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「みなさん、
おめでとうございます」
―ドラッカー学会10周年に寄せて
本会学術顧問、
ものつくり大学名誉教授

上田 惇生

ドラッカー学会10周年、
おめでとうございます。
設立から10年を経た今を眺めるとき、
ドラッカー学会でなされる活動のあまりの多様さ、
みずみず
しさに驚かされます。
研究会、読書会、
サロン、本誌のようなコミュニティ誌、研究年報、大会、講座などなど繊細かつ彩り
豊かであり、会員による思い思いの活動が日々展開されています。私はこの
「一見ばらばら」
を通して、
自由で創造的な活動が美しく進められていること、
そこにこそ本学会の他にない強みを見る思いがい
たします。
「強みに築け」
とはドラッカーさんが私たちに教えてくれた第一のことでした。
いろいろな方々が、思い思いの場所で、
そ
れぞれの特色と個性をもって活動している、
この強みを次の10年でなおいきいきと伸ばしていただくことを願っています。
ささやかで多様な活動を後押しできる、
そんな学会であってほしいと思います。
先日東京大学で開催されたドラッカー学会大会の共通テーマは
「ネクスト・ドラッカー」
であったと伺っています。
みなさ
ん一人ひとりが「ネクスト・ドラッカー」
を創造する主役です。
ぜひ
「五つの質問」
などを使って、
さらに実り豊かな活動を推
進されることを願います。
最後に会員のみなさまに、
ドラッカーからのメッセージをお伝えしたいと存じます。
それは、
「みなさん、
おめでとうござい
ます」
ということです。
創立10周年のドラッカー学会に参加しておられる方々へのドラッカーからのメッセージは、
「おめでとうございます」
です。
この時代に、
ドラッカー学会にさらなる貢献を求めて来られる方は、
それだけで、
「仕事も人生も前途洋々である」
ことを
示しているからです。
ドラッカーは、
「今日おいでになっている方々は心配ありません」
とよく言っておられました。
いっそうのご活躍をお祈りいたしております。
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学会十周年を迎えて

ドラッカー学会
10周年記念大会 in 帯広
September 19, 2015

大会テーマ

『継続学習』―次なる10年を見据えて

知識労働者の
生産性向上に
向けて

日時

場所

Tokachi Plaza in Obihiro

ドラッカー教授が亡くなられて早や10年が経過しようとしています。私たちは次の10年を見据えて
同教授が21世紀の宿題として残した「知識労働者の生産性の向上」に取り組まなければならないと考
えています。本大会では、その一つのキーになる活動として「継続学習」をテーマにこれまでの経験を
共有し、組織とそこに属する人がいかに「学んでいくべきか」を一緒に考えていきたいと思います。

9 19

日（土曜日）
2015 年 月
10：30〜18：30

帯広『とかちプラザ』
帯広市西 4 条南 13 丁目 1 番地（JR 帯広駅から 3 分）
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/tokachiplaza/tp_access.html

研究発表▶ 10：30〜12：30

大会▶13：30〜16：30

懇親会▶17：00〜18：30

プログラム内容
10：30〜12：30

研究発表

ドラッカープレミアムの発表（発表者 2 名、インタビュー数名）

午後（大会の部）

13：30〜13：40
13：40〜14：00
14：00〜14：45

開会の言葉

代表理事

三浦 一郎 先生

基調スピーチ

「マネジメントにおける継続学習の意義について」

佐藤 等

講演

（仮題）
「社内教育にドラッカー思想を長年用いた経験について」

ホーマック元会長 柴田 憲次 氏
3 年間で 308 回、1800 名（全社員の 96．2％）の社員にドラッカー教授の考え方を話した経験を有する。

14：45〜14：55
14：55〜15：40

休憩
講演

「社会人教育の場としてのゼミ学習の意義と企業家精神の醸成」
小樽商科大学大学院教授

瀬戸 篤 氏

本学会会員。現在、国立小樽商科大学大学院 MBA にて企業家精神に関する講義を担当。

15：40〜16：25

講演

「継続学習と実践の成果について」

十勝バス

代表取締役社長

野村 文吾 氏

ドラッカー教授の教えを実践する中で社員の意識改革を図り、42 年ぶりに路線バスの増客に成功。
この働きは、国交省の大臣も知るところとなり、各賞を受賞。

16：25〜16：30

閉会の言葉

●申し込みはこちら▶ http://goo.gl/5EuQEa
●お問い合わせ先▶ request@drucker-ws.org
観光につきましては下記のページなどを参考にして下さい。帯広観光コンベンション協会の観光ページです。

http://obikan.jp/?page̲id=5141
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学会十周年を迎えて

会員のみなさん／研究会主宰者各位への提案
藤島 秀記

ドラッカー学会理事
本誌編集主幹

2005年秋に誕生したドラッカー学会も、今年の秋で10周年を迎えます。学会がいよ
いよスタートしようとした矢先、思いもしない不幸に見舞われました。言うまでもなくドラッ
カー教授他界の悲報でした。
爾来10年その悲報を乗り越えて、私たちは各人仕事を持ちながらも、学会という小さ
な学校に集まり、ドラッカー思想と業績を学び、かつ各人の置かれた立場とジャンルにお
いて実践すべく努力を重ねながら今日に至りました。
そして10年経った今、ドラッカー学会は次の10年に向けて新たな活動に取り組むため
には、井坂さんが問題提起したように、以下の5つの重要な質問に自らが答えを出さねば
ならないと考えます。

【次の十年に向けての五つの質問】
（1）次の十年におけるドラッカー学会のミッションは何か
（2）次の十年におけるドラッカー学会の顧客は誰か
（3）次の十年におけるドラッカー学会の顧客の価値は何か
（4）次の十年におけるドラッカー学会の成果は何か
（5）次の十年におけるドラッカー学会の計画は何か
以上の質問に学会員全員の総意を集約することで、次なる10年に向けての新たな灯
火を掲げて進もうではありませんか。
まず研究会の主宰者と幹事の方は、それぞれの研究会で会員同志が話し合い、研究
会での集約した意見をまとめてください。また研究会に属していない個人の方はご自身の
率直な意見をお寄せください。
締切りは本年9月末とし、こちら https://goo.gl/m0pMZx に記載をいただき、お送り
ください。お寄せいただいたご意見は、本誌「ドラッカー フォーラム」にて掲載いたします。
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学会十周年を迎えて

ドラッカー学会 次の十年に向けた
「五つの質問」
井坂 康志

ドラッカー学会理事

ドラッカー学会は今、ようやくにして本格的活動

て知る。まずはそのバトンをしっかりと受け取ること

の緒についたと言える。

が第一だった。

そのことについて述べる前に、
「ドラッカー学会自

次の十年に行うべきは宏大な海に出航することだ。

身が五つの質問を発しなければいけない」――いつ

そこでもう一度ミッションをはっきりさせたい。そ

か上田惇生さんから言われた言葉を思い出す。ド

れがなければ、人も組織も社会もいとも容易に迎合

ラッカーはフィードバックせよと言った。フィードバッ

する。ドラッカーは「顧客を創造せよ」と言ったので

クしなければ、自分が何者なのかもわからないし、

あって、
「顧客に迎合せよ」とはひと言も言わなかっ

何を次になすべきかもわからない。何が機会で何が

た。迎合はミッションを持たない者が行うことであ

徒労なのかもわからない。

る。

学会とは、これまで研究者ギルドの寄り合いにも

「汝自身を知り、なすべきことをなす」これがミッショ

似たものだった。誰も読まない論文、誰も聞かない

ンの持つ意味である。それがなければ、何のための

研究報告、うんざりする
序列関係…。ドラッカー
の嫌ったものだ。ドラッ
カーはインテリを嫌い、エ

「どうすれば大成できるかを考えよ。
小成に甘んじていてはいけない。
」

リートを嫌い抜いた。彼が愛したのはこの世の片隅

ドラッカー学会なのか。
灯火を高々と掲げ、旗幟
を鮮明にする。そこに集
う仲間が次のドラッカー

学会をつくっていく。

でささやかな成果を築く人たちだった。働く人たち

ただし、顧客は変化する世界そのものだ。広々と

だった。
「自分が学者でないことを誇りに思っている」

どこまでも続く海をそれは思わせる。かたときたりと

とどこかで彼は書いていた。

もとどまってはいない。かたちを変えながらも、それ

学会が実践で成果をあげていけない理由は存在

は海であることをやめることがない。

しない。私は思うのだが、実践ほどに深慮を要する

学会の次のイノベーションはそこにある。今もって

ものはない。沈思黙考を要するものはない。自問内

はっきり見えているわけではない。だが、学会の存

省を要するものはない。実践とはそれ自体が哲学そ

立理由そのものをイノベーションする志が必要なの

のもの以上に哲学的成果なのだと思う。成果は紙

は間違いない。あのルネサンス的天才のドラッカー

の束のなかにばかりあるわけではない。実践こそが

をイノベーションの対象とするのだ。かくも野心的な

もっとも高貴な哲学だとドラッカーは教えてくれたは

仕事はない。そして、かくも一人の人間が一生を懸

ずである。

けるに値する大事業もない。

これまでの十年間、すぐれた研究者や実務家の

ドラッカーが現在を見たらこういうだろう。
「どう

みなさまと行って来たのは、ドラッカーの考え方を

すれば大成できるかを考えよ。小成に甘んじていて

しっかりした楔としてこの世界に打ち込むという一点

はいけない」
。

だった。なぜなら、学会の設立を見届けるように、

次の十年は大成のための一歩とならなければな

ドラッカーはこの世を去った。ドラッカーはこの学会

らないだろう。

に後事を託して、安んじて旅立ったのだと今になっ
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トピック

ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画
〜「マネジメントの父」が愛した日本の美〜 展について
Masterpieces from the Sanso Collection:
Japanese Paintings collected by Peter F. and Doris Drucker
ドラッカー没後10年にあたる本年、国内3美術館を巡回する

