『
「ピアノ習ってます」は武器になる』

『「ピアノ習ってます」は武器になる』

（音楽之友社）

大内孝夫

Takao Ouchi

を上梓しました，これも井坂本の紹介にある E. サイードではありませんが，全
くのアマチュアだからこそ見えるものがあったのかもしれません，全くの偶然
とはいえ，音楽との不思議な縁には，感謝しかありません，本書の中に，みなさ
まの少しでも参考になるものがあれば，望外の幸せです，
【目次】

私は 30 年勤めた銀行を 8 年前に退職し，音楽大学に転
職しました，その 2 年後に処女作『
「音大卒」は武器にな

プロローグ
Part 1 ピアノを習うメリット
第 1 章 習わなければ大損！ すでに進学校は音楽を重視

る』を出版し，はじめてのことで売れ行きが気になり，
本屋を巡る中で近くに棚割されていた『もしドラ』を手
にし，ドラッカーの門が開きました，そんなわけで，ド
ラッカーについてはほとんど初学者なわけですが，マネ
ジメントと音楽の世界のシンクロには，ただただ驚くば

第 2 章 「ピアノは脳にいい」は本当か？
第 3 章 ピアノは子どもの「非認知能力」を鍛える
第 4 章 ピアノは“生きる力”を育む
Part 2 ピアノを人生に活かすために
第 5 章 子どもに合った教室の探し方

かりです，
というのも両者は，
「答えのない最高を求めて自らに
一流の仕事を課す」行為を共有しているからです，その
成否を分かつ要因は，統合して考えられるか，孤独を味方につけられるか，全
体を俯瞰できるか，自己目標管理ができるか，など共通するものばかりです，
とりわけ本書で紹介しているピアニスト・指揮者 D. バレンボイムの「音」と
「音楽」の違いについての説明は，そのまま「人」と「組織」に読み替えられる点
を指摘しておきたいと思います，すなわち 3 歳でマネジメントは学べませんが，
ピアノを通じてマネジメントの本質は体得できるわけです，私にとってこれは
大変大きな発見で，第 4 章はピアノで非認知能力獲得を経てマネジメント力養
成に至る理由，プロセスに，ほぼ 1 章を費やしました，
本書とは別の視座ですが，ドラッカー学会理事井坂康志さんは多田治さんと
の共著『ドラッカー×社会学』の中で，
「知識労働の究極の形は芸術ではない
か」とご発言されています，確かにどんなに世の中が変わっても，
「命」と「心
の動き」は人が人である限り変わらぬ大きなテーマです，その意味で，医学と
芸術は人間の知識の最後の砦なのかもしれませんし，このあたりにもピアノを
学ぶ意義が見出せそうです，
最後に最近は便利な社会になり，それはさらに加速する勢いです，しかしそ
れゆえにお子さんのコミュニケーション能力や指先の機能など，本来置き去り
にされてはならない大切なものが失われる危機にも瀕しています，ピアノは脳
の全身運動ですから，体をマネジメントし，この時代の罠ともいえる危機を，
強みに変換させるパワーも有しています，
それにしても面白いもので，音大生でなく，音楽教室の先生でも生徒でもな
い私が，この 6 年で「音大卒」
「音楽教室経営」
「ピアノ」などをテーマに 7 冊の本
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第6章
第7章

電子ピアノやオンラインレッスンでもいいですか？
人生は，ピアノとともに！

第8章

ピアノを習う上で気を付けること

【略歴】 1960 年生まれ，みずほ銀行にて支店長などを歴任後，武蔵野音楽大学勤務を経
て，2020 年より名古屋芸術大学芸術学部音楽領域教授，全日本ピアノ指導者協
会（ピティナ）キャリア支援室長／ピアノ指導者経営相談窓口担当／組織運営委
員，ドラッカー学会会員，これまでにない視点に立った進路・キャリア関連著書
が音楽教育界で大きな話題を呼ぶ，経営，金融関連含め，著書多数，
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『新版ドラッカー・スクールで学んだ本当のマネジメント』

『新版ドラッカー・スクールで学んだ
（日経 BP 社）
本当のマネジメント』
藤田勝利

Katsutoshi Fujita

私は，大学卒業後約 7 年の実務経験を経て，2002 年
から 2004 年まで米クレアモント大学院大学 P.F ドラッ
カー経営大学院で学びました，ドラッカー教授が亡くな
る 1 年前に卒業ということで，ちょうどその最晩年を現
地で過ごさせていただき，ドラッカー教授と，その思想
に共鳴する様々な専門性を持つ教授陣から「マネジメン
ト（経営）
」全般を学ぶことができました，
その 2 年間は，単に受け身で学ぶのではなく，自ら
「経営（マネジメント）
」の全体像を積極的に探究する時
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「機械的ではなく，生命的であること」
「部分だけでなく，相互の繋がりや全体性を
重視すること」
「管理以上に，創造志向であること」
にあると私は考えています，そのような意図を表現するものとして，上記の
人の体の図を活用しています，
• ドラッカー経営学のエッセンスを，具体的事例を通じて理解したい方
• 「経営」
「マネジメント」というテーマの輪郭や全体像をつかみたい方
• 日々のマネジメント実務ですぐに活用できる発想のヒントをつかみたい方
• 経営リーダーやマネジャーの教育・育成にご関心のある方
にぜひ，本書をお読みいただきたいです，
内容について，忌憚ないご意見をいただき，率直な対話をさせていただける
ことを心より楽しみにしています，
【目次】
プロローグ  本当の「マネジメント」を学ぶ旅へ

期でもありました，経営を実現するために必要な経営戦
略，マーケティング，イノベーション，情報技術，会計，人材活用，といった諸
要素が「どう融合され，どのように価値ある全体を生み出すのか」について，ク
ラスメイトや教授たちと徹底的に話し合い，考える日々でした，
本書『新版 ドラッカー・スクールで学んだ本当のマネジメント』は，2013 年
に出版された旧ヴァージョンに，最新の情報や考察を大幅に加えて新たに日

第 0 章 深く学んでいただくために〜本書の前提，目的，全体像について〜
第 1 章 「セルフマネジメント」から始まる
第 2 章 マネジャーは何を目指すのか
第 3 章 マーケティングの本質〜顧客創造的な会社とは〜
第 4 章 イノベーションという最強の戦略
第 5 章 会計とマネジメント〜知識資本時代の利益〜

経 BP 社より今年出版されたもので，私自身の「分身」とも言える書です，私が
ドラッカー・スクールで学んだことのエッセンスを抽出し，さらに，卒業後の

第6章
第7章

実務経験や教育・研究活動で得た知見と融合した形で，各章，実話をもとにし
た「ケース」を使って解説しています，
ケースを作成した理由は，いずれの組
織でも，どなたでも，
「マネジメント」

エピローグ

について考え，実践する機会は日々無
数に身の回りにあることに気づいてい
ただきたかったことです，
本書序章において，ドラッカーのマ
ネジメント理論を実践する上で中心
テーマとなる 7 テーマを以下の「人の
体」に例える形でご紹介しています，
本書の中心部分はこれら 7 つの章で構
成されています，
ドラッカーの経営理論の特徴は，

成果を上げる組織とチーム
情報技術とコミュニケーションについて，本当に大切なこと
マネジメント 明日を創る生き方，働き方

【略歴】 1972 年生まれ，上智大学経済学部経営学科卒業，住友商事，アンダーセンコン
サルティング（現アクセンチュア）を経て，2004 年米国のクレアモント大学院
大学 P.F ドラッカー経営大学院で経営学修士号取得（MBA, 成績優秀者表彰），生
前のピーター・ドラッカー教授及びその思想を引き継ぐ各分野の教授陣からマ
ネジメント理論全般を学ぶ，専攻は経営戦略論とリーダーシップ論，
2004 年帰国後，組織風土改革のスペシャリストとして 2 社の組織変革プロジェ
クトに従事，2005 年から 6 年間，IT 系ベンチャー企業の役員としてマーケティ
ング責任者および事業開発責任者を歴任，
2010 年に経営コンサルタントとして独立，次世代経営リーダー育成およびイノ
ベーション・新事業創造に関する分野を中心に，独自の知識とメソッドを活用し
た「経営教育（Management Education）」事業を展開，ドラッカー教授の教え
と有効な経営学諸理論を融合させ，実践的なリーダー教育プログラムを開発し，
経営幹部層から大学生，高校生にまで幅広く提供している，
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2018 年にドラッカー・スクールのジェレミー・ハンター准教授，卒業生の稲墻
聡一郎らとともに Transform LLC 共同創業，
2015 〜 2019 年まで立教大学経営学部講師を務めた後，現在，桃山学院大学ビ
ジネスデザイン学部特任教授，米ボストン発祥の Venture Café Tokyo 戦略デ
ィレクター，PROJECT INITIATIVE 代表取締役としても活動，ポジティブ心理

学認定コーチ，
著書：
「新版ドラッカー・スクールで学んだ本当のマネジメント」
（日経 BP,
2021 年），「英語で読み解く ドラッカー『イノベーションと起業家精
，「ノルマは逆効果 なぜ，あの組織
神』」
（The Japan Times, 2016 年）
「最強集団ホットグ
のメンバーは自ら動けるのか」
（太田出版 , 2019 年），
ループ 奇跡の法則（共訳，東洋経済新報社 ,2007 年）
連載：
「『起業家社会』の経営学」
（全 4 回 ,Web メディア Biz/Zine, 2020），「今
こそ役立つ，ドラッカーの『見方，考え方』
」
（全 11 回 , 日経ビジネスオン
ライン , 2018）他
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井坂康志・多田治

『ドラッカー×社会学―コロナ後の
（公人の友社）
知識社会へ』
井坂康志

Yasushi Isaka

本書は一橋大学の社会学者・多田治氏との共著です，
社会学とドラッカーというありそうでなかった組み
合わせの妙を追求しています，
ただし，両者には知識を重要な探求分野とするなど，
いくつかの重要な共通点があります，それは，社会生態
学と社会学とのスコープ上の共通点です，
本書でも，副題「コロナ後の知識社会へ」とあるよう
に，現在のコロナの後に訪れるであろう知識と社会の変
貌を課題としています，
実は多田氏と私は大学時代の先輩後輩の関係で，30
年にわたる交流を重ねてきた間柄でもあります，学生時代は音楽のユニットを
通してともに密な活動を行ってきました，
社会人になってからも，私が編集者として多田氏の主著『沖縄イメージの誕
生』を編集したり，多田氏が私の主著『P・F・ドラッカー－マネジメント思想
の源流と展望』を評したりなど，互いの知的フレームを随時参照しながら，時
に考えを変えたり関係性を組み替えつつ交流を続けてきました，
本書の持ち味は，知的なレベルの掛け合わせとともに，私と多田氏という人
間同士の掛け合わせを随所に意識的に残しているところにあると思います，知
識をめぐる「×」はコロナ後の時代の一つのキーワードなのではないかと考え
ています，
その一つの表れが，二章を割いて展開されている対談です，この対談は，
SNS のコメント欄上で行われたものをもとに編集されています，多田氏の見る
知識社会と私の見る知識社会の交接点から彩り豊かな社会観が打ち出せている
と思います，
私としては，一人の代表的な社会学者とともにドラッカーの社会観を展開で
きたことをうれしく思うとともに，異なる世界の紡ぎ出すタペストリー状の鮮
やかな世界を手に取ってくださる方にもともに発展させていただきたいと願っ
ています，
ネット時代において書物の意味も大きく変わりました，かつて書物は長年の
知的思索をまとめたゴールとしての位置づけをもっていました，今では，本を
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刊行することをスタート地点として，いろいろな知的活動が営まれています，
今後，本書を一つの素材として，言及されている「知縁」を創生していきたい
と思っています，すでに多田氏の勤務する一橋大学で本書は教科書として広く
読まれており，ドラッカーの思想を少しでも多くの若い方々に役立てていただ
きたく思います，
知識をもって絆と共生の結節点とすることは，ドラッカーの構想した知識社
会の成否を決定する重大な要因です，
今後も上記の課題について思索と実践をフィードバックしつつ，精進してい
きたいと思います，
【目次】
はじめに ̶ 知識と社会の二重性
1章
2章

知識社会とは何か
ドラッカーと社会学的思考

3章
4章

知識の生産性
知識社会と社会生態学をめぐる対話・
前編

5章
6章

知識社会のプラクティス
知識社会と社会生態学をめぐる対話・
後編
おわりに ̶ 新しい風景
【略歴】 井坂康志（いさか・やすし）
メディア・プロデューサー，ものつくり大学特別客員教授，1972 年埼玉県生ま
れ，東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学，博士（商学），著書
『P・F・ドラッカー ― マ
に『ドラッカー入門 新版』ダイヤモンド社（共著），
ネジメント思想の源流と展望』文眞堂（経営学史学会奨励賞受賞），翻訳書に『ド
ラッカーと私』NTT 出版などがある，
多田 治（ただ・おさむ）
一橋大学大学院社会学研究科教授，1970 年大阪府生まれ，琉球大学法文学部助
教授を経て現職，早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程修了，博
士（文学），著書に『沖縄イメージの誕生』東洋経済新報社，『沖縄イメージを旅
する』中公新書ラクレ，『社会学理論のエッセンス』学文社，『社会学理論のプラ
クティス』くんぷる，『いま，「水俣」を伝える意味』くんぷる（共編著）などが
ある，
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【対談】

コロナ後の知識社会をめぐる共著
―『ドラッカー×社会学』のエッセンス

[Dialogue]

Co-authored on the Post-Corona Knowledge Society:
The Essence of “Drucker×Sociology”

井坂康志×多田 治
Summary
This dialogue is based on the recording of an online lecture that Osamu Tada of
Hitotsubashi University Professor gave in a dialogue with Yasushi Isaka of Drucker
Workshop Director in one lecture of Tada’s subject “Introduction to Sociology” at
the Faculty of Social Sciences, Hitotsubashi University in the summer semester of
2021. It has been processed and edited as appropriate for the readers of this year’s
report. In that subject, Isaka and Tada co-authored “Drucker×Sociology： Toward
a Knowledge Society after Corona” published at the end of May 2021, which
was a textbook and interim report material. Then, the specific pages of the book
are specifically listed and explained. We would appreciate it if you could use it as
appropriate. This dialogue and recording was conducted on June 3, 2021 in Nishi
Kiryu, Gunma Prefecture.

本対談は，2021 年度夏学期，一橋大学社会学部での
多田治の担当科目「社会学概論」の講義 1 回分において，
多田が井坂と対談形式で行ったオンライン講義の収録
をもとに，本年報の読者向けに適宜，加工・編集を施し
たものである．ちなみにその科目では，21 年 5 月末刊行
の井坂・多田の共著『ドラッカー×社会学 ― コロナ後
の知識社会へ』
（公人の友社）をテキスト・中間レポート
教材にしていたこともあり，対談では本の特定ページ
を具体的に挙げ，解説する形をとっている（括弧内の数
字）．適宜ご活用いただければ幸いである．なお本対談・
収録は 2021 年 6 月 3 日，群馬県西桐生にて実施した．

共著本『ドラッカー×社会学』を刊行して
多田 それでは井坂さん，よろしくお願いいたします．今回『ドラッカー×社
会学』を私たちの共著として，皆さんにお届けできました．どうですか井坂さ
ん，これが出てみて．
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井坂 私は編集者で本を 350 冊ぐらい作ってきたのですが，こんなに感慨深い
本はないですね．なぜ感慨深いかはこれから追い追いお話ししますが．
多田 そうですね．それで，これを作るプロセスで，何回も読んでいるわけで
すが．今回授業で使うのに準備をして，レジュメを作るためにまた 2 回ほど読
み直したのですが，かなり中身が濃いですね．ずいぶん時間がかかってしまい
ました．
井坂 そうですね，一見すると 200 ページ足らずの本ですが，すべて寸止めと
いうか，ギリギリで止めてあとは考えてもらう書き方になっているので，中身
は濃いつくりになっていると思います．
多田 ドラッカーや社会学に，初めてふれる人も多いと思うのですが．そうい
う方が最初から読み始めると，前提がないので少し難しい，とっつきにくいか
もしれなくて．その場合は 3 章から読み始めてもらってもいいのかなと思った
のですが，どうでしょう．
井坂 3 章が「知識の生産性」という，きわめてプラクティカルというか，誰に
でも関係ある話が出ております．読み物としていい筋だと思います．
多田 はい．この本はいわゆる「ハウツー本」というか，学生の皆さんが実際に
学校でいろんな勉強をして，知識を身につけて，その知識をどう使っていくの
かがとても大事なのですが，そこをあまり教えてくれる場がなく人もいないと
いうことで，そういう点でもノウハウを書いてある 3 章以降から読み始めるの
もいいのではと思いますね．

ビジネスと社会の相互浸透
多田

それでは井坂さんにいろいろお聞きしていきます．まず「ドラッカーや

マネジメントと社会学」という，こういう組み合わせってあんまりないですよ
ね．
井坂 ありそうでないのですね．
多田 はい．それがなぜ，どうつながり，重なるのだろうかと．
井坂 ドラッカーと言いますと，経営の世界ではよく知られている．私たち
はふだんマネジメントといえば「管理」の意味でよく使われるのですけど，ド
ラッカーの言うマネジメントはほとんど社会的な概念ですよね．会社のマネジ
メントというのが，たいていの方の頭にまず浮かぶのですけど，彼が論じてい
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きりとその，社会の重要性にたどり着いていますよね．
で，そのことがね，このコロナ以後の状況というのは，たとえば一橋大学で
言うと，商学部でやっていることと社会学部でやっていること，つまりビジネ
スのほうと，社会問題や福祉，社会貢献といったこととが，わりと浸透し合う
ような状況に来ているのかな，と思うのですね．いかにこの状況の中で，いろ
んな人が困っていて，そのことに対してビジネスで答えていくという，そうい
う流れになってきているのかなと思うのですが．
井坂 そう思いますね．わかりやすい例で言うと，SDGs です．もともと社会
的な課題，17 のゴールを，それぞれの社会で解決してゆく．ビジネスと NGO・
NPO という垣根はもう，どんどんなくなってきています．

学校・学生という「現場」
：WHAT と HOW のつながり
多田 「現場で働く人向けに書かれた『断絶の時代』」
（16）とあるのですが，そ
れでは学校に通う学生の人たちは，どんなふうに考えたらいいんでしょう？
井坂 『断絶の時代』はある種，壮大な教育論でもある．学校や学生であって
も，現場にちがいないですね．「学ぶ」
「教える」というのは，現場そのものです
から，全くそこは，乖離したものではないと思います．
多田 そこが，学校はちゃんと「現場」としてとらえられてこなかったのです
よね．むしろそこを等しく見たほうが，いろいろ生かせるのかなということも
ありますよね．
次に，「方法の知識や技能が社会の中心になってきている」
（28）いわゆる
what，内容の知識より how，「いかに」の知識，方法知が中心になったと．しか
しそうしますと，大学生にとっては「それなら専門学校でもいいのでは」とい
う疑問にもなりえます．どうですか？
井坂 方法知と命題知，how と what の関係ですが，たとえば自動車の教習所
は，基本的に how を満たせば誰でも合格できます．一方で大学は，縦軸・横軸
で言うと，タテ，歴史を持っている．ドラッカーはたしかに how の重要性を説
いていますが，一方でリベラルアーツの重要性を強調している．how ばかりや
たらできる，たとえば金儲けはうまいけれども，倫理性に乏しいような人が，

たのは，教会とか大学，NPO，社会全体あるいは行政，政治，そこで人間が関わ
る活動全般にいえる概念でした．本当は社会があってマネジメントがある．順

アメリカでも日本でも問題になっている．そういう才覚に長けていても，「何
をなすべきか」，「何」は，必要なものです．そこをきちんと習得できる場所と
して大学というのは，むしろ社会の中心に今後どんどんなってゆく．what をき
ちんと押さえられる場は，社会にそうたくさんあるわけじゃない．そのあたり

