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学び方を学ぶ
ドラッカー学会 代表

三浦 一郎

ドラッカーが亡くなってから10年が経とうとしている。10年間にいろんなことが起きたし、大きな変化もあっ
た。
さすがにドラッカーも古くなったと思っている人もあるかもしれない。
それなら、手近にあるドラッカーを1冊手に取ってみよう。
そこで
『ポスト資本主義社会』
（1993）
を見る。本の
題名に多少抵抗感があり、従来あまり頻繁に手に取らなかった本だ。最初から読み始め、改めて感じるところが
多い。第2部（政治）
のところなど、今の世界を考え、初めて読んだころよりも生々しく感じる。
そして終わりに近く
なり、知識社会の教育における2種類の知識（教科内容についての知識と方法論にかかわる知識）
に目が止ま
る。
そこでドラッカーは後者を、学び方を学ぶことの重要性を強調している。
私たちは、
ドラッカーに、私たちのかかえる問題の直接的解答を聞くことはできない。
しかしドラッカーは多く
のことを語りかけてくる。私たちは、
ドラッカーから、学び方を学んでいるのだと思う。

次なる10年に向け変革の旗手たれ！
ドラッカー学会 理事

藤島 秀記

次ページにドラッカー教授のメッセージが収録されている。
これは筆者がミレニアムの年の秋にドラッカー教
授にインタビューした折のものである。
ドラッカー教授は、戦後の混乱の中から立ち上がり、
その後の日本の繁栄を築いたのはわれわれの先輩であ
る若きエグゼクティブであったという。彼らは大きなビジョンと勇気をもち、欧米を自在に使いきることで新しい
価値を創造してきた。
しかし新生日本にとって必要なのは、国際基準を設定できるマネジメントとビジネスのイノ
ベーターだという。
まさに次なる10年は、
若きビジネスマンでありドラッカリアンである皆さんの双肩にかかっているといえるだろう。
会員の皆さんたちと共につくるDrucker Forumでありたい。
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Message in a Bottle

message in

a bottle

若き経営者はチャレンジャーたれ、
イノベーターたれ！

ピーター・ドラッカー
聞き手・翻訳/ 藤島 秀記

われわれはいま大変革期に立っています。次なる経済、次なる社会にまだ到達してはいませんが、すでにどこに
向かっているかを知っており、われわれのすぐそばまで来ています。それはこれまでとは、まったく違う経済として
姿を現しつつあります。とりわけ日本の若いエグゼクティブにとっては、まったく新しい挑戦となるでしょう。
ご存じのように40年余り前、私は日本のエグゼクティブたちと仕事をしてきました。そして日本のマネジメントが
成し遂げた驚異的な成果を目の当たりにしてきました。日本がこれまで世界の経済大国に発展したのは、何にもま
して日本のマネジメントの成果といえるでしょう。ですから私は、まずは次の問いかけから始めたいと思います。
日本の21世紀を担うエグゼクティブが直面する課題は、あなた方の先輩が4，50年前に直面し、見事にやり遂
げた課題とどこが大きく違うのか。この新しい世代の最も重要な課題は何か。
みなさんの先輩は戦争に負け、意気消沈した国を再建しなければなりませんでした。そして30年も経ずしてそれ
を成し遂げたのです。このような目覚ましい発展は歴史に例がありません。ひとつもないのです。あなた方の先輩た
ちはどん底からスタートしました。その後を継ぐ21世紀の若きエグゼクティブたちは、きわめて大きな遺産を手にス
タートすることになります。あなたたちはトップもしくはトップに近いところからスタートすることになります。それは危
険なところです。そこから落ちるのはじつに簡単です。
21世紀を担うエグゼクティブはマネジメントのイノベーターでなければならないのです。とりわけ知識労働者とい
う新しい時代をマネジメントし生産性を高める方法に取り組まねばならない。またあなたがたはチャレンジャーで
なければならないのです。単に基準を改善するだけではなく、基準を創造し設定しなければならないのです。
これからますます競争が激しくなるグローバル経済の中にあって、これは素晴らしい課題、重要な課題、取組み
がいのある課題なのです。この課題への挑戦、すなわち新しい経済、新しい企業への挑戦が
成功するかどうかは、21世紀の若きエグゼクティブの肩にかかっているのです。
（本稿は2000年秋、
クレアモントのドラッカー博士自宅でインタビューしたものである。）

学会からのお知らせ
■

会員各位 ■
益々ご活躍のことと拝察いたします。
日頃のご指導ご高配に感謝申し上げます。
本年の年報『文明とマネジメント』VOL.12は11月の十周年記念大会（ものつくり大学にて開催）に合わせて編集・配布する予定です。

「ドラッカー学会設立十周年」
と
「次の十年のために今できること」を主題に多様な論考・エッセイを募集しております。投稿を希望さ
れる方は5月までに編集委員会あてに意思表示をお願いいたします。過去の年報は下記にアーカイブされておりますので、ご参考に
なさってください。http://drucker-ws.org/projects/
編集委員会連絡先：editors@drucker-ws.org

ドラッカー学会 年報編集委員会
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ドラッカーを実践する

研究グループ座談会

研究会はマネジメント実践そのものだ
―私たちはいかにして研究会を立ち上げ、運営しているか
藤島 秀記（ドラッカーの窓から明日を考える研究会
森岡 謙仁（ドラッカー「マネジメント」研究会
上野 周雄（英語でドラッカーを学ぶ会

主宰者）

主宰者）

主宰者）

田中 純（ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会
司会：北村 和敏（ドラッカー「マネジメント」研究会 総合企画委員）