定まった。クレアモントのドラッカー家をおたずねしたとき、ドリ

展覧会「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画」が実現した。

ス夫人は102歳でお元気であり、展覧会が実現したら見に行き

初公開を含む作品111点が里帰りし、
ゆかりの品々やコレクショ

たいと言って下さった。セシリーさんがそのとき強調されたのは、

ンをめぐる資料とともにご覧いただこうという初めての試みだ。

これはPeter and Doris Drucker Collection、すなわち二 人

現在、第一会場である千葉市美術館での展観を好評のうちに

のコレクションなのだということである。そしてキャンパスの一角

無事終了し、長野県信濃美術館の会期が始まったところであ

に保管されていたコレクションの大半を、休暇中の大学の教室

る。本稿では、この展覧会を担当した学芸員として、その成り立

を使うという限られた時間で一気に調査させていただいた。次々

ちや反響などについて触れながら内容をご紹介したいと思う。

に掛け並べ拝見した掛軸はいずれも小さな渋い水墨画である。
自宅書斎の壁にはピンが刺され、風竹図が掛けられていた。外

企画のはじまり

はカリフォルニアの青い空。その対比が大変印象深かった。そし
て、私がこのときから考えはじめたことは、前述のような二つの

本誌読者であれば、ドラッカーが日本の古美術に関心があ
り、コレクションもしてい

乖離した世界を結びつ

たということは周知のこ

ける展覧会にすべきであ

とであっただろうか。と

ろうということであった。

はいえこのことが紹介さ
内容も限定的なもので

コレクションの
道程を展覧会に

あった。一般にはほとん

ドラッカーの日本美術

ど知られていなかったと

との出会いは古く、第二

いってよいだろう。一方、

次大戦前のロンドンにあ

日本では1986年 に「ド

る。若き銀行員であった

ラッカー・コレクション

20代半ばの頃、雨宿り

れる機会は少なく、その

水墨画名作展」があり、
ドラッカー自身の命名に

のため偶然迷い込んだ
日本美術展を見て恋に

図1 ドラッカー・コレクション展会場 千葉市美術館

よる
「山荘コレクション」の存在と、稀少な室町水墨画の数々は、

落ちたのだと、何度も語られてきた。今回この有名な出会いの

美術関係者の記憶に残るものであった。だが、そのドラッカー

ストーリーの裏付けも試みたが結局明確にはならなかった。興

が「あの」
ドラッカーだとはあまり結びついてはいなかったし、そ

味深いのはドラッカー自身も自分が見たものは何だったのか

こが顧みられることもなかった。

1970年代半ばに探ろうとしていたことだ。ともあれ、アメリカに

本展は、千葉市美術館の河合正朝館長が、この約30年前

移住後も日米開戦直後のワシントン勤務では昼休みにフリア・

の展覧会に関わり、以来晩年のドラッカーとのご縁も続いてい

ギャラリーに通い、数々の作品を見ては「引き裂かれた狂気の

たという関係から発案され、コレクションを共同名義で継承さ

世界」へ戻る英気を養ったのだという。ドリスさんがピーターの

れていた四人のご子息の代表として、次女のセシリー・ドラッ

言葉として伝えていた「正気を取り戻し、世界への視野を正す

カーさんの格別のご理解とご協力を得て実現した。私共が初め

ために」日本美術を見るというのは、この辺りから発したと思わ

て展覧会開催について打診したのは3年前で、海外展としては

れ、展覧会のキーワードとして強い訴求力になった。
（※図1）

時間的猶予のない時期ではあったが、ドラッカーの没後10年

こうして日本美術への興味や好みの分野にも自覚的となって

と、千葉市美術館は開館20周年を迎えるこの2015年に照準が

いたドラッカーが初来日したのが1959年。このとき京都で2点
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トピック
「文人画と共にいれば、それだけ自分自身について学ぶことにな

の作品を購入したのがコレクションの始まり

図2 展覧会図録（美術
出版社より書籍と
しても刊行）

だった。今回、展覧会図録（※図2）にお寄

る。
これこそが正に文人画の威力である」
という言葉も心に残る。

せいただいたセシリーさんの回想には、この

神仏、歌仙、禅宗祖師といった聖なる超越的存在の人物像と

最初の訪日のとき子供たちへのお土産として、

括ることができる作品も多い。
「名品展」ならば挙げづらい一点

着物や下駄などたくさんの「珍しいもの」を持

一点であったとしても、これらが特にコレクション後半になって

ち帰ったとあって、大変和まされる。セシリー

集中して収集されるようになったことの意味は小さくなかろう。
展示はこのように、特徴的作品を抽出しつつコレクションの

さんには会期中に講演もお願いしたが、長い

質問タイムをお許しいただき、多くの関心に実に率直に明快に

道程を示すものとなった。実際に作品を会場に並べ終えたとき、

応えてくださった。

ことに前半部分にたたずんだとき、作品群とその空間がドラッ
カーその人を語りだしたように思えた。直

如 水 宗 淵《柳 堤山水 図》
（※図3）は、
次いで1962年に東京で購入した作品の

前の借用時、サンフランシスコの倉庫で、

一つである。如水宗淵といえば、雪舟晩

コンディションチェックのため全作品を見

年の弟子で、有名な《破墨山水図》
（国宝）

ていたのだが、我ながら全く違って見えた

を師から与えられたその人だ。霧に煙る湿

のだ。絵を、特に山水画を眺めることの本

潤な、詩情溢れる自然を描いたこの小さ

来的な意味が思い起こされたようだった。
（※図4）

な掛軸を得られたとき、どれほど感激した
ことだろうと想像する。この作品が1962年
れは私にとっては展示の構想が急に高

ドラッカーの言葉と、資料
展示の反響

まった瞬間だった。ドラッカーの目を追随

ドラッカーが他の日本美術コレクターと

することによって、絵の意味や役割が、新

違うのは、コレクションのほぼ全てが掛軸

たに沁み出るように現れてくる。なぜ日本

であり、常に身近に掛けて生活の一部とし

美術だったのか、ドラッカーにとって、日

た、座右のもののみであるという内容もさ

という最初期の収集だと気づいたとき、そ

本美術を見るということ、そしてそのコレク

図3 如水宗淵《柳堤山水図》 室町時代

ションはどのような意味があったのだろうか。

ることながら、彼が文筆家であり、コレク

ションや美術に関して語っているということ、さらには美術を通

収集活動は1960〜70年代が最も充実し、日本で得た収入

じて日本を考察し、あるいは日本美術への凝視を通じて思索を

は日本で全部使ったという話があるだけでなく、実は一時は借

深めているということであろう。ドラッカーの美術に関する著作

金もしたほどだったらしい。室町水墨画では、雪村《月夜独釣

を整理し、図録には未刊のもの全てを新たに収載したが、展示

図》をはじめとして著名な作品も早い段階で入手している。自身

においても、ドラッカーの記述を交え、個々の作品解説にも加え

が求めるものは何かを探りつつも、それが入手できた時代でも

るなど、コレクションの思想が浮かび上がることを意図した。結

あった。ドラッカー・コレクションには、他には作例がほとんど

果として、これに起因する反応が目に見えて大きくなっていった。

見いだせない、つまりここでしかその人の作品を見ることができ

古美術の展覧会としては珍しく、来館者に現役世代の男性も多

ないという、逸伝の室町水墨画家の作品が何点も含まれる。例

く、熱心にメモをとる方の姿も目立った。図録は予想以上の購

えば知有《翡翠図》や精庵《雪中雀図》など、捺された印章にそ
の名が刻まれているものの、伝記の詳細はほとんど伝わらない。
薄暗いような画面は今時の目には決して華やかには見えない
が、しかし何か生命感をみなぎらせ、忘れがたい存在感を放っ
ている。ドラッカー・コレクションはこうした作品群によって記憶
されてきたのだ。来館者の感想には、知らない画家ばかりで教
えられた、というものも多かった。
三度目の来日の折に店頭で見て衝撃を受けた禅画について
は、20世紀初頭のヨーロッパの表現派が目指していたものをそ
こにみて接近しやすかったと言っている。一方、コレクションの3
分の1を占めることになる文人画には、初めは慎重に近づいた。

図4 ドラッカー・コレクション展会場 千葉市美術館

6

トピック
買率となって巡回3館用であった初版を会期中に完売した。
展覧会の準備では、作品に対する手当て以上に、ドラッカー
とコレクションに関して具体的に何が提示できるかについて苦
慮していた。クレアモントのドラッカー・インスティテュートには
種々の便宜をはかっていただき、その在り方は大変参考になっ
た。借用した数少ない日本関係の資料に、日本大学でのスピー
チ原稿があったのだが、のちにドラッカー家からご提供いただ
いた富士登山の時の写真と山頂でのエピソードが、同じ1962
年のことであり、内容が偶然つながった時には資料が立体的に
なったようでうれしかった。
しかし会期も目前となって弾みがついたのは、東京文化財研
究所に保管される美術史家・田中一松（1895-1983）の膨大
な資料のなかに、ドラッカー関係の一群が見出されたことであ
る。1960〜70年代（ドラッカーは50〜60歳代）の収集に関す
る熱心な活動や、真摯な態度を生き生きと伝え、コレクション
が生長する過程も読み取ることができる。ドラッカーのなかで日
本美術コレクションがいかに大きな領域を占めていたのか、ド
ラッカー関係者にとっても全てが未知の内容であり、反響が大
きかった。一方でこの資料の実物が展観された初の機会として
も注目され、資料の保存・整理を継続するため、早速にその手
当がついたというのは最新のよいニュースである。
本展で初紹介した狩野探幽《波に兎図》
（※図5）は、1991
年に入手されたもので、おそらくドラッカー最後の収集品であ
る。今回ドラッカー家のファイルから見出された未刊の一文

図5 狩野探幽《波に兎図》 寛文8年（1668）

“Love Letter to Japanese Art”も、同年の執筆であり、こう締
めくくられていた。
「今日に至っても、私の日本美術への愛は情

「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画
〜
「マネジメントの父」が愛した日本の美〜」展

熱的に続いているのである。
」 あのドラッカーがここまで繰り返
し熱く語ったものは何だったのか、是非ご自身の目で空間に身

2015年 5月19日（土）〜6月28日（日）
長野県信濃美術館
7月11日（土）〜8月23日（日）
山口県立美術館
10月30日（金）〜12月6日（日）

千葉市美術館

を置いて確かめていただければ幸いである。
（千葉市美術館学芸係長 松尾知子）

松尾 知子（まつおともこ）
学習院大学人文科学研究科博士後期課程単位取得退学。日本近世絵画史専攻。1995年千葉市美術
館開設準備室より同館学芸員として現在に至る。企画担当の展覧会、共著として『酒井抱一と江戸琳派
の全貌』
、
『田中一村 新たなる全貌』など。

左より 河合正朝千葉市美術館館長、セシリー・ドラッカー氏、右が筆者（2015年5月18日撮影）
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人間：ドラッカー博士の思い出（その1）
斉藤

勝義

ドラッカー学会会員、SG「英語でドラッカーを学ぶ会」会員、
清流出版（株）出版部顧問

私は、43年間（1962 〜 1995）ダイヤモンド社に
勤務、外国著作権業務を担当していた。私の入社
当時のダイヤモンド社は、経済関係の雑誌（週刊ダ
イヤモンド、他の経済に関する雑誌）と、時代をリー
ドするビジネス書の出版に主力を注いでおり、従っ
て外国、特に欧米で出版される著作物や著作者に
注目していた。時の書籍出版編集長の地主氏は、
米国で出版される著作物に興味を示し、鋭い発掘
感覚の持ち主で、ドラッカー博士とその著作物も、