番から言いますとね．
なぜかマネジメントのほうが妙に目立ってしまって，ドラッカーと社会学が
どう関わりがあるのかとなぜか人は思ってしまう．本当は逆なのですね．まず
社会がある．
多田 そうですよね．彼の晩年近くの著書『ネクスト・ソサエティ』でも，はっ

が，一般に言われている大学のとらえ方とは様相がちがうのでしょう．
多田 なるほど．おそらくそこが，方法知に対する理解ともつながってくるの
かなと．「何」に当たるコンテンツ・中身も，
「どう生かすのか」とセットになっ
ている．そこを深みをもって考えられるのはやはり，大学の役割でもあるのか
なと．はい．
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樹木図の効用：見えない根っこに着眼する
多田 樹木図（35）というのが井坂さん，よ
くつくられましたね．
井坂 ドラッカーの社会生態学を，生き物
として表現したいと考えていて，樹が一番
フィットするように思って，作ったもので
す．
多田 樹が，全 体として生きている．社会
生態学の考え方そのものですよね（94）
．し
かも「根っこ」という見えないところに，ド
ラッカーでいうとヨーロッパでの全体主義
体験があって．そこから真逆の，人それぞれ
の生きざまを尊重する，多元的な社会の生態
を見ていく社会生態学の発想・営みにつな
がったわけですよね．
井坂 そうですね．生き物の場合は，樹もそうですし，私たちの指紋や顔など
もそうですが，自然の生み出すものに一つとして同じものがない．個性そのも
のです．それを支えて育む根として，見えない・感知できないところで形成さ
れたものが，いまの自分を作っている．ドラッカーの場合，アメリカに行く前，
ヨーロッパで非常に苦労した時代があるわけですけど，アメリカに行った後の
彼しか見てないと，成功したコンサルタントの面しか見えない．実は若い頃に
は壮絶な命のやりとりを，ナチズムとの間でやっています．そこは彼の中に一
本通ったものがある．
これは誰でも，どんな人でも根の部分があって，多田さんにも私にも，皆さ
んにも一人ひとり，根の部分が必ずあるわけです．それが多元性の源になって
いる．
多田 ドラッカー自身がユダヤ人として経験したナチスの全体主義と，マネジ
メントや社会生態学の一連の仕事というのは，一見全くちがうように見える
けど，実はすごくつながっていた．多くのドラッカー関連の本でも，このヨー
ロッパ体験の部分があまり出てこないですね．私も，井坂さんの本を通して初
めて知りました．私が授業で扱うエーリッヒ・フロムなどフランクフルト学派
の人たちも同様の経験をしており，関連性を感じます．

社会生態学：生命体とのアナロジー
多田 樹木図で描いた社会生態学は，自然とのアナロジーで表現されています
よね（32）．自然の生態は，人間の理性や思考に服従してない．当たり前に樹や
動物が育つことには，否定の語法がない（99）
．
「こうあるべきじゃない」
「やっ
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てはいけない」とか，そういう話じゃないわけですよね．
井坂 人間の場合，たとえば死は忌避されるものとして，否定的に見られがち
ですが，自然の生き物はただ，動かなくなるだけですからね．そこに良いも悪
いもない．
多田 そうですよね．あるのは生きて働いている現実だけ，という．それを受
け入れていくことが，自然に対してはそうなんだけど，実はそれは人間や社会
も同様なんじゃないか，という．それぞれの人に，そうなっている理由がある
のであって，そのことを頭ごなしに「こうあるべきじゃない」などと言っても
始まらない，ということですよね．
さらに 108 ページあたりの議論では，組織や国家も，
「森羅万象が生きてい
る」という生命体のメタファーで，同じようにとらえられると．それぞれが固
有で自律的な継続と発展の原型を内に宿しているから，それらを邪魔せず，各
自のリズムとパターンを尊重しながら引き出していくのが，マネジメントの原
則だと言っているわけですね．
井坂 マネジメントの理想形だと思うのですけどもね．なかなか簡単ではない
ですけどね．私たち二人とも，子どもを育てた経験があるわけですが，子ども
は自然に近い，むき出しで生きてるわけですよね，泣きたい時には泣く．そこ
で「何かしろ」
「それは良くない」と言っても始まらない．ああいうのを多少経
験すると，人間がコントロールできることはごくわずかなんだなと気づかされ
ます．もともと持っている力をできるだけ邪魔せず，引き出す形が望ましいと
いう．
多田 フランスで社会学を確立したデュルケームという人も，「社会」を考え
るときに，生命体とのアナロジーで社会をとらえたことで，社会を全体として
トータルにとらえる視座を提示したのですが，通じるなと思いました．

〈強み〉を生かす
多田 この社会生態学から，〈強み〉という話になっていくのですよね（36）．
〈強み〉を生かす．人や組織の自律性や創発性を生かすことであり，自分のなか
の卓越性を見出して，それを育てていくという（53）．学生ですと就職活動で，
そこが求められるかもしれない．強みは本人が自覚していないとまどろんでい
るので，それをしっかり意識することで，起動し覚醒する（77）と言っておら
れるわけですね．
井坂 強みについて私は，申し上げたいことがたくさんあるのです．そもそも
強みというのは，学問用語じゃないですからね．シンプルで素朴な言葉なので
すが，私はドラッカーを読むまで，この言葉すら聞いたことがなかった．得意
とか長所は聞きましたが，強みを初めて聞いたときは，何を意味してるのだろ
うと思いました．
先ほどの，自然としての人間存在．あるがままの状態の中には必ず，強みが
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あるんだという考え方です．実際誰にもあるのですね．「いや私は強みなんて
ないんです」という人も結構いるのですけど，ない人はいない．強みはあまり
自己主張しないものですから，こうやって話してる間でも，私の心臓や呼吸器

はなんであんな馬鹿なことをしたのだろう」みたいな．ここで，なぜ成功を振
り返るんでしょう？
井坂 ドラッカーが自伝で書いていたのですが，当時フランクフルト大学の先

は動いてるわけです．強みも似ているのですよね．誰も意識して呼吸してるわ
けじゃなく，ふだん静かに機能している．これをどうやって活性化させていく
か．まず，強みがあると知るだけで，かなり自分の可能性の見え方がちがって

生で，マルティン・ブーバーというユダヤ哲学の専門家が書いた文章に，
「自分
はうまくいったことから学んできた」とうのがあり，それをまねてやってきた
と．結局，人間がもつ宿命，つまり人間はとんでもなく弱くて，過ちを犯す存在
なんだというのが，人間のひとつの真実だと思うのですよ．基本的には過ちが

くる気がしますね．
多田 そのためにどうしたらいいのかってときに，井坂さんが言って実践もさ
れている，日記ですよね（79）
．日々の行動観察であり，内省とセルフモニタリ
ングをできるんだと．
井坂 ぜひ学生の皆さんには，今日から始めてほしいですね．今日から日記を
始めたら，20 年後ものすごい財産になってます．私が自分の行動記録をつけ始
めたのが，28 ぐらいの時で，もう 20 年ぐらいになります．いつも思うのが，あ
と 10 年早く始めておけばよかったなと．学生時代に日々どんなこと考えてい
たかなど，自分を知る上でのデータベースを作るようなものです．しかも今は
ワープロを使うから，検索できるのですね．何月何日にあの本を読んだとか，
あの人と会ったとか，全部わかる．
多田 結局，強みというのは，誰か人に言われて気づくというか，もちろんそ
れもあるんだけど，人から押しつけたり方向づけたりされるよりも，自分で気
づいて，自分をモニタリング，内省していくことが大事なのですよね．他人に
モニタリングされるということは，常にそこに支配やコントロールをされてし
まう可能性があるわけだけど，自分で自分を律することが，一番いいのですよ
ね．
井坂 おっしゃる通りですね．ドラッカーの場合はナチスという，むき出しに
他人を支配する暴力的な政治プログラムに対抗してマネジメントに着手したわ
けです．
それに類することは，自由主義を標榜する国にだってあるわけですから，手
綱はきちんと自分が握るという強い意志は，必要だと思いますね．
多田 そうですよね．まあここまで自然生態，社会生態．私も最近，学生に「ナ
チュラルに」って，いつも言うのですけどね．やっぱり，押しつけてやらせた
くないってのが，あるのですよね．それでも言わなきゃいけない時もあるんだ
けど．学生とか親子とかね．でもできればナチュラルに，内発的に行ってほし
いというのが，それが一番ですよね．

フィードバック分析：成功体験を内省する
多田 そうして，フィードバック分析（58）
．ここで，成功体験を内省してみよ
う，って話なんだけど，私なんかは結構くよくよしちゃう人間なので，どちら
かというと失敗や挫折した体験ばかり思い出しちゃうのですね．「ああ，自分

多いし，倫理的にも問題のある行動をとる．どんなに立派な人だって，ありう
ることですね．だから失敗を相手にし始めると，人間一生あっても時間が足り
ないわけです．それだったら成功を，きっちり見ていく．限られた資源をどう
有効に活用するか，ですね．
多田 そう．といっても，実際には成功だけを見ているわけではないですから
ね．いいことだけを見ているのが都合がいい，みたいなことじゃなくて，もち
ろん失敗したこととかも，振り返ってはいるわけだけど．やはり成功体験を，
過去にうまくいったことを未来にポジティブに生かしていくという，そこに要
点があるわけですよね．
井坂 私が見たところ，物事をうまく運んでいる人に共通しているのは，わり
に軽く悲観的なのですね．自分を手放しでほめることはしてなくて，どことな
く批判的に自分を見ている．そういうタイプの人が多い気がします．一方で，
何をやっても全部完ぺきだ，みたいな感じの方は，あまりうまくいってないよ
うに見えます．ドラッカーが言うのは，自分をどれだけクールに，冷徹に見る
かということで，その上で成功したことを見るわけですよ．能天気な人という
意味じゃないですね．
多田 そういうことですね．だからこそ，意識的に成功とか，美しいものやス
トレスのないもの，自然に力の湧くものを見る，探す（70）
．で，そこで大事な
のは，自分が何を見たがっている人間なのかがわかるわけですね．それから，
組織とか集団，大学だとゼミなどでも，誰かのよい行動を真似ること，この人
こういういいことやってるから，そこをモデルにしていくことで，集団や組織
としてよい文化が育つという話もありますね（77）
．
井坂 若い人にぜひお伝えしたいことがあるとしたら，私も会社に入って最
初，やっぱり尊敬できる人を見つけるのが一番早いということです．だめな先
輩なんていくら見つけても，何の意味もないですね．尊敬できる人を見つける
のがいい．
多田 僕もだから学生でも，ああこれはいいってのはほめて，やってる行動を
ほめる．その内実，いいものを生み出す行動や作品，そこをどんどん真似てい
く．やっぱり最初は真似から始まりますもんね．
そして，予期せぬ成功を利用する（60）．予期せぬことというのは本当に，い
つ起こるかわからない．特に成功．だからこそ，それを仕組みにしていくんだ
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と（74）
．予期せぬことに対し，自分をオープンに開いておく感じなのですか
ね．そういう仕組みをつくっておいて，今までそういうことがあった現実から
出発して，未来に投入してゆくと．

覚というのは，やっぱりそれは感じてみるしかないのですよね．
多田 今日も，群馬県で収録してますけれども，道中でも，来たことがないと
ころだったので，「ああこういうところなのか」と．そういう一つ一つ，知らな

井坂 最近私も，ひと月ごとに予期しなかったことを振り返るのですね．ふだ
んバタバタ漫然と生きている感じですが，1 か月振り返りますと，びっくりす
るくらい予期せぬことが起きてるのですね．SNS をやってると，小学校の時の

いことをわかっていくプロセスが大事なのかなと．
井坂 知らない状態ってのは，本当にありがたいなと思います．

友達が私を見つけて連絡してくれたり，そこから面白い展開があったりするの
です．期待していたわけではないのですけど，自分の状況に働きかけてくれる．
それに類することがいっぱい起こっているのですね．
多田 予期せぬことを想定しながら，その仕組みづくり．ここが大事だなと．
井坂 仕組みをつくらないと，二度と戻ってきませんからね．

未知なるものの体系化
多田 次は未知なるものの体系化（29）ですね．
「知っている」ことにとらわれ
ている人間の前提があるが，未知なるもの（知らないこと ignorance）が教えて
くれる別種の知もある．知らないことを意味づけ，組織的に扱っていく（102）．
これはとても重要ですね．
井坂 学問の世界というのは，この発想がないとなかなか発展していかないの
ではないですか．落語の話だったと思いますが，お金を道端で落とした人が，
ずっと電灯が照らしているところばかり探している．見つからなくて，通りが
かった人が，「ないんじゃないですか．何でそこばかり探すのですか」と．それ
に対して，
「ここはよく見えるからです」と答える．自分が見えてるところしか
探してないのですよ．でもお金はどぶに落ちているかもしれないわけで，これ
に類すること，結構やってますよね．自分が知ってるとこからしか見てない．
他の分野からすれば当たり前のことが，自分のところからしか見ていないが
ために，真実の姿が見えてない．特に今のようなコロナの世界では，医者から
見たら常識なことが，逆に政治家や官僚からすると全然見えないことが当然あ
るわけで，これを防ぐためには結局，いろんな視点がないとダメだって話にな
るわけですね．「未知なるものの体系化」は，
「自分が何を知らないか」を知る
という，ものすごく重要な視点です．
多田 体系化，これは organize ですよね．organize ignorance．知らないことを
体系化し，組織化する．これはそういう意味では，予期せぬ成功を利用する，仕
組みにすることと，ちょっと近いですね．だから，いかにその，偶発的なものに
対して自分を開いていくか，という．で，このことは，旅とか観光はまさにそう
いう面があるのですよ．旅人というのはまさに，いろんな場所を「知らない人」
として，知っていく営みですよね．ドラッカーのいう「創造的無学」と，そうい
うところで通じるのかなと．
井坂 どんなにガイドブックで詳細に調べていても，実際に行ってみた時の感

「前向き」は，未来でなく過去を向く
多 田 65 - 67 ペ ー ジ の 図 で す．こ の
図には今回，なるほどとうならされ
ました．「前向き」というのがふつ
うは，未来のことを考えているのが
前向きなんだけど，未来のことはわ
からないわけですよ．予想できない
し，明日何が起こるかなんてわから
ない．わかっているのは過去，です
よね．だから，過去の方がむしろ，目
で見ている前，過去の方へ，前を見ているんじゃないかという，そういうふう
に発想を転換されている．過去はすでに起こったことであり，反省し，理解で
きる．社会学や社会科学だって，基本は過去から現在までをとらえて理解して
いくのです．つまり，知的対象としてとらえられる．もちろん，未来を我々生き
ないといけないから，未来を知るために，むしろ過去を活用するんだと（104）
．
それが歴史への認識につながっているのですね．
井坂 未来がどうなるのかはわからないのが，事実ですよね．どんなに IQ が高
かろうが，博覧強記であろうが，未来がわからないことにおいては，変わらな
い．逆にいうと，「私は未来がわかった」と，見てきたように言う人がいます．
コロナや株についてもそうで，未来のことを平気で言う人がいますが，それは
残念ながら，信頼に値しない．私たちが知的な対象としうるのはやはり，すで
に起こったことなのですね．
多田 それでドラッカーの場合は，実践的マネジメントやイノベーションを立
ち上げたわけですが，それらも，すでに確定した過去への理解を，不確実な未
来に向けて投じていく，方法的な企てであったと（106）
．
井坂 起業家とかベンチャー企業の方は，ばくち打ちみたいに見られがちです
が，実際はそうじゃない．彼らほど過去をちゃんと調べてる人は，実際あまり
いないのですよ．すでにわかったことをベースに，この事業をやると．非常に
ある面で保守的なのです．そこは，世の中で言われているのとだいぶちがうと
ころですね．
多田 未来に向き合おうとするからこそ，やはり過去を丁寧に見ていくという
ことですよね．そのことをこの図は，しっかりと教えてくれているなと思いま
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した．とってもキャッチーな図ですよね．

知識の生産性は「質」で決まる
多田 知識の生産性（49）について．井坂さんが生産性と言うときは，
「質」の
ほうを重視されていて，効率（efficient）と効力・有効性（effective）のちがい．
知識労働の生産性も質で決まるし，本人の自律性や主体性によるマネジメント
の産物であると（157）
．だからこそ，知識生産・知識労働の主体，個人の力が
発揮されねばならないわけですよね．
井坂 一橋大学の学生さんはコンサルに就職する学生も多いと聞きますが，コ
ンサルは本当に，質の勝負なのですね．しかも，結果があまりにもはっきり出
てしまいます．同じことをやってても，技量によって驚くほどちがいますから．
ただ 1 時間いくらとか，500 円で仕入れたものを 700 円で売るとか，そういう世
界じゃないわけです．質のビジネスというのは本当にそれによって，自分のほ
とんど人格的価値の投影みたいなところがあって，芸術家と同じなのですね．5
分の曲を作ったって，A さんと B さんで同じになるはずはない．絵とかデザイ
ンとか，みんなそうです．そういう時代にもうなっているのではないですか．
多田 芸術に近づいていくってところが，面白いですね．だから，AI とか数量
化とか，データサイエンスだとか，いろんなものが出てきてるんだけど，やっ
ぱり人間にとっての質の部分というのは，どこまでも残ってゆくのかな，と．
井坂 そう思いますね．これまでの交通の歴史などを見ても，たくさんの人が
車を運転するようになったからといって，バスがなくなったかというと，なく
なってはいない．それぞれが社会の中で持っている役割が変わってゆくだけ
で，例えば弁護士とか医者とか銀行，その一部はなくなるかもしれないですが，
社会的な位置づけが変わってゆくだけであって，それ自体が消えはしない．も

きてますよね．
井坂 そう思いますね．特に今回のコロナでは，大学の教室じゃなくてもこう
いうリモートでできるわけですから，個としての活動領域の広さは無限に広
がっていく，どこでもできる．こういう講義は知識労働の最たるものと思いま
す．
多田 そうですねえ，ただ，予想だにしませんでしたね．こんな収録になって，
去年（2020）からでしたね．ただそれまでも，技術的には可能になっていたん
だけど．そういうこと自体が，社会的にありえなかったのですよね．でも，コロ
ナの必要に迫られて，学校・大学も，やるしかなくなっていった．
井坂 私いま活字メディアの世界にいますが，コロナによって，本が売れるよ
うになってきたという．在宅でまとまった勉強をしようと思うと，自分の時間
ができて，何か新しい知識を得ようと思うと，非常に古典的なメディアではあ
りますけど，やっぱり本というのはものすごく凝縮度が高い．ネットはたしか
にある種の物知りを生むかもしれませんが，体系的な知識を得るためにはやっ
ぱり書物は一番効率的なのですね．Amazon も，本の売上が 4 割ほど伸びたそ
うです．
一方で，雑誌は定期的に読むものということもあって，全体的に売り上げは
落ちたようです．その中で数少ない，売り上げを伸ばしたのが，50 代以上の女
性向けのある雑誌なのですが，こういう時代にスマホの使い方とかを丁寧に指
南してくれる．3000 人ぐらいの女性のモニターがいて，徹底的にニーズを把握
して．高齢女性を対象にした雑誌が伸びたという．
どんな状況でも全部がダメなわけじゃなくて，その変化をうまく活用すれ
ば，機会にも変えられるという．一方で，美容系の雑誌というのが，軒並みに厳
しいらしい．というのはマスクをしますから，美容にコストをかけずに済むわ

ちろん，それが AI でより効率的にできるのだったら，どんどん AI に任せたら
いい．人間にしかできないことが残ればいい．

けですね．
多田 なるほど〜．いやあ，参考になります．

2002 年には言い当てられていたコロナ後の知識社会

シンボル秩序と社会秩序の二重性

多田

多田

なるほど．そのこととも関係してくるのですが，『ネクスト・ソサエ
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それで今度は，私の議論や社会学に引きつけたところなのですが，5・

ティ』という，ドラッカーのほぼ最後に近い本で，「個人主導で知識を解き放
ち，自由に学びながら働ける社会に」という（111）
．現代，特にこのコロナ後の
状況，もしくはスマホや SNS を使っていろんな活動を行うような状況を，2002