右から、上野氏、森岡氏、田中氏、藤島氏、北村氏

主宰者）

日時：2015年1月9日
（金）16時〜18時
場所：アーステミア 森岡虎ノ門オフィス

北村 今年はドラッカー没後10周年ということでそれを記念

いました。私のほうからドラッカーの翻訳を

名前で学会の活動内容を年4回掲載することになりました。現

そうこうするうちに2005年の春、学会を

して、ドラッカー学会のHP上に、
「ドラッカー・フォーラム」の

彼に頼むことが多かった。

在、全国に学会の研究会が12あります。それら研究会が日々、

研究会は
「小さな学校」
なのかも
しれない

ドラッカー思想を勉強し、それをもって社会に貢献する活動を
しています。本日は東京エリアにある4つの研究会の主宰者に

森岡謙仁

集まっていただき、発刊記念の新春座談会を企画いたしました。

（ドラッカー「マネジメント」研究会 主宰者）

まず藤島様からお願いします。

立ち上げようとのことでできたのが「ドラッカー学会」です。ド

ドラッカーとの出会い

ラッカーも喜んで「全面的に協力する」とのことで2005年の秋

年にドラッカーと出会うことになりました。

ことでした。

藤島 私は週刊誌の記者から始まって、書籍の編集で1969

にスタートさせました。ドラッカーが亡くなる8日後11月19日の
森岡 私は書物でドラッカーを知りました。

出版社では最終的には役員になったのですが、同社80周
年の時に国際経営研究所の社長として出向きました。もともと

精密機械メーカーの品質管理からコンピュータ・ディーラー

ドラッカーとは編集者と著者の関係だったのが、今度はドラッ

のベンチャー系企業に転職し取締役を経験してきました。

カーには、名誉研究所長となっていただきました。年に1回来

コンサルタントとして独立したのが23年前です。専門は業務

日していただいたところが、足を悪くするようになって、以降私

改革とIT投資の最適化の2つのテーマで独立し、今も一貫し

がクレアモントに行くようになり、ドラッカーから聞いてきたこと

ています。現在は特定のクライアント企業のアドバイザリーと日

を国際経営研究所の会員企業の社長に録音を流すことを行っ

経ビジネススクール、日経BP社で講師活動などもしています。

てきたわけです。

その間、振り返ると12冊の本を出しており、3冊はドラッカー

その間大学でも客員教授として20年近く勤めてきました。

に関するものです。

そうしてドラッカーとの関係が深く

日経新聞にドラッカーの「私の履歴書」が2005年2月から

なってきたわけです。初代代表の上

始まり、それに衝撃を受け、勉強してきました。そうこうしてい

田惇生さんも長い付き合いです。

るうちにドラッカー学会が目に飛び込んできて、参加したのが

上田さんは当時、経団連の広報に

2006年5月13日です。第1回総会、追悼懇親会があって、学
会との出会いとなりました。

「世の中に光を照らす」活動を
していきたい

上野 私は、1999年まで赤井電機に勤務していました。オー

ナー社長が1973年に亡くなり、結果的に銀行が清算すること

藤島秀記

になった訳ですが、その機に退職し自分の会社を立ち上げま

（ドラッカーの窓から明日を考える研究会 主宰者）

した。赤井電機時代は海外での仕事も多く、最後はR&D部門

3

ドラッカーを実践する

の次長で辞め、マネジメントの経験もあったので自社のマネジ

「ドラッ
う考えても学会で研究する場がない。

メントも出来るだろうと考えてのことでした。

カーの窓から明日を考える研究会」は、自分

以前から、様々な本で勉強はしていましたが、いざ会社を作

の仕事を振り返ったり前進させたり、いい

り、徐々に社員も増え大きくなってくると色々と疑問も出てきて、
たのです。以前からドラッカーの名前は知っていましたが、本

座学だけでなく、実践問題を気軽に
相談できる場でもありたい

を買って真剣に読んだのはその時が初めてであり、それがド

（英語でドラッカーを学ぶ会 主宰者）

その時に以前から気になっていたドラッカーの本に意識が向い

上野周雄

ラッカーとの出会いと言えると思います。
それから何年か経って、マネジメントの勉強のためにと参加

社会を作る学びの場が必要

していた明治大学の百瀬恵夫先生（現名誉教授）が主宰して

ということでできたものです。

いる「中小企業研究会」のイベントに参加した際、以前から面

森岡 私が研究会を始める経緯として2004年にバランスドス

識のあった現理事の井坂さんからドラッカー学会を創るので

コアカード（BSC）に関する本を出していたことがあります。5年

参加しないかと誘われました。そして、2005年11月9日のドラッ

くらいBSC研究をしていたのですが、その途中でドラッカー学

カー学会設立ミーティングに出席し、集まった32名の創立メン

会に入りました。

バーの一人としてドラッカー学会に参加して現在にいたります。

2006年の当時、上田惇生代表が『ドラッカー入門』
（ダイヤ

田中 私はシステムエンジニアからスタートして、戦略系コン

モンド社）を出されて、その出版記念講演に参加しました。同

サルティングファームで取締役、2007年からは事業再生・戦

年5月の追悼懇親会にも参加したのですが、10月12日の講演

略コンサルティングを専門としたオフィスを経営しています。

会に参加した時に、
『ドラッカー入門』にも書かれている通り、

2011年4月からは、わが国最大の公的研究機関「産業技術

BSCもドラッカー由来であることを聞きました。
当時、BSC研究をして、自分のアドバイザリーにも使っていま

総合研究所」の招聘研究員、2013年4月から研究参与も兼

した。しかし、BSCの限界を感じてもいて、上田先生の一言を聞

任しています。

いてBSCがあるならMSC（マネジメントスコアカード）があっても

ソフトウェアエ学やシステムズ・ダイナミクスの分野で中核に

いいとのひらめきがありました。2006年の10月の話です。

あるアルゴリズム理論や数学モデル理論を専門としているた
め、それらを生かしつつ最先端技術における企業との共同研

分科会をやろうということに

究プロジェクトの指導・マネジメントを行っています。

そのあと上田先生に、私がその当時から始めていた日経ビジ

IT分野は特に今、AI色を強め、協調動作の名のもとに全て
がつながってきており、これと関係が深い自動運転やロボット

ネススクールのCIO養成講座のゲストスピーカーをお願いしま

という旬の技術を手がけているため、引き合いが多くて忙しい

した。懇親会に生徒と一緒に参加いただいて、BSCの限界と

ですね。

MSCの取り組みについて話をしたところ「森岡さん是非」との
一言があった。それが「マネジメント」研究会の原点です。

ドラッカーとの出会いは、30年近く前の勉強会で、
（初期の
訳者の）村上恒夫先生から勧められ

2007年の11月25日の第2回大会がありました。そこで研究会

たのが最初でした。それ以来、折に

発足のチラシを一所懸命配った記憶があります。2008年の1月

触れてドラッカーとかかわりながら

23日に渋谷フォーラムエイトで第1回研究会を開催できました。

現在に至っています。

上野 先ほど、ドラッカー学会の設立ミーティングのお話をし

ましたが、その懇親会の席で、小林薫先生を発見し挨拶をし

研究会は実践と理論を相互
フィードバックするための
最高の実験の場だ

たのが、
「英語でドラッカーを学ぶ会」スタートのきっかけです。
初対面でしたが、以前から名前も顔もよく知っている方でした。
『一分間マネジャー』などの著書・訳書やNHK教育テレビの

田中 純

「英語ビジネスワールド」だけでなく、1971年の春に買った本

（ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会 主宰者）

で小林先生を印象深く覚えています。私は1971年8月にアメリ
カに出向になりましたが、その際に引っ越し荷物に入れ持って

活動の原点

行った本です。1970年に5巻セットで出版された小林先生共

―精力的に各研究会の活動をされていると思いますが、その

著の『現代のビジネス』
（文藝春秋社）で、英語でのミーティン

研究会の経緯や目的についてお話しいただけますでしょうか。

グの仕方や外国人の迎え方等、英語と海外ビジネスのガイド

藤島 学会が2005年にできましたが、初めの大会を立ち上

ブックで大変役に立ちました。

げました。当時は上野さんと一緒に推進会議を進める中で、ど

その後、小林先生には「せっかく、このような会ができたの

4

ドラッカーを実践する

だから、一緒に何かやった方が良い」と声を掛けられていまし

して、年に一回か二回研究会を行いました。

たが、11月の第一回大会で先生に「
『英語でドラッカーを学ぶ

その中の一つが2014年にオーストリア学派のシュムペー

会』を始めたいので、講師を引き受けてくださいませんか」
とお

ター――ドラッカーに強い影響を与えた論者です――の二人を

願いしたところ、快く引き受けていただき、スタートしたわけです。

比較する研究を行いました。有志が集まって行っていって、中に

ドラッカーを理解したいのは皆さん同じですが、特に小林先

は立命館大学の坂本和一先生にも入っていただいた。私は淑

生講師をお願いするには英語にかかわることでなければもったい

徳大学に当時勤めていたので、
大学の中でイノベーションをテー

ないということで、
「ドラッカーを英語で学ぶ会」
としました。原著

マとしていました。

を読んで訳していく、そこで分からなければ議論する、それでも

その延長線上で、淑徳大学の池袋サテライトで数回研究会

わからなければ小林先生に聞くのです。あくまでも、原著から「ド

を行い、最終的には一冊の本にまとめることができました。

ラッカーの考え方」を学ぶ会で、英語を学ぶ会ではありません。

同じように年に一回くらいは、有志だけになりますが、共通

この時の「英語でドラッカーを学ぶ会」が、関東地区で最初

テーマで何か取り組むスタンスは変えないことをみなで決めま

の勉強会でした。その後、私は香川、大阪、京都、仙台の勉

した。それを今年から行いたいと思っています。

強会の立ち上げに協力しました。

森岡 「マネジメント」研究会は、大きく二つの研究活動が動

いています。

非学会員の目線

この研究会は、奇数月に行うもので、25名〜30名が集まる

田中 われわれドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究

ようになってきています。そして分科会を偶数月に行うようにし

どうとらえているのか、日本企業が弱い技術イノベーションは

私は毎月集まるのは大変だろうと思い、研究会は2か月に1

どうあるべきかについて理解を深めたかったことがあり、受け

回としました。そのうちに、共通テーマでもっと集中して活動し

会の設立の経緯として、特に外資企業の人たちがドラッカーを

ています。これは最初からそうしているのです。

皿を作ったのが最初です。

たい、研究発表したいとなるだろうということで、早速2年目か

設立した2012年8月から2年間、学会とは関係なく自立運

ら分科会をやろうことになったわけです。

営していましたが、より優秀なメンバーを広く募るため、2014

現在2つの分科会が並行して走っています。これまで7つの

年8月、公認研究会としました。

分科会が活動しました。まず、研究会のスタイルは基本的には、

設立の目的としては、もちろんドラッカー理論を多角的に検

毎回2人に発表していただく。一枚のレポートを作ってもらって、

証して学びを深めることがありますが、もう一つ、積極的に実

それで1人25分の持ち時間の中で発表してもらう。それに対し

践にチャレンジするダイナミズムを特つ研究会にしたいと考え

てみんなでディスカッションする。

ました。

それから読書会の時間も作っています。2人の発表が終わった

たとえばメンバーを講演や企業の教育の場に派遣して講師

後に25分間ほど今は『マネジメント』の上巻、毎回一章ずつ読ん

をつとめさせたり、コンサルティングを行ったりすることを目指し

でいます。遅々たる歩みですが、次回で、28章まで終わります。

ており、実際に複数の企業でわれわれの成果の移転を始めて

分科会のほうは偶数月ベースで、1年で成果物を作る。この

います。研究会の成果をスプリンクラーのように世界中に展開

成果物も研究会の発表資料もドラッカー学会のホームページ

していくこと、そういうことがやりたかった。

に載せています。
それから、研究会のベースが50名くらいになり、運営スタッフ

テーマをどう設定するか

について名刺を作ってもらっています。運営スタッフが10名以上

―現状の活動をしていて、課題なども出てくると思います。藤

いる状態で、当初始めた十数名の時と比べますと、全体が3倍く

島様からお話しいただけますでしょうか。

らいのメンバー構成になっているもので、非会員も入っています。

藤島 今の、われわれの研究会ではそれぞれ活動領域の違う人

その中で「マネジメント」という言葉は流行しているけれども、

が集まっています。したがってその活動領域の中で、それぞれの

どうもドラッカーが唱えた「マネジメント」とは隔たりがあるとい

関心事が出てくるわけです。そして、それぞ

う危惧がありました。これでは世の中よくなるわけがない。まず

れの課題を持っているわけです。それを一

はドラッカーのマネジメントをよく勉強して自ら実践する。これ

本に定めて、テーマを統一してそれに集中

が研究会の目的になっています。
現在、ドラッカー学会の会員はドラッカーを勉強していないの

熱い気持ちが私たちの心に
火をつけてくれる

ではないかという仮説を立てています。これはよくないということ
で当研究会では読書会も始めました。可能な限り、みんなで発

北村和敏

表してもらえるようにしています。それから、二つ目の課題は分科

（ドラッカー「マネジメント」研究会 総合企画委員）

会の成果物です。前回の分科会の成果物は「ISO26000とド
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ラッカーに学ぶ社会責任経営」でした。これは本日司会の北村