えに行くことになった。訪日は、1964年の初秋の頃

その流れ中での出会いであったと思われる。

だったと記憶している。
顔も姿も知らないドラッカー博士と夫人を迎える

私とドラッカー夫妻との出会い

ということで、大変緊張し不安だった。手書きの

ドラッカー博士夫妻がダイヤモンド社の招きで訪

「WELCOME, Dr. Drucker & Mrs. Drucker」と

日することが決り、業務上、私が羽田空港まで出迎

いうプラカードを持ち、入国ロビーで待った。一時
間ほど待ち、心配になり、航空会社のカウンターで
尋ねたら、ロサンジェルスからの便は風の影響で予
定より30分ほど遅れて到着したので、現在通関手
続き中と説明され、ほっとした。
間もなくドラッカー博士夫妻らしき二人が、私の
持っているプラカードに向かって重そうな荷物を
引っ張りながらやって来た。
「オオ、サイトさん、サン
キューフォーカミング」と、お二人が笑顔を浮かべて
握手の手を差し出された。その時の握手の握力の
強さと、眼鏡を通しての眼光の鋭さは印象深いもの
だった。私 は 思 わず「Dr. Drucker, welcome to
Tokyo」というのが精一杯の歓迎の言葉であった。
その後は互いにほっとした気分になり、雑談をしな
がら待たせてあった日本交通のハイヤーでホテル・
オークラに向かった。
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私のドラッカー博士とドリス夫人の印象

ことがある。
「全て私の生活の転機はドリスが決めた

ドラッカー博士は強固な骨格を持ち、背丈が高

ものである。ドリスは私になくてはならない人」とも

く、気品ある風格を持つ西欧の良きジェントルマン

云っていた。

である。ドリスさんが恋に落ちたのも頷ける。ドラッ

確かにドリスさんは決断が速く、すぐに行動に移

カー博士はロマンチストでもある。ドラッカー博士が

す人だった。ホテルの外で夕食をとろうということに

ドリスさんを呼ぶときは、少し鼻にかかった声で

なり、食べるものが天ぷらか寿司と決まれば、店を

「ドーリス、ドーリス」と呼びかけ、これに対してドリ

決めずに街に出かけ、その場で気に入った店で食

スさん は「ピー ター、

べることもあった。

ピーター」と笑顔で応

お二人の会話は、日

対していた。お二人の

本の古代美術品に関し

性格は多少違うところ

ての評価の話が多かっ

もあるようだが、価値

た。大阪に一人、大宮

観は一致しているので

に一人、信頼していた

最終的な行動は一致

古美術商がおり、時間

する、理想的なカップ

を見つけてはホテルに

ルであった。

呼んで会っていた。私

かつて、ポートエム

も、そのうちの 一 人、

社代表の国永秀男氏と

大宮の美術商に会っ

夫人の圭香さんと共にドラッカー博士宅を訪問した

たことがある。美術商は、私に「ドラッカーさんは欲

ことがあったが、夫人同士の心が通じ、ドリスさんが

しいと思ったら直ぐ買いたがり、話は速いが、ドリス

圭 香 さ ん に「Behind A Successful Husband,

さんは鑑定が細かく値段の点でも厳しくなかなか商

There Is A Sacriﬁced Woman（成功している夫の

談がまとまらない。斉藤さん、ドリスさんをデパート

後ろには、犠牲となった女性がいる）
」と書かれてい

かどこかに連れ出してもらえないか」と冗談半分に

るTシャツをプレゼントしたことがあった。圭香さん

頼まれたことがあった。ドリスさんの美術品査定の

は今でも大切に宝として持っておられるそうである。

厳しさと値段交渉の厳しさには、ベテランの古美術

1937年、ドラッカー博士はロンドンでの生活に

商も音を上げていた。ドラッカー博士は訪日前に、

不満をもち、悩んでドリスさんに相談したら、速断で

二人の古美術商に欲しい作品を依頼していたよう

「Peter, letʼ s go to America！」と云い、ドラッカー

だ。同時に日本の古美術品について研究し、日本の

博士も迷わずその日にアメリカ行きを決めた。
「ドリ

有名な鑑定士にも連絡を取り、知人も多かったよう

スがあの一言を言わなかったら私の運命は違った

だ。

ものになっていただろう」とドラッカー博士が云った

（その1、終わり）
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ピーター・ドラッカーと私
藤田

聰

ドラッカー学会 会員

ドラッカーを知るきっかけ

会の如く運営されていたが、ドラッカーの本を読んだ

ピーター・ドラッカーを始めて知ったのは学生時代

記憶がほとんどない。今、この瞬間を追い続ける野田

に溯る。1980年代当時、立教大学の経済学部に在籍

先生にとって、ドラッカーは既に過去の人であった（実

していたのだが、3年に進級する頃、ゼミ（研究室）の

はそうではなかったが…）
。

募集案内があった。経済学部の掲示版を見ると、数々

よく、野田先生は我々学生に、Call me Pete！
（ピー

の募集案内がある。正直、当時のレジャーランド化し

トと呼んでくれ（だぞ）
！）やら、一緒に登山をした際の

たキャンパスでは、ゼミに入っていると就職に有利とい

逸話など、学生の頭でも理解できる極めてわかりやす

う浅はかな志望動機がマジョリティーであった。それぞ

い話をしてくださった。ドラッカーの著作はある程度の

れのテーマを見ると、どうも難解で専門特化しているも

年齢や経験を経た後でなければその味がわからないも

のばかり……。

の。そういうところを実は野田先生はわかっていたかも

その中で一枚だけピンク色の募集要項があった。近

しれない。確かに、自分自身、学生時代を含め、20代

づいて見てみると、研究テーマは「日本の将来を考え

〜 30代の頃はあまりピンとこなかった。虫の眼（現場

る」
。社会学のみならず、経済、経営、心理、政治、歴史、

視点）から鳥の眼（経営視点）に変わるころから、徐々

哲学など、様々な分野からアプローチしていきたいと書

に親和性・納得性が高まっていくのではないか。社会

いてある。社会学部のゼミだが、在籍学部・学科を問

生態学とはそもそもそういう類のものだろう。よって、彼

わず募集していた。今でも覚えているが、募集要項に

のファンは経営者や上級管理者が圧倒的に多い。良

は、更に、“態度・物腰し・言葉遣い・礼儀・目つき・

著は事あるごとに読むものだが、ドラッカーの著書は

顔つきに至るまで最高水準の学生を求める”と書いて

読者の置かれている心理的風景によって味わいが違

あった。

う。一粒で数度おいしい感がある。

当時、大学の授業に失望感を覚え、悶々としていた

さて、自分なりに一つだけドラッカーを僭越ながら評

自分にとってはかなり刺激的でチャレンジングなもの

したい。それはものの捉え方における独自性と納得性

だった。“何だか面白そうだ。よーし、受検してみよう。
”

が卓越していることだ。例えば、“事業の目的は顧客の

教授の名前も知らないまま、受検をして、狭き門を何と

創造である”という捉え方。このように捉える人はドラッ

かくぐり抜けたその先には……。

カーだけ。更に、顧客の創造にはマーケティングとイノ

春学期が始まり、4月中旬の一回目のゼミで “モダン

ベーションが重要！シンプルだが、まさにその通りだ。

なクリーム色のカジュアルスーツで颯爽を現れ、さあ、

どういう業態であれ、企業が生き残るにはマーケティン

始めよう！”という元気な掛け声。これが50代後半の

グ−顧客が探し求めている価値、満足を理解し、提供

野田一夫先生（当学会顧問）との最初の出会いであ

する力（価値把握力・対話共感力）と、イノベーション

る。日本に初めてドラッカーの著作を紹介し日本に招

−今までとは違った、新しい顧客価値、満足を創造す

いたのだから、
「ドラッカー研究」というテーマかと思い

る力（価値創造力・連携開発力）に掛かっている。

つつ、先のテーマである。知的好奇心が旺盛で、一つ

行きつく先は “企業は人なり”

の事に頓着しない学際的なアプローチだ。ゼミ活動は

過日、ドラッカーと親交があった野田先生が日経

週4日、計10コマ、週2冊ペース、年 間100冊。体 育
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ホールの基調講演で中小企業経営者を対象に、“企

バーラップしているのだろう。“牛後になるな、鶏頭に

業は個性が問われる、個性なき企業は市場から去

なれ！”という熱いメッセージはベンチャーという環境

れ！”というようなテーマで講演があった。個性とは尖

に身を置いたほうが本人の成長スピードや起業という

り感である。ナンバーワン以上にオンリーワンのものが

点では圧倒的に魅力的だったからであろう。現在、凄

見つかれば尚更いいわけだ。ユニークで卓越した技術

まじいスピードで進行している「働き方革命」という構

やビジネスモデルを持って企業は成長・発展する。立

造変革の中で、悶々としているサラリーマンの姿を見て

ち上げ期はどの会社も中小・ベンチャー企業だ。

いると、今となってみてその意味がわかるものだ。

現在のパナソニック、ホンダ、SONY然りである。実

中小規模で停滞する企業と躍進するベンチャー企

は3社ともに人を主軸に置いた経営を創業期から行っ

業の経営者の違いは人・モノ・金の捉え方の違いに尽

ている。共通するのは、人材（Human Resource）で

きる。ほとんどの中小企業は実は金→モノ→人であり、

はなく、人間（Human Being）という捉え方である。

結果起点で考える。よって、結果が悪ければ、人に投

戦略論で言えば、
（1980年代〜 CSV以前の）マイケ

資しない。採用はしない、教育にお金を掛けない。そ

ル・ポーター的な左脳系・要素還元主義的な発想と、

の結果として、経営資源のバランス性に欠けてしまうの

ヘンリー・ミンツバーク的な右脳系・全体包括主義的

である。

な発想の違いで、日本企業はこれまで後者で人材を見

然しながら、一部のベンチャー経営者は逆の発想を

てきた訳だ。

する。全ての原資は人であることを理解しているので、

私は1998年以降、市場価値測定という独自の能力

逆風下の経営状況でも人に投資するもの。どんな時で

評価テストをベースに社員力の測定を行っているが、ま

も採用、教育に力を注いでいる。特に、採用は生命線

さに“企業は人なり”であるとつくづく思う。その会社で

であることを認識しているので高い絶対基準で採用し

も必 要で普 遍 的なビジネス基 礎 能力（仕 事力）を

ている。更に、理念教育を徹底し、組織としての結束

1000点満点で可視化する。社員力の測定結果では、

力を固めている点が共通項である。人・モノ・金のバ

大企業平均値が520点、中小企業平均値が450点、

ランスを常に保っている。

然しながら、規模は中小企業だが、卓越した技術・ビ

問題提起としての「グローバル」の捉え方

ジネスモデルを有している成長・発展が著しい一部の

2010年を私は“グローバル元年”と呼んでいるが、

ベンチャー企業は580点で実は大企業以上に社員力

日本を代表する企業、例えば、日立製作所などが、本

が高い。そういう企業が伸びていくものだ。
結局のところ、社員力とは社長力ということだろう。

気でグローバル経営やリーダーの養成に着手した年

優れた社長には優れた社員が集まるものだ。やはり、

だ。経産省や文科省など、グローバル人材の定義をさ

ベンチャー企業の社長力は卓越している。もはやベン

れているがほとんどが似たり寄ったりだ。

チャーの域を越えているが、ソフトバンクの孫さんや

ここでドラッカーから学んだ「捉え方」を意識して、1

ファーストリテイリングの柳井さんや楽天の三木谷さん

点、私なりに問題提起をしたい。グローバルの本質は

を想像して欲しい。ベンチャーキャピタリストとして著名

繫がることと捉えている。コネクトできるかどうかは専

な方が、投資する際に企業のどこを見るかという質問

門的な技能の深さそのものである。地球儀をイメージ

に対して、“1に社長、2に社長、3、4が無くて、5に社長”