100 ページの二重性図式ですね．この図式の上の部分ですね，言葉やシンボル
の秩序，こういうものが，客観的・物理的な秩序や実際の危機・災害などに対
して，またちがう独自の秩序を作り上げてしまう言葉やシンボルの作用．その

年の時点ですでに言い当てていたな，という．そのことが結局，組織とか制度
によりかかった形での知識生産・仕事の仕方ではなくて，組織や制度がどんど
ん相対化されていき，個人に立脚したような仕事の仕方になっていく．それは
実は，ドラッカーがもともと言っていたような，より自由で機能する社会．そ
れから，知識の応答責任主体が，個人にゆだねられてきて，知識が個をプレー

怖さも，最近のコロナの状況からもまた，わかってきたと思うのですね．
井坂 そうですね．こういうものはまあ昔からあったと思うのですね．わかり
やすい例でいうと，九州とはこういう場所だとか，東京の人はこういう人だと
か．なんとなく，客観性とはまた別に形成されたイメージというのがあるわけ
で．インターネットによっても危険なまでに増幅されていることがあります

ヤーとして流通する時代になってゆくという（185）
．今がまさに，そうなって

ね．
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多田 ええ．それと同時に，こ
の客観と主観の循環というの
は，まさに社会生態，自然の生

多田 だから，社会学をやった学生，社会学部の学生が就職活動をして，
「社会
学部で何を勉強してるの」
「社会学って何をやるの」と聞かれて，うまく答えら
れないなんて言うのですけど，結構実は，社会学は当事者目線，主観に近づこ

態における呼吸と同様に，社
会の生態においても言葉やシ
ンボルが皮膚感覚で，人の生

うとするわけだから，それはビジネスとか，お客様のニーズを理解するという
営みに，とても近いところにいるのですね．
井坂 それは素晴らしい説明ですね．

きざまになっている．知識も
そうですし，言葉や知識，シン
ボルを呼吸して，日々営んで
いる．このシンボル世界は身
体感覚とも密着した，かけが

多田 ある種のモデルを通さない，といいますか，モデルとか仮説とか，専門
化された枠組みや体系を通さずに，ありのままの，そこにいる人の主観的な現
実に，ダイレクトに向き合おうとする．それはビジネスで，お客様目線に立と
うとするときに，一番近いところにいるとも言えると思いますね．
井坂 私は以前，一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生に会いに行ったのです

えのないものでもある．

が，こういうことをおっしゃったのですね．まず自然生態のなかで，最も知的
な存在は，ミツバチだと．ミツバチはいろんなところを飛び回って，花粉や蜜

当事者の知覚や主観に寄り添う
そのこととも関係しているのですが，社会学というのはそういう，それぞれ
の人にとっての，当事者の知覚や主観を重視するのですね（41）
．誰にとって
の現実なのか，それが社会学の基本視座です．そもそも人のもつ知識は，各自
に主観的であり，身体に根づいたものなのですね．経験や過去の記憶を通して
紡ぎあげられたものが，知識であって．そのことは，質的調査法という手法で
行われていて，ある社会学者，岸政彦先生という，この前ブルデュー『ディス
タンクシオン』を NHK で取り上げていた方ですが，
「他者の合理性を理解す
る」って言っておられるのですね．それはまさにドラッカーの議論とも重なっ
ていて，顧客がとる行動の理由は，本人にさえわからない場合もある．でも理
由はあるんだと（136）
．自分が説明できるとは限らないし，自分でもわかって
ないかもしれないんだけど，その人なりの理由があるんだと．これはまさに
「他者の合理性」ですよね．不合理に見えるものを，本人が合理的なものとして
いるような，顧客の現実をみることが大事なんだと．
井坂 子どもの頃から言われていたのが，
「馬鹿って言う人はその人が馬鹿な
んだ」という言い回しがありました．まさにその通りだと思うのですけど，相
手を理解不能として切り捨てているだけなのです．思考停止してしまってる．
本当は，相手の内面で何が働いているかを探り当てるのが，腕の見せどころな
のです．なぜこの人はこういう言葉を使ったのだろう，なぜあの人はこういう
行動をとったのだろうかと．相手の内面に飛び込んでいって，それを探り出す
というのが，お客さんに満足してもらう商品・サービスを作り出す，まさにそ
れなのですね．だいたいお客さんというのは理解不能であることも多いのです
けど，お客さんの内面においては首尾一貫したものがある．そこをどうやって
見つけ出すか，というのが，ドラッカー言うところのマーケティングなのだと
思いますね．

を自分の体につけて他のところに持って行ったりとかですね，自分は何も持っ
てなくて，飛び回っている．結果的にそれによって，生態系の維持に貢献して
いる．
これをビジネスの世界でやっているのは誰かと．ビジネスの世界で最も知的
な存在は誰かと．答えは，「営業」だという．私はそのとき，ちょっとはっとさ
せられまして．それまではどちらかというと，営業を知的なイメージでは考え
ていなかった．でも，考えてみたら営業の人が，外へ出てお客さんの話を聞い
て，直接お客さんの要望に直接リーチしている観点からすると非常に知的だな
と深く得心させられましたね．社会的知性というか．ある意味，自分が知識を
持っていたり強くあったりしなくとも，人のところに行って話を聞く能力があ
れば，充分に人というのは，社会的な知性をもちうる．非常にそれを感じさせ
られました．
多田 だから，誰にとっての商品，サービスなのか．誰にとっての現実なのか
が，大事なのかなと．今回たくさん，井坂さんはそういったところを書いてく
ださっています．

危機や変化さえも創造的に利用する知性へ
多田 最後にコロナについて．変化や危機を創造的に利用する，という視点
（153）．もちろん，こんなことが起こらなければ一番良かったし，早く収束して
ほしいというのもありますが，この状況が長く続いてしまっています．こうい
う状況さえも，いかに創造的な方向にもっていけるか，ということなんじゃな
いかと．確実に，不確実な世界へと進んでいて，その不確実さをも創造的に利
用していく，したたかな知性としなやかな行動力．そしてもうひとつ，危機は，
現状を内省する機会を与えてくれてもいると（163）．それもたしかに，そうい
う時間を与えられてきたな，とも思うのですよね．
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井坂 今回のコロナ以前でも，たとえば私が学生だった頃を思い出しますと，
バブルの崩壊というとんでもない事件があって，わりに就職が大変だったです
し，少し上のバブルの頃の人と比べると，いろいろ苦労したなという感覚はな
いわけじゃない．それが全部悪かったかというと，そんなことはないのです．
むしろそういう，経済が低調な中を生きることで，そこでしか得られない作法
を身につけることができた．それは非常に強いことだと思うのですよね．景気
が良くない中でも，身のほどをわきまえて，無駄遣いしないようにしたり，そ
ういう生活スタイルを身につけることができたという，環境から教えてもらっ
た知恵があります．
今回のコロナも，ひとつ確実に言えるのは，一度そういう経験をしてしまっ
た以上は，前の認識状態には戻れないってことです．一度出会ってしまったも
のは，出会う前には戻れませんから，それをどうやって次の作法につなげてい
くか，ということなのです．非常に深い内省の機会をもたらしたと思います．

偶然は必然に変えられる
多田 社会学（本対談の授業）との接点としては，何かありますか．
井坂 本書と旅・観光の接点ということで，本でふれたことを簡単に紹介させ
ていただくと，偶然からなのですね．偶然の力はそれをちゃんと自分なりに考
えて，フィードバックすれば，必然に変えられる．
トランプなんかのたまたま来たカードのようなものです．あるカードが自分
の手元にあるのは偶然だとしても，それに意味を与えることは，自分ができる
のですね．そういうところは，社会学の与えてくれている深い知性のありよう
を表現しているのかなと．私の場合特に，多田さんの『沖縄イメージの誕生』と
いう記念碑的な著作を編集させていただいたので，そこが，第二の意味ある出
会いだったのかもしれません．
多田 なるほど．いやあしかし，なかなか盛り沢山，てんこ盛りですな．やっぱ
り今回，共著という形で，お互いの知識，
「知識についての知識」と言いましょ
うか，それを持ち寄ってこういう形でお届けできているということで．まあ，
ただやっぱり，皆さんに自分なりに読んでもらって，こういう一つの出来上
がった作品を，これで完結じゃなくて，今度は読者の皆さんに読んでもらって，
いろいろ能動的に考えてもらったり，こうだああだと，自由に語ってもらって，
それをまた我々が受けとって，どういうものが出てくるか．そこがまた楽しみ
ですよね．では井坂さん，今日は本当にどうもありがとうございました．
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『最後の四重奏』主人公達における
歴史上の人物を推察する
Guessing the Historical Figures in the Main Characters of
“The Last All Possible World”

望月幹芳

Motoyoshi Mochizuki

はじめに
本作品を読んでいた時，突然私は主人公には歴史上のモデルが存在している
のではないかと閃いたことから，直感でドラッカーの母国であるオーストリ
ア・ハンガリー帝国時代を調べました．まさに当てはる人物が実在したことを
発見したのでした．詳細についてはこの後に説明をいたします．そして，私は
本作品の意味は，ドラッカーの新たな視点としての価値があるのではないかと
考えています．なぜなら，ドラッカーが書いた小説の視点からドラッカーの内
面を考えることがとても新鮮なことであると思ったからであります．なぜな
ら，人間が成長していく過程の中では，特に成人するまでの時間の過ごし方は，
決して忘れることができない時間であり，その後の人間形成に大きく影響を与
えるからです．今回，本作品で新しいドラッカーの一面を知って頂きまして，
人間として成長をしてきた歴史的な側面を理解できるようなるきっかけとなれ
ればとても嬉しく思います．それでは，本題に入る前に，今回このような機会
を頂きましたことは，理事の北村様，すでに私が Amazon Kindle で上梓する前
に原稿を読んで頂いて，私にお褒めのお言葉（リップサービス？）を頂いた藤
島先生，また，いつも丁寧に誠実にご対応をして頂けるお人柄である井坂様，
花松様に心より感謝致します．今回ドラッカー学会の皆様と新たなるご縁が生
まれること，また，この機会により本作品を再読されることを心より願ってお
ります．

■ 二つの視点とは
私が今回お伝えしたいことは二つです．まず一つ目は，本作品の主な人物
は，オーストリア・ハンガリー帝国時代に実在した人物のエピソードなどをモ
チーフとしていることです．なぜドラッカーは意図的に幼少期に過ごしたオー
ストリア・ハンガリー帝国時代の歴史上の人物を描いていたのかと考えてみま
すと，これはドラッカーが強く願っていた母国に対する強い郷愁と哀愁だと考
えています．この大きな理由としては，国家という視点で考えれば，国民教育
というものは，幼い頃からその国の歴史上に名を残した偉大な人物を取り上げ
て学習させるからです．自国の歴史を知ることから愛国心，また，アイアンデ
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ティが育成されていくからです．したがって，ドラッカーには，強い愛国心が
あり，この小説を書いた時の超高齢な年齢から考えると，ご自分の人生を振り
返るために小説を書いたのだと思います．詳細に付きましては，この後に説明

であると考えられると思います．
さらに，この時代は，貴族社会（階級社会の時代）であったがために差別に対
して団結して戦っていく必要があったと考えられます．このようなことから，

します．次に本作品の内容で特に心に強く印象が残った場面がありました．こ
の場面は現代でも通用することだと考えましたので，人生に深みを与えるもの
と考えてご一読して頂きますと幸甚であります．なお，各章のおける主人公の

話がさらに一気にステップアップをしてしまいますが，第三章モーゼンタール
の職種から実在した人物を推察するならば，ウィーンの銀行家で実業家のフェ
ルディナント・ブロッホ＝バウアーが推察できました．ちなみに，フェルディ

モデルとなった歴史上の人物の説明は，順不同となります．必ずしも第一章か
らモデルを書いておりませんことをご理解願います．

ナントは製糖業で富を得た裕福な実業家でありました．
（参照：Wikipedia：ア
デーレ・ブロッホ＝バウアーより参照）

■ 母国の歴史上の人物とは
（1）本作品のモデルとなった実在した人物について
・モーゼンタールのモデルとは
たとえば，第三章モーゼンタールは，銀行家でありますが，なぜ，本作品には
銀行家がこれほどまでに，多く出てきているのかと言う視点から考えますと，
当時ユダヤ人は銀行家として成功をしている人達が多かったことが最大の理由
であります．と同時に，職業が限定されていた時代だったということも考えら
れます．また，私が過去読んだ本の中で，ユダヤ人の歴史を語っている作品が
ありますのでご紹介したいと思います．この作品は佐藤優氏が中村うさぎ氏と
の対談『聖書を読む』と言う作品の中に記載された内容です．
「すなわち，人間というのはなかなか積極的な理由では団結できない．何かに
対抗する形で団結するものある．したがって，常にいじめが必要になるという
ことになってしまう．
また，視点を変えれば，ユダヤ人の共同体には土地をもたせない．都市の
ゲットー * などに閉じ込めて商業活動に従事させる．商業活動というのは，実
は共同体を壊す機能がある．なぜなら，貨幣には身分が関係ないから．貨幣経
済が発達すると身分制は壊れる．だから，社会の中に入れず，周辺に置こうと
する．日本でも士農工商の一番下に「商」が置かれているのは，そういうことで
ある．身分的には低いが彼らはお金をもっている．彼らがいるから我々は貧し
くなるということになるという構図が団結するためには必要だった．
」
（以下引
用した．文庫本：聖書を読む，著者：佐藤優・中村うさぎ，2016 年 2 月 10 日，
文芸春秋）
．
以上を読みますと，単純に構図を理解できます．つまり，商人という立ち位
置は，身分的には低いからこそ，お金を稼ぎ団結して組織で力を発揮していく
という生き方に繋がっているのです．以上のことから，ユダヤ人には商人とし
ての銀行家が多かった理由は，銀行家も商人という位置づけにあると言うこと
* ゲットー（ghetto）とは，日本人には分かりづらい歴史であるので参考までに記載します．
ヨーロッパ諸都市市内でユダヤ人が強制的に住まわれた居住区のことを意味します．

・ヴァルト＝ライフニッツ家のモデルとは
本作品の第四章では，ヴァルト＝ライフニッツ家が描かれていますが，この
家のモデルとなったのは，おそらくカール・ヴィトゲンシュタイン家ではない
かと推察できました．この理由としては，まず始めに，クリムトが本作品の中
では，レナータの祖母であるヴァルト＝ライフニッツ男爵夫人（ラファエラ）
の肖像画を描いています．この絵は，すでに述べた「音楽に寄す」と呼ばれてい
る作品でありますが，しかし，ここで特に重要なこととしては，実際に実在し
たクリムト自身も女性の肖像画を描いたという事実があったということです．
そこで，カール・ヴィトゲンシュタイン家の中で，実際には女性の肖像画を描
いたことがあるのかについて調べてみると，確かにクリムトは女性の肖像画を
描いていた事実が残っていました．それは，長女ヘルミーネ『ソニア・クニップ
スの肖像』と次女マルガレーテ『マルガレーテ・ストンボロ＝ヴィトゲンシュ
タインの肖像』の作品でした．このカール・ヴィトゲンシュタインですが，鉄と
鉱山を扱う大富豪であり，クリムト最大のパトロンでもありました．以上のよ
うなことから，実在した人物をモデルとしたのは，カール・ヴィトゲンシュタ
イン家だと推察できました．
ちなみに，マルガレーテの肖像画ですが，父親が結婚する娘のために記念と
してクリムトに制作を依頼したのですが，マルガレーテはどうしてもその作品
を気にいらないことで有名となりました．たとえば，クリムトも何度か修繕を
しましたが，最終的にどうしても気に入らないマルガレーテは，夏の家（別荘）
のある部屋にしまい込んでしまった言うエピソードが残っています．このよう
なことがあった事実とはまったく関係はないと思いますが，その後，1920 年代
にマルガレーテは，ウィーン工芸美術協会の会長に就任しました．このことか
らマルガレータは，わがままではなく，芸術に対する造詣の深さをもっていた
ことが理解できます．
さらに，このときのマルガレーテの肖像画にてマルガレーテが着ていた衣装
はクリムトの愛人であったエミーリエ・フレーゲがデザインしたと言われてい
ます．この実在したエミーリエは，第三章モーゼンタールに出てくるシーラの
モチーフとなっています．本作品の中のシーラとモーゼンタールとの出会い
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はベンソンの服飾品専門店であり，その 10 日後には二人は恋愛関係になった
と書いてあります．しかも，その後モーゼンタールのサポートによりロンドン
には「シーラ小間物店」が 29 店舗と大きく成長しました．シーラは金持ちにな
り，
「ビジネス帝国を築いた最初の女性」として大衆紙のスターとなったと記
載されています．このように現実の世界において，この小説のシーラのモデル
となった女性でビジネスを大成功させた人物は，エミーリエ・フレーゲであり，
シーラのモデルだと考えられました．
・ヒントンのモデルとは
第二章ヒントンのモデルと考えられる人物でありますが，オーストリア・ハ
ンガリー帝国時代に生まれた数学者から調べてみると，二人の候補者が見つか
りました．一人は，ジョン・フォン・ノイマン．もう一人は，クルト・ゲーデル
でした．結論から申し上げると，本作品のモデルとなった人物は，クルトデー
デルではないかと推察できます．この理由としては，まず始めに，本作品に出
てくるヒントンはユダヤ人ではないということです．次に，本作品の中で，ヒ
ントンは大学時代に学んだマントラを仕事においての判断する基準に使ってい
ました．ちなみに，クルト・ゲーデルは世の中で何を成し遂げた為に著名なっ
たのかと言いますと，
「不完全性定理」を説いたことによります．簡単に説明を
すると，数学の正しさを数学では証明できないと言うことを述べたのです．そ
こにはゲーデル哲学信条というものがあり，これに相当するものが，もしかす
ると，本作品の中に出てくるヒントンのマントラに近いのではないかと考えら
れました．
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■ 強く心に残った場面について
（2）老夫婦になったときの在り方について学ぶ
現代日本が超高齢化社会へ向かっていく時代になったことから，本作品で描
かれた時代の夫婦関係の方が，現代の夫婦関係より，時代を超えて学べる場面
が多々存在していると思いました．たとえば，第四章「音楽に寄す」には，その
要素が含まれていると考えています．ヴァルト＝ライフニッツ男爵夫妻につい
て夫婦が回想している場面などを読むと，超高齢者になった夫婦の関係は，こ
うあるべきなのか，とか考えさせられてしまいます．したがって，50 歳以上の
夫婦ならば，ぜひ読んでみる価値はあると思います．たとえば，
「老夫婦になっ
た時の夫婦の在り方」について事前に考えさせられるだけでもそれは価値があ
ることであり，そこから考えさせられる作品だと思いました．人は誰でも若い
時代に結婚をして子供が生まれ家族を作ります．もしくは，子供が生まれない
場合もあります．さらに現代では，必ずしも結婚は異性とは限らない社会へと
変わってきていますが，いずれにしろ，人生のパートナーと若い時代から歳を
積み重ねていった場合には，夫婦にとり，そこには必ず目には見えない時間の
重さが存在しています．その重さを本作品の中の会話から読み取れる場面がこ
こに沢山詰め込まれていると考えられます．言い換えるならば，この場面の文
章の一文字と一文字の合間には，積み重ねられた時間が存在していることを味
わいながら読んで頂きたいと願うのであります．

おわりに
今回の内容ですが，すでにアマゾンキンドルとして『人生の意味を教えてく

・ソビエスキーのモデルとは
本作品の本当の意味の主人公である第一章ソビエスキーのモデルとなった人
物を推察しました．それはハインリヒクーデンホーフ＝カレルギーと考えられ
ました．
その理由としては，オーストリア・ハンガリー帝国において，伯爵，外交官で
あったこと．次に，ドラッカーが日本を大好きであったことから，日本へ行っ
たことがある外交官を選らんだのではないかと考えました．ここについて，さ
らに調べてみたところ，ハインリヒクーデンホーフは 1892 年 2 月，日本に代理
公使として着任していました．その後，日本人女性（青山みつ）と結婚をしまし
た．この結婚は，日本では，初めての正式な国際結婚と言われているそうです．
最後の理由ですが，ハインリヒクーデンホーフ家は，ボヘミアとハンガリーに
広大な領地をもつ伯爵家でした．本作品のソビエスキー家も広大な領土を管
理しているところから，共通点となります．以上のことから，第一章ソビエス
キーのモデルとなった人物は，ハインリヒクーデンホーフ＝カレルギーと推察
しました．