務を徹底したうえで主にメーカーの開発戦略や最先端技術の

さんにリーダーを依頼し約13名が集まっています。リーダーも

開発プロジェクトに関する成功・失敗要因、環境・体制・人

当番制です。

的要因などについて徹底議論を行い、さまざまな事例や実際

今では淑徳大学の公開講座になっています。もう2年継続さ

にイノベーションにつながったケースをわれわれ独自の理論と

せていただいているのが1つのモデルとして、それぞれが講師

して再構築したりしています。

になって課題を持っています。
田中 うちの名称は「マネジメント＆イノベーション」
。イノベー

どうありたいか

う考えからです。マネジメントは通常「経営管理」などと訳され、

田中 過半数は学会員です。将来的には発表段階で学会員

―研究会のメンバーは学会員だけですか？

ションとあるのは、事業経営の中核に「価値づくり」かあるとい

になってもらう人もいます。

「維持・保守」がイメージされがちですが、あくまでも「社会に

北村 どうもありがとうございました。次は将来ありたい姿に

とって価値あるものを創造し続ける」ための活動が「マネジメン

ついて語っていただきたいと思います。

ト」であると考え、その思いを込めてこの二つを並べています。

藤島 研究会として、これまでどおりしっかりと勉強をし続けるこ

研究の切り口

と、そして「世の中に光を照らす」活動をみんなでしたいと思います。

を勉強してきましたが、途中からThe Daily Druckerの2ページ

究活動」だと思ってきました。学者が研究するのもよし、産業

上野 当初は、小林先生が課題を持ってきてくださって、それ

私はこの学会を作ったときから、中心になるべきものは「研

（2日分）を一回の勉強会2時間

に携わる人たちが仕事の中で大

で訳し、それに関して小林先生が

きな課題を見つけていくのもよい。

コメントしたり、分からないところ

そんな活動をする場として、研究

を教えて下さったり、ドラッカーと

会が主流になるべきだと思ってい

の思い出を話して下さったりしま

るのです。

した。

ただし従来の中で、研究会は
研究会で横のつながりが乏しい。

The Daily Drucker ではない別の
本も順番に訳していこうという案も

地理的な問題もあります。

ありましたが、時間がかかってしま
い適当でないということでThe Daily
Druckerに取り組みながら相応しい
本を探していたところ見つかったの

ICTの時代だからできることも

研究会は知と実践がスパークする
マネジメントのプロセスそのものだ

たくさんあります。
お互いに切磋琢磨し合うことで
す。森岡さんの研究会と私どもの

が、
『明日を支配するもの』の原著の第1章の「マネジメントの常

ところで同じマネジメントスコアカードの研究活動を行いなが

識が変わる―パラダイム転換」のところでした。

ら、しかも淑徳大学でも3回の発表もしました。

「七つの間違い」の一つの間違いの部分を3回ぐらいに分け

一つの研究会だけでもいいけれど、それぞれの研究会が有

て訳し、疑問があるところや興味のある部分を深読み者が解き

機的につながりながらのほうが学会活動としてもネットワーク

明かし、プレゼンをするという形にしました。

形成できると思うのです。
田中 連携してつながりができて、自然な形で広がっていくの

以前は、成果物に拘ってはいませんでしたが、深読みの成
果をまとめ、勉強会の中だけでなく外にもシェアできるというこ

が理想的ですね。

上野 例えば、仙台ではスタート当初、参加者が1名だけとい

とで、今度の大会で発表する予定です。
先日は、
『完全なる経営』のマズローによるドラッカー批判に

うことがあったようですが、継続していることで広がり、前回の

ついての深読みを行いました。深読みによる調査・研究を含め、

仙台大会まで開けるようになりました。

原書を訳すだけでなく、実践に活かせる知見を得ることを目指

高知の場合は、香川・高松の研究会から分かれてできたの

しています。

で主宰者同士がお互いを良く知っているので連携した活動も

―では田中さん、同様に現状の活動と課題についてお願いし

しやすいのではないでしょうか。またその経緯から新たに立ち

ます。

上げたい人へのサポートもできると思います。

田中 現在、活動は12名で行っており、理工学系の事業経

藤島 2014年秋の仙台大会に行きました。とても充実した研究

タディ報告・分析」とを毎月交互に行っています。ケース報告

くるのではなく、その場所でのテーマや課題を出していき、そこか

の場合、開発や技術をテーマにすることも多いゆえ、守秘義

ら何かを求めていく。そういうものであってほしいと思います。

営経験者を中心に構成しています。
「理論研究会」と「ケースス

会でした。地域の特性を生かしています。東京から講師を連れて
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成果は外にある

でいきたい。
『テクノロジストの条件』などを読んでドラッカー流

―それでは森岡さん、将来のありたい研究会についてお願い

MOTを学んでみたいと考える人は少なからずいますが、理解

します。

が浅かったり、議論の場も与えられていません。彼らの多くは

森岡 ドラッカー「マネジメント」研究会は分科会活動でも成

技術イノベーションや技術から見た産業・事業構造について

功していると思います。そしてその成果物を出版できるよう、セ

学ぶことなく、
（理工学系の）修士・博士課程を経てそのまま

ミナーは淑徳大学でも実施しています。

30〜50才代になっているのです。

現在「商品開発とベンチャービジネス分科会」と「少子高齢

研究者・技術者には、たとえば技術移転を行う対象とそのエ

社会分科会」を行っていますが、すでにこのようなビジネスを

コシステムにどのような波及効果があるかといった視点等、技

立ち上げている人がいて、そのような研究会メンバーが始めた

術を産業・社会価値からもとらえて可能性を探索する方法論

新しい取り組みを研究会全員で後押ししていく活動を自ら実践

などにも関心を持ってもらいたい。こういったことを学べる研究

しています。

会にしていきたいと考えています。
北村 1時間半におよぶ座談会になりました。主催者の方々

「成果は外にある」
を行なっていかないといけないと思っています。
負担も大変なものなどは手分けのできる体制が必要です

の熱い気持ちが、読み手のみなさんの心に火をつけてくれるこ

ね。常にスタッフの皆様と相談しながら進めていることです。あ

とを願っています。これからも研究会を引っ張っていただきたい

とはこれまで行ってきた研究会活動について継続的な改善を

と思います。

続けていきたいと思っています。

ありがとうございました。

―読書会もありますね。
森岡 今度、テーブル・マスター制を入れようと考えています。
36名入れる部屋のなかで、6つテーブルを作り、各テーブルに

藤島 秀記（ふじしま ひでき）

一人テーブル・マスター役を担っていただく。毎回どの章を読

ドラッカーの窓から明日を考える研究会 主宰
ダイヤモンド社各種雑誌、
および書籍編集長・常務取締役を経てダイヤモンド
社国際経営研究所・社長。淑徳大学大学院国際経営専攻客員教授。現在、
ク
リエイティブ パートナーズ代表取締役。

んでくるかはわかっています。その章についての質問をテーブ
ル・マスターの人が準備してきて、その場で質問を出してもらっ
て、メンバーで議論するようにして、必ず一人が発言できる場

森岡 謙仁（もりおか けんじ）

を作っていこうと。さっそく始めようとしています。

ドラッカー
「マネジメント」研究会 主宰
経営・情報システムアドバイザー、
アーステミア有限会社 代表取締役社長
・日経ビジネススクール講師 ・日経ＢＰ社講師 ・淑徳大学公開講座 講師
〈著書〉・「図解ドラッカー入門」
（KADOKAWA/中経出版）
・「教えてドラッカー 働く私はＩＴでどこまで伸びるの？」
（日経ＢＰ社）
・「ドラッカーの実践!!ＭＯＴ
（技術経営）
リーダーのマネジメントスキル
アップとテンプレート集」
（共著、新技術開発センター）
など、多数。