して欲しい。中核までのどこまで掘ることができるかが

と述べられていたことを思い出す。

グローバル度に通じていく。最後まで諦めずに中心部

野田先生はゼミの学生に“
（既に出来上がっている）

分まで掘った人が世界的に有名なグローバル人材と

大企業は行くな、ベンチャーに行け！”と鼓舞していた。

なる。つまり、ビジョン・志を持って事に取り組み、最

大企業とてそもそもは発展著しいベンチャーであって、

後まで諦めずに続けることがグローバルの大前提であ

若き学者の頃、記事のインタビュー等で直接やりとり

る。つまり、能力要件であると、
①Vision（ビジョン策

された松下幸之助さん、本田宗一郎さんなどがオー

定力）と②Professionality（卓越した専門技能）とな
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る。端的に言えば、“仕事が箆棒にできること”これに

必要不可欠だ。

尽きる。現役大リーガーのイチロー選手、ノーベル生

以上、私が提唱している「CONNECTING 8」とい

理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授などを見れば

うグローバル能力開発モデルでも中核となるのはビ

一目瞭然だろう。

ジョンである（ご共感いただいた方は、日経新聞の転

卓越した仕事ができないグローバル人材とはフレー

職サイト「日経キャリアネット」でもこの考え方をベース

ムワーク（枠組み）だけでコンテンツ（中身）がないのも

としたグローバル力測定テスト（仮）がこの秋にリリース

同然だ。

されますので、ご覧いただければ幸いです。
）
。

グローバルで生きることを選択したのならば、多種

現在、グロハラ（“選抜されたグローバル人材でない

多様な民族や国籍の方々と円滑なコミュニケーション

と人材に非ず”というハラスメント）が大手企業を中心

を取るために、
③Intercultural Competency（異文化

に見受けられる。語学コンプレックスのある方はグロー

適応力）
→④Logical Thinking（論理的思考力）
→⑤

バルの本質を見極めていただきたい。能力構造的に理

Language Skills（語学力）が必要となる。以上の5つ

解することでそのコンプレックスから解放されるはず

の能力が備われば、グローバル人材として活躍できる。

だ。ビジョンを明確化し、それに向けての具体的なアク

更に、グローバルリーダーを目指すのであれば、日本

ションプランを計画・実行し継続していけばグローバ

人が最も苦手とする⑥Leadership（リーダーシップ

ル人材になっていけるのである。

力）
、
⑦Decision Making（意思決定力）の能力開発

以上が、私の「グローバル」の捉え方である。遠く天

は避けて通れない。最後の⑧Imagination（想像力）

国からドラッカー先生はどのように見て下さるものだろ

はスティーブ・ジョブズ氏に象徴されるようなグローバ

うか？

ルトップリーダーとして、新しい世界を創造することに

会員新刊のご案内：当会顧問

野田一夫氏ご推薦！

「夢は目標ではなく、成長の手段である」
（ダイヤモンド社刊、2015 年 7 月刊）

“破格の成功を収めた起業家の多くは、創業時から心に独特のビジョン
を抱き、不屈の意志を最大の武器として幾多の困難を克服し、卓越した
成功を収めてきた。本書は、独特の能力測定データに基づいてビジョン
の有益性を実証した点で、成功を目指すビジネスパーソンに貴重な示唆
を与えるに違いない。”
野田 一夫氏（日本総合研究所会長、多摩大学名誉学長）

URL はこちらまで

http://www.v-change.co.jp/book/index.html

藤田 聰（ふじた さとし） ドラッカー学会会員
株式会社企業変革創造代表取締役社長。市場価値測定研究所所長。慶應義塾大学大学院経営管理研究科専修（修士課程）。
日本IBM、PAOS、組織
人事コンサルティング会社取締役を経て独立。2000年、株式会社市場価値測定研究所を設立、現在に至る。
立教大学経営学部兼任講師、早稲田大学招聘研究員、
日本生産性本部主任講師、AllAboutの 「キャリアプラン」
・
「リーダーシップ」
オフィシャルガイド。
立教経済人クラブ理事、NPO留学協会理事、東京経営者協会会員、東京向研会会員、
日本生産性本部認定キャリア・コンサルタント。
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経営者の視点
佐々木 英明

ドラッカー学会理事
（国際担当）

消費税の引き上げから1年を経過し、日本の景気は立ち直りつつあるように見える。円安もあって、
国際競争が反映される製造業や旅行観光業も好業績の報道に接することが多い。グローバルな競
争環境に身を置き、
ここで勝ち抜くべくグローバルスタンダードに切り替える日本の企業も多いと聞く。
一方で、巨額の不適切な会計処理や大量の顧客情報漏洩など、企業統治と内部統制に関する信じ
られないような不祥事も報道される。
会社法では、企業統治の健全化・透明化を推進するように幾つかの改正点が加えられ5月に施
行された。社外役員の独立性を強化するための資格見直し；社外取締役が存在しない上場会社に
対し、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明することを義務化；新しい企業
統治の形態として「監査等委員会設置会社」の制度新設；会計監査人の独立性を確保するため、
会計監査人の選任、解任、不再任の株主総会に提出する議案決定権限を取締役会から監査役会
に移行。呼応するように、東証と金融庁も企業統治指針を定めた。こうした企業統治・内部統制に
関する改正は、単に株主に対するより透明でより合理的な経営を担保するのみならず、今日的な社
会の要請にも副うものである。
ドラッカーは、企業を、社会の正当性を発揮する産業社会の機関と位置づけた。企業はその役割
を果たさなくてはならない。それは、顧客の創造やイノベーションなどいわゆるドラッカー経営理論
の上位に位置する普遍的な命題である。それゆえグローバルな命題でもある。日本の企業は、コン
プライアンスという観点を越えて、ドラッカーの突きつける普遍的命題に立ち返り、企業統治によっ
てその実現を可能ならしめることが重要に思える。
それは、
グローバルに通用する競争力の源泉となっ
て自らに戻ってくるはずである。
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［講演録］

自らを陳腐化させる経営の実践 ②
〜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

組織を活性化するためには
「常に高い志をもって常に未完

ありません。
もちろんお金がなかったら動きません。
そして、
技術

成であるということで、
組織をブラッシュアップする」
と、
この5つ

がなければあるいはアイデアがなければ企業はできません。
し

が当社の企業理念でございます。

かし、
やっぱり人材がなければできないのです。

アイリスオーヤマという会社は、
すべてにおいてこの企業理

おかげさまでアイリスオーヤマは学生の皆さんの応募人気も

念を反復しながら、
会社をどうしていくのかを常に考えている会

高い企業ですが、
常に人材不足です。
数が足りないのではありま

社です。
この企業理念は、
私が50年間社長業をしている過程の

せん。
その理念をまた経済環境を、
そして会社のもっているミッ

なかで培ってきたことを明文化しております。
ここにはひとつも

ションに対して、
的確に一緒になって解決していく優秀な人材が

借り物はありません。
どこかの本で読んで良いからその言葉を

足りません。
うちはもう人材が多すぎてお腹一杯だという会社は

入れるとか、
得意先から言われたからその言葉をいただいて、
と

世の中にはありません。
人が多すぎて困るとか、
平均年令が45

か言う理念ではありません。
皆さん方も自分の会社で社員と一

歳で困るという会社は世の中にいっぱいあるわけですが、
やはり

緒にやるために何をすべきかとい

人材が足りない。
そういう意味で

えば、
この理念を明確に出すこと

は、
ヒト・モノ・カネと言いますがそ

です。

の中でも人材が非常に大事だと

ベガルタ仙台もそうでありまし

考えているわけです。

た。3 年前にダメかなと思ったら

ドラッカー先生の本を読みま

なんと4位になりました。震災の

しても、
おっしゃっていることは今

影響で練習できなかったのです

私が言っていることと奥底でピ

が、明確な被災地への思いが背

タッと一致しているのではないだ

中を押し、頑張ろうという意欲が

ろうかと思っています。
ドラッカー

弱いチームを4 位にしました。
そ

さんは常に本質的にそして多面

して翌年には2 位にまでなりまし

的に長期的に物事を見ておられ

た。残念ながら今年はちょっとそ

る方だと私は感じています。

の目的が弱くなったのか、今14位で来週土曜日にセレッソ大

当社には管理者十訓というものがありますが、
この第一に

阪に負けるとひょっとすると降格の危険があると思っております。

「管理者とは管理人ではない。常に本質的・多面的・長期的に
考え、
計画を立案せよ」
ということを書いております。
これは私が

会社は何のためにあるのか

20代の時に安岡正篤さんという陽明学者の本を読みまして、

それともうひとつ、企業理念だけでは会社はまわりません。

企業経営であれ何であれ常に本質的・多面的・長期的に物事

もっと本質的なことを申し上げれば、会社は何のためにあるの

を考えなければならないのだと感じました。
だけどほとんどの企

かということです。会社を起こしたい人のためではなく、
それを

業、
ほとんどの方は目先のことに走ってしまいます。

利用する人のためにあるのだということを考えれば、世の中の

世の中のあらゆる経済活動はグローバルです。
皆さま方はイン

仕組みは非常に非効率です。
この非効率なしくみを効率よく替

ターナショナルです。
円安だから海外旅行はちょっと行けないね

えていくにはルールから見直しが必要です。
すべて自分のため、

とか、
円高の時はハワイにいこうかなとか、
あるいはイタリアに行

業界のためではなく、
エンドユーザーのためにルールを見直す

こうかなとかインターナショナルに考えます。
しかし、
なぜか政治

のです。
このルールは本当にお客さんにとって良いルールなの

の世界になるとナショナリズムになります。
日本しか見ないでお隣

か悪いルールなのかという基準で見直し、
ぴったりとお客様の

の国と喧嘩しても、
悪口言われても、
内に内に入りこみます。

ニーズに合えば、
企業は大きく成長できると思います。

当社は今、
1万人の社員のうちの5000人が中国の方ですか

企業はお金があるからあるいは機械があるから動くわけでは

ら、
人種でいいますと中国の企業なのです。
注文は100％日本か
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らです。
うちの中国の社員、
韓国の社員は、
安倍晋三さんと習近