れるお薦めの名作ピーター・ドラッカー編 最後の四重奏』著者井戸深志，プ
ラスワンパブリッシングから抜粋しております．この作品は私のペンネームで
上梓した作品です．また，最近 You tube に「井戸の世界」という主に音楽と小
説の書評についてのチャンネルを立ち上げました．音楽は主に Beatles の曲を
カバーしています．ドラム以外はすべて私一人で行って演奏しております．
https://www.youtube.com/channel/UC-sep0MJN8zWBDiPFv7iPsA

【略歴】 1959 年生まれ．大学卒業後，外資系大手製薬会社に入社．その後，医薬品業界に
あるサービス会社数社へ転職．60 歳を過ぎてから NPO 国連 UNHCR 協会に入
職．難民支援活動を行なっている．趣味は小説の書評を書くこと，バンド活動．
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Our Annual Activities
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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

事業報告書
2020 年 4 月 1 日から
2021 年 3 月 31 日まで

Ⅰ . 庶務事項
会員数

前年度末

入会者

退会者

年度末

638 名

35 名

21 名

652 名

※未納者 322 名（前年比 - 32）

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
③式次第

2020 年 8 月 1 日（土）
Zoom によるオンライン開催

1 . 開会の辞
2 . 議題
第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
その他
3 . 閉会の辞

第 14 期事業報告及び決算関係書類承認の件
第 15 期事業計画案及び収支予算承認の件
第 15 期役員承認の件

12 回

10:10

11 :10

11 : 20

ジェレミーハンター＆ジョゼフ・リー
「What We Have to Say from Outside of Japan in the Face of Crisis」

11 :20

12 : 20

ジョゼフ・リー（元ドラッカー・スクール客員教授）
「Your Number One Priority as Leader During the COVID-19 Crisis」

13 :15

13 : 45

代表挨拶 阪井和男（代表）
大内孝夫（NSF 2020 実行委員長，名古屋芸術大学教授）
［基調講話］
「What’
s next? Crisis or opportunity?」
壱岐から函館へ ― What’
s Next? リレー
壱岐〜福岡〜大阪〜静岡〜東京〜青森〜札幌〜函館

13 :45

15 : 15

15 :30

16 : 00

花松甲貴（理事）×森雅司（理事）
［スペシャル対談①］エクセレント NPO との連携

16 :00

17 : 00

大井賢一（がんサポートコミュニティー事務局長）×八木澤智正（理事）
［スペシャル対談②］ウィズ・コロナとドラッカー

17 :30

18 : 00

青野慶久（サイボウズ代表取締役社長）×西條剛央（EMS 代表）
［スペシャル対談③］アンラーニングとこれからの生き方

2 . 学術大会
ドラッカー学会第 15 回大会 in 函館
開催日時 2020 年 11 月 14 日 ( 土 ) 13 時 00 分〜 17 時 00 分
開催会場 Zoom によるオンライン開催
申込者数 238 名
プログラム

［パネルディス
カッション］

学会総会
開会宣言

［講演その１］

［講演その２］

④プログラム
《What’
s Next? ～危機の時代とドラッカー～》
10:00

ジェレミー・ハンター（ドラッカー・スクール准教授）
，牧野恵美（広島
大学准教授）
「The Storm Makes You Stronger: Managing Your Mind in the Face of Crisis」

内容
奥平理氏（北海道教育大学函館校・観光学専門）
函館の歴史と変遷のマネジメント『港町・函館の歴史に学ぶ継続と変革』
蒲生寛之氏（合同会社箱バル不動産代表）

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 2020 年 5 月 16 日（土）
②開催会場 Zoom によるオンライン開催
③申込者数 794 名

終了

11 : 10

区分

Zoom によるオンライン開催

開始

10 :10

大会テーマ「コロナ禍における継続と変革〜地方の可能性を考える〜」

2. 執行委員会（DWS12）
①原則月 1 回開催 2020 年 4 月〜 2020 年 3 月
②開催場所
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井坂康志・八木澤智正（理事）

函館の歴史と変遷のマネジメント『新しい観光の形の提案における
継続と変革』
コーディネーター：佐藤等氏（ドラッカー学会理事・公認会計士事
務所所長、函館出身 )、
パネラー：井坂康志氏（ドラッカー学会理事、ものつくり大学特別
客員教授）、岩崎夏海氏（作家）
『コロナ禍における継続と変革〜地方を考える』
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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．研究グループの開催案内等は本学会
ウェブサイトにて告知．

（ア）開催日時：2020 年 12 月 5 日（土）20:30 〜 22:30
（イ）講
師：国永 秀男（株式会社ポートエム代表取締役）
5 . 第五回 人生を変える「ドラッカーのセルフマネジメント」 ― 自らを

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

ドラッカーマネジメント研究会
（東海 SG）

名古屋

京都研究グループ活動報告

京都

ドラッカー学会大阪ＳＧ勉強会

大阪

高知ドラッカー読書会

高知

「澁澤ドラッカー」研究会

東京

ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会

東京

ドラッカー学会公認 SG 読書会新潟

新潟

Ⅴ . 教育活動
1. 上田惇生記念講座（オンライン）
①概 要；
「上田惇生記念講座」は，世界的ドラッカー研究者にして翻訳家であった上
田惇生先生と個人的交誼を結ばれた方を講師に迎え，上田先生の人と業績
を偲びつつ，新時代への創造の精神を共有する無料オンライン講座として

マネジメントすることは常に可能である
（ア）開催日時：2021 年 2 月 6 日（土）20:30 〜 22:30
（イ）講
師：吉田 麻子（株式会社カラーディア代表取締役）
6 . 第六回 『渋沢栄一とドラッカー 〜未来創造の方法論〜』
（ア）開催日時：2021 年 3 月 13 日（土）20:30 〜 22:30
（イ）講
師：國貞 克則（経営コンサルタント）
7 . 特別編 ドラッカーで解読する名著『失敗の本質』
（ア）開催日時；2021 年 3 月 27 日（土）20:00 〜 22:30
（イ）講
師：井坂 康志（ドラッカー学会理事）
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：2020 年 10 月 6 日から 2020 年 11 月 24 日まで
3. 対
象：全学部 全学年生 定員 50 名
4. 時
間：第２学期 第 3 ターム 金曜日 3・4 限
5. 場
所：オンライン（Zoom）
講義番号：令和 2 年度第 3 ターム火曜日 3・4 限 2 単位 定員 50 名 全学部 2
年生以上（但し，医・歯学部は１年生も可）
〔授業計画〕

開催した。
②各回の内容
1 . 第一回 『ドラッカー入門 新版』を 120 分でぜんぶ読み切る
（ア）開催日時：2020 年 8 月 8 日（土）20:30 〜 22 : 30
（イ）講
師：井坂 康志（ドラッカー学会理事）
2 . 第二回

 ラッカー教授 組織づくりの原理原則〜世の中には「美しい
ド
会社」と「醜い会社」がある〜

（ア）開催日時：2020 年 9 月 5 日（土）20:30 〜 22 : 30
（イ）講
師：佐藤 等（ドラッカー学会理事）
3 . 第三回 強みの上に築くマネジメント
（ア）開催日時：2020 年 11 月 21 日（土）20:30 〜 22 : 30
（イ）講
師：大塚 三紀子（
『実身美』代表）
4 . 第四回 「乱気流時代のセルフマネジメント〜何をもって憶えられたい

かを考える〜」
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講義名

P.F. ドラッカー理論とそこから学ぶキャリアデザイン

対象

全学部 2 年生以上（但し，医・歯学部は 1 年生も可）定員 50 名
第 2 学期 第 3 ターム 3・4 限（12：55 – 14：25，14：40 – 16：10）
新潟大学五十嵐キャンパス

時 間・場 所

総合ガイダンス（受講ルールなどの説明，人数が多い場合は抽選）
講座のねらい・内容ポイント・進め方
3限
1

10 / 6
（火）
4限

新潟大学教育プログラム支援センター副センター長 西條秀俊
ドラッカー学会会員，読書会新潟主宰，（株）WIT 代表取締役
瀬賀孝子
「自らをマネジメントするドラッカー流フィードバック手帳」
の使い方
新潟大学教育プログラム支援センター副センター長 西條秀俊

2

10 / 13
（火）

3限
4限

ドラッカーの学び方 ― ドラッカーが目指したもの
ドラッカー学会代表理事，明治大学教授 阪井和男（東京都）
ドラッカーの教えの実践 ― 私達はどう働きどう生きるか
ドラッカー学会代表理事，明治大学教授 阪井和男（東京都）
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ドラッカーの人生・思想・実践 ― ドラッカー視点の誕生
3限
3

10/20
（火）

ドラッカーマネジメントの潮流 ― マネジメントに至るまで
4限

4

5

10/27
（火）

11 /6
（金）
振替

ドラッカー学会理事兼事務局長，ものづくり大学特別客員教授
井坂康志（東京都）

3限
4限
3限
4限

ドラッカー学会理事兼事務局長，ものづくり大学特別客員教授
井坂康志（東京都）
社会機関としての企業マネジメントと実践
ドラッカー学会理事，公認会計士 森 雅司（東京都）
行政・病院・大学・NPO のマネジメントと実践
ドラッカー学会理事，公認会計士 森 雅司（東京都）
「ドラッカー読書会」の設立と日本社会における意義
ドラッカー学会理事，佐藤公認会計士事務所所長 佐藤 等（札幌市）
体験 ZOOM 読書会（グループワーク）
ドラッカー学会理事，佐藤公認会計士事務所所長 佐藤 等（札幌市）
ドラッカー理論との出会い ― 経営者への道と自己育成

3限
6

11/10
（火）

ドラッカー学会会員，
（株）日興電機製作所 代表取締役 和光良一
（埼玉県）
経営事例の紹介と討議

4限

ドラッカー学会会員，
（株）日興電機製作所 代表取締役 和光良一
（埼玉県）
ドラッカー流自己育成（Ⅰ）― セルフマネジメントの勧め

3限
7

11/17
（火）

ドラッカー流自己育成（Ⅱ）― セルフイノベーションの勧め
4限

8

11/24
（火）

ドラッカー学会会員，読書会新潟主宰，（株）WIT 代表取締役
瀬賀孝子

3限
4限

ドラッカー学会会員，読書会新潟主宰，（株）WIT 代表取締役
瀬賀孝子
我が経営 ― ドラッカー理論を経営に活かす
岩塚製菓（株）代表取締役社長 槇 春夫（新潟県）
講座全体のまとめと各自の目標設定
新潟大学教育プログラム支援センター副センター長 西條秀俊

3. ドラッカーの小さな学校
①会
場：Zoom によるオンライン開催
②日
時：2021 年 2 月 20 日（土）13：30 〜 17：30
③概
要：
1 . 開講挨拶：阪井代表
2 . マネジメント思想の源流 井坂康志理事
3 . 市民性の創造とマネジメント 阪井和男代表理事
4 . 歴史的転換点にある日本とマネジメント 藤島秀記理事
・
「P.F. ドラッカーと考える 21 世紀の経営」
（2001 年 12 月 15 日発行）
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VTR 上映（20 分）
〜 Message to the Japanese Business Executives for the 21st Century 〜
・テーマ「会社は誰のためにあるか〜新しい企業価値の探求」
   ピーター．F．ドラッカーの講演映像／口述 藤島秀記訳
（株式会社ダイヤモンド社国際経営研究所）
5 . 組織と社会づくりに貢献する MSC 森岡謙仁理事
・グループワークとディスカッション
Ⅳ . 出版物
1 . ドラッカー学会年報『文明とマネジメント vol.17』
（A5
発行日  2020 年 11 月 14 日（土）
発行部数  670 部

全 402 ページ）
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財

産

令和3年

目

3月31日

録

収支計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

【資産の部】
1 流動資産

現金及び預金

5,630,113

資産合計

5,630,113
【負債の部】

1 流動負債

0

負債合計

0

差引正味財産

5,630,113

1 事業費
1 総会・講演会費
2 大会費
3 寄付講座費
4 特別講演費
5 印刷製本費
6 コンテスト費
7 旅費交通費

【Ⅱ 経常支出の部】

貸借対照表
1 資産の部

現金及び預金

1 流動負債

5,630,113
負債合計
3 正味財産の部

1 前期繰越正味差額
2 当期繰越正味差額

資産合計
資産の部合計

5,630,113 正味財産合計
5,630,113

負債及び正味財産の部合計

1,246,513

1 会議費

2 負債の部

1 流動資産

0

小計

2 管理費

3月31日

0
5,583,138
46,975
5,630,113
5,630,113

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

資金収支の部

63,000
150,000
60,000
0
973,513
0
0

8 書籍寄附事業

令和3年
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広告・宣伝費
通信運搬費
諸謝礼金
支払手数料
雑費
事務委託費(会員管理費・会議体管理費)
HP管理費
JMOOC関連費
口座振替手数料
NPO法人化 必要経費
予備費
小計

0

0
53,622
33,000
8,340
2,020
1,384,053
390,000
500,000
15,510
0
0

【Ⅰ 経常収入の部】

1 入会金・会費収入
1 初年度入会金・年会費
2 継続年会費

小計

3,360,000

2 事業収入

1 総会収入

0

2 大会収入
3 特別講演収入

0
20,000

小計
3 雑収入
1 受取手数料
2 雑収入

2,386,545

経常支出の部合計

310,000
3,050,000

20,000
0
33

小計

33

3,633,058 経常収入の部合計

経常収支差額

3,380,033

-253,025

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

1 寄附書籍代

-253,025

【Ⅱ 特別支出の部】

2 返金

特別支出の部合計
特別収支差額

資金収支の部（特別収支）
0
0

0

1 収入

2 寄付金

特別収入の部合計

【Ⅰ 特別収入の部】

0

300,000

300,000
300,000

正味財産増減の部
1 資産減少額
減少額合計
当期正味財産増加額

0
0

1 資産増加額
1 当期収支差額

46,975

増加額合計

46,975
46,975

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

46,975

以上のとおり，第 15 期事業報告書，貸借対照表及び，収支計算書を提出致します．
令和 3 年 4 月 30 日
ドラッカー学会
代表理事 阪井 和男
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【第 2 号議案】第 16 期事業計画案及び収支予算案承認の件

監査報告書
私は令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの第 15 期の財産目録、貸借対照表及
び、収支計算書を監査いたしました結果、適正であることを認めます。

令和 3 年 4 月 30 日
ドラッカー学会
監事

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 2021 in Zoom
2021 年 5 月 15 日（土） オンラインにて開催
3 . ドラッカー学会第 16 回大会 in 博多
前夜祭 11 ／ 19、学会 11 ／ 20
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
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 NPO 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
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Ⅱ .収支予算案
収支予算案
II.

【第 3 号議案】 会費未納者を減少させるための施策の件
以下のとおりの施策を実施したく存じます。

● 収入の部
科目

R3予算

備考

総会収入

0 オンライン無料開催のため

大会収入

0 現地独立採算のため見込まない

特別講演収入

100,000

初年度入会金・年会費

350,000 前年より若干の増加を見込む

継続年会費

3,200,000 未納者へのアプローチを継続し増加を見込む

受取手数料

0

雑収入

0

寄付金

300,000 前年実績踏襲

Jmooc相互入会金

0

過入金

0

収入合計

R3予算

備考

総会・講演会費

100,000 前年実積

大会費

150,000 地方大会支援金150,000円を計上

寄付講座費

0

特別講演費

100,000

印刷製本費

1,000,000 上田惇生先生追悼号のため、ページ数の増加を想定する

コンテスト経費

0 前年実績踏襲

旅費交通費

0 前年実績踏襲

会議費

0 前年実績踏襲

広告・宣伝費

0 前年実績踏襲

通信運搬費

30,000 前年実績踏襲

諸謝礼金

50,000 前年実績踏襲

支払手数料

10,000 前年実績踏襲

雑費
事務委託費(会員管理費・会議体管理費)

5,000 前年実績踏襲
1,300,000 前年実績踏襲

HP管理費

510,000 SNS広報のため前年実績に１月10,000円のSNS運用費を加えた

JMOOC関連費

500,000 相互入会分の費用500,000円を計上

口座振替手数料
NPO法人化 必要経費
予備費
支出合計

17,000 新入会員が口座振替での精算になるため、増加を見込む
50,000 実費のみ計上
100,000 前年実積踏襲
3,922,000

■背景：会費未納者を減少させるための有効な施策を打てておらず，現在も増
加傾向にある．
今後の当会の活動を活性化させるためにも会費の確実な徴収はとても重要で
ある．
13 期（2019 / 3 / 31）

14 期（2020 / 3 / 31）

15 期（2021 / 3 / 31）

会員数

594 名

638 名

652 名

内、会費未納者

310 名

354 名

322 名

■実施施策：当会へ実質的に参加していないと思われる会員は会員資格を喪失
するものとして退会処理をしていきたいと考えております．具体的には，下
記 2 要件を満たす方について退会処理を実施する予定です．

3,950,000

● 支出の部
科目
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① 2 年間連続して会費の振り込みをしていないこと
②本会の継続の意思が確認できないこと
実施時期につきましては，本議案を承認頂いた後に第 14 期及び第 15 期の納
入実績をもとに，退会処理を実施させて頂く予定です．
■会員の皆様へのお願い：
①メールアドレス，住所など基本情報変更時に変更手続を忘れずにして頂く
こと
②現在，当会からの案内が来ていない場合には，今一度メールアドレスのご
確認をして頂きたいこと
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【第 5 号議案】 第 16 期役員承認の件
第 16 期

役員候補者名簿
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

（株）セブン＆アイ・ホールディングス取締役常務執行役員

代表理事

阪井和男

明治大学教授

理事／学術担当

井坂康志

ものつくり大学特別客員教授

理事／学術担当

岸本秀一

金沢星稜大学教授

理事／学術担当

肥塚浩

立命館大学教授

理事／国際担当

佐々木英明

慶應義塾大学特別招聘教授

理事／財務担当

佐藤等

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

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 雅司

森公認会計士事務所

理事／企画担当

森岡謙仁

アーステミア（有）

理事／国際担当

八木澤智正

協和キリン（株）

理事／学術担当

安冨歩

東京大学教授

（株）ヒューマン・キャピタル・マネジメント

理事／学術・企画担当

陶山祐司

（株）Zebras and Company 代表取締役

理事／学術・国際担当

藤田勝利

PROJECT INITIATIVE ㈱代表取締役
桃山学院大学経営学部  ビジネスデザイン学科特任教授

理事／企画・NPO 担当

中野羊彦

経営創研（株）パートナー

理事／企画・NPO 担当

北村和敏

日本経営倫理士協会常務理事

監事

種子田穣

立命館大学教授
理事は五十音順にて記載
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Study Groups

表取締役、ドラッカー学会理事、ドラッカ

礎力協議会理事、キーパーソン 21 副代

ーの小さな学校担当）

表理事）

〈
『文明とマネジメント』投稿〉
・『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
（MSC）
』
（vol. 17 , 2020）