私たちの研究会は非会員の方を大事にするスタンスを持っ
ています。成果は外にあるからです。専門家集団になってはい
けない。常に入りやすくしています。大事なのは自主的に勉強
できる環境づくりです。
田中 外圧でモチベーションを上げることはできない。言い換

上野 周雄（うえの ちかお）

えれば、研究会自体がドラッカーのマネジメントの実践です。

英語でドラッカーを学ぶ会 主宰
赤井電機（株）在職時代、米国駐在9年7ヶ月、
出張訪問国45か国以上。
サービ
ス・エンジニアの教育、商品企画・マーケティング経てR&D開発企画次長にて
退職、(株)アットウェル・システムズ代表取締役社長、(株)エイジアの上場に常勤
監査役として貢献、現監査役。
ドラッカー学会設立メンバー、理事、事務局次長
を歴任。現在ドラッカー・サロンも主宰。
日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）会員。

実践とビジョンのフィードバック
―それでは上野さんお願いします。

上野 学会ではあってもドラッカー学会はマネジメントの実践
者が多く参加して頂いているので、それらの実践者が意見交

田中 純（たなか きよし）

換や、お互いの問題を相談できるような仕組みがあれば良いと

ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会 主宰
ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所・代表、
（独）産業技術総合研究所・研
究参与。
企業再生請負人、
経営・技術戦略コンサルタント、
最先端技術研究アドバイザー。
システムエンジニア、
ソフトウェア構造モデリング理論の研究、
戦略コンサルティングファームの取締役、
事業会社のマネジメントなどを経て現職。
http://www.jtm-tanaka.com/

思います。研究会もその役割の一部は果たせると思いますが、
人が自由に集まり、自由な意見交換ができるサロンのような場
が良いですね。気軽にアドバイスが受けられるそんなニーズも
あるのではないかと思います。
―田中さん研究会の理想の姿についてお話しいただけますか？

北村 和敏（きたむら かずとし）

田中 「実践と理論との相互フィードバックを基盤とした研究」

現在、株式会社大塚製薬工場 総務部 業務渉外担当部長、経営倫理士、
日本
経営倫理学会（会員）、
日本経営倫理士協会（理事兼総合企画委員）、
ドラッ
カー学会（総合企画委員）、
「少子高齢社会」分科会顧問、
ドラッカー「マネジメ
ント」研究会（総合企画委員）
〈著書〉
「三方よしに学ぶ〜人に好かれる会社」
（共著 サンライズ出版）
ドラッカー
「マネジメント」研究会 総合企画委員

ということと、ドラッカー理論を精査しその本質をきちんと理解

する。こういう基本をさらに徹底したいと思います。もう一つは、
研究者・技術者に欠けているのが「技術を産業価値の視点か
らマネジメントし、育てていく」といった視点ゆえ、これを育ん
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2014年度 仙台大会開催報告

ドラッカー学会大会in仙台 実行委員長

桂

利治

■復興にこそ
「マネジメント」
を

2014年11月15日、
仙台市において第9回ドラッカー学会大会in

仙台を開催いたしました。全国からご参集いただいた約60名の学
会員の皆様を含め約120名の方々にご参加いただき、会場は満席
状態となりました。
当日ご参加いただいた方には、
「ドラッカー学会を知らなかった」
という方も多くいらっしゃいましたが、
「非常に楽しかった。
また
（イベ
ントが）
ある時は知らせて欲しい」
あるいは
「学会に入ってみたい」
な
どといったお言葉を頂きました。
また学会員の方からも
「今までの大
会で一番良かった」
とのお褒めの言葉も聞こえてくるなど、多くの

本最大級の支援組織をどうマネジメントしたか？−“知識労働者は

方々にご評価いただくことができました。

ボランティアとして扱わねばならない”−』
と題してご講演をいただき

また、
残念ながら当日はお越しいただけませんでしたが本会学術

ました。
「ふんばろう東日本支援プロジェクト」
というチームが、未曾

顧問の上田惇生様からは、開催前から大会の企画を高く評価して

有の災害という状況の中で大きな成果を残すことができたのは、
そ

頂きましたことを大変誇らしく思っております。

のバックボーンに
「構造構成主義」
という“本質”を見極める力が

このような素晴らしいご評価をいただけたのも運営にご協力いい

あったことが伝えられました。多くの組織運営に役立つ知見が得ら

ただいた皆様と、
素晴らしい講演をしていただいた講師の皆様のお

れたのではないかと思います。

かげと感謝しております。
皆様方にあらためて心より御礼を申し上げ

本会会員で作家の岩崎夏海様には
「なぜ『もしドラ』の続編を書

たいと思います。
ありがとうございました。

かないのか？」
というタイトルでご講演をいただく予定でしたが、
内

本大会は、
震災後の東北・仙台での開催ということもあり
「復興と

容を変更し先のお二方のお話を受けて人間の“本質”に迫るお話

マネジメント」
という大きなテーマを掲げさせていただきました。
より

をいただきました。
西條様、
岩崎様と続く講演で、
人間の本質をどう

効果的な復興のためには
「マネジメント」
をもっと活用しなければな

捉えるかはマネジメントにおいても重要な課題であることを、
あらた

らないという問題意識を込めています。
他団体でも復興活動事例の

めて認識させられたのではないでしょうか。

発表はたくさん行われていますが、
本大会では事例から一歩踏み込

時間的には前後いたしますが、
午前中のセッションでは、
仙台読

んで “本質”に光を当てた内容となったことは企画の意図を超えて

書会にご参加頂いている皆様に自由テーマで発表を頂きました。
全

予期せぬ成功となりました。

国の皆様にも、
ようやく仙台メンバーの多彩さをお伝えすることがで
きたと思います。
安井猛様からは
「フランクルとドラッカー“レジリエンス”につい
て」
、
瀬賀孝子様からは
「それぞれのドラッカー......私の場合」
、
佐々
木康太様からは
『売れるものを作るな―1年で立ち上げから全国展
開まで。
ノウハウゼロからの、
デザイン商品開発術−」、吉植庄栄様
からは
「ドラッカーの教育思想」
と題して発表をいただきました。
本大会の目標の一つは
「仙台の読書会の仲間を全国の方とつな

■
「本質」
をどうとらえるか？

げる」
ことでした。
本大会を機に全国との交流が活発になることを期
待しております。

アイリスオーヤマ株式会社の大山健太郎社長には、
「自らを陳腐

化させる経営の実践〜ロングセラーが会社をだめにする〜」
と題し

大会小冊子にも記載いたしましたが、
この大会がただの勉強機

てご講演いただきました。
アイリスオーヤマがマーケティングとイノ

会におわることなく、
皆様の行動の変化のきっかけとなることを心よ

ベーションを両輪で回し続け、
潜在需要を顕在化することによって、

り願っております。

世の中のライフスタイルを大きく変えてきた企業であることに感銘を

桂 利治（かつら としはる）

受けた方も多かったのではないかと思います。

“制約”を“強み”として活かすコンサルタント。
ドラッカーを基盤にTOC（制約理論）
を
使って、組織が卓越した成果を得るための指導を展開。
ドラッカー仙台読書会主宰。

早稲田大学大学院
（MBA）
客員准教授の西條剛央先生には
『日
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実業家の視座