んをされると困るから他人の敷地でふんをさせて帰ってきたん

平さん、
安倍晋三さんと朴槿恵さんの仲が良くなくてもその前と

です。
だから立て札があったのです。
「ふんをするな」
って。
みん

今は何も変わりません。
会社のために非常に一生懸命になって

ながやっていたからです。
でも今はそんなことはしません。
ふん

頑張って頂いています。
これが今、
グローバルの本質なのです。

を取る器具もありますし、
袋も売っています。
世の中が変わって

ですから世の中は、常に本質的に見て、
そして目先ではなく

きたのです。
猫だってそうです。
猫は子猫をいっぱい産みますが

長期的・多面的に物事を考えなければなりません。
私は企業経

捨てるわけにいかないので、30年前は菓子折りを渡して引き

営だって同じだろうと思いますし、
ドラッカー先生の書いている

取ってもらいました。
今は違います。
ホームセンターに行きますと

こともほとんどがそこに行き着くのではないだろうかと思います。

10万円、
20万円のお猫様が売っているわけです。

私がドラッカー先生の本を読み出したのは35歳になったと

ガーデニングが育てるガーデニングから飾るガーデニングに

きです。
読んで、
はたとそうなのだと気づきました。
私が20代のと

なったように、
ペットはファミリーになりました。
当社が関わるま

きに読んだ安岡さんの本質的・多面的・長期的という型で自分

でのペット用品というのは犬具と言って首輪と鎖なのです。逃

なりの経営をやらせていただきました。
だからアイリスの経営は

げられたら困るからつないでおくことは、
奴隷といっしょです。
ア

非常にユニークだと言われます。
何がユニークかというと、
常に

イリスの場合、
ペット用品でも首輪と鎖は作っていません。
その

最終消費者のことを考えてものづくりをしているところです。

代わり、
サークルを作りました。
アパートでもマンションでも猫や

今日本は世界の中で一番過当競争をしています。
どんな業
種であっても、競争相手が何百社もい
ます。県内にもいますし、県外にもいま
す。
その中で一番になるというのは大変
なことです。約7割の会社が儲かってな
いのです。
儲かってない会社と同じ土俵
で戦って儲けることはものすごい大変な

犬が飼えるように、
トイレあるいはいろいろな用品を作って普及

世の中は、
常に本質的に見て、
そして目先ではなく
長期的・多面的に物事を
考えなければなりません。

させたおかげで、今の大きなペットブー
ムを作ったのです。
もう一つ象徴的に世界を変えたのが
クリア収納です。
収納用品の中はどこの
ご家庭でも衣類であふれています。
シー
ズンが変わるごとに奥様方が衣料品を

ことです。
そこで私は考えたのです。人と同じことをしたくない。

買うわけですが、
なかなか捨てることができません。
たんすを買

では、
どうすればいいかと。

い足すわけにはいかない。
お家を大きくするわけにもいかない。

皆さんが考えるのは顕在需要です。
今あるビジネスの中で自

ですから、
オフシーズンの服は収納用品に収めるわけですが、

分の強みを活かそう、
価格やサービスでなんとか差別化をしよ

プラスチックであれダンボールであれ中身が見えない。
半年前

うとします。
しかし、
これは一人がやるとすぐみんながまねします

のことを覚えている奥さんも中にはおられますけれど普通は覚

し、
その優位性は一時しか続きません。

えていられません。
だからほしいものがある時には一つ一つ箱
を開けていくと最後の箱からほしいものが出てくる。
そんなこと

潜在ニーズを顕在化する

をしているわけです。

一番良いのは誰もが気づかない潜在ニーズを顕在化するこ

それで私も困った経験がありまして、
どうすれば良いかと考

とです。
これを需要創造と呼んでいます。
需要を自分で作り出す

えた結果、
「見えたらいいんじゃないか」
と。
たったこれだけのこ

ことです。

となのです。
誰でも思いつくのです。
ただ当社は原料がなかった

当社は35年前に園芸用品を開発し90年代のガーデニング

ので原料から開発しようとします。
うちは原料メーカーではない

ブームを作りました。
当社はその当時60億円くらいの売上規模

んですが、
こういうことなら絶対ニーズがあるんだという確信の

でしたが、
日曜朝9時から30分のテレビ番組を一社提供したの

中でやります。

です。
これは売るがためではありません。
単に商品をつくるだけ

おかげさまで世界が変わりました。
大河原の出身の会社が、

ではなく、
楽しいガーデニングを広めることによって需要を喚起

アメリカにもヨーロッパにも中国にも韓国にも会社を出せるよう

しようとしたのです。

になったのです。

ですから、
園芸を始めるほとんどのご家庭は当社の商品で埋

足元から普遍化する

め尽くされたのです。
しかし、
当然世の中には競争がありますか
ら、
コピーが出てきます。
それはそれで良しとして、
また次に新し

ここで皆さんにお聞きします。園芸、
ペット、収納用品はどこ

いものやろうと考えます。
そして、2000年以降のペットブームで

から生まれたと思いますか？ これはマーケット調査によるもの

す。
実は当社がやるまでペットは家畜だったのです。

ではないのです。全部、私の家の中で不満を発見し、
それを解

30年前、
犬は番犬でした。
これを言うと皆さん笑われるので

決したものです。
私は大阪の人間ですから実は園芸ができない

すが、
散歩は何をしに行っていたと思いますか？ 自分の庭でふ

んです。女房は宮城県出身でしたので、園芸がわかっていたの
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です。
子どもと一緒になって、
庭造り、
鉢植え、
プランターに植え

から肥料やって水やって大きくする。
これはDIYでしょうと。
ペッ

る中で、
こんなものがあったらもっと便利、
これは不便だから

トもそうです。
子犬を買ってきて餌を与えて散歩して大きくする。

もっと直そうと、不足・不満・不便を解消することを商品化した

DIYだと。
なんでDIYのホームセンターに、
園芸、
ペットがダメな

だけなのです。
3年、
5年すると子供が大きくなってきてペットが

のかと交渉しました。

ほしいとなって犬を飼いました。
飼ってみると、
やっぱりかわいい

今となっては実は園芸、
ペットの構成が一番売上に貢献が

ので、
問題を1つずつ解決する。

大きいのです。大工道具だとか、電動工具よりも圧倒的に園

先ほどのクリア収納もそうです。5月の連休に友達が朝 4 時

芸、
ペットが上なんです。
まさしく市場を作り上げてきたわけで

頃来て海釣りに行こうと誘われました。
冬物は全部ダンボール

す。
それまではどこかの屋上にちょっと園芸用品がおいてある、

の箱にしまったところですが、
寒いのでセーターが欲しくなりま

ペット用品が置いてある。
スーパーが春になると園芸用品を置

した。4 時ですから奥様は熟睡していましたが、
どこにあるかわ

くけれど夏になると置かない。
それでは需要は膨れないのです。

からないので起こして、
寝ぼけながら探してもらって5 個 6 個と

需要創造だけでなく市場創造もやっていくのだというのはそう

箱を開け、
そして7 個目にセーターが出てきました。
そこでクリア

いう意味です。

収納を思いついたのです。

業態メーカー化したアイリスオーヤマ

要するに我々の潜在ニーズというものは結構あるのですが、
こ

メーカーというのは基本的に業種業なのです。鉄工所は鉄

れはこんなものだと思ってしまうと何もアイデアが出てこない。
な
ぜ？ どうすれば？ という
ことを考えると、
我々の生
活の中に実は問題が一
杯あるのです。
当社は快適生活を支
援するホームソリューショ
ンを提供しています。
つま

園芸、
ペット、
収納用品は
どこから生まれたと思いますか？
これはマーケット調査によるものではないのです。
全部、
私の家の中で不満を発見し、
それを解決したものです。

鋼業であります。
プラス
チックの会 社はプラス
チックで、紙 の 製 品を
扱っているのは製紙業
であります。
小売業も昔は業種業
でした。魚屋さんは魚し
か売らなかった。肉屋さ

り家庭の中で快適な生活
をする上での問題を発見し、
それを一つ一つ解決しようということ

んは肉しか売らなかった。
果物屋さんは果物しか売らなかった

です。
品揃えがわーっと広がってきました。
何でも作っているようで

のです。
それをスーパーマーケットがひとつにまとめて食料品は

あって、
何でもではありません。

何でも扱う。
そのついでに家庭用品も置きましょう、
ついでに衣
料品も置きましょうという形でGMS ができあがったわけです。

日本におけるソリューションの基本は、
潜在ニーズを顕在化

買う方にとっては便利なのであります。

することです。必要な物はもうどこの会社でも作っていますし、
ちょっとでも良いものがあればみんな作ってしまうのです。
日本

しかし、
その時代から今でも食品メーカーは食品しか作りま

がこの20年デフレになったのは、
そうした競争による供給過剰

せん。
家電メーカーは家電製品しか作りません。
製造業は業種

なのです。
競争の結果、
値段がどんどん下がって儲からなくなっ

業なのです。
なぜ、
業態化ができないのかというと、
原料が違い

ただけの話です。

ます・機械が違います・技術が違います・ノウハウが違います
と、
隣の畑が青いからといってそう簡単に隣の畑に行くことはで

そういう意味ではやはり潜在ニーズを顕在化する必要があ

きない、
そういう業種なのです。

ります。
それが需要創造でありますし、
そしてマーケットインの市

だけど、
先ほど言ったようにプロダクトアウトは作る側の理屈

場創造になります。
いくら良いものを作っても店が並べてくれな

なのです。
お客さんにとって見れば関係のないことです。
当社の

い限り絶対に売れないのです。
まして、宮城県の大河原の片田舎の工場で作ったものを東

園芸用品を買ったお客さんはプラスチックのプランターや鉢は

京、大阪、西日本に売るということは大変です。
そこで私はその

便利だけど、木製品の鉢もほしいね、
あるいは金属の棚もほし

当時、各県のホームセンターに卸したのです。園芸、ペットは

いねとなるかもしれません。
ユーザーの立場でみれば、実は自

ニッチですから問屋がありませんでした。
園芸用品を扱う問屋

分も欲しいと思うのです。
作る側だってプラスチックでは弱いからだめなら金属が欲し

は
「なんとか種苗」
というような種屋さんで肥料や種を売ってい

い。
しかし業種業ですと、
プラスチックならプラスチック製品しか

る店でしたので、
嵩の高い我々のような用品は扱えません。
しかし初めホームセンターは園芸、
ペットは扱わないと言っ

やりません。
ですけど
「ユーザーインでお客様の欲しいものを提

ていたのです。
書いてあるとおり
「Do it Yourself
（DIY）
」
＝日曜

供するのが我々のメーカーとしての責任だ」
と思った瞬間に、
ア

大工の店なのです。
そこで、園芸もDIYだよと説得しました。種

イリスオーヤマは業態メーカー化しました。
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いま当社はプラスチックが中心の会社ですが、
商品構成でプ