◎ドラッカー学会公認 SG 読書会新潟（2016 年〜）
（1）研究会：読書会新潟の概要

・ 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

1 . 発足
・ 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

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

2 . 登録制

ーを務める。2019 年から全員がファシ

・ 会員登録し、案内通信費用として 3.000

リテーターを務めることになった。
（3）地域貢献活動

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

・ 四年目の新潟大学ドラッカー講座開催
・ 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

（2）活動の概要
1 . テキスト

座」の企画運営を担当する。全学部から

・「経営者の条件」
（2016 年 7 月〜 2016 年

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

12 月）
・「創造する経営者」
（2017 年 1 月〜 2017

遣は全面的に学会の支援を得る。
・ 地元企業の岩塚製菓（株）から読書会新

年 12 月）
・「明日を支配するもの」
（2018 年 1 月〜

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

2018 年 7 月）
・「チェンジリーダーの条件」
（2018 年 8 月

からは、学会からの資金協力を得る。
・ 全国の大学（国立・私立）のうち、どの

〜 2019 年 5 月）
・「 非 営 利 組 織 の 経 営 」
（2019 年 6 月 〜

大学もやっていない学生向けの本格的な
ドラッカー講座であると自負している。

2019 年 11 月）
・「イノベーションと企業家精神」
（2019 年

（4）2020 年〜 2021 の活動
・ コロナ禍が始まってからは「リアル読書

12 月〜）
◇1 〜 2 章ずつ読み進めているので、読書

会「書面読書会」
「ZOOM 読書会」など試
行錯誤で開催努力をしているが……。

ペースはゆっくり

（連絡先：瀬賀孝子：wit@eos.ocn.ne.jp）

2 . 会の進行

◎ドラッカー「マネジメント」研究会
設立：2008 . 1 . 23 . 第 1 回開催（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）

ミッションステートメント：自らの言動を変
え、組織を変え、社会を変える
1 . 代表者：森岡謙仁（アーステミア（有）代
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・『おばあちゃんの食器棚の秘密と魔物
退 治 －「 知 識 社 会 」を 創 る 知 恵： マ
ネ ジ メ ン ト・ス コ ア カ ー ド（MSC）
』
（vol.18 ,2021）他。
2 . 当研究会の総合企画運営委員と主な会員
〈総合企画運営委員〉★はドラッカーの小さな
学校にて MSC ナビゲータも務める。

★伊藤年一（伊藤 IT 経営研究所所長）
★高橋磨（防災士、IT コーディネータ）
★行本憲治（公認会計士、独立社外監査役）
★岡崎宏昭（会社員、国家資格キャリアコ
ンサルタント）
★佐藤幸夫（多摩大学医療・介護ソリュー
ション研究所フェロー）
★円口 健（会社員、設計・業務調整管理
部門）
★宮本定幸（フリーランス、リカレント教育）
★竹村浩（多摩大学大学院経営情報学研究
科博士課程後期）
★菅原勇人（団体職員、財務部門、中小企
業診断士）
★有田誠（会社員、情報システム部門、国
家資格キャリアコンサルタント）

・ 高橋明彦（コンサルタント、プラバシー
マーク審査員）
・ 増田利弘（自動車メーカー勤務、中小企
業診断士）
・ 倉田一範（IT コーディネータ、
（合）デ
ジトレ・共同創業者）
・ 一丸浩一郎（
（株）マーケティングアン
ドアイ代表取締役、企業戦略コンサル
タント）
・ 阿部美穂（港区立消費者センター、消費
生活アドバイザー）
・ 松井洋治（
（株）
jPC 代表取締役、IT コー
ディネータ、中小企業診断士）
3 . 主な目標：
・ ドラッカー「マネジメント」の学習・相
互研鑽と自己成長
・ ドラッカーのマネジメント思想の研究、
その成果として論文・エッセイ・実践レ
ポートの発表
・ ドラッカーの小さな学校の運営支援（IT
運営支援、★ MSC ナビゲーター）
4. 随
 時参加者を募集しています、年齢・性別・
学歴は不問、当学会の会員に限りません。
5 －Ⅰ . 研究会活動の概要
研究会全体は、現在約 30 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『マネジメント』の数章を取り上げて議

〈主な会員〉

論する）と、有志による特定テーマの共同研

・ 森川すいめい（精神科医師、オープンダ

究を行う分科会、マネジメント・スコアカ

イアローグ国際トレーナ、世界の医療

ード（MSC）の研究と事例発表の場として

団理事）

MSC 実践研究部会（年 3 回）があります。ま

・ 大林茂樹（大林税務会計事務所）

た、ドラッカー学会が主催する「ドラッカー

・ 坂田真吾（弁護士、税理士）

の小さな学校（2015 年開講）
」の運営支援を

・ 山田博彰（FBO 副理事長、元駒沢女子

行っている。これらの活動報告と発表内容に

大学教授）
・ 北村和敏（製薬会社勤務、当会理事、日
本経営倫理士協会常務理事）
・ 渡邉明男（会社員・人財開発、社会人基

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 月からは、オンライン開催
（Zoom）を継続している。
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5 －Ⅱ . 分科会の成果報告

質問で斬る〜」


ー視点から生産性向上を考察する〜」

の共同研究）を実施している。


〈第一期分科会活動（2008 年度）
〉

ンと企業家精神』

ーダー：宗初末、 サブ：丸山有彦）

〈第二期分科会活動（2009-2010 年度）
〉
・「アントレプレナーシップ」分科会活動

上記の『論文エッセイ集（vol. 2）
』には、次

い日本〜

丸山有彦）

6. MSC による組織評価と診断手法

陣野壮太郎）

7. 経営倫理と MSC

11. ハードロー・ソフトロー・マネジ

※本分科会の成果物は、ドラッカー学会

12. リカレント教育と MSC
14. 新事業開発と MSC
15. 働き方改革とマネジメント 他。
5 －Ⅳ . 研
 究会の発表成果（2020 年以降 ）
：

川澄佳美）

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
ドラッカーが説いた MSC および実践事例
の研究と年 3 回の発表の場を開催している。
・ 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 論 文 エ ッ セ イ 集（vol. 2、
第二期成果報告）
』を発刊（2021 年 4 月）
した。

森岡謙仁

今後の当研究会の進め方を考える．
．
．意
（森岡代表のイラストは、岡崎宏昭会員によるものです）

第 78 回 7 . 13 . 2021 年以降の共通テーマ
「新しい現実とマネジメント」
 森岡謙仁

参加者募集（オンライン Zoom 開催）

第 79 回 9 . 15 . 「新しい現実・現代におけ

《当学会の会員でなくても参加できます》

る継続学習の実態を問う」


渡邉明男

第 80 回 11.9. 「新しい現実とマネジメント」

13. プロジェクトマネジメントと MSC

共通テーマを「新しい現実とマネジ

・「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

けて」


9. デジタル技術の活用と MSC
10. 医療改革と MSC

良間英樹、サブ：山田博彰、岡崎宏昭、

山田博彰

見交換会

英樹、伊藤年一）

・「少子高齢社会」分科会（リーダー：奈

ジメン』の講義があります。

第 77 回 5 . 11 . MSC 運営アンケートから

8. MSC によるセカンドキャリア開発

告（リーダー：北村和敏、サブ：奈良間

〈第四期分科会活動（2014 年度〜 2015 年度）
〉

支援します。

第 76 回 2021 . 1 . 13 . 「MSC の 最 新 版 に 向

5. ステークホルダー資本主義と MSC

活動成果報告（リーダー：長島基、サブ：

HP にて公開している。

ョンを通じて会員の学習と相互成長を

〈2021 年〉

2. 自由で機能する社会と MSC
4. コーポレートガバナンスと MSC

・「組織の社会的責任」分科会活動成果報

※内容：読書会・会員発表・ディスカッシ

〜コロナ時代が造る働き方改革と新し

1. ドラッカーの知識概念と MSC
3. ドラッカーのマネジメント思想と MS

〈第三期分科会活動（2012-2013 年度）
〉

案内（2022 年 1 月から）
〉

本）
』を読んで」

のテーマに関する原稿が収められている。

成果報告（リーダー：根本雅章、サブ：
・「マネジメント・スコアカード」分科会

〈ドラッカー「マネジメント」研究会の開催

※毎回、森岡代表によるドラッカー『マネ

「 堺 屋 太 一 の『 団 塊 の 後（ 三 度 目 の 日

・「IT 企業とマネジメント」分科会・活動
片貝孝夫）

菅原勇人

第 75 回 11 . 10 . 課題図書：
『イノベーショ

・「目標と成果」分科会・活動成果報告（リ

成果報告（リーダー：伊藤年一、サブ：

増田利弘

「働き方改革とマネジメント〜ドラッカ

当研究会では、適時、分科会（特定テーマ
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メント」とした（2021 年 7 月〜）



・ 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）

有田 誠

・ 入退出時間は自由です。参加費は 3 回ま

※上記の活動報告と発表資料は、ドラッカ

で無料、その後年会費 2 , 000 円、いつか

ー学会 HP で公開しています。
6 . 2 022 年 度 の 計 画 と 研 究 会 参 加 者 募 集
（Zoom でのオンライン開催となります）
☆ドラッカーの言葉を学び、ドラッカーの言

らでも参加できます。
・ お問合せとご相談は、当研究会代表の
森岡謙仁（ドラッカー学会理事）までメ
ールでお問合せ下さい。

葉で考え、ドラッカーの言葉で答える☆

〈2020 年〉

k-morioka@earthtemier.com

第 71 回 1 . 15「
. 中小企業はドラッカー 5 つ
の質問で働き方改革を乗り越えられる
か ! ？」


「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
エティ』
 〜自分を変え、組織を変え、よりよい社
会をつくるには〜

若林良樹

第 73 回 7 . 14 .「新型コロナと働き方改革」


◎関東 SG 英語でドラッカーを学ぶ会（2007 年〜）

松井洋治

有田 誠

第 74 回 9 . 8 .  「新規事業で三度目の正直
〜これまでの / これからの事業を 5 つの

1 . 主宰者
上野 周雄

3 . 主たる関心
・ ドラッカーを英語（原著）で学ぶことに

ドラッカー学会創設メンバー，元理事，元

より，翻訳では示されていない部分か

事務局次長，
（株）サンウェル 取締役

らドラッカーが言わんとしていたこと

2. 主要メンバー
（2020 年 10 月〜 2021 年 9 月）
阿部 美穂，市川 充，一丸 浩一郎，
小野木 之隆，川澄 佳美，國貞 克則，
谷崎 敏昭，中野 羊彦，中林 秀之，
八谷 俊雄，林 正，福山 穣，山内 治友，
上野 周雄

をより明確に理解すること
・ 原著から，翻訳では伝わりにくいドラッ
カーの真意を探ること
4 . 概要
この研究会（SG）は，原著の言語である
英語を通してドラッカーを学びたいとい
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う会員有志によって，当学会創設メンバー

書会とは異なります．毎回まずテキストの

ができるように，ZOOM ミーティングを

で元理事の小林薫先生に指導をお願いし

二日分（2 ページ）を参加者で順番に翻訳

併用したハイブリッド開催を考えていま

原著で学ぶことの重要性を伝える会を開

て 2007 年 3 月からスタートしました．小

し，その後内容について参加者で議論を行

す．

催したいと考えています．

林薫先生は，1959 年ドラッカー初来日の

い，お互いの理解を深めています．これに

箱根の講演会で通訳をされ，ドラッカー，

より日本語版ではわからない幅広い知識

他の翻訳や著書をたくさん出された方で

を得ることができます．また英語の原文を

す．残念ながら，小林先生は 2017 年 1 月

少しずつ丁寧に読み下す翻訳の段階で，使

にお亡くなりになりました．現在は，上田

われた単語や何故その単語だけイタリッ

惇生先生とドラッカーの著書（
『未来への

ク体なのか，クォーテーションマークで囲

決断』他）の翻訳をご一緒にされた林正氏

んであるのか，大文字なのか等，その表現

が参加されており，様々なアドバイスを頂

方法の違いについてもドラッカーは何を

いています．

言わんとしているのかの解釈をめぐり議

◎関東 SG ドラッカー・サロン（2019 年 5 月〜）

論をすることも多々あります．その作業に
より一層ドラッカーの本質に迫ることが

2022 年には 15 周年記念イベントとして，

1 . 主宰者

様々な内容を話し合う会議でしたが，会議の

出来ると考えています．

上野 周雄

後半は上田惇生初代々表のお話を聴き，また

・参加者と参加費

ドラッカー学会創設メンバー，元理事，元

著書・訳書の Q&A や意見交換を行うように

事務局次長，
（株）サンウェル 取締役

なりました．毎回，会議後のイタリアンとワ

参加者は，原則ドラッカー学会員で，継
続的に参加が可能な方であれば，どなたで

2. 主要メンバー
（2019 年 10 月〜 2019 年 9 月）

インの食事会でも話が継続して，このスタイ

も歓迎です。英語の能力は問いません．開

青木 大作，安藤 芳樹，市川 充，井上 薫，

催は，仕事が終わってから参加しやすいよ

北村 和敏，佐藤 幸夫，谷崎 敏昭，

その後、推進会議はなくなりましたが，ド

毎月 1 回／年 12 回開催，主に第二金曜

うに 19 時からとしています．参加費につ

豊田 雅彦，中野 羊彦，中林 秀之，

ラッカー学会の事務局が 2011 年 9 月に明治

日の 19 時から 2 時間とし，その後有志の懇

いては，ZOOM ミーティングでの開催の

八谷 俊雄，林 正，福田 英男，山内 治友，

大学の文明とマネジメント研究所に移り，こ

親会を行い様々な意見交換をしておりま

ため無料としています．

若林 良樹，上野 周雄

れを機会に新たにドラッカー・サロンとして

・開催頻度と参加者数

す。2019 年の 4 月以来 COVID-19 の影響で，
ZOOM ミーティングで開催を継続してい

5. 開催実績
直近 1 年の延べ参加人数：85 名（2020

3 . 主たる関心
多様な出席者による意見交換から，個々の

ルが定着していました．

文明とマネジメント研究所の会議室を使い，
毎月 1 回開催するようになりました．

ます．全員が発言できるように毎回の参加

年 10 月〜 2021 年 9 月，12 回開催）
．

参加者がドラッカー・マネジメントとその思

者数を制限していますが，現在の平均参加

当 SG の第 1 回からの延べ参加人数：1 , 530

想の理解を深め，
実践力を養うこととともに，

たことで，文明とマネジメントの会議室が使

者数が月平均 7 〜 8 名で、また ZOOM ミ

名（2007 年 3 月 〜 2021 年 9 月， 全 157 回

ドラッカーが生きていたらなんと言うだろう

えなくなり，会場も転々としつつ，途中の中

開催，十周年記念イベント含む）
．

か，ということを考えてみる会です．当サロ

断もありましたが，北村和敏さんのご厚意で

ンでは気軽にテーマについて議論をすること

（株）大塚製薬工場の東京事務所の会議室を

ーティングでの開催で遠方からの参加が
可能なので，月平均 12 名くらいまで参加

6. 2021 年 10 月以降の活動計画

2014 年 4 月からは，上野が事務局を辞め

具体的な活動計画はありませんが，引き

を目的としていますので，成果物や研究資料

月一回お借りして 2019 年 5 月に再開しまし

続きテキストに The Daily Drucker を使

の作成は目的にしていません．発言をするこ

た．

今までテキストは色々使ってきました

い，毎月の活動は引き続き ZOOM ミーテ

とにより自身の考え方が整理できます．自由

2020 年 4 月 か ら は COVID- 19 の 影 響 で

が，現在は『ドラッカー 365 の金言』の原

ィングによる開催とします．遠方からの参

な発言の中からドラッカーの学びを得て頂き

ZOOM ミ ー テ ィ ン グ に 切 り 換 え，毎 月 主

者を増やしたいと考えています．
・会の進め方

著である The Daily Drucker 使っています．

加も参加可能な ZOOM ミーティングの特

たいと考えています．

に第四金曜日の 18 時半から 2 時間の開催を

The Daily Drucker を使っている理由は，本

長を生かし，地方や出来れば海外からも参

4 . 概要

しています．その後の時間は懇親会として

書がドラッカーのほぼ全著書からの内容

加して貰える様にしたいと考えています．

を抜粋して掲載しているからです．当 SG

また，実際に顔を合わせての交流もコロナ

立時の 2005 年 11 月から毎月行われていたド

ZOOM ミーティングに切り換えてから参加

は，ドラッカーの真意を理解することを目

禍の収束以降は，年に 1 〜 2 回開催したい

ラッカー学会の活動を推進していくために開

費は無料です．

的としているために，まずドラッカーの英

と考えています．その際も，会場への直接

かれていた推進会議がルーツです．毎月 1 回

5 . 開催実績

語の原文の翻訳から始めるので，英語の読

参加が出来ない方にもオンラインで参加

の推進会議はドラッカー学会の運営に関する

ドラッカー・サロンは，ドラッカー学会設

いますが，毎回遅くまで議論が続きます．

・開始時からの延べ参加者数と開催回数
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直近 1 年の延べ人数：121 名（2020 年 10 月

◎ドラッカーの窓から明日を考える研究会

〜 2021 年 9 月，12 回開催）
．
2019 年 5 月 再 開 第 1 回 か ら の 延 べ 人 数：

「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」

238 名（2019 年 5 月 〜 2021 年 9 月，29 か
月中 28 回開催）
．
・2020年10月〜 2021年9月までの活動報告
前述のとおり，COVID- 19 のため，2019
年 4 月から ZOOM ミーティングによる開
ティングによる開催を続けています．この
1 年は時事問題からテーマを設定，以下の
表のテーマで議論を行いました．テーマの
参加者への告知は開催日のほぼ 5 日前で，
発表希望者が 10 分のプレゼンテーション
を行い，議論をするという形態で行ってい
6. 2021 年 10 月以降の活動計画

最近は，発表者を募らなくても毎回自主的

引き続き，ZOOM ミーティングによる開

にテーマについて資料を作成し，プレゼン

催を継続します．遠方からオンラインで参加

テーションをしてくれる参加者が増えて

可能な ZOOM ミーティングの特長を生かし

会が盛り上がっています．

て，遠方からの参加者も募る予定です．より

開催日

テーマ

参加
者数
7

多くの参加者に身近な時事問題をドラッカー
の視点から議論して頂き，ドラッカー・マネ
ジメントを実践に活かすきっかけづくりの場

10 月 23 日

ノーベル賞と日本の教育

11 月 20 日

民主主義とドラッカー  これか
ら民主主義はどうなるのか

6

12 月 25 日

はやぶさ2の成功と MRJの失敗

6

の会議室でドラッカー・サロンをスタート

1 月 29 日

DX は人々を幸せにするか？

12

し，何度かの中断を経て，2014 年 4 月に新

2 月 26 日

新型コロナとオリンピック

12

生ドラッカー・サロンとしてスタートしてか

3 月 26 日

渋沢栄一とドラッカー

15

らも 7 年以上が過ぎましたので，そういった

になれば良いと考えています．
2011 年 9 月に文明とマネジメント研究所

意味でも何らかのイベントが出来ればと考え

個の時代自由で機能する社会とは（花松氏）
，

は，2007 年 6 月に設立されたドラッカー学

「渋沢栄一の人と思想」
（北村氏）
，
「SDGs が

会の中でも歴史のある研究会です．最近の活

我々の目指すべきゴールか？」
（上野氏）とい

動を紹介します．

った最近話題になり議論を呼んだテーマや社

1. 研
 究会の目的は「ドラッカーの考えをもと

会現象のものが取り上げられています．
3 . 研究会メンバーが自由闊達な議論を行なう

に社会の課題を考える」

催になりましたが，引き続き ZOOM ミー

ます．
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「ドラッカーの窓から明日を考える」とい

研究会の活動時間は 1 回あたり 3 時間で

うタイトル通り，
「今日起こっている社会的

す．実際の議論では途中で休憩を設け，前半

な問題に焦点を当て議論する」ことを目的に

と後半に分けて議論をしています．
議論では，

設立されました．単にドラッカーの考えを理

ZOOM のブレークアウトセッションで先ず

解するだけでなく，その考えを実践するため

少人数で議論し，そのあと全体で議論をしま

に，ドラッカー的思考により社会的な課題の

すので，
初めての方でも気軽に参加できます．

解決策を導くところに特徴があります．

議論の仕方については，それ以外に特に制約

原 則 と し て 毎 月 第 2 土 曜 日 の 13：00 〜
16：00 に，主宰者 藤島秀記理事を中心に，

はなく，比較的長めの時間をとっていますの
で，かなり深い議論ができます．

中野羊彦理事が幹事となって，15 名ほど

研究会のメンバーは 15 人ほどですが，経

で活動しています．以前は，御茶ノ水の明

営者，ビジネスマン，大学講師・教授，コン

治大学の一室を借りて議論をしていました

サルタント，医療関係者，教育関係者など多

が，コロナ禍が起きて以降は，去年の春以降

種多様な人がおり，いわば専門知識と門外知

ZOOM を使って実施するようになりました．

識との連携，ある時は激しいぶつかりあいに

2. 各
 メンバーがテーマを提出し，テーマを

よる知識創造の場となっています．研究会で

もとに議論を行う．

は，特に若い人や女性の方の参加を歓迎して

研究会では，メンバーの 1 人が自分の好き

います．

なテーマを発表し，それをもとに研究会の皆

ZOOM は，実際に会員同士が顔を合わせ

で議論をします．ちなみに今年の直近 4 ヶ月

ることができないというデメリットがありま

間の発表テーマは以下のようになっていま

すが，逆に遠隔地の人の参加が可能になった

す．

というメリットもあります．定年で山口県に

・「ドラッカーの知識概念から思考する自

帰郷されて会に参加できなくなった人が，リ

4 月 30 日

「子供の貧困社会：日本」を考
える

14

5 月 28 日

「地球温暖化問題と脱炭素」を
考える

11

6 月 25 日

「日本の少子化」を考える

11

7 月 30 日

「経営陣の高額報酬」を考える

8

8 月 27 日

「フェイクニュース」について
考える

8

・「マネジメント・スコアカードの理念と

9 月 24 日

「学び直し」について考える

11

実践」――VTR 版ドラッカー「会社は

研究会の参加はドラッカー学会の会員の方な

誰のためにあるか」より

らどなたでも歓迎です．幹事の中野羊

ています．

―佐藤幸雄氏

モートのお陰で再会することが可能になりま

―福田英男氏

した．さらに研究会のテーマによっては，会

・「人口減少社会のデザイン」――我々の

員以外の専門研究者が参加する機会ともなっ

由で機能する社会」 
・「ポスト資本主義社会」


「歴史と強まる若者のローカル志向」の
意味

―若林良樹氏

―藤島秀記

上記以外に「資本主義の新段階 ― コロナ
禍以降の社会変化」
（谷崎氏）
，
「新しい現実」
― 商業主義・産業主義・知識社会 ― 再び

ています．
このように，遠隔地の方やお忙しい方でも
広く参加を歓迎しています．

彦氏までご連絡ください．
（メール宛先 nakanoyo@jcom.zaq.ne.jp）
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◎ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会
1 . 活動主旨：