［講演録］

自らを陳腐化させる経営の実践 ①
〜ロングセラーが会社をだめにする〜

アイリスオーヤマ株式会社 代表取締役社長

大山 健太郎

方は記憶にあるかと思います。
トイレットペーパーが世の中から

私もドラッカーに学んできた

なくなってしまいました。
当社のプラスチック製品も一気に値上

こんにちは。
大山でございます。

がりをしてしまいました。

当社は地元の企業ですから今さらアイリスオーヤマの説明を

油は無尽蔵だと思われていたのが、
もう50年しか採掘できな

する必要はないかと思うのですが、
配布した会社案内を話の途

いという情報が世界に広まった瞬間に、一気に原油価格が

中でもいいですからパラパラと見ておいていただきたいと思いま

アップしたのです。
OPECが力を持ってアメリカと価格に対する

す。
後ほど話をする予定の企業理念は最後のページに出ていま

交渉をすることで、
一気に世界中に広まったのです。

すので、
その時にページを開いていただければと思います。

オイルショックはどのようなインパクトを与えたのかというと、

ドラッカー学会は創立 9 年目ということですが、
仙台でこのよ

初めは買いだめです。来年買うより今年買ったほうが安いと

うな勉強会ができることは非常に素晴らしいことだと思います。

思ってみんな買いだめをしました。

私自身もドラッカーさんに企業

オイルショックとトイレの回数

経営の中で相当に影響を受けた

は何の関係もないです。オイル

経営者の一人でございますの

ショックだからトイレに行く回数

で、今回のお誘いを喜んでお引

が増えるわけではないです。
では

き受けし、
今日この場に立ってお

なぜトイレットペーパーがなく

ります。

なったのか？ メーカーが減産し

本日頂いた演題は、昨年書き

たのが原因ではありません。逆

ました本のタイトルから
『ロングセ

に、
メーカーは設備投資をして

ラーが会社をダメにする』
という

増産していたのです。
にもかかわ

ことでありますが、
なぜロングセ

らずトイレットペーパーがなく

ラーが会社をダメにするかについ

なったのは「ないと困る」
そして

てはじめにお話しておきます。

「来月買うより今月買ったほうが

本来はロングセラーが一番良いわけです。
ロングセラーその

安い」
と思い、
奥さん方がまとめ買いをしたからです。
ですからオ

ものが会社をダメにするのではなく、今の時代のように環境が

イルショックが終った後、
どこのご家庭も押入れの中はトイレッ

非常に大きく変化するなかで、
過去の成功にしがみついていた

トペーパーだらけ、
という経験をしたのです。

のでは会社がダメになるよということです。
アイリスオーヤマが

家庭だけでなく、
われわれ産業界もみな同じことでした。
当

いかに変わってきたかということが、本日の演題につながった

社はプラスチックの商品を作っていましたが、
「来年買うより今

のであります。

年買ったほうが安いぞ」
と思って、農家も漁業者もあるいは一
般の方も買うのでどんどん注文が来る。
その注文が実需と勘違

経営者としての半世紀

いしてどんどんものを作る。2年もして油の価格が下がり出すと

実は私は19歳で家業を継承いたしまして今年で69 才です。

一気に注文が来なくなる。
これがオイルショックのリバウンドで

ということは社長業を50年やっている稀な経営者です。
今でも

す。
我々の業界だけじゃなく、
日本の産業すべてがこのリバウン

元気で、
今朝も東京のホテルでひと泳ぎしてから新幹線で戻っ

ドに苦労したのです。

てきたところです。

次に30年前です。
日本は島国ですので人口が増えるとどうな

50年間を振り返ってみますと、
想定外ということが実は10年

るか？ いまは人口が減っていますが、
その当時は
「土地が足り

単位で確実に起こっています。

ない」
と。
そのため1980年代は
「土地は上がっても下がることは

ちょうど40年前はオイルショックがございました。
ご年配の

ない」
と言うとおりに、
土地の価格が上がりました。
しかし、
1990
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年代になったら一気に土地価格が暴落しました。
30年前の土

の零細企業を継承しました。
努力して今では年商がグループで

地価格と今とを比べても、
30年前の方が高いエリアがたくさん

3000億円を超えるような会社に成長することができました。
こ

あります。
仙台市内もその通りです。
土地バブルに乗った企業は

の間、私は常に
「会社は何のためにあるのか？」
ということを考

大変な目にあったわけです。

えてきました。

そして20年前、
ちょうど2000年前後はこれからはITの時代

「起業したい」
「
、会社を大きくしたい」
あるいは
「もっと違う部

だ、半導体だ、ITだと言ってITをやりましたら、
これもITバブル

門に進出したい」
という方もいます。私は
「自らが豊かになる」、

で一気に弾けるということになりました。

「社員が豊かになる」
、
そしてひいては
「社会、
国が豊かになる」
、

さらに10年前、
日本は経常収支黒字で対外資産、特にドル

そのための経済行為をやるのが企業の使命なんだろうと考え

預金がたくさんあるので、
これを使って金融センターを作ろうと

ております。

いう話がありました。
仙台でも金融センターを作りたいという時

組織である限り目的のない会社はないわけですが、
組織とし

代があったのです。
これがなんとリーマン・ショックで一気に金

て機能するためには、
企業の理念あるいは企業の目的というも

融バブルが弾け、
10行あった都市銀行が3つに集約されるとい

のを明確にしなければいけないと思います。
「生活に困っている

う変化がありました。

から金がほしい」、
「豊かになりたい」、
これも目的かもしれませ
んが、
これは個人の願望です。
一人でやる場合は自分の好き勝

世の中に想定外はつきもの

手なことをして収入を得て、好き勝手な暮らしができる。
でもこ

そう考えてみますと、
世の中っていうのは去年と今年、
あるい
は今年と来年、
こういう単位で見ると間
違いなく一歩一歩の変化でありますが、
実は10年単位で見ると我々の価値観、
企業の環境はころっと大きく変わってい

れは個人の話で、企業は一人では成り立ちません。
それが5人

このグローバルな競争の中で
「過去の延長は続かない」

ます。

か10人か100人か1000人かは別にし
まして、企業というものはまさしく組織で
なければいけない。
組織はやはり目的あ
るいは理念がなければいけないのです。

当社にグループ理念というのが 5つございます。
アイリスオー

そして3年9ヶ月前の震災によって、
大変な苦労を我々は経験

ヤマは、
なんでも作っているように見えます。
何でも作っているわ

したわけであります。
これだって、
間違いなくあと何十年か百何

けではないのですけれども、確かにいろいろな物を作っており

十年かは別として、
また同じようなことが繰り返されます。世の

ます。
園芸、
ペット、
収納であったり、
プラスチックであったり、
金

中っていうのは、
想定外が常に起こってくるものなのです。

属であったり、
最近はLEDであったり、
家電製品であったり、
あ

その想定外が日本国内だけのことであれば、
比較的予測もで

るいはお米ということで、
皆さん方の価値観で言うと何をやって

きて乗り越えることもできるのですが、
いまはまさしくグローバル

いる会社かさっぱりわからないかもしれません。
でも何でも作っ

な社会になりました。
グローバルになればなるほど、
競争相手は

ているのではないのです。
アイリスオーヤマはしっかりとこの企

隣の会社ではない、
同じ日本の企業ではないわけです。
今まで日

業理念に基づいて事業経営をしている会社でございます。
「い

本を支えてきた電気産業、
家電製品あるいは半導体を作るビジ

かなる時代環境においても利益の出せる仕組みを確立する」

ネスは、
一気に韓国勢あるいは中国に負けてしまいました。

（理念1）
ということです。

今日本は円が安くなってもなかなか貿易黒字にはなりませ

どういうことかといいますと、
環境が変わって赤字になると会

ん。
円安になればなるほど、実は貿易赤字が増えるという状況

社は倒産してしまいます。会社が倒産するということは、
これは

です。
こんなことは世界ではないのです。通貨が下がれば輸出

善か悪かと言えば悪になります。
人に迷惑をかけてしまう。
そし

が増えて貿易収支が黒字になる。
そのために各国は競って自国

て、働いている社員を解雇しなければいけない。
これでは会社

の通貨を上げまい、
下げようと努力しているのです。

の目的であるはずの
「社会を豊かにする」
あるいは
「まわりの人

日本はアベノミクスのおかげで、
一気に1ドル80円から1ドル

を豊かにする」
という意味ではダメなのです。

116円まで上がった
（円が安くなった）
のですが、
なんと貿易収

オイルショックがあろうが土地バブルがはじけようが、
ITバブ

支はその前よりも悪くなってしまった。
これはまさにこのグロー

ルがあろうが金融危機があろうが関係なく、
また次に大きな想

バルな競争の中で
「過去の延長は続かないんだ」
ということの

定外があろうが目的を果たさなければならないのです。

現れなのだろうと考えております。
こうした環境の中で、今日お

私は次の想定外は十年単位よりもっと早いタイミングで来る

越しの皆さん方は、
事業あるいは会社を起こしているわけです。

のではないかと思っています。
次にいつ来るのか、
それがわかれ
ばあまり苦労しないのですが―イメージはわかります。行き過

「会社は何のためにあるのか？」

ぎたものは下がるのです。
株価だって上がり過ぎると下がります

私は19歳の時に父親が亡くなって、
東大阪で家業の5 名位

し、
為替もそうです。
この30年間で1ドル70円台には2 回行って
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いますし、
140円台も今回で2 回目を迎えるんではないだろうか