なぜムダと思われるかと言いますと、
1週間に5日しかないの

ラスチックは2割しかないです。今一番多いのはLEDです。
その

にその1日に会社の幹部を集めて会議に参加させているからで

次が電気製品です。
ですからテレビの宣伝を見ますと、
LED、
電

す。
自分に関係あるのがほんのわずかしかなくても全員が参加

気製品、
あとお米。
このようにプラスチックにはこだわりません。

する。
ただし、
そこで決まったら全員一緒に走るんです。
これはス
ピードのためなのです。

ものづくりは手段

一方、
ほとんどの会社は駅伝方式です。
企画者が企画し、
開

私は経営でこう考えます。
たぶんドラッカーさんも同じことを

発者が開発し、製造が製品を作り、
そしてそれを営業が売る。

言っていらっしゃるのではないかと思います。
メーカーであるから

バトンを渡している間には関所がいくつもあって、
何か良いアイ

ものづくりをするのですがものづくりは手段であるべきだと。
それ

デアがあっても1年、2 年かかってしまう。

よりも顧客の創造、
お客様のほしいものを提供するのがメーカー

少々のことならその場で決めて一緒に走ってしまう方がス

なのだと考えると、
自分でできなければどこかに頼んで作っても

ピードが早い。
スピードを優先するために、
あえてこのような仕

らう。
自分が作ったもののほうがよければ、
自分で作る。

組みで動いているのです。

当社では大連工場をデパートメント・ファクトリーと呼んでい

自社にしかないイノベーション

ます。
なんでデパートかと言うと、
デパートにいきますと1階に宝

今 日 の テ ー マ の イノ

飾品、2階に婦人物があっ
て、子供の服や紳士服が
あって、
と色々なカテゴリー
があるから百貨店と呼ぶ
わけです。
それと同様に当

自分でできなければ
どこかに頼んで作ってもらう。
自分が作ったもののほうがよければ、
自分で作る。

ベーションについてです
が、
イノベーションは企業
のイノベーションだけでは
ありません。
もちろんアイリ
スにはものづくりのイノ

社の大連工場は一つの大
きな工場の中にプラスチックも金属も塗装も、
あるいはLEDも

ベーション、
今言った需要創造のイノベーション、
市場創造のイ

電気製品も作るのでデパートメント・ファクトリーなのです。
そん

ノベーション、
いろいろありますけれども、我々最大のイノベー

な工場は世の中にないのです。
なぜ、
世の中にない工場を作っ

ションは業態メーカーベンターです。世界に当社しかないイノ

たか？ それは常にユーザーインで考えた結果です。
お客様の

ベーションです。
そして売上はおかげ様で3000億円を超える会社となりまし

ほしいものを、
それも何でも屋じゃなくって快適生活を支援する

た。
そのような中で我々はもう一つ快適生活のためのソリュー

というカテゴリーの中で商品開発をしております。
ものづくりが目的としても、例えばお菓子を作っている会社

ションビジネスとして、
日本の持っている問題を解決するジャパ

がお菓子を作ることを目的とすることは悪くはないですが、
お客

ン・ソリューションを始めました。
それが4年前から参入した

さんがお菓子から違うものにいったときに、
それに合わせたもの

LEDです。
実は当社は10年前からLEDを作っていました。
半導体の西

をどう作っていくかという課題があります。
宮城県も仙台も伝統産業で200年、
300年と続いた会社、
も

澤潤一さんがLEDの研究をされていて、
量産はしていませんで

う3代、5代と続いている会社があります。
これは尊敬に値する

したけれど大学で作っておられました。
はじまりはガーデニング

立派な会社です。戦争があっても潰れずに来たのです。
その創

です。
ガーデニングは日中明るいうちは楽しめるのですが、
夜に

業者ははじめ大変な苦労をして努力した結果が、
いま出来上

なったら楽しめないのです。
でも我々は夜に家に帰るので、
庭を

がった会社なのです。
しかし、
さきほど言いましたように、
この

楽しむにはどうするのだ、
ということではじめたのがイルミネー

たった40年間でもこんなに世の中が変わっているのに、
時代の

ションです。
日本のイルミネーションブームは当社が作りました。
その当時の電球は豆球でしたので、
これをチカチカさせるも

変化にどう対応していくのかが問題です。

のですからすぐに電球が切れるのです。
さらに、
出したりしまっ

だから企業としての本質、
企業の目的あるいは組織の目標と
いうものに照らした中で、
自分の強みが生きる範囲の中でその

たりするものですからそれでまた電球が切れる。
しかしそれより

変化にどう対応していくのか、
ここが大事なのだろうと思いま

も大きな問題がありました。
ブームになって一つのご家庭に何

す。
変化に対応するためには人がやった後に行ったらだめなの

万球も付ける家が出てきたのです。豆球でも数が増えればブ

です。
スピードが大事になってくるのです。皆様方もたぶんテレ

レーカーが落ちてどうしようもない。
そこで、
消費電力が少ない

ビ等で当社の月曜日のプレゼンテーション会議などを見られて

LED規格というもので作ったのです。
アイリスはLEDの電球を日

いると思います。
なんであんなムダなことをしているのかと思わ

本で最初に作った会社なのです。
これもユーザーインからなの

れるかもしれません。

です。
なんで暮らしの会社がLEDなのかと思うでしょう。
どこも
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作らないから自分で作ったということです。

から買わない、
これは安いから買う、
これは良さそうだから買う

その後どうなったのかというと、
ブームというのはやっぱり2

と判断している。
だから、
ユーザー目線でものごとを考えましょ

3年で衰退するのです。
仙台は12月になったら光のページェン

うって言っているのです。

トをやってくれますが、残念ながら今、一般のご家庭でイルミ
ネーションをされる方はだいぶ
減ってしまいました。そんな中
で、鳩山さんが CO 2 を25％削
減すると言ったのです。誰が考
えたって住宅でできることは節

引き算の経営

お客さんは原価を知りません。
お客さんは原価を知らないけど、
それが高いか安いかは知っているのです。

電しかない。
住宅用の電球を作

アイリスオーヤマの商品開発
は最初にお客様の値ごろを考
えます。お客さんは安いに越し
たことはないけれど、安ければ
良いというものではないのです。

ろうというところからスタートしました。

この値段なら納得して買うよという値段を決める。
そして小売店

ですけど当然、
すでに照明業界はあるわけです。
その業界の

の利益、
そして当社の利益をとって、
残ったお金が原価だとして

人たちはたったの20Wの電球が1万円だとか6千円だとか4千

商品開発する。
これを引き算の経営と言っております。

円と言うのです。
確かにプロダクトアウトで考えればその通りな

優秀な学校を出て色々勉強した方はほとんど、
足し算を教え

のです。原価を出して価格を決めれば。
でも誰がそんな高いも

られているんです。
原料代がいくら、
加工賃がいくら、
運賃がいく

のを買うのでしょう。

らなので、
足した結果1000円でなければだめですと。
お客さん

このことはよく覚えておいてくださいね。
ものづくりする会社、

に
「それを900円で売ったら赤字だから儲けが出ない」
と言っ

販売している会社は原価を知っています。
だからお客さんに
「こ

たって、
お客さんが500円なら買うと言うなら売れない。
そういう

れは値打ちもんですよ。
だから買ったほうが得ですよ」
って言っ

世界なのです。

て売っているわけです。
でもお客さんは原価を知りません。
お客

まず私が考えたのは電球をどこで売るのか。電球は100円

さんは原価を知らないけど、
それが高いか安いかは知っている

200円で売っているのです。
いくら節電だと言ったって4千円や

のです。
これが実はなかなか難しい。

6千円で誰が買うのだと。
中には価格が高くても買いたいという

ものを作っている人は原価を知っています。
競合に比べて高

人はいるのです、
何％かは。
でもそれは何％かの話です。

いか安いか知っている。
だけど、
毎日スーパーやホームセンター

では値ごろはどこで決めるか。60Wの電球は1日だいたい

でものを買っているお客様は、
原価は知らないけど、
これは高い

5.5時間使います。
業界平均の数字です。
これを1年間使うとそ
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の当時の電気代で2千円です。
今だったら2600円くらいかかり

灯しないようにと指導しました。

ます。
そこで奥さん方に
「価格は高いけど1年の電気代で元取り

そこで業界は何を考えたと思いますか？ 器具ごと取り替え

ますよ」
って言ったら、
「あ、
それなら買ってみようか」
となるわけ

させようと決めたんです。私も業界の一部ですから反対したの

です。
そこで
「2千円で開発せい」
となるわけです。

です。
「そんなことしたらお客さんが困るだけだ」
「
、あなた方は照

4千円、
6千円の発想から2 千円ではなかなか開発できませ

明器具メーカーだから売上が上がって良いのでしょうけれど、

ん。
ですけどはじめから2 千円という目標ができれば、
人間はす

当社だけは普通の器具にそのまま直管をつけても大丈夫にし

ごいのです。
その目標に向かって努力すると色々な作り方、
色々

ます」
と。
そこでどうしたか？知恵を出したら良いのです。
プログ

なコストダウンができるのです。
足し算では、
よそが6千円だから

ラムを書いて安定器から電流が流れると電気がつかないよう

うちは4千円にしようとしたときは、
経費を切り詰めるといったこ

にしただけなのです。
たったこれだけの話なのです。
収納の時の

とくらいしかできないのにです。

透明の原料と同じで、
そういう発想を業界はしないのです。
自分
さえよければという感じで。
これがプロダクトアウトです。

「ユーザーイン」
で考える

マーケットには、
プロダクトアウトとマーケットインしかないの

これもプロダクトアウトではなく、
ユーザーインで物事を考え

です。
お客様の立場に立つのがマーケットインです。
お客様は仕

たからです。
それがおかげさまで業界を震撼させてしまいまし

入れたものを買う人なのです。
競争優位で買っている人がマー

て、
異業種である家庭用品を作っている会社が、
ノーベル賞を

ケットです。
最後に買うのはユーザーです。
ですから皆さん方は、

いただくようなすごいものに参入したらその初年度の売上、販

ホームセンターあるいはスーパーに行って、
レジでお金を払った

売数でナンバーワンになりました。

ときにはじめてお客様になるのです。
ユーザーに売れるまでは単

蛍光灯タイプの直管もそうです。
これに対して照明業界がど

に売るために仕入れた商品で、
それが売れないからといって安

うしたかお話します。
普通の蛍光管には安定器がついています。

売りしたりバーゲンしたりというのが今の流通の現状です。

安定器を経由して蛍光灯が発光していますが、
それにLEDの

そういう環境の中でまさしくユーザーインで需要創造をす

直管灯をつなぎますと安定器が熱を持ちまして、
ひょっとしたら

る、
市場創造をする。
それが今、
当社がやっている内容でござい

火事になるかもしれないのです。
だから経済産業省はLEDは点

ます。
〔次号にて講演録③をお届けします〕

大山 健太郎（おおやま けんたろう）
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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会社訪問 株式会社 大和製作所
経営者の中で、ドラッカーの考えを学び、それを自分の