いている．

2012 年 8 月より活動を開始したわが「ドラ

換言すれば，机上の学問や自己満足的な解

ッカー・マネジメント＆イノベーション研究

釈にとどまること，概念論のみの議論に甘んじ

会」は，ドラッカーの理論の両輪であるマネ

ることを，厳に戒めているということである．

ジメントとイノベーションを高次に融合・統

われわれの定義によれば，
“勉強”や著述

合させながら導き出した知見や解釈を，自ら

などの行為は「実活動のための事前準備」
，

の事業活動，社会活動に応用展開していくこ

あるいは「事前仮説の構築作業」に過ぎない．

とを通じて，社会に貢献することを目的とす

あくまでも実践を通じて，人間ならではの

る研究会である．

豊潤かつ繊細なセンサーたる「五感，知覚能

大きな特色のひとつとして，これまでの学

力，深層心理による受容」を擁して獲得し創

習アプローチとはまったく発想が異なる，デ

出した（暗黙知的なものを含む）知見や解釈

ジタル時代，AI ／ IoT 時代の「次世代型ビ

が「真の学習」の姿であり，そこに至る過程

ジネスパーソン」／社会・産業における「起

を含めた総合的な方法論，および社会価値た

業家・事業家」育成・発掘プログラムとして，

る成果の創出をめざしているのである．

「事業・人材プロデュースプログラム」を中

4. 活動概要：

核サービスとする事業を立ち上げ，すでに

当研究会では，昨今の社会事象や，メンバー

10 社を超える導入実績を有し，さらに拡大

が実務レベルで抱える問題や課題をケーススタ

を続けている．

ディとして取り上げ，深い洞察力と分析力，責

2 . 構成メンバーの概要：

任ある判断力を養うことをめざしている．

当研究会のメンバーは，
上場企業の経営者，

特に昨今の IoT やデジタル・トランス・フ

ベンチャー起業家，企業再生プロフェッショ

ォーメーション（DX）などによる，企業や

ナル，国立研究機関の研究者，新規事業の最

組織の事業構造革新の本質や，その目指すべ

高責任者，エンジニアリング部門の熟練技術

き方向性などに加え，AI や量子コンピュー

者，経営戦略コンサルタントなど，さまざま

タ，遺伝子工学，ロボティクスの可能性など

な分野における実績を有すると同時に，事業

にも着目し，それらが社会に与える影響など

活動の実務と本質を深く理解したメンバーで

についても考察の対象としている．

構成されている．先端テクノロジーに関する

また，これらの活動を担う「人」の重要性

テーマを取り扱うことが少なくないため，全

にも注目し続けてきており，特にビル・ゲイ

般的に工学・理数系のバックグラウンドを有

ツの登場以降に青年期を迎えた，アフター・

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

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

われわれは社会における活動を行う実務家

になる可能性にも注目してきており，冒頭に

の集団である．よって当研究会では，社会的

述べた，
「起業家・事業家」育成・発掘プロ

普遍性が高い，実在するテーマを対象とし，

グラムとしてのサービスに結実している．

多様なメンバーによる討議・分析を行い，マ

さらには，喫緊の社会課題である，こども

ネジメント＆イノベーションの領域におい

の貧困化の問題にも目を向け，子供食堂など

て，より本質的な解釈や新たなコンセプトを

社会支援組織の活動や，保育など幼少期にお

見出し，汎用化，普遍化を行い，社会におけ

ける育成環境の問題点の討議にまで視野を広

る実際の活動に生かすことを活動の中心に置

げている．

5 . 研究活動報告（抜粋）
：
※当研究会では，先端テクノロジーや知
的財産，メンバー所属組織の構造的な
問題など取り扱いに注意を要するテー
マを取り上げることが少なくないため，
公開可能なもののみを抜粋し提示した．
◆研究テーマ：
「日本の生産性について」
◆実施日：2021 年 5 月 6 日（木）
・ 一国の生産性という場合に，従来は，
GDP を総労働時間で割って求めるこ
とが一般的であったが，これだけ働
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識とされる価値観に切り込むような
議論がなされている．
◆テーマ：
「二極化する人材〜我々は何が
出来るのか」
◆実施日：2021 年 7 月 29 日（木）
・ 現在，人材は，Ⓐアーティスト型と，
Ⓑ運動選手型（※）に分けられつつあり，
日本の人材の 99％がⒷの人材である．
※：この場合，明確な評価・達成基準がある，
という意味で「運動選手」という言葉を比
喩的に用いており，運動選手自体の価値
を否定するものではない．

き方が多様になってきている現状で

・ Ⓐの人材は，新しい世界観や新しい

は，国全体を一つに扱う生産性より

意味を創造でき，従来の評価基準で

も，世代別やワークスタイル別など

は測定が不可能で，再生産ができな

の切り口で生産性を分析しない限り，

い人材である．これからの日本の社

有意義な解釈は得られない．

会を牽引して行く上で，欠かせない

→ブ ー タ ン の GNH
（Gross National

人材である．

Happiness ＝国民総幸福量）の背景

・ 一方Ⓑの人材は，明確な達成基準や

にある考え方などは研究の余地が

その達成のための方法論が可視化し

あるのではないか．

やすいという特性を持ち，優劣がつ

・ また，若い人たちの働くことへの価値

けやすく，測定が容易である．換言

観が大きく変化して来ており，例えば

すれば，
（管理的な）教育や指導がし

複数の名刺を持って，さまざまなシチ

やすく，平均的な力量に基準を置く

ュエーションで働く人間が増えている

とするなら，基本的に再生産が可能

昨今の状況において，GDPのような大
ぐくりかつ工業生産的な数値を議論す

な人材である．
・ Ⓐの人材は，少なくとも従来型の教育

ることにどれだけの意味があるのか，

では育成することが出来ず，さまざま

再考しなければならない．

な刺激や感動を吸収しながら自ら育っ

・ さらに，日本型組織においては，高

ていく環境を用意することぐらいしか

齢者でも引き続き勤められ，結果と

できないゆえ，特にこれらの新しい価

して影響力を行使し続けてしまうこ

値・時代を創出する若者が育つ環境の

とによる弊害（人材の新陳代謝が進ま

あり方を根本的に考え直し，再構築し

ない等）を含めた分析なども視野に入
れた議論が望まれる．

ていくことが重要である．
◎【筆者注】人材については，当研究会

◎
【筆者注】当研究会メンバーの特性で

の大きなテーマの一つである．時代

ある，一定レベルのポジションにお

の要請に応えられる，あるいは新し

いて人材マネジメントに心を砕いて

い時代を切り拓いていくことができ

きた経験を有するメンバーにより議

る人材像，およびそういったポテン

論が行なわれることで，現実面を加

シャルを持つ人材をどのように見き

味した多角的な分析が可能であり，

わめ，自ら育つ環境を用意し，世に

上記のような社会的な前提や共通認

送り出していくことができるかにつ
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いて，どのようなアプローチが考え

テーマを取り上げることも少なくない

られるか等々の問題意識をもって意

ため，理工系のバックグラウンドがあ
ればなお可（必須ではない）
．

見交換を行っている．
6. 開
 催頻度，およびメンバーの要件（募集要項）
：

7. 代表者・および連絡先：
◆代表者：田中  純（たなかきよし）

◆開催頻度：原則として毎月または隔月の

株式会社ジェイ・ティー・マネジメント

第一木曜日または第二木曜日の夕刻．

代表取締役，

◆場所：芝浦，豊洲など東京都内企業の会

国立研究開発法人

議室，またはオンライン．

産業技術総合研究

所 情報・人間工学領域

◆メンバーの要件：企業経営者，起業家，

領域長補佐（幹部職員／招聘研究員）

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

連絡先：以下のサイト（株式会社ジェイ・テ

よびイノベーションを実践する立場に

ィー・マネジメントのホームペー

あり，かつ積極的な姿勢で切磋琢磨して

ジ）の「お問い合わせ」ページより

いただける方の参加を期待する．なお，

コンタクト願います．

工学・数理的な知識を要する技術的な

https://www.jtm-tanaka.com/

◎渋沢ドラッカー研究会
主催者：井坂康志

に，風通しのよい場です．ぜひ訪れてみてく

［趣旨］

ださい．

コンセプトは知の温泉―．Facebook では

［主な活動］

800 名以上の会員を擁しています．個の力を

お問合せはお気軽に

見つめなおし，学びの回路をオープンにする

メール：shibu.drucker@gmail.com

場を目指しています．温かなヴォイスととも

（担当・五島優子）

日付

区分

場所

参加人数

1月9日

渋ゼミ

耳人間７「ドストエフスキーの魂に出会う」

タイトル

zoom

20

1 月 23 日

渋ゼミ

耳人間８「追悼・半藤一利氏」

zoom

25

2月6日

渋ゼミ

耳人間９「村上春樹」

zoom

30

備考

ドラッカーマネジメント研究会は、ドラッ

を読み進めるオンライン読書会を開催して参

カー学会 名古屋 Study Group として、マネ

りました。大阪からファシリテーターしてい

ジメントに関する本を読み進める「読書会」

ただいたり、東海地域や中部地方の学びたい

を月に 1 回程度開催しております。

方々とつながり、
学び合うこともできました。

「読書会」は、指定本を毎回 1 章ずつ事前

ポケ大

人生が変わる「ドラッカーのセルフマネジメント」

zoom

200

講演：吉田麻子氏

ポケ大

渋沢栄一とドラッカー

zoom

180

講演：國貞克則氏

3 月 27 日

限定

ドラッカーで読み解く『失敗の本質』

zoom

50

定員：50 名

4 月 10 日

限定

ドラッカーで読み解く『失敗の本質』②

zoom

50

定員：70名(前回参
加50名＋新規20名)

2021 年度は、読書会の継続を目標に、東

に読み込み参加し、話し合い、理解を深める、

海・中部地区でのマネジメントの実際と課題

全員参加型アウトプット重視の勉強会です。

などを見つけながら、学び合える仲間の輪を

読書会の目的は下記の 3 つ。

広げたいと考えております。他のマネジメン

1. 全員アウトプットをすることでマネジ

ト関連のオンライン勉強会を見つけ、応援・

メントをより深く理解すること。

後援できたらおもしろいと考えております。

2. それぞれの実務経験に基づいたアウト

実際に、既存メンバーのそれぞれの勉強会も

プットをしてもらうことで、他の業界の

あり、またご紹介いただいた勉強会もありま

知識など幅広い教養を身に付けること。

すので、何だかの連携ができたら幸いです。

3. マネジメントについてよく知らない方

今後はリアル開催も可能になっていくでしょ

からベテランまで誰でも参加できるこ

うが、毎年 2 月の SG の総会もできておりま

と。

せんので、特別な機会にできればと考えてお

2020 年度は、
オンラインにて『経営の真髄』

ります。

を課題本として、1 章ずつ読み進めている読

ドラッカー・マネジメント研究会（ドラッカー

書会と、それとは別にマネジメント関連の本

学会名古屋SG） 名節弘康

◎ドラッカー学会京都 SG
1 . 研究グループ名

んでおります。
5 . 活動概要

2 . 代表者名

2月6日

- 未来創造の方法論 -

◎ドラッカーマネジメント研究会（名古屋 Study Group）

ドラッカー学会京都 SG

3 月 13 日
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課題図書を決め、月 1 回（原則第 2 火曜日

NKE株式会社 代表取締役社長 中村 道一

の 19 時 30 分から 20 時 30 分に開催）読書会

医療法人社団千春会 管理部

を開催しております。
それぞれの考えや意見、

向井 弘美

3 . 参加メンバー数（概算）
5人
4 . 研究目的

課題図書から学んだこと、
疑問等を持ち寄り、
参加者全員で考察することで気付きを得る場
としております。2010 年より読書会をスタ

4 月 29 日

ポケ大

『新版ドラッカー・スクールで学んだ本当のマネジメ
ント』出版記念 藤田勝利×井坂康志 ONLINE対談

zoom

232

講演：藤田勝利氏

5月8日

ポケ大

『
「ピアノ習ってます」は武器になる』出版記念
大内孝夫×井坂康志 ONLINE 対談

zoom

264

講演：大内孝夫氏

しての人間が幸福であること」を目指し、そ

えました。

6 月 12 日

ポケ大 「ドラッカー×社会学 コロナ後の知識社会へ」

zoom

100

講演：多田治氏

れぞれの人が属する組織において高度の成果

6 . これまでの活動内容

6 月 19 日

ポケ大 「ドラッカー×社会学 コロナ後の知識社会へ」補講

zoom

7月4日

「何がこの世界のかたちを変えつつあるのか」ア
ポケ大
イソレーションズ トーク＆ライブ

zoom

8 月 14 日

ポケ大

マクルーハン×ドラッカーー知の21世紀枠 頂上対談

zoom

212

10 月 16 日

ポケ大

「未来を大きく変えるドラッカーの問い Drucker
for Survival」＆詩集「古道」出版記念講演

zoom

178

ドラッカー学会京都 SG は、
「社会的存在と

ートし、2021 年 10 月で 100 回目の開催を迎

今年度は対面での読書会は避けすべてオン

講演：多田治氏

をあげ、
責任あるマネジメントを学ぶために、

講演：多田治氏

課題図書を紐解いております。ドラッカー理

ラインにて開催いたしました。ドラッカー学

論を実践していこうとする方々と語り合うこ

会のイベントカレンダーにてZoomのURLを

とで得られる学びから、自らの視座を上げる

記載しており、今後対面での読書会を再開し

ことのできる勉強会にしていきたいと取り組

た際もオンライン配信は継続する予定です。

講演：中澤豊氏
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課題図書としましては、昨年から引き続き

して高台寺塔頭のご住職さまのご法話の拝聴

『ドラッカー 5 つの質問』とし、今年の 4 月に

と坐禅を体験、2012 年には京の奥座敷亀岡

最近ではドラッカーのマネジメントとは

読み終えております。
その次の課題図書には、

で 300 年の歴史を刻む武家屋敷を守る女将さ

大きなギャップがあると感じていた会社に導

ドラッカー思想のエッセンスが詰まった『現

んのイノベーティブなお話を伺いました。伝

入しているマネジメントシステム（ISO）も、

代の経営（上）
』を再び課題図書とし、新型コ

統を守りつつも新しいことに挑戦する、とい

うまく活用すればドラッカーが目指していた

ラッカーや上田先生のおかげでコロナ禍でも

ロナウィルスにより大きく変容した現代にお

うような相反するお話からイノベーション

マネジメントに近づく可能性があると感じて

楽しい毎日を過ごすことができていることに

いて変わらないものを見つめ直すという観点

への知見を深めることができました。その

おり、そのノウハウを吸収していこうと積極

感謝し、引き続きドラッカーのノウハウを実

から読み進めております。

後 2016 年には医療法人社団千春会病院様が

的に取組んでいます。

践して成果をあげていきたいと思います。

これまでの活動としましては、2010年7月

トを学んできたおかげだと思います。

上田惇生先生はドラッカーから「還暦を過
ぎると人生が楽しくなるよ」と言われたこと
を楽しそうに語られていました。
還暦は 4 年前に過ぎてしまいましたが、ド

運営する介護老人保健施設「春風」を訪問し、

の『P・Fドラッカー理想企業を求めて』を皮

介護現場のマネジメントを、同じく 2016 年

切りに、
『現代の経営（上・下）
』
、
『イノベー

には創業 100 周年を超える牛乳石鹸共進社株

ションと企業家精神』
、
『経営者の条件』
、
『創

式会社様を訪問し、伝統的な製法での石鹸作

造する経営者』および『プロフェッショナル

りを拝見しました。このような現場へ赴く機

の条件』
『明日を支配するもの』
『ドラッカー 5

会を通じ、より実践的な学びを得て参りまし

つの質問』と様々な本を読み進めました。異

た。

なる業種業界の方々との意見交換は毎回新た

京都 SG では、
「社会的存在としての人間が

な気づき・刺激にあふれおり、その気づきが

幸福であること」を目的とし、仕事だけでな

より深い議論の呼び水となっております。

く家庭やコミュニティなど様々な場所で高い

読書会以外のこれまでの活動として、京

成果をあげられるよう、実践と参加者全員と

都 SG では京都らしさを取り込んだ『京都で

語り合うことで得られる学びから、自らの視

集う会』および、他府県での施設訪問等を実

座を上げることのできる読書会にしていきた

施して参りました。2010 年には、第一弾と

いと考えております。

◎高知ドラッカー読書会
・2020 年度〜 2021 年 9 月末までの活動報告
2020 年 4 月

新型コロナの影響で休会

5月

新型コロナの影響で休会
↓

部第４章を読んで共有。
↓
↓
2021 年 7 月 「非営利組織の経営」第Ⅲ

部第３章を読んで共有。

2020 年 6 月 「非営利組織の経営」第Ⅰ

部第１章を読んで共有。
↓

8月

9 月 「非営利組織の経営」第Ⅲ

部第４章を読んで共有。

↓
11 月 「非営利組織の経営」第Ⅱ


新型コロナの影響で休会

・2021年10月〜 2022年3月末までの活動計画

部第３章を読んで共有。

引き続き、
「非営利組織の経営」のⅢ部第

12 月〜 2 月   新型コロナの影響で休会

５章から始め、第Ⅳ部、第Ⅴ部と各１章ご
と毎月読み進め、会員間で意見や感想を共

◎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 13 年目です。
コロナ禍の影響で去年の春からは ZOOM
によるオンラインで行っています。
メンバー的には常連さんばかりで5名～ 6名
ですが、コロナ禍によって日本に来られなく

会で出会った人達とネクスト・ソサエティに
とです。
新しい仲間と新しいことを始めるときに
は、経営者に贈る 5 つの質問等のドラッカー
のノウハウが非常に役に立ちます。
現実的には、それぞれが抱えている課題