経営者にすれば稼がない社員がたくさんいたら困りますか

などと言われています。
まさしく振り子です。
そういう時代であっ

ら、稼ぐ社員にとって良い会社にしようとします。
そして会社が

ても会社を存続させるため、
社員を解雇しないためには、
常に利

良くなると社員が良くなる。社員が良くなると会社が良くなる。

益を出すことが企業の最大の前提条件なんだろうと思います。

この好循環を起こそうとするのがアイリスオーヤマの3つ目の
理念です。

健全な成長

ですから、
「地元だし、
まあ会社も立派で潰れもしないから楽

じゃあお金さえ儲ければ良いのかというと、
そうではないわけ

をしよう」
と思ってアイリスに入った社員にはちょっと気の毒なこ

であります。

とになります。
それでも、会社のために頑張っていただきたいと

「健全な成長を続けることによって社会貢献する」
、
そして
「利

思います。
会社が良くなると社員が良くなる。
社員が良くなるとい

益の還元と循環を図る」
（理念2）
わけです。
自分だけ儲かれば良

うことは、
結局は自分も良くなるのです。

いのではありません。
ですから、
会社はまず雇用することです。

ただこんなこと言うと怒られますが、会社の組織がだんだん

今一番地方経済で困っていますのは、
地元で働くところがな

大きくなりますと、組織が目的化してしまうのであります。
そう

いことです。
震災でこの沿岸部は働く場所がない。
たまたま今は

なると、私1人が頑張らなくたって大丈夫じゃないかという考

復興需要で建設関係やサービス関係は忙しいですけれど、
あ

えになってしまいます。市役所や県庁といった公共組織は特

と2、
3年したら間違いなくこれらがゼロになってしまうのです。
そ

にそうした傾向の人が多いと言われています。私は県の新入

の後のことを考えると、
やはり地場で働く場所が必要です。

社員研修を10年ぐらい続けてやりましたからよく知っていま

アイリスグループはおかげさまで
宮城県だけでも1500名を超える社
員を有しております。
それはある意味
で地域に対する貢献だと思っており
ますが、
それだけでは行政が回りま

「健全な成長を続けることによって
社会貢献する」
、
そして
「利益の還元と循環を図る」

せん。

す。元々は県民のため市民のために
がんばろうと思って入られたのです
が、10年15年20年と経過していく
とだんだんその気持が薄れていくの
です。努力しても評価してくれない。

年功序列で、
出過ぎるともぐらたたきにあってしまう。
それなら

企業というのは利益を出して、
そして利益から納税をする。
私

何も新しいことをせず、過去の延長でやっていた方が、無難に

はこれが企業としての責任であると思っております。
いま日本で

出世できるのではないかと。
これは公務員個人が悪いのでは

は75％の会社が赤字です。
いま景気が良いと言っても利益を

ないのです。入る時は皆意欲を持って公務員になっています

出している会社は25％です。
大企業は別ですが、
日本の会社の

ので、組織の仕組みが悪いのだろうと考えているわけでござい

98％は中小企業です。
国は利益が出ない会社も存続させます。

ます。

いま420万社近い会社が日本にあるわけですが、
雇用はあっ

企業の使命

てもなかなか税収が上がらない。
だから今、
消費税をあげようと

企業経営者としての使命について、私は自民党税調でも話

しています。
本来、
消費税は行政のためではなく、
社会保障のた
めのお金ですけれど入ったお金は一つです。
目的がどうあれ余

をいたしました。
法人税を下げてもらうに越したことはないけれ

分にとった税金は使われてしまいます。
今春の消費税増税のリ

ども、
それよりも消費を良くしていきたい。消費税5％を8％にし

バウンドが夏以降に元に戻るだろうという予測をしていたのが

ないと国が成り立たないのは皆知っているんです。
だから今回

なかなか戻らない。
それは当たり前です。不景気の中で5％を

でも消費税をあげることには、
ほとんどの人は賛成するんです。

8％にして3％余分に物価が上がっても、
給与が3％増えていれ

ただ、
今したら困るのでちょっと先延ばししてほしいと言うのが

ば問題ないのですが、
ほとんどの会社では賃金があがらない。

だいたいの方の気持ちでございます。
しかし国が大変だから消費税を3％上げるのに、
円安で利益

賃金があがらないときに3％余分に物価を上げれば、
当然消費
は3％下がるのです。

が何兆円とか何千億円とか出て過去最高利益が出ている業界

二通りの社員

どこか違うんではないだろうかと感じます。
これは
「国の借金は

で、
ベースアップ 2000円とか2500円とか言っています。
これは

会社は経営者一人ではできません。社員がいなければ成り

会社が背負うんではなく、
国民あなた方が背負いなさいなさい

立たないのですが、社員には二通りいます。
いい加減な格好を

よ」
と言っているのと同じことだからです。
給与は1％しか上がら

していてもしっかり会社に貢献する社員と、働いているふりをし

ないけれど消費税は3％上がるのですから、
差の2％は社員が

ているけど会社に貢献していない社員です。言い換えれば、稼

負担しなさいということです。
ひん しゅく

ちょっとだけしか言わなかった
あまり言うと顰蹙を買うので、

げる社員と稼げない社員です。
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のですが、
アイリスオーヤマは消費税アップした分はベースアッ

金をあげたらかえって景気が悪くなる」
というからです。

プします。
これは利益の多い少ないの話じゃないのです。企業

当社はアメリカにも会社がありますのでわかりますが、
アメリ

経営者としての使命なのだろうと考えています。
そして私は社員

カと日本は違います。
アメリカの最低賃金で働いている方には、

にこう言っています。
「給与を上げた分、
会社の業績を落とすな

実はアメリカ人でありながら英語が喋れない方がたくさんいま

よ」
と。
「3％もらったんだから、
その分頑張って、
それだけの生産

す。
スペイン語でないと話せないとか、
移民がたくさんいます。
あ

性、
効率をあげようじゃないか」
と。
私は、
本来経営はそうあるべ

るいは働きたくない人もいっぱいいます。

きなのだろうと思うのですが、
日本は残念ながら横並びです。
労

日本は違います。
ついこの前まで一流会社に勤めておられ

働組合もそうです。

て、結婚であるいは出産でやむなく正社員をやめてパートに

私はいろいろなメディアを通じて、
もう4 年 5 年前から最低賃

なっている女性がたくさんいます。
このような方々が何で最低賃

金を上げようと大きな声で言っております。
この前も労働組合

金で働かなければいけないのでしょうか。

の団体でもそういう話をしました。
本当は最低賃金を上げようと

日本銀行におられる一番偉い方はこの前私にこう言いまし

言うのは、
労働組合の代表の人がしなければいけません。
しか

た。
「大山さんアメリカにはそんな理論がありません」
と。
日本で

しこれを言いません。
なぜかというと労働組合に入っている人

一番有名な経済学者は
「そんなの教科書に書いてありません」

のほとんどは正社員だからです。
しかし、
正社員でも最低賃金に

と言います。
これが残念ながら日本の現実なのです。

近い年収 200万円、300万円の人が4 割もいるのです。

当社はユーザーインで現場を知っています。
現場を知った目

国は利益が出て払える会社はどんどん賃金を上げろと言い

で見れば消費を上げるためには、
最低賃金あるいはパートタイ

ます。
でも、
それだけでは消費が増えるはずがないのです。
なぜ

マーの賃金を上げることが必要です。
このことは実は証明され

かというと、
今はパートタイマーで働いている社員の方がたくさ

ています。

んおられます。
その多くが奥様方です。奥様方は自分が余分に

中国の現状

20万円でももらうと、
その20万円は子供のためであろうが、
自

当社では中国に5000人近い社員がおります。
中国では5年

分のためであろうが消費に回すのです。
一方、年収800万円の人の給料を上げたからといって消費

前から毎年二桁の賃上げをしています。
中国は賃金が安い国

に回るかというと、
一部は回りますがほとんどは将来のための蓄

でしたが、
これを毎年二桁で上げた結果、消費が17％伸びて

えにまわってしまいます。
お金は消費をしたい人に回すべきなの

いるのです。
日本と違って中国は蓄えのない国ですから日本と

だけれど、
これをいくら言ってもわからないのです。
なぜかといえ

一緒にはできないですが、
中国は偉い人でも奥さんとは共稼ぎ

ば、
アメリカの主流と言われる経済学者が
「アメリカでは最低賃

（ダブルポケット）
です。
さらに、
中国は基本的に男女の給与差は
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実業家の視座