し、お客様（製麺機械を購入

会社の経営に活かしている人は多い。ここでは、そのよう

される店主）が求めているの

な会社の一つとして、大和製作所を紹介する。大和製作

は、製品の良さという視点で

所は、日本の製麺機メーカーである。うどん、ラーメン、蕎

はなく、
「どうしたら繁盛する

麦の製麺機の製造・販売を行っており、業務用小型製麺

か」そちらのノウハウだと気づ

機の分野において、日本でトップシェアとなっている会社

いた。20年 前に、会 社の使

である。

命を「麺専門店繁盛支援会
社」であると定義したことで、会社の形が大きく変わった。

1. 製麺機の製造・販売業として出発

まずは、365日のお客様サービスを考え、365日メンテ

大和製作所は1975年に創業された。現社長で創業者

ナンスを実施した。飲食店は土日など休日ほど忙しいから

の藤井薫氏は、もとは川崎重工で飛行機や船舶の設計・

その分、機械が故障する可能性が高くなる。
「麺専門店

製造に従事するエンジニアであった。藤井氏は、1975年、

繁盛支援会社」ならお客様の繁盛に支障が出てはならな

27歳のときに川崎重工を退職して独立したが、当初は工

い。365日メンテナンスは、お客様は喜ぶが、社員の方は

業用ロボットの設計を手がけていた。麺に関わるビジネス

大変だ。実際はじめると社員は、何人か辞めていった。し

を始めたのは、76年のこと。会社が讃岐うどんの本場で

かしお客様の喜びの声を社員が実感し

ある香川県だったこともあり、製麺機の製作の

て定着していった。そこから、自分たちが

依頼が多かった。そこで、製麺機ビジネスに

「麺専門店繁盛支援会社」であると自信

参入したが、最初は製麺機の製造・販

と誇りを持ち始めてくれた。お客様は選

売のみだった。

ぶもの、選んだお客様に喜んで頂く。

藤井社長は、製麺機ビジネスの本質、

15年前には、
「麺専門店繁盛支援会社」

それは「安全で美味しい麺ができる製麺

として、麺の学校も開校した。理由はニー

機をつくる」ということと定義した。それこ

ズが変わったからである。昔のお客様（店

そ寝食を忘れて一心不乱に研究に没頭し

主）は、プロだったが、今はアマチュアに

た。その結果「これは！」という納得のできる麺が完成。そ

なってきた。麺の学校では、生徒さんからの課題

して、そんなうどんが打てる製麺機を開発、続けてラーメ

や質問に答えなければならない。亀城庵という直営のうど

ンやそばの製麺機も同様に開発し、どの製麺機も順調に

ん店を作り、麺や経営のノウハウを研究した。

売れていった。

3.ドラッカーとの出会いと経営の実践

美味しい麺が打てる製麺機なのだから、当社の機械を

藤井社長がドラッカーに出会ったのは、麺の学校を開

導入した店は、当然成功すると思っていた。ところが店に
よって業績はバラバラ。なかには閉店を余儀なくされたと

校した頃である。ドラッカーの考えは、藤井社長の琴線に

ころもあったほどだ。商売には、味だけではない何かが必

触れドラッカーにのめりこんだ。ダイヤモンド社のドラッ

要なのだと悟った。

カー塾に理解を深めるために2年間通った。
ドラッカーと出会って、会社の使命が、更に明確になっ

2.「麺専門店繁盛支援会社」としての
事業推進

た。それまで「麺専門店繁盛支援会社」のコンセプトで
やってきたが、麺専門店の人の中には、必ずしも繁盛を

そこから、大和製作所は顧客のために何ができるかを

望んでいない人もいる。
そこで、次のような使命にした。
「人

真剣に考えるようになった。その中で掴んだコンセプトが、

生の成功つくりをする会社」
「日本の麺文化を広める会

「麺専門店繁盛支援会社」だった。それまで大和製作所

社」

は製麺機を製造・販売する会社というつもりでいた。しか

麺の学校での教育も、ドラッカーの考えに沿った経営
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経営者の視点

4.今後の課題

方法を教えるようにした。
ドラッカーの理論をもとにすると、

藤井社長は、今、ドラッカーのマネジメントを改めて学

起業に際して明確にすべきは3つ、ミッション、コンセプト、
そして戦略である。もし、開業しても、なかなか成功しない

び直している。
「イノベーションと企業家精神」を改めて読

店があるとしたら、この要素が足りないのではないか。何

み直し、イノベーションを更に起こしたいと考えている。

のために開業するのか、どんな店にしたいのか、どうやっ

会社の使命は、
「世界に日本の麺文化を広げる事を通

て繁盛させるのかをはっきりさせる。そのうえで、しっかり

して、世界の食生活向上に寄与する」である。日本の麺の

したマネジメントをするこ

良さと日本文化をセットにする、これを世界に送り続ける

とが必要である。藤井社

ことが大切だ。これからは、グローバル化が最大の経営

長は、ドラッカーに出会

課題である。製麺メーカーとして、日本だけではなく、グ

い、ぶれないで一貫性の

ローバルでもトップになりたい。

ある講義ができるように

また、麺専門店のサポートを通じて、日本を元気にした

なった。ドラッカーにちな

い。麺専門店を支援することで、麺専門店に来られるお

んで継続的に学んでいく。

客様も元気になる。大和製作所の麺学校の卒業生を組

麺学校で教えることは自

織化して地域を支え、社会を笑顔にするソーシャルアク
ションを展開すること。これも重要だと考えている。

分の学びの場でもある。
ドラッカーは従業員第一と言っている。社内でも、従業

ドラッカーと出会うことにより、会社の使命が深まり、広

員と一緒にドラッカーの勉強会を開催した。
「価値観−使

がりを持つようになった。企業経営のコンセプトや実践に

命−コンセプト」これを明確に表し、従業員と共有するよ

おいて、一貫した考え方ができるようになった。しかし、藤

うにした。従業員が、客を大切にし、客にフォーカスするこ

井社長は学びを止めない。ドラッカーを更に深く学び、使

とを意識するようになった。また、社員を健康にするため、

命を実現したいと思っている。

従業員にオーガニックの食事を、ランチ 及び夜食として提

株式会社 大和製作所

供するようにした。社員を健康にすれば、社員が顧客を大

会 社 名

切にすることにつながる。

代 表 者 藤井 薫
資 本 金 90,000（千円）
設
立 昭和55年4月1日
創
業 昭和50年10月
事業内容 うどん・そば・ラーメン用製麺機 製造販売
うどん・ラーメン・そば・パスタ学校の運営
麺専門店経営・店舗運営相談、
新規開業トータルプロデュース事業
香川県創造法認定麺専用塩「46億年」製造販売
住
所 〒769-0203 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁37番4
電話番号 0877-85-6168
FAX番号 0877-56-7317
機 関 紙 YAMATO通信（http://www.yamatotsushin.com）

会社の各地域の拠点も、営業所ではなく、ドリームスタ
ジオと名づけた。お客様の夢を実現するイメージからであ
る。ここでは、女性が機械を教えている。大和製作所は、
女性を活用している会社でもある。役員の半分が女性で
あり、社員の55%が女性である。
このような活動をして、大和製作所は、創業当時は最
後発の麺機械メーカーから、10年前には、麺機械メー
カーとしてトップに立つようになった。

中野 羊彦（なかの よしひこ）
ドラッカー学会会員

〈大和製作所様を訪問して〉
藤井社長のインタビューに先立ち、麺専門店の方々

企画・編集委員

関心領域は人的資源管理、組織論。2011 年に 6 月にドラッカー学会に加入、特
にドラッカーの知識社会論、知識労働者の育成や活用に関心を持つ。

への経営講義も聞かせて頂きました。社長の、経営
に対する考え方の一貫性と、真摯に学ぼうとする姿
勢が印象的でした。今後も、益々の活躍をされる方
だと思います。

上野 周雄（うえの ちかお）
ドラッカー学会会員

〈大和製作所様を訪問して〉
藤井社長とは以前から面識もあり、素晴らしい経営

企画・編集委員

ドラッカー学会設立メンバー、理事、事務局次長を歴任、現会員、
SG「英語でドラッ
カーを学ぶ会」と「ドラッカー・サロン」を主宰。日本プロジェクトマネジメン
ト協会（PMAJ）企画委員。

者として存じ上げていましたが、今回「麺学校」の
授業の密着取材をし、内容だけでなく、経営者とし
ての真摯な姿勢を目の当たりにしました。改めて感
動しました。
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研究グループ活動

澁澤ドラッカー研究会
● 澁澤ドラッカー研究会

ドラッカーには様々な出会いの場があり、様々な学びがある。そんな

学びの場として、今回は東京の「澁澤ドラッカー研究会」を取材した。
澁澤ドラッカー研究会は、会員の井坂康志氏、勝俣浩氏が始めた研究
会である。当初は2人だけの勉強会であったが、2014年の7月から正式
に発足し、15名ほどのメンバーが、ほぼ2ヶ月に1回活発に活動している。

● なぜ「澁澤」
？

名前に「澁澤」とあるが、これは幕末から大正初期にかけて活躍した

実業家「澁澤榮一」の名前からとっている。ドラッカーは幾つかの著作の中で、経営リーダーとして
の澁澤に言及し、その仕事を評価している。研究会としては「澁澤榮一」にこだわるというより、
「ドラッ
カーと日本」という2つのキーワードを意識している集まりをつくりたいと考え、その象徴として「澁澤」
の名前を借りたということである。

● 多彩な発表

今回は、東京、大手町のソニー生命の会議室に6月16日の夕方より開催された研究会にお邪魔

した。出席者は13名で、20代から50代までの多士済々の面々で、ドラッカーの研究会としては若い
出席者が多かったように思う。少人数ということもあり、ネームプレー
トを用意し、
自己紹介の時間を十分に作っていた。
当日は「個人にとっ
ての「公平さ」の合理性」松浦氏、
「賢人達からの社長に必要なこと
ば」森氏、
「知的農本主義のすすめ」井坂氏の講演があった。それ
ぞれが、ドラッカーに近づきながらも、実務的アプローチというより
は、哲学や概念的な部分を大切にした発表が多かった。研究メン
バーは、企業の研修担当者、経営企画担当者、代表者、編集者、
コンサルタント、獣医師といったように実務に精通した方ばかりなの
に、実務的な話題があまりでてこないのが逆に新鮮だ。