最近の教材は「ドラッカー 365 の金言」を

や環境が違うことから、ビジョンを合わせる

使用しており、ZOOM による勉強会はロケ

ことさえ想像以上に難しいことも分かりまし

ーションフリーで移動時間が不要ということ

た。

私はドラッカーの勉強会を開催したこと
で、非常にたくさんの素晴らしい人達と出会
うことができました。
今挑戦していることは、ドラッカーの勉強

また、サラリーマンではあまり考えること
が無かった資金の問題や収入をあげることな
ども真剣に考えるようになりました。
様々な年齢や業種の人達と対等に話がで
きるのも 15 年近くドラッカーのマネジメン

有していく。

◎ドラッカースカイプ勉強会（2011 年 6 月〜）

向けて小学生を中心とした塾を立ち上げるこ

て中国から参加して下さっている方もいます。

に大きなメリットを感じています。

2021 年 3 月 「非営利組織の経営」第Ⅱ


■活動内容

■毎週の流れ

・「ドラッカー 365 の金言」の 1 日分を指定

日曜日 勉
 強 会 の 管 理 者（ 竹 村 ）が 日 曜

して、参加者がその箇所の感想や意見をス

日 に 次 回 の 学 習 箇 所 を 設 定 し、

カイプで交流する勉強会として、2011 年 6

Facebook 上でイベント告知を行い

月にスタート。

ます。参加者を希望される方は、イ

・ 毎週金曜日の早朝、6：15 〜 7：00 に開催
しており、2021 年 10 月 15 日時点で、533
回目となっています。
・ イベント告知と参加集約は、Facebook 上
にある「ドラッカーを学ぶ」のページで行
い、関心を持った人は誰でも無料で参加で
きます。

ベント告知の中にある「参加」のボ
タンを押して意思表示を行います。
水曜日 参
 加者の人数を見て、1 グループ 5
人前後になるように、グループ分け
を行いイベント告知のページにて
「グループ分け発表」を行います。
各
 グループには、あらかじめ協力承
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諾を得ているファシリテーターが入

ったご褒美として、
「断絶の時代」をいた

るようにします。

だきました。この読書会が 6 月で終わった

金曜日 定
 刻になると、各グループのファシ

のですが、やめてしまうのはもったいない

リテーターから、自分のグループの

と、八木氏の提案で彼が Facebook 上に作

メンバーにスカイプのグループコー

っていた「ドラッカーを学ぶ」というペー

ルを行い、勉強会を始めます。最近

ジに、毎週開催するイベントとして立ち上

は、Zoom を使用するファシリテー

げました。

ターもいます。

・ ドラッカー学会大阪 SG のメンバーをはじ

■勉強会について

め、Facebook で告知するイベントなので、

・ 1 グループは約 5 人で、最近は 3 グループ

全国各地のドラッカーのファンが集まっ

ですすめています。
・ スカイプも Zoom も、音声のみでカメラは
使用していません。
・ 最初に 1 人 1 分ぐらいで、それぞれの「近
況報告」を話します。

ています。いろんな業種の、さまざまな年
代の方がおられますので、同じ学習箇所を
読んでいても見方や考え方が違うので、毎
回たくさんの気づきがあります。
・ 第 1 回目から参加のメンバーもいますし、

・ 次に、その日の学習箇所の感想と、学習箇

毎年メンバーは入れ替わります。これまで

所についてみんなで話し合ってみたいお

に参加したことがある人の人数は、約 100

題を一人 1 つずつ出し合います。

人です。最近、初めて海外の方（台湾）の

・ 参加者から寄せられたお題を、ファシリテ

参加がありました。

ーターが順に尋ねていき、お題を出した人

・ 以前は、この勉強会のスピンオフ企画とし

が最後に感想や意見を述べる、という繰り

て、別枠で 1 時間から 2 時間程度の勉強会

返しをすすめます。

を時々スカイプで開催していました。最近

■会の成り立ちや現在のようすなど

は、2021 年 2 月に、この勉強会の 500 回記

・ この勉強会ができたきっかけは、ドラッ

念で交流会をもちました。

カー学会員であった八木創平氏と竹村が、

・ Facebook に、
「ドラッカーを学ぶ」とは別

2011 年 3 月より月曜日から金曜日までの

に、
「ドラッカースカイプ勉強会」のコミ

毎朝、スカイプで「断絶の時代」の読書会

ュニティページをつくっており、勉強会で

を始めたことが始まりです。

話したことや、その他の交流なども行って

・ 私たち 2 人は、当時「もしドラブーム」に

います。

沸くドラッカー学会大阪支部の月次勉強

■ Facebook の「ドラッカーを学ぶ」の URL

会で知り合い、ともに 2010 年度に皆勤だ

https://www.facebook.com/druckerfan
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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

Vol. 5 2011 年Ⅰ
■巻頭

発刊の辞............................................................................................................................. 藤島秀記
『文明とマネジメント 2011 年Ⅰ』刊行にあたって.......................................................... 上田惇生
■総会・講演会資料（5 月 14 日）
第 6 回 総会・講演会プログラム
ドラッカーと松下幸之助 ― その共通の視座から学ぶべきこと................................... 渡邊祐介
事業再生とドラッカー.......................................................................................................... 安嶋明
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」でのある風景
― すでに起こった未来と日本企業としての備え.......................................................... 花松甲貴
われわれがドラッカーに学んだもの............................................................................ 小林陽太郎
『現代の経営』と私の経営.............................................................................................. 茂木友三郎
■論文 ― イノベーションの新展開
P. F. ドラッカーによる「イノベーションの発明」
― 『イノベーションと企業家精神』
（1985 年）の歴史的意義....................................... 坂本和一
ドラッカーにおける「マーケティング」と「イノベーション」........................................ 三浦一郎
社内企業家とイノベーション............................................................................................... 肥塚浩
「経済の暗黒大陸“流通”」再考.............................................................................................. 白珍尚
ドラッカー「シアーズ物語」におけるリチャード・シアーズの評価をめぐって.......... 西川英臣
接着剤のマーケティング................................................................................................... 森村正博
■一般投稿論文
第 2 回グローバル・ドラッカー・フォーラム・ヴィエンナ 2010 における
イノベーション概念の展開とその意義................................................................................ 安井猛
ドラッカー・プレミアムとドラッカー・スタディーズ関係性の考察................................ 佐藤等
知識イノベーションとドラッカー「教育革新論」の周辺............................................... 宮内拓智
コンプライアンス再考...................................................................................................... 伊藤末高
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産業人ヴァルター・ラーテナウ ― P. F. ドラッカー初期著作（1933 − 1942 年）の
政治的射程.......................................................................................................................... 井坂康志
■論考 ― 思索と実践
ドラッカーの経営戦略論にもとづいた新たな戦略マップの提案.................................. 浅沼宏和
ドラッカー・マネジメントにおける知覚......................................................................... 丸山有彦
マネジメントに織り込まれた「自由の条件」................................................................... 和光良一
ドラッカー思想の革新...................................................................................................... 疋田秀裕
■活動報告
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針
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■講演録
［講演］われわれがドラッカーに学んだもの............................................................... 小林陽太郎
［講演］
『現代の経営』と私の経営.................................................................................. 茂木友三郎
■活動報告
会員へのお知らせ
会計報告等
支部・研究会の活動
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 7 2012 年Ⅰ
Vol. 6 2011 年Ⅱ
■巻頭

巻頭の辞............................................................................................................................. 藤島秀記
［インタビュー］第二の船出に向けて — ドラッカー学会代表退任の挨拶を兼ねて.... 上田惇生
■研究論文
パラダイム転換迫られる日本の経営 — ドラッカーが見てきた可能性と限界............. 藤島秀記
NFL タンパベイ・バッカニアーズにみるプロスポーツ組織の社会的責任
— 社会貢献活動を通じた戦略的なビジネス基盤の構築............................ 福田拓哉・種子田穣
ドラッカーの科学的管理法の評価をめぐって................................................................. 岸本秀一
「サービスの工業化」とドラッカー................................................................................... 田中浩子
マスキー法に見る企業の社会的責任................................................................................ 石川敦夫
ドラッカー思想の実践例としての CKI
— ホワイトカラーの生産性向上を目指して............................... 桑江曜子・北川聡・前島克好
ピーター・F・ドラッカーに学んだ三人のコーチング・マスターの
コーチング原理と彼らのエグゼクティブの実践に対する意義........................................... 安井猛
ドラッカーの「知覚」概念への心理学的アプローチ
— 社会生態学への心理学の導入可能性の検討................................................................. 佐藤等
非定住的思考の起源 — ツヴァイク，ラーゲルレーブ，ムージルをめぐって............. 井坂康志
■論考
ドラッカーの社会生態学手法で太平洋戦争終結直前における民衆の価値観変化を探る
......................................................... 大木英男
ドラッカーとマネジメントの哲学としての「自己目標管理」............................................. 福山穣
ドラッカーと実業人渋沢栄一に関する一考察
— 渋沢栄一の企業要領を中心として............................................................................ 伊藤末高
経済社会シミュレーターによる政治経済分野での「知的生産性向上」の可能性
— 東洋思想からのアプローチ........................................................................................ 山縣俊夫
専制とマネジメント........................................................................................................... 丸山有彦
［書評］
『経験からの学習 — プロフェッショナルへの成長プロセス』........................... 中野羊彦

■巻頭

ドラッカー研究の意味...................................................................................................... 三浦一郎
学会使命の再認識.............................................................................................................. 藤島秀記
■総会・講演会資料（2012 年 5 月 26 日）
第 7 回  総会・講演会プログラム
【会員研究発表①】今後の医療について............................................................................... 井上薫
【会員研究発表②】人事に生かす「実践するドラッカー」................................................ 川口博己
【会員研究発表③】アミュレット事業戦略検討シートについて.......................................... 市川充
ドラッカー研究の未来...................................................................................................... 三浦一郎
『ドラッカーの警鐘を超えて』 — 自著を語る................................................................ 坂本和一
Living in More Than One World: A Different Way of Looking at Your Life
................................. Featuring Bruce Rosenstein in a Conversation with Joseph Lee
■研究論文
技術官僚批判の意味するもの —『現代の経営』から『マネジメント』へ..................... 三浦一郎
生協経営に学ぶガバナンスと社会的責任......................................................................... 奧村陽一
現代地域コミュニティと社会的排除についての一視点.................................................. 小沢道紀
知識労働者のマネジメント再考........................................................................................ 石川敦夫
市場のグローバリゼーションと流通小売業.................................................................... 田中浩子
“Management Accounting”の迷走に関する要因の考察
— ドラッカーのマネジメントからのアプローチ.............................................................. 佐藤等
ドラッカーによるマークス＆スペンサーの評価をめぐって
— ミッションとしての「社会革命」を中心に................................................................ 西川英臣
Peter Drucker, the Down-to-Earth Management Thinker......................... Winfried W. Weber
■論考

ドラッカーのマーケティング発想.................................................................................... 大木英男
［実践レポート］山城屋おんな経営記........................................................................... 真田千奈美
［対話］ポストモダンの作法としてのマネジメント...................................... 上田惇生・井坂康志
■関連論考
ドラッカー思想の起源..................................................................... ベルトホルト・フライベルク
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教養としてのマネジメントの起源........................................................ ジョゼフ・A・マチャレロ
技術史家としてのドラッカー.......................................................... メルヴィン・クランツバーグ
■講演録
ドラッカーは何を語り，何を語らなかったのか............................................................. 三浦一郎
『断絶の時代』と現代 — 旧訳と新訳の間で何が起きていたか...................................... 藤島秀記
日本社会の病根 —「劣化する知性」を打破するには？.................................................. 阪井和男
ドラッカーと世阿弥 — 新しさのマネジメント......................................................... 土屋惠一郎
■活動報告
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針
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■講演録
ドラッカー研究の未来...................................................................................................... 三浦一郎
『ドラッカーの警鐘を超えて』―自著を語る................................................................... 坂本和一
■活動報告
報告
研究グループの活動
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 9 2013 年Ⅰ
■巻頭

Vol. 8 2012 年Ⅱ
■巻頭

第 8 回年報刊行に寄せて.................................................................................................... 三浦一郎
果たすべき役割.................................................................................................................. 谷崎敏昭
文明とマネジメント研究所との協働に寄せて................................................................. 阪井和男
■研究論文
ドラッカーとバーナード ― 両者に通底するもの.......................................................... 坂本和一
イノベーションの 7 つの機会の利用について ― 缶コーヒーを事例として................. 岸本秀一
知識労働者のマネジメントとフロー................................................................................ 森村正博
まちづくりにおけるドラッカー思想の応用に関する一視点.......................................... 粟島浩二
ソーシャルワーク・スーパービジョンの再構成に関する検討
― ドラッカーの MBO and Self Control を踏まえて..................................................... 星野晴彦
ラフリーにおけるドラッカー理論の具体化............................................................................ 肖栄
“Management accounting”の迷走に関する要因の考察
― ドラッカーのマネジメントからのアプローチ.............................................................. 佐藤等
■論考
「ドラッカー・マーケティング」を散歩する.................................................................... 大木英男
ASTD に見るドラッカーの「知識労働者」の育成の潮流について................................ 中野羊彦
組織の社会的存立について............................................................................................... 丸山有彦
『経営者の条件』から学ぶこと.......................................................................................... 根岸正名
経済社会シミュレーターの意義と問題解決能力そして実現への道
― 見えてくる未来社会の構造........................................................................................ 山縣俊夫
［対話］観察法の観察....................................................................................... 上田惇生／井坂康志
ポスト「もしドラ」時代のドラッカーマネジメント........................................................ 岩崎夏海
■関連論考
知識労働者のためのセルフ・マネジメント............................................... ジェレミー・ハンター
ドラッカーに学ぶ自分の可能性を最大限に引き出す方法............. ブルース・ローゼンステイン
コンサルタントの条件.................. ピーター・F・ドラッカー／ジョン・F・ギボンズ（聞き手）

『文明とマネジメント』2013 Ⅰ刊行に寄せて.................................................................. 三浦一郎
■総会・講演会資料（2013 年 5 月 25 日）
第 8 回  総会・講演会プログラム
【会員研究発表①】エネルギーフローと『ネクスト・ソサエティ』.................................. 菅野孝治
【会員研究発表②】
「組織の社会的責任」分科会活動報告 — 事例報告・ISO-26000 による分析・
ドラッカーの言及.............................................................................................................. 北村和敏
【会員研究発表③】もし水原茂・三原脩両監督がドラッカーの『マネジメント』を読んでいた
としたら............................................................................................................................. 田山泰三
私にとってのドラッカー ─ 当学会会員各位へ私が望むこと....................................... 野田一夫
渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く.............................................................................. 渋澤健
ソウルメート — ピーター・ドラッカーの経営哲学とドイツの優良中小企業... Winfried W. Weber
■研究論文
『現代の経営』
（1954 年）を生み出したドラッカーの発想転換（1）................................. 坂本和一
ドラッカー — 視座の定点と変遷…早稲田大学ビジネススクール  ドラッカー経営思想研究部会
利益という概念...................................................................................................................... 佐藤等
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 — その 1
— ギブソンの知覚論から得られるもの............................................................................. 佐藤等
マーケティング・リサーチによって顧客ニーズを把握することはできるか
— 大木英男氏を偲んで................................................................................................... 岸本秀一
日本の小売業研究の基本的視点に関する一考察............................................................. 西川英臣
■論考
大会後記 — 第 7 回ドラッカー学会大会 in 浜松を成功裏に終えて................................ 浅沼宏和
継続学習の方法についての考察 — ドラッカーの意見を活用して................................ 中野羊彦
経済社会シミュレーターによる市民参加型政治システムの本質—工学的アプローチによる理
想の追求と問題の解決...................................................................................................... 山縣俊夫
就職指導講師の能力開発 — 現代の小規模企業における知識労働者の一側面............. 高橋貴之
もう一人のドラッカー — キルケゴールとの対話.......................................................... 宮脇博嗣
もし小中学校に「マネジメント」という教科があれば……........................................ 木之下浩一
マニュアルの再定義........................................................................................................... 丸山有彦
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『創造する経営者』から学ぶこと...................................................................................... 根岸正名
小売業について考えるとき，わたしが考えること............................................................. 若山修
■関連論考
現代の経営に関する評価........................................................................... ロナルド・S・リッチイ
■追悼・大木英男氏
ドラッカーのアドバイスを「読みとる」力...................................................................... 大木英男
大木英男さんの思い出...................................................................................................... 三浦一郎
大木英男さんを偲ぶ........................................................................................................... 上田惇生
大木英男さんを偲ぶ........................................................................................................... 藤島秀記
大木英男氏の宿題.............................................................................................................. 阪井和男
大木英男さんを偲んで...................................................................................................... 谷崎敏昭

大木英男さんを悼む............................................................................................................... 佐藤等
大木英男さんへの追悼.................................................................................................. 佐々木英明
大木英男さんを悼む........................................................................................................... 上野周雄
森の番人としての大木英男さん........................................................................................ 花松甲貴
ちいさな者たちを弁護し続けた人.................................................................................... 井坂康志
■活動報告
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 10 2013 年Ⅱ
■巻頭
はじめに............................................................................................... ドラッカー学会編集委員会
■研究論文

『現代の経営』
（1954 年）を生み出したドラッカーの発想転換（2）................................. 坂本和一
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 – その 2
― ギブソンの知覚論から得られるもの............................................................................. 佐藤等
福祉現場職員のホスピタリティに関する認識に関する検討.......................................... 星野晴彦
マネジメントにおける自由と戦略的曖昧さ〔井坂康志〕................................................. 井坂康志
商業経済論パラダイムとドラッカーのマーケティング的事業観
― 森下とドラッカー....................................................................................................... 西川英臣
ドラッカーの知的業績の人材育成への応用................................................................ 八木澤智正
■論考
人類の進化からみた共通仮想世界の意義と明日の文明の姿
― 政治の枠を超えて経済社会シミュレーターを考える............................................... 山縣俊夫
■講演録
私にとってのドラッカー ― 当学会会員各位へ私が望むこと....................................... 野田一夫

『文明とマネジメント』バックナンバー目次

485

渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く.............................................................................. 渋澤健
Soulmates – Peter Drucker’s Management Philosophy and
German Mittelstand Champions ................................................................... Winfried W. Weber
■関連論考
経営者の先生......................................................................... リンダル・アーウィック，訳／林正
耳を傾け続ける人....................................................... マーシャル・マクルーハン，訳／井坂康志
■活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 11 2014 年
追悼  勇気と希望の人 ドリス・ドラッカー氏
20 0 0 年代に向けての 7 大課題―危機や停滞をも機会として利用する...... ピーター・F・ドラッカー
■巻頭
「実務家」にとってのドラッカー...................................................................................... 花松甲貴
医療とマネジメント........................................................................................................... 真野俊樹
■実践と思索
「ドラッカーのマネジメント」から糖尿病診療を考える

― もし糖尿病専門医がドラッカーの『マネジメント』を読んだら........... 池田雅彦，江木宏志
イノベーションとは新しい責任を創造することである.................................................. 和光良一
山城屋おんな経営記―1000 年企業を目指して............................................................ 真田千奈美
きっと，いろんな仕事がサクサクできるようになれればな.......................................... 根岸正名

■論考
マネジメントフレームワーク―ドラッカー教授の知的業績を活用する試み............ 八木澤智正
ドラッカーとミンツバーグの「マネジメント」観，マネジャーの役割............................. 福山穣
ポストモダン三十六景...................................................................................................... 井坂康志

組織行動を研究するために............................................................................................... 田中文武
リーダーの人間学としてドラッカーを読む.................................................................... 川口博己