ありません。
そのような環境で給与を二桁上げれば、奥さんの

お客様第一、
お客様が神様だと言いますが、
お客様には2 通

お金と旦那さんのお金を使って、消費が17％アップしているわ

りあります。

けです。

当社の商品は普通であれば問屋さんに入れます。
そして問

当社は18年前から中国に出ており、
その現状を見ています。

屋さんが小売店に、
小売店がお客様に売ります。
皆さんがメー

18年前は当社の日本の社員と比較すると25分の1の賃金でし

カーであれば、
皆さん方のお客様は問屋さんです。
ものを買って

た。
わかりやすく言うと、
250万円の年収の人が10万円です。
今

お金をくれるわけです。
ですけど、
その問屋さんは何のために物

は1ドル116円で計算しますと当社が払っている給与は130万

を買っているのかと言うと、
仕入れて小売店に売るためです。
小

くらいです。
日本のパートタイマーと実は給与格差がなくなって

売店がそれを買うのは、
棚に並べて買いに来るお客さんに売る

きています。

ためです。

当然、本人の取り分はそんなに多くありません。
中国は社会

当社はその仕組がうまく回らなかったため、
問屋さんの機能

保障だとか住宅手当だとか、
あるいは医療保障だとかいうもの

を自分の会社で持ちました。
メーカーベンダーという機能であ

はほとんど企業が負担します。本人の手取りに近いくらいのお

り、
当社のお客様は小売業様です。
小売業さんは商品を自分で

金を会社が負担しています。会社にとってみれば給与というの

使うわけではなく、売るために仕入れています。本当のお客さ

は、
本人の手取りではなく会社が払っている金額です。
そう考え

ん、顧客は誰なのかというと、皆さん方なのです。店に行っても

ていきますと、実は日本のパートタイマーと中国の平均労働者

のを買う人なのです。

との賃金格差はなくなってきています。
円が 1ドル140円になっ

いくら立派な商品をつくっても、
店に並ばない商品は売れな

たら、
もっと縮まってしまいます。

いのですが、
最近はネットで販売することで、
店に置かなくても

中国では働く社員が消費にお金を回せるような形でお金が

売れるという良い時代になりました。
おかげさまでネット販売の

回ったので景気が良いとか悪いとか言われながらも上向いてい

アイリスプラザという会社は毎年 5 割成長しています。
生活者の

るのです。
日本がGDPで抜かれたのは4年前ですが今は2倍の

皆さんが直接アクセスしてアイリスオーヤマの商品を注文し、
黒

格差があります。
中国は輸出が増え、
消費が増え、
経済活動が発

い猫か飛脚のお兄さんに運んで頂いているということです。

展しているからなのだろうと思います。

ですから顧客の創造という場合の本当の顧客は、直接お金
を払っている顧客だけではなく、消費の最後に買っていただけ

顧客の創造

るお客さんです。
そのニーズにどう答えるのか、
その結果が園芸

そのような中でどうすれば会社が利益をあげることができる

とかペットとかあるいはクリア収納だとかにつながってきたんだ

のかを4番目に書いています。
「顧客の創造なくして企業の発展

ろうと思います。

はない。
生活者の立場で商品開発をする」
と。

〔次号にて講演録②をお届けします。
〕

大山健太郎
1945年生まれ。19歳で家業を継承、大山ブロー工業所代表者に就任。
その後、同社を法人化・事業転換し、
アイリスオーヤマに社名変更、工場を国内8カ所に建設。
1992年にアメリカ、1996年中国、1998年オランダなどに現地法人を設立し、地産地消の事業を展開。
ローカル発でグローバル展開する“グローカル企業”に成長させ、現
在に至る。
仙台経済同友会代表幹事。東北ニュービジネス協議会会長。東北経済連合会副会長。
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Special Report
ドラッカーの原点を訪ねる旅―

グローバル・ドラッカー・フォーラム2014に出席して
米国クレアモント大学院大学 ドラッカー研究所認定
ドラッカーカリキュラムインストラクター

緒方 慎八

■ウィーン―生まれ育った町

い。
将来その価値がどうなるか分からない。
そこで投資すべきは

ドラッカーはオーストリア帝国の首都ウィーンで生まれ育ち

やはり人的資源だ。新しい価値を創造しイノベーションを起こ

ました。彼は独裁者が先導する第二次世界大戦の足音をドイ

すのも、
そのプロセスをマネジメントするのも人間だ。
その人間

ツで聞き、
逃げるようにロンドン経由でアメリカに渡り、
マネジメ

にどう投資をしてその結果（成長や成果）
をどう刈り取るかを

ント哲学を創り上げたのです。彼はヒットラーのようなカリスマ

個々のマネジメントや組織が考えていくことが大切である。
どの

が大嫌いでした。
「普通の個々人が、
自分自身を、
チームを、
そし

組織にも当てはまる答えはどこにもない。
しかも個人の力には

て組織をどうマネジメントすれば持続的で豊かな社会ができる

限界がある。天才といえども一人の力では何もできない。皆が

のか？ どうすれば二度と暴力的な世の中にならないで済む

力を出し合って協調してオーケストラのように成果を出すには

か？」
を追究することが彼の人生のテーマであったと思います。

どうしたら良いか、
マネジメントこそがみんなの力を結集し成果

彼は複雑に見えるマネジメントの真髄をとても平易な表現で私

を出せる道具だ。
そのマネジメントはどうあるべきか」
が大いに

たちに教えてくれます。
「 事業の目的は顧客の創造である」
と

議論されました。
しかし、複雑な議論をしても行き着く先は
「誰

いった具合です。
「人様のために仕事をして成果を得てこそ自

が顧客なのか」
「
、社会はそれを良しとしているか？」
というドラッ

分の存在がある」
というわけです。
その考えがないと個々人は弱

カーの単純な言葉と人間愛に辿り着くのです。

り果て最後は社会が独裁者のような強いリーダーを求め暴力
■新時代を予告

を容認してしまうとまで言っています。
行き過ぎた金儲け主義や

ドラッカー賞を受賞したナイジェリアの若者は
「IT/Internetが

利己的な政治が貧富の格差、不平・不満や貧困を生み、今世
界で起きているような問題を引き起こしていると主張しているの

あるので近代化に遅れた国にいても毎日パリやニューヨークに

ではないでしょうか。

いるかのように仕事ができる。
ドラッカーは全てがデジタル化さ
れていく新しい時代の到来を予告した。
ドラッカーを知って自分
自身が一番変わった」
と具体例を挙げて説明しました。
その若者
の発言にも感化され、
来年のフォーラムのテーマは
「人間らしさ
を求めて−デジタル時代のマネジメント」
です「
。デジタル化で、
か
つ階層が崩れていく時代の競争や協働はこれまでのものとは全
く異なっていく。
マネジメントはどうあるべきか」
というのが次回の

ドラッカーが育った家
（ウィーン）

テーマになります。
是非、
皆様のご出席をお勧め致します。

ウィーン市内のシュテファン寺院

ドラッカーが生まれ育ったウィーンの町はハプスブルグ家が
築いた豊かな文化に溢れ、今でも圧倒されるような芸術の都
です。
市内のシュテファン寺院の周囲を歩いていると今にもモー
ツアルトが路地を飛びはね、
ベートーヴェンが馬車に乗って現
れるかのような錯覚を覚えます。市内ではワルツの曲が流れ、
ウィーンフィルハーモニーが曲を奏でるオペラハウスはいつも
賑わっています。
そのウィーンでグローバル・ドラッカー・フォー

フォーラムの会場

レセプションパーティーで仲間と

今回は、
娘のシシリーさんが出席なされドラッカー教授と奥

ラムが昨年11月14日〜15日に開催されました。

様の関係やご家庭での様子について思い出話をして下さいま

私は、
ドラッカーの原点を訪ねる思いで参加致しました。
フォーラムには、
43カ国から約400名が出席し、
「偉大なる変革

した。
ドラッカーが書いた原稿をレビューしてコメントなさる奥

―繁栄への道のマネジメント」
というテーマで講演、パネル・

様の姿、
二人でパズルを解く姿など微笑ましい話をして下さい

ディスカッションや議論が行われました。

ました。
今年5月から
「ドラッカーコレクション水墨画名品展」
が

このフォーラムでは、2008年のリーマンショックからまだ回

千葉市美術館で行われます。
ドラッカーは個人的に多くの日本

復できないでいる西欧社会が今後どう持続的な豊かな社会を

の水墨画を収集し大学でも日本画について講義をしていたそ

築いていけば良いのか議論がなされました。
『イノベーションの

うです。
複雑なことの真髄を意図も簡単に説明してしまうドラッ

ジレンマ』
の著者であるクレイトン・クリステンセン教授（ハー

カーと水墨画の関係は何なのでしょうか？ 見るのが楽しみで

バード・ビジネススクール）等出席者各氏の主張は、結局はド

す。
また、
シシリーさんも5月の訪日をとても楽しみにしておられ

ラッカーが常に主張してきた人間主義への回帰でした。
「お金

ました。

や生産システムなどを含む物や情報は資産としての価値はもろ
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ドラッカーとの出会い