● コミュニティとして

本研究会のユニークさは「学びの場というよりはコミュニティという位置づけを重視し、存在自体

が目的となり、癒しとなるような研究会を目指している」という主催者の井坂氏の言葉からも感じとれ
る。
「ドラッカーの著作を学ぶだけではなく、それをどう実践に活かし
て、現場での成果や、社会に貢献をふくめて、どうするのかということ
を大切にしたい」と考える中で、あえて目的をあまりはっきりさせない
運営を指向している。
「論語」
、
「二宮尊徳」
「キルケゴール」または哲
学的な言葉がでてきても違和感をもたない空気は本研究会を特徴づ
けている。ある意味、ドラッカーの「言っていた事」よりも「やっていた
事」に着目して自らを磨いて行こうというメンバーの心意気を感じた。
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勝俣浩氏（左）、井坂康志氏（右）

研究グループ活動

● メンバーの考え

今回は参加者にささやかながらアンケートをとった。質問は「研究会に参加す

る意義」
「好きなドラッカー関連の書籍」の2つである。まず、
「研究会に参加する
意義」だが、全体的に内省的な答えが多かった。
「自由を感じられる場所」
「いろ
いろなコトバと視座と考えの気持ち良い刺激を受ける」
「都市生活の中で、コミュ
ニティに触れるができること」
「心を落ち着け、自らと向き合う時間になっています。
思考が刺激され、思索を深める機会になっています。
」次に「好きなドラッカー関
連の書籍」であるが、これは多様なメンバーの構成もあり、13名でも随分大きく
分かれた。直近の著作では「ドラッカー入門新版」を答える方が数名いたが、
「経済人の終わり」を
記す方もいて、いろんな思いで参加していることがわかった。
■ドラッカー学会 研究会調査「澁澤ドラッカー研究会に参加する意義と、あなたの好きなドラッカー関連の書籍」
研究会員名

職業

研究会に参加する意義

好きな書籍

香川 光生

獣医師

ドラッカー思想の深い理解、仕事や業界への波及

プロフェッショナルの条件

佐々木 康太

会社役員

ドラッカーをネタに語れる人は、様々な知識を持っており、
楽しいため（ドラッカーの話にはこだわらなくていい）

イノベーションと企業家精神

道本 潔

会社員

知的、感的な練

プロフェッショナルの条件

松浦 俊水

休職中

様々な方の意見を聞かせて頂ける。フィードバック分析に
よって、自分の強みや価値を知れる。

経済人の終わり

斎藤純一郎

産業廃棄物リサイクル会社役員

ドラッカーさんの復習

マネジメント

中川 貴之

会社経営 サービス業

書籍を通じて一人で知り得る事を超越した気づき、学び、共学

企業とは何か、ドラッカー入門

松澤 斉之

会社員

ドラッカーを最学習する目的、深く再考する為

経営者の条件

八木澤 智正 キリンホールディングス経営戦略担当 いろいろなコトバと視座と考えの気持ち良い刺激を受ける

明日を支配するもの／経営の神髄（上)（下）

森 憲一

自由を感じられる場所

ドラッカー入門新版

コンサルタント

勝俣 浩

会社員

知的な刺激を毎回し、してもらうことを感じています。

ドラッカー入門

陶山 祐司

ベンチャーキャピタリスト、
コンサルタント

心を落ち着け、自らと向き合う時間になっています。思考が
刺激され、思索を深める機会になっています。

もう一人のキルケゴール

井坂 康志

出版社勤務

都市生活の中で、コミュニティに触れるができること

ネクストソサエティ

● これから

事務局の勝俣氏によると
「研究会は20名を上限と考えている。コミュ

ニティとしてのあり方を守っていきたいので、もし今後人数が増えてきた
場合は、
『分家』を作って別のテーマや切り口ですすめていく」
とのこと
である。研究会のメンバーには、ドラッカー学会会員でない方もいる。
研究会を登竜門として、興味を持ったメンバーには学会を積極的に紹
介している。一方、今回初参加者の中には、ドラッカー学会に加入され
たばかりの方もいる。会員として実感が一番感じられるのが研究会活動
であるという想いから、本研究会に肌の合いそうなメンバーに対して参加を呼びかけている。

● 研究会に参加して

ドラッカー学会の総会や学術大会も含めて、概ね実務家の方が緊張感をもって事例発表すること

が多いが、この研究会では実にリラックスした雰囲気で進められている。メンバーそれぞれの素晴ら
しさに加えて、井坂氏のキャラクターと情熱が研究会を作っている。勝俣氏がう
まく説明をしてくれた。
「みんながドラッカーの本には触れていらっしゃるとは思う
のですが、それだけでは癒しにはなっていない、井坂さんというフィルターを通す
ことで、彼らが、元気をもらったり、勇気をもらっているのです」
。
取材者
市川 充（いちかわ みつる） ドラッカー学会会員 企画・編集委員 1967年 東京都江戸川区生まれ、1989
年図書館情報大学図書館情報学部卒業、1993年成城大学経済学部卒業、アミュレット株式会社代表取締
役。同社にてLinuxのシステム開発、商品開発に携わり、現在も、情報技術をいかに成果をあげるものにでき
るかに着目して研究開発に取組んでいる。
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書 評

ネクスト・ソサエティ

イノベーションと企業家精神

―歴史が見たことのない未来がはじまる
P・F・ドラッカー著

上田惇生訳

P・F・ドラッカー著

上田惇生訳

CEOは
（中略）
『どのよ

イノベーションや起業にチャレ

うな情報を与えなければ

ンジしてみたい気持ちにさせてく

ならないか。
誰に与えなけ

れる書である。

ればならないか。
どのよう

その本質は、不連続なチャレン

な形でか。
そしてそれはい

ジを所与のものとした希少な企業

つか』
を問いつづけなけ

家（起業家）戦略論である。現状

ればならない
（p.107）
。

の延長線上にあってその深化・拡

この言葉が出てくるの

充をめざす既存の経営戦略論と

は本書第2部第3章「コンピュータ・リ

異なり、変化に果敢にチャレンジすることの必

テラシ ー から情 報リテラシ ー へ 」

然性や留意すべきポイントをあますところなく示

（p.104〜119）
です。
私がCIOとなって

してくれる。
しかしながら、
これらを手法・技法や

おりました当時、業務の進め方で課題

システマティックな方法論として語っていないと

を多く抱えていた時に受講したセミ

ころがドラッカーらしい。

ナーで初めてこの言葉に触れ、
衝撃を

すなわち、
その中心には知覚力や洞察力、
自己

受けました。
『情報責任』
はCEOにもっ

制御力といった人間ならではの能力を重視する

とも必要とされるものとドラッカーは述

考え方がある。
たとえば、
世の潮流を鋭敏に感じ

べています。

取ることが求められる
「価値観の変化の捕捉」

現在では個人でも気軽にネット上

や、
きわめて自制的・客観的な思考が求められる

の公共の場で情報を発信できるため、

「予期せぬ成功・失敗への着目」
など、
人間が人

上記の問いは個人にまで必要なもの

間たるパワーを動員してイノベーションの探索に

となってきています。
インターネット社

とり組むべき、
とするところは人材を一義的な資

会の入り口で提示されたこの言葉はさ

産とするドラッカーならではのものである。
また、

らに重みを増しているのではないで

それが人間の発想が起点となるイノベーション

しょうか。

の本質を突いていることは言うまでもない。

本書では、少子高齢化、社会構造

ちなみに、
この分野で名著とされる
『イノベー

の変化、eコマースの発展、起業家とイ

ションのジレンマ』
が世に出る10年以上も前に、

ノベーション、NPOなど多くの今につ

すでにその理論の要諦である
「成功を収めた企

ながる様々な言葉が書かれています。

業が自己呪縛に陥った間隙をついて次のイノ

その内容については様々な方が言及

ベーションが起こる」
ことが明記されているのは

されています。
しかし、
私にとっては
『情

興味深い。

報責任』
という言葉と共に、
冒頭の問

刊行から30年が経つ現在においても色褪せ

いが今でも心に残っています。

ることがない不朽の名著であり、
いまもって起
業や事業の立ち上げを志す者にとって必読の
書であるといえよう。
田中 純（たなか きよし）
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
ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所・代表、
（国）
産業技術総合
研究所・情報・人間工学領域／研究戦略部イノベーションコー
ディネーター

一丸 浩一郎（いちまる こういちろう）
企業戦略コンサルタント、
ITコーディネーター
株式会社マーケティングアンドアイ代表取締役
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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?

2015 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。
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。

相澤
道本

哲さん

田園調布学園大学教授（社会学、
社会福祉学専攻）
です。
ポスト資本
主義社会の探究が、現在の
課題です。

さん

『現代の経営』。
中小企業診断士を
目指した私には衝撃でした。今後の

タスク時間計測システムとドラッカー
思想に沿った方針管理ノートの特許
を取得しましたので、検証と
考察を進めます

小野木之隆さん

処方箋が、50 年に書かれて
いました。

飯田利男さん

昨年 Drucker Institute で氏の思想に
触れる機会があり、
理解を深めたく
なりました。

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/

今回、ドラッカー学会「次の十年に向けた五つの質問」を掲載しました。
来たる10年後は2025年。学会員の皆様はお幾つにおなりでしょうか。所属されている研究会はそのころ、どのような活動をしているでしょうか。そして皆様ご自
身はどこで、何をしているでしょうか。
ロンドン・ビジネススクール教授で『ワーク・シフト――孤独と貧困から自由になる働き方の未来図〈2025〉
』の著者であるリンダ・グラットン氏は、ドラッカーの
“すでに起こった未来”の作法を用いて、このように言います。
「現代の職業生活に起きた最も重要な変化は何かという問いに対して、経営思想家の故ピーター・ドラッカーが挙げた答えは、テクノロジーの進化でもなければ、
グローバル化の進展でもなく、平均余命の目覚しい上昇だった。ドラッカーは、長寿化を21世紀の奇跡と位置づけていた。1950年代以降、世界の多くの国で
寿命が延び続けてきた。2010年に生まれた健康な子どもの多くは100歳以上生きると予測されている。2025年の世界では引退の時期、高齢者の雇用、年金の
支給についても従来の常識が変わり始めるだろう。
」
わたしたち実務家にとって仕事は、昔も今も生活の中でとても大切な位置を占めることに変わりはないと思いますが、ドラッカーの言うこの「最も重要な変化」
を前にしたとき、2025年への変化の向こうにある「働くこと」の目的や意味、果たすべき貢献といったことをあらためて見つめなおす節目をここに感じます。
そして「次の十年に向けた五つの質問」を自問してみる、それを皆が持ち寄って、それぞれの研究会で話し合い、日々の活動の指針となって、未来への原動力
となる。このこと自体が学会第二世代の理念を掲げる取り組みに結びついていきましょう。そのような知の躍動する現場もドラッカー・フォーラムでは取り上げて
いきたいと考えています。
（ドラッカー学会理事 花松甲貴）
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