■研究論文
『現代の経営』
（1954 年）を生み出したドラッカーの発想転換（3）................................. 坂本和一
渋沢哲学の再考―渋沢栄一の起業と経営理念................................................................. 谷崎敏昭
ドラッカーの経営戦略について............................................................................................ 肥塚浩
プロスポーツにおける顧客創造........................................................................................ 種子田穣
社会福祉サービス従事者のホスピタリティ意識に関する研究
―飲食業従事者の意識と比較して.................................................................................... 星野晴彦
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 – その 3
―ギブソンの知覚論から得られるもの................................................................................ 佐藤等
ドラッカー思想と非営利組織における展開........................................................................ 島田恒
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■講演録
ピーター・ドラッカーの経営理論（マネジメント）と生命の道..................................... 飯島延浩
グレートクリニックを創ろう！ ― 「子供たちの未来のために
世界で一番ハッピーなクリニックを創る！」を目指して............................................... 内藤孝司
■活動報告
ドラッカー学会の公式活動
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針
『ドラッカー－人・思想・実践』
（文眞堂）刊行のお知らせ

Vol. 12 2015 年
■巻頭
もう一つの世界 — ドラッカー・コレクション.............................................................. 三浦一郎
新任理事に寄せて — ドラッカー学会の次の 10 年に思う............................................. 森岡謙仁
ドラッカー学会 10 周年に寄せて........................................................................................... 佐藤等
次の 10 年，ドラッカー研究と実践.................................................................................. 井坂康志
追悼 小林陽太郎氏（元富士ゼロックス会長）
■研究論文
「断絶の時代」 — 1969 年から 21 世紀へ........................................................................ 坂本和一
澁澤栄一と東北開発........................................................................................................... 谷崎敏昭
ドラッカー経営論と日本的経営の再構築............................................................................. 島田恒
「戦略の原理」の継承と適応............................................................................... 寺部優，西條剛央
ドラッカーの思想基盤を築いたナチス分析
— なぜ 21 世紀の先端研究と符合するのか.................................................................... 田中弥生
「第四次産業革命」時代におけるピーター・ドラッカーのイノベーション論
— 倫理とロボティクスに着目して............................................ ポール・マルティン，大伴史緒
「責任と当事者意識のマネジメント」の考察 — ドラッカーの意見を活用して........... 中野羊彦
ドラッカーの考えるテクノロジストのマネジメント..................................................... 石川敦夫
ドラッカーのアウトソーシング論について.................................................................... 岸本秀一
社会生態学の体系化に関する考察 — これまでの小括として........................................... 佐藤等
社会福祉の支援をサービスとする議論に対する検討..................................................... 星野晴彦
ドラッカーのみた「既に起きた未来」 — その 1
社会生態学者としての基本哲学と認識の仕方................................................................. 藤原健一
ドラッカーのみた「既に起きた未来」 — その 2
変わりゆく社会の経済的側面：ドラッカー経済学......................................................... 藤原健一
■論考
ドラッカーが示した「人のマネジメント」における 3 つのバリエーション.................. 落藤伸夫
ドラッカーの教育思想...................................................................................................... 吉植庄栄
『経営者の条件』と自己開発の課題....................................................................................... 佐藤剛
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戦略 BASiCS（ベーシックス）のドラッカーマネジメントへの応用.................................. 桂利治
社会生態学の組織論........................................................................................................... 田中文武
コーポレートガバナンス・コードとドラッカーについての一考察.................................... 森雅司
■【スペシャル・レポート】素顔のドラッカー
ドラッカー成功のカギ , ドリス夫人とウェルビーイング.................................................... 牧野洋
普段着のピーター・ドラッカー.................................... 八木澤智正，執筆協力：Celeste Palmer
2005 年，P. F. ドラッカーに会いに行く.......................................................................... 井坂康志
■実践レポート
ドラッカー思想の後を継ぎ「変革の先頭に立つ」ために............................................ 岡村衡一郎
「位置と役割」における「位置」に対する考察.................................................................. 和光良一
変わりゆく経営と日本への期待........................................................................................ 和田一男
人生をマネジメントする................................................................................................... 福田俊夫
対話と信頼を深め自己実現をはかるマネジメント..................................................... 白仁田裕二
ボンボンの悩み.............................................................................................................. 佐々木康太
ドラッカーさんの新しい本に挑戦した............................................................................ 岩崎夏海
ネクスト・ドラッカリアンを育てよう—MIE のすすめ.............................................. 小笠原雄次
■講演録
世界で戦える企業になる....................................................................................................... 川村隆
■活動報告
学会 10 年の歩み
活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 13 2016 年
ドラッカー ― 今なお，知の回路を開き続ける人............................ ドラッカー学会編集委員会
はじめに........................................................................................................... 三浦一郎，井坂康志
■研究論文
ドラッカーマネジメントに関する信念対立の解明 ― 世界の経営学の「最先端」が
抱える本質的問題とは何か？........................................................................................... 西條剛央
構造構成主義による経営学の科学論的基盤の構築 ― 量的アプローチと事例研究，
そして社会生態学的アプローチの共通地平を目指して.................................................. 西條剛央
「発想転換」なくして「イノベーション」なし ― 私の経験........................................... 坂本和一
小論「日本画に見る日本」にみる社会生態学のフレームワーク....................................... 佐藤 等
ポスト資本主義と社会改革............................................................................................... 谷崎敏昭
わが国におけるスポーツビジネス研究の前提となるもの
― ドラッカー経営学を手掛かりに................................................................................ 種子田 穣
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ドラッカーの社会的責任（CSR）― ドラッカー思想を通してISO26000を再検証する.... 北村和敏
コーポレートガバナンスと内部監査とドラッカー............................................................ 森 雅司
顧客目線を通してみた真の顧客価値―ジャパネットたかたの
アントレプレナーシップ................................................................................................... 石川敦夫
「ポスト資本主義社会」の研究.......................................................................................... 田中文武
知的障害者の地域生活支援に関するホスピタリティ意識形成に関する検討
― ドラッカー理論を踏まえて........................................................................................ 星野晴彦
営業活動における知識労働の生産性に関する一考察
― 米国のセールスマンの創造性研究を中心に............................................................. 中村真介
少子高齢化に対応する食品流通業.................................................................................... 田中浩子
日独企業におけるプラットフォームの事業利用 ― 第四次産業革命における
ドラッカーからの学び...................................................................................................... 大伴史緒
渋沢栄一の壮年期における経営者の選択についての考察.............................................. 薄木伸康
■実践レポート
株式会社 都田建設
株式会社 大和製作所
「記録すること」.................................................................................................................. 名節弘康
■論考
今後の企業内人財育成の変化を考える............................................................................ 中野羊彦
人と仕事のマネジメントがもたらす「位置と役割」......................................................... 和光良一
共有世界実像と新しい文明社会のシナリオ.................................................................... 山縣俊夫
■講演録
フィードバックと学習の原理.............................................................................................. 安冨 歩
「ドラッカー 90 歳 記念講演録」自分自身をマネジメントせよ！
― 知識労働者に課せられた新たな挑戦............................................. ピーター・F・ドラッカー
ガリガリ君のマーケティング戦略.................................................................................... 井上創太
継続学習と実践の成果...................................................................................................... 野村文吾
■活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 14 2017 年
■巻頭
はじめに.............................................................................................. ドラッカー学会 編集委員会
【巻頭対談】エッセンシャル・マネジメントとしてのドラッカー思想の再生
― なぜ，ふたたびドラッカーなのか？...................................................... 西條剛央，井坂康志
■研究論文
「イノベーション」の2つの段階 ―「アイデアによるイノベーション」の役割を考える........ 坂本和一
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The Two Stages for Innovation:Discussion a Meaning and Role of the Innovations Based on
‘Bright Ideas’Performing, Responsible Management is the Alternative to Tyranny and
Our Only Protection Against it: The Unfinished Legacy of Peter Drucker............ Winfried W. Weber
バッキーとドラッカー...................................................................................................... 重本大地
知識社会における個の課題 ― ドラッカー晩年（1990 – 2005）の思想.......................... 井坂康志
社会現象の根本原因と共有世界実像による構造的な問題解決....................................... 山縣俊夫
ドラッカー思想の本質観取 ― 新たな本質観取の方法.................................................. 西條剛央
ドラッカーの著作をテクストとした本質行動学の研究モデル ― 組織構造の原理および
メタ理論の定式化，及びマネジメントツールの作成を通して....................................... 西條剛央
社会生態学へのアフォーダンス概念の導入の可能性に関する考察.................................. 佐藤 等
イギリスでの PFI 導入経緯と日本における PFI 事業での民間事業者の公益性についての
考察..................................................................................................................................... 薄木伸康
アダム・スミスからドラッカーへ.................................................................................... 田中文武
■実践レポート
マネジメントの学び方改革－ 1 〜マネジメント・スコアカード（MSC）の誕生〜....... 森岡謙仁
■論考
クレアモントの旅.............................................................................................................. 五島優子
■活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 15 2018 年
■巻頭
はじめに.............................................................................................. ドラッカー学会 編集委員会
ドラッカーの世界認識と現代........................................................................................... 寺島実郎
■研究論文

ドラッカーの心の鏡に映った日本人―今われわれは文明の転換期にいる................... 藤島秀記
マネジメントのメタ理論 MDPS の構築―構造構成主義に基づくドラッカー・マネジメントと

ダイナミック・システムズ・アプローチの融合............................................................... 西條剛央
小論 社会生態学の視点から考察する『アメリカの民主政治』........................................... 佐藤 等
躍動する保守主義としてのアメリカ産業社会................................................................. 井坂康志
ドラッカーの未完の遺産.................... ウィンフリード・ウェーバー／佐々木英明・井坂康志 訳
愛のフロム , 責任のドラッカー......................................................................................... 重本大地
フランスでの PPP 歴史的発展の過程及び日本での官民連携手法と
コンセッション方式等事業推進についての考察............................................................. 薄木伸康
マネジメントの学び方改革 2―マネジメント・スコアカード（MSC）の成長................ 森岡謙仁
マネジメント・スコアカードで評価する持続可能な社会を構築する組織
― エコシステムとして機能する組織をマネジメントする新たな手法........................ 佐藤幸夫
企業倫理とは何か ― 発生と進化を考察する................................................................. 北村和敏
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地域社会と知識労働者と公共サービス機関.................................................................... 宮内拓智

■追悼・上田惇生先生

■実践レポート

私の第二の人生に重要な影響を与えた上田先生との出会い
― 上田先生の追悼文にかえて........................................................................................ 上野周雄

マネジメント・スコアカードを内部監査に活用する....................................................... 若林良樹
生き生きとした仕事で変革していくために―仕事の意味づけを考える........................ 中野羊彦

“音楽教育の危機”へのドラッカー的処方箋................................................................... 大内孝夫
ポストドラッカー時代のセルフマネジメント.................................................................... 森 雅司
自己目標管理（MBO）とグーグルの OKR....................................................................... 伊藤年一

マネジメントにおけるミッションとモチベーションの関わりについて........................ 土倉晋亮

上田先生への追悼文―出会いと学び............................................................................ 佐々木英明
読書会という経験をとおして「ささやかさ」を教えてくれた人生の恩人上田惇生先生
― 出会いからお別れまで.................................................................................................. 佐藤 等
新しい文明を創るためにドラッカーと上田惇生先生が遺してくれたこと................... 山縣俊夫
生前のご懇情に感謝して................................................................................................... 森岡謙仁
乾物の未来を拓く ― 1000 年企業を目指して............................................................ 真田千奈美

ドラッカーの人間主義的マネジメント―カント，ドラッカー，そして小林秀雄........ 菊澤研宗

上田先生との最後のやりとり.............................................................................................. 福山 穣
断絶 50 年を迎えて ― 亡き上田惇生さんに捧ぐ............................................................. 藤島秀記

■活動報告

上田惇生先生の思い出...................................................................................................... 江成健一
上田惇生先生を偲ぶ........................................................................................................... 谷崎敏昭

■講演録

「誇り」となる会社の作り方.............................................................................................. 蓬台浩明
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研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 16 2019 年
■巻頭
はじめに............................................................................................... ドラッカー学会編集委員会
追悼 上田惇生先生「教育者としてのドラッカー，上田惇生」...... 佐藤 等，国永秀男，井坂康志
■研究論文

ドラッカーの思想における社会と個人 , そして日本....................................................... 重本大地
ドラッカーと社会学的思考の新結合 ― 井坂康志著『P・F・ドラッカー』からの展開. ......... 多田 治
サービス・エコシステムの視点で捉える多元社会における社会的価値の創造
― 経済的価値の共創から社会的価値の協創への新たな潮流....................................... 佐藤幸夫
非営利組織における理念継承問題 ― ドラッカー理論を踏まえて................................ 大澤史伸

学生・企業・教員の対話を軸とした長寿命化・情報化社会における
キャリア意識醸成の試み................................................................................... 藤原 亮，川島眞一
ドラッカー「シアーズ物語」とアマゾンによる顧客の創造 ― 配達を中心に.............. 西川英臣

スポーツにおける顧客の創造と e スポーツ.................................................................... 種子田 穣

マネジメントの学びの改革 3 ― 非営利組織と〇〇資本主義がマネジメントを
学ぶために.......................................................................................................................... 森岡謙仁
国内 PFI 事業の事業者選定段階における官民相互理解のための要点について............ 薄木伸康

■実践レポート

「教育革命と知識社会」参加レポート........................................................................... 佐々木秀昭
フォロワーシップとリーダーシップ................................................................................ 土倉晋亮

上田惇生先生に支えていただいた留学，そして，その先.......................................... 八木澤智正

あるささやかなビルドゥングス・ロマン ― 上田惇生さんと私.................................... 井坂康志
■活動報告
活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 17 2020 年
■巻頭
序........................................................................................................................................ 阪井和男
ドラッカー学会 15 年の歩み

ポスト・コロナのコンサルティング.............................................................. 平尾貴治／井坂康志
■研究論文

資本主義の新段階 ― コロナウィルス禍以降の社会変化............................................... 谷崎敏昭
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
............................................................................................................ 藤原 亮／岩崎 巧
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
............................................... 梶原千歳／船木将伸／松村星海／金井文宏／金井壽宏

野球中継にみる顧客創造 ─ 北海道日本ハムファイターズの試合中継映像を軸に.... 種子田 穣

マーケティング・コンセプトにおける超越論と不可知論 ― ドラッカー顧客志向の可能態と
現実態................................................................................................................................. 宮内拓智
イノベーションと顧客価値 ― 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................................................................................................................................. 西川英臣
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................................................................. 佐藤幸夫
官民連携事業と地域振興 ― 指定管理者による公共施設運営の要点と課題................ 薄木伸康
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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）....................................................................................................................... 北村和敏
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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................................................................................................................................. 齊尾恭子
Peter F. Drucker - conservative christian Anarchist: A dialogue between Peter Paschek
and Winfried Weber

ドイツにおけるユダヤ人問題........................................................................................... 井坂康志
■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）.............................................................................................. 森岡謙仁
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
.......................................................................................................................... 山縣俊夫
ドラッカーに学ぶこれからの教育....................................................................................... 森 雅司
マネジメントと敬天愛人................................................................................................... 土倉晋亮

◇本誌は年 1 回（11 月）の発行を予定しております．編集にあたっては，内容に多様性
を持たせるためにも，広く会員の方からの投稿を歓迎しております．
◇論稿の種類は研究論文に限ることなく，研究ノート，調査・実践レポート，評論・
書評，エッセイなども取り上げたく考えておりますので，積極的な投稿を期待し
ております．
◇編集計画および査読過程との関係上，投稿を予定される場合，5 カ月前を締切りに
原稿を提出していただきます．予定される方は，6 カ月前を目安に学会事務局まで
メールで投稿の意思を表示し題目を届ける必要があります．
◇なお，本誌は刊行からしかるべき時期を経過した後に，学会ホームページで公表します．

【投稿規定および編集方針】

■実践報告
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.......................................................................................................................... 岩佐勇一

【活動報告】2 度目のクレアモント................................................................................... 五島優子
3 つのセルフイノベーション........................................................................................ 原田由美子
■追悼：ジョゼフ A・マチャレロ教授
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............................................................................................... 八木澤智正

（1）投稿資格
◇本会の会員を対象とする．

◇ただし，会の活動に有益と認められる場合，編集委員会の判断により，会員以外
の研究者に寄稿を要請する場合がある．
◇投稿原稿は未発表のものに限る．
◇投稿者の掲載名称は実名とする．
（2）論考の種別・内容

追悼・マチャレロ先生....................................................................................................... 井坂康志

①論文

■活動報告

②ノート

活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

※本規定および方針は，必要に応じて改訂することがあります．

ドラッカーの知的業績に関する理論的研究ないしその実務面への応用に関する論文．
論文に準ずるもの．例えば，研究テーマ，理論・手法についての着想の提示，研
究結果の中間発表，学界・実務界の動向の紹介等．
③実践レポートその他
例えば，企業経営，マーケティング，戦略論等に関する調査レポート，日常業務
から得た実証データの紹介，その他上記に関し特に注目すべき実践事例等につ
いてのレポート等．
④批評・書評
ドラッカー著作，あるいはその関連書籍あるいは論文に関する評論，書評．
（3）原稿作成上の注意
①論文
◇ A 5 判横組，並製，カンマ・ピリオド（．
，
）使用，数字・アルファベット等は半
角，字数 1 万 5000 字程度（計表・グラフ類および数式を含む）
．本文 10 . 5 ポイン
ト，図表，注，文献表記 9 ポイント．
◇タイトルは和英文併記とし，本文冒頭に 50 ワード程度の英文サマリーを添付．
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◇引用部分，注については，原則として文末脚注形式とする．
◇文末に，略歴を添付．形式は問わないが，概ね「現職」
「最終学歴」
「職歴」
「関心領
域」
「研究あるいは実務上の業績」等具体的な事実を掲載．
②ノート，調査レポートその他
字数 7000 字程度．執筆方法は上記論文に準ずる．タイトルは和文英文併記とし，
略歴は論文に準ずる．
③その他（評論，書評，エッセイ等）
：字数 4000 字程度．タイトルは和文英文併記
とし，略歴は論文に準ずる．
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成果に向けた一人ひとりの自己啓発こそが，組織として社会のニーズに
応え，個として自己実現するための唯一の方法である．
一人ひとりの強み
を活かすことによって，
組織の成果と個の自己実現が両立する．
―
『経営者の条件』

教育は，誰でも優れた仕事ができるようにするための方法論が開発されて
いない唯一の職業である．
―
『断絶の時代』
ボランティアの大勢が，善意のアマチュアからスペシャリストとしての無給の
スタッフに移行したことは，NPO 自体にとって大きな変化であるだけでなく，
企業にとって大きな意味をもつ．
―
『チェンジ・リーダーの条件』
手っ取り早く，しかもおそらくもっとも効果的に知識労働の生産性を向上させ
る方法は，仕事を定義し直すことである．
特に，行う必要のない仕事をやめる
ことである．
―
『プロフェッショナルの条件』
みずから未来をつくることにはリスクがともなう．
しかし，みずから未来をつ
くろうとしないことのほうがリスクは大きい．
―
『ドラッカー 365 の金言』
予期せぬ成功は，体系的に探求していかなければならない．
まず行うべ
きは，予期せぬ成功が必ず目にとまる仕組み，注意を引く仕組みをつくる
ことである．
―
『イノベーションと起業家精神』
成果をあげる秘訣を一つだけあげるならば，それは集中である．
成果をあ
げる人は最も重要なことから始め，
しかも一度に一つのことしかしない．
―
『プロフェッショナルの条件』

当時すでに私は，ヒトラーが最後には破滅するであろうことを確信してい
た．
そのようなときに知ったのが，ヨーロッパを麻痺させ，ヒトラーの台頭を
許した失政と分裂と動乱に匹敵する状況から社会を蘇生させ，固有の文
化を守り抜き，政治と経済の機能を取り戻すことに成功した明治維新とい
う七〇年前の偉業だった．
―
『プロフェッショナルの条件』
知識労働者の動機づけは，ボランティアの動機付けと同じである．
ボラン
ティアは報酬を手にしない．
それゆえに仕事そのものから満足を得なけれ
ばならない．
何にもまして挑戦の機会をもたなければならない．
―
『明日を支配するもの』

私は，
ヴェルディが八〇歳で歌劇『ファルスタッフ』を作曲したときの「私は
完全を求めてきた．
だからこそ挑戦する責任があった」という言葉を忘れ
たことはない．
その言葉は消すことのできない刻印となった．―『創生の時』