知識労働者が自律的に学び、
人が育つ、
実践する

An Encounter
with Drucker

富士ゼロックス
●ドラッカー自習塾

「経営を学ぼう」
と思い最初にとった本が『現代の経営』
だった。

ドラッカーには様々な出会いの場があり、様々な学び

自習塾のメンバーは、様々な思いで参加している。
「自

がある。
そんな学びの場として、今回は富士ゼロックスの

分がやっている仕事をマネジメント的な目線で見たい」

「ドラッカー自習塾」
を取材した。富士ゼロックスは、
デジ
タル複合機・プリンターの製造・販売やドキュメントサー

「視野を広げたくて参加した」
「さまざまな部署の熱い思

ビス&コミュニケーションを事業としている会社である。

いを持っている人たちに会って触発されたい」
「 渡邉さ

「ドラッカー自習塾」
は、
月に一度、
就業時間後の1時間

んの人柄に惹かれて参加した」
など。
いずれも、
自ら学び
たいという熱い気持ちを持った人たちだ。

半、社内の有志が集まってドラッカーの経営論について
学んでいる勉強会。
この勉強会では、
最初に経営学検定

●成果は組織の外に

の問題を30分ほど学び、
その後、
メインである、
『図解ド

自習塾の成果もいろいろ出ている。参加者の意見は

ラッカー入門』
『
、ドラッカーの5つの質問』
に関する学習を

「以前と違う物事のとらえ方ができるようになった」
「他の

行っていた。
この 日 の 最

経営書も読むよ

初の議題では、

うになり、
新たな

経営学検定第

学 び が 始 まっ

18回初級の問

た」
「今まで自分

題のアンリ・フェ

が 仕 事 経 験で
得 た仕 事 の 軸

イヨールの管理
過 程 論や状 況

話し合う中で解決策が見いだせる

のようなものが

確信に変わった」
「参加者同士で話し合う中で良い解決

対応リーダーシップ論などを学んでいた。

策が見いだせた」
など。
また、
渡邉氏曰く、
「トップセールス

次に
『図解ドラッカー入門』
の読書会を行っていた、
ここでは
「ITはどこまで経営に必要か」
について議論し

になった人や、海外で活躍するグローバル人材になった

た。
「ITの投資がどのようなリターンを生んでいるか」
「ド

人、
やりたいことを見つけて転職する人などがいます」
。
渡邉氏は、
この活動の目的を次のように言う
「成果は

ラッカーの企業と情報に対する考え方は何か」
など様々

組織の外にあるので、社内を見るのではなく、世間に通

な意見交換をしていた。

用する人、お客様に評価される人になることが大切で

3番目の
『ドラッカーの5つの質問』
では、
その年の学

す。人は、
そう考えた時にマインドセットが変わり、
自律

会総会でご発表頂いた山崎製パンのテキストを使って、

的に動けるようになります。
そんな自律的な人をもっと

「組織はどのような具体的な成果を求めているか」
「あな

増やしたい。
その活動を地道に続けることで会社も社

たの組織は、努力に対して適切な成果を上げているか」

会も良い方向に変わっていくと考えています。」

「人材と資源は最もうまく分配されているか」
について議

知識労働者が自らの意思で学び、議論し、人が育

論した。参加者一人一人が、各自の業務の状況をもとに

つ。
そして、
ドラッカーの考えが社会の中で実践されて

白熱した議論が交わされていた。

いく。
そのような思いを感じさせる
「ドラッカー自習塾」
で

主催者は、渡邉明男氏、中央営業事業部のマネー
ジャーであり、
ドラッカー学会の様々な研究会にも参加

あった。

している。彼が、
ドラッカーを学ぼうとしたきっかけは、研

渡邉 明男（わたなべ あきお）

究開発職から営業職への異動がきっかけだった。営業

ドラッカー学会会員
（富士ゼロックス所属）
dourakuka@outlook.com。

職として価格競争にさらされるビジネスの厳しさを知り、
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書 評

ドラッカー入門 新版

ドラッカー

−人・思想・実践−

―未来を見通す力を手にするために

三浦 一郎 井坂 康志 編著
ドラッカー学会 監修
（文眞堂）

上田 惇生 井坂 康志 著
（ダイヤモンド社）

本 書のカバ ーするド
ラッカーの領域は広い。
「キルケゴールの問題意

ドラッカーは幾多の

識」
「
、何によって覚えられ

書物を残して私たちに

たいか」、
「強みを問う」
な

指針を与えてくれた。
そ

どドラッカーが問いかけ

の原則は今なお色褪せ

る言 葉が 凝 縮されてい

ることはない。
しかし変

る。
しかし、
ここでは私が

化は早く激しく、存命中

特に重要だと思った正統保守主義に

にはなかった出来事が目白押しであ

ついて書きたい。

る。
これらへの分析やアドバイスは、
も

本書ではこの言葉が頻繁に書かれ

う望めず、
自分で考えるしかない。

ている。
正統保守主義とは、
「理想を求

それにはドラッカーの姿勢を真似る

めて、
手持ちの道具を使って、
ケースバ

のが一番の方法だろう。
ドラッカーは

イケースで」
という政治思想である。次

「社会生態学者」
を自称していた。
マネ

のような記述がある。
「世界がとほうも

ジメントの発明も、企業だけではなく、

なく複雑で、暴力的で、危険である以

社会全体をつぶさに観察したからこそ

上、現実を現実とし、願望を願望とし

できた業であろう。

て、峻別して生きていくしかない。
そし

ドラッカーの姿勢を真似ることは、

て、明日を創造するためのささやかな

人としての歴史、身に付けた思想、
そ

仕事を地道に行うしかない」
。

して信念に基づく実践を知ることから

さらに、
この思想はドラッカー全体

始まる。本書は、
そのアプローチを示

に流れていることを教えてくれる。
個人

してくれる。社会生態学者としての人

に対しても、
「今、
ここにない未来より、

となりを捉えるべく、多彩な顔ぶれが

『今ここ』
にあるものを相対的に信頼せ

各々の観点からドラッカーの人、思

よ」
「
、自分を変えるくらいなら、
むしろす

想、実践を論じている。21世紀に生き

でにある自分の中の価値を見出し、意

る私たちがドラッカーの心をもって社

識的に研ぎ澄ませ」
という。
ドラッカー

会を理解し、組織を導き、互いの関係

の言葉は厳しく、
そしてやさしい。
その

を築き上げようとする道のりの光明と

理由がドラッカーの正統保守主義の

なってくれる。

考え方にあるのだと、本書を読んで改
めて感じた。
そのような機会を与えて

落藤伸夫

下さったことに感謝をしたい。

MBA（Bond-BBT）
日本政策金融公庫を経て、現在はコンサルタント、
ビ
ジネス・コーチ。
2009年より
「英語でドラッカーを学ぶ会」
に参加

松浦俊水
物理学修士取得後、
組込みソフトウェアメーカー勤務
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新入会員紹介

Self Introduction

何をもって憶えられたいか
What do you want to be remembered for?

2014 年度にドラッカー学会に入会された方からの声をいただきました。

「何年か前にかかりつけの
腕のいい歯医者に聞いたことが

ドラッカー学会の活動はこういった高い志をもたれた皆様の日々の研究や、
実践によって成り立っています。

ある。『あなたは何によって憶えられた
いか』答えは『あなたを死亡解剖する医者が、
この人は一流の歯医者にかかっていたと

藤原健一さん

言ってくれることだ』だった」
―『非営利組織の経営』

25 年前『新しい現実』
を読んで
目から鱗の思いを抱いて以来、
ドラッカーの熱烈ファンに
なりました。

田中信康さん

高橋守男さん
意識しなければ、
あっと言う間の人生。

ドラッカー氏の理念、
思想をあらためてしっかり

思いはそれぞれ、何でもよし。
耀いていたという事実を
記憶に遺したい。

西中克之さん

学ばせていただきます。

都内で小学校の教員をしています。
ドラッカーの著作を読んで、
教育現場で日々奮戦
しております。

ドラッカーについて、より深く学びたいという、気持ちをお持ちの方はぜひ本学会へご参加ください。
●入会の申込みはこちら

http://drucker-ws.org/admission/

●Facebookページはこちら

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

●今後開催予定の研究活動はこちら

http://drucker-ws.org/events/

このたび広くドラッカーを学ぶ人々に向けて「ドラッカーフォーラム」を刊行する運びとなり、記念すべき創刊号をここに発刊するこ
とができました。
この創刊号を発刊できましたのも、記事を寄せていただいた学会員の皆様、執筆いただきました研究者各位の多大なるご支援に
よるものですが、特にドラッカー「マネジメント」研究会の森岡氏、英語でドラッカーを学ぶ会の上野氏、ドラッカー・マネジメント＆
イノベーション研究会の田中氏、ドラッカーの窓から明日を考える研究会の藤島氏をはじめ、各研究会のメンバーの方々による、企
画当初からの献身的サポートがなくしては実現しなかったと思います。
また年報にて、これまでずっとお世話になっている井坂氏、稲岡氏には本誌の企画・デザイン・紙面構成で多々ご無理申し上げ
ながら、格別なるご支援を賜りましたこと、ここに深く御礼を申し上げる次第です。そして学会事務局の菅野氏、栗原氏には発刊に
向けての各種調整や予算面でのご支援で大変お世話になりました。
今後、年4回の「ドラッカーフォーラム」を通じて「実務家のためのドラッカー」をお届けできる、お役に立てる紙面づくりを目指して
いきたいと思います。関係各位の引き続きのご指導・ご支援を賜れれば幸甚に存じます。
（ドラッカー学会理事 花松甲貴）
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