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能力にかかっている」

―
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ドラッカーさんからのプレゼント
本会理事, 上武大学教授

谷崎 敏昭

ドラッカー学会が創設されて10年の月日が流れ、
その活動はますます広範かつ多様に発展していま
す。
ドラッカー学会の特徴は、会員それぞれの興味に合わせた、
いくつもの研究会や読書会、各地で行
われている自由でアカデミックな集会の存在です。向学心にあふれるフレンドリーな学会員は、
それぞ
れの会における交流によって、
自らの役割に沿った社会貢献を果たしています。
学会創設10周年を記念した
「ものつくり大学大会」
は平成27年11月21日に開催されます。
この大会
は、埼玉県の学会員を中心とした実行委員会によって企画され、
そこに次々と人が集まって、
アイディア
が生まれ、彼らの行動力と人脈によって作り上げられた、
いわば手作りの大会です。大会パンフレットに
掲げられたスウィフトの
「一葉の草しか育たなかったところに二葉の草を育てる」
という言葉のように、
人と人をつなぎ社会に貢献する喜びを感じることが出来る大会となりました。
ドラッカー学会に求める
ものは会員によって異なるものの、
目指すところは、会員相互に関連し合うネットワークによって実現可
能な社会貢献です。
いま10年の節目に、
そのことが少しずつ実現し始め、
さらに次の10年に向けて、行
動しようと準備が出来ました。
ドラッカー学会という、
こうした場を与えていただいたことは、
まさにドラッ
カーさんからのプレゼントのように思われてなりません。
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大会レポート

帯広大会レポート
本会理事

佐藤

等

2015年9月19日、設立10年を迎えた記念大会が帯広で

④中小企業編

開催されました。北海道での開催は2011年の旭川大会以来

瀧野 雅一氏（株式

になります。札幌など北海道各地からはもとより遠く長崎から

会社北海道健誠社

など全国からも熱心な会員が集結してJR帯広駅前の十勝プ

専務取締役）

ラザで行われました（参加人数84名）
。
当日は、あいにく雨模様でしたが

ドラッカー学会の大

大会には幸運をもたらしました。畑

会に何度も参加してい

作地帯の十勝は雨が降れば農機具

る会員数名からは多様な登壇者の多様な活動に驚きの声が

を畑に入れることができず農作業は

上がっていました。登壇者も口々に貴重な機会であったと述べ

中止になることが多いのです。会員

ていたのが印象的でした。

以外にも農業経営者の参加を含む、

1時間の昼休みの後、来日中のドラッカー・コレクションの

経営者やビジネスパーソン、公務員

鑑賞後の感想を交えた三浦一郎会長の挨拶で〈大会の部〉

など多様なメンバーが十勝中から多

が始まりました（13：30〜16：30）
。私佐藤が今回の大会の

数集まりました。

テーマ「継続学習〜次なる10年を見据えて」の設定趣旨を説

日帰りを考慮して10時30分に〈研究発表の部〉が始まりま

明しました。ドラッカーの言葉を引用しながら「学ぶことと教わ

した。現在北海道唯一の研究会である「ドラッカー・プレミア

ることの違いって何だろう」
「継続学習の方法（能力）って何だ

ム研究会」の発表です。冒頭に私佐藤が「ドラッカー・プレミ

ろう」という視点をもってこれからの3つの講演を聞いてほしい

アム」の意味を確認しました。このコンセプトは上田惇生前代

旨説明しました。

表が2009年の年報で明らかにしたもので、ドラッカーの思想

さて登壇者のトップバッターは、柴田憲次氏（ホーマック株

を意識的に用いて成果をあげている人や組織などの活動を記

式会社 元会長）です。
「社内教育にドラッカー思想を長年用

録することです。

いた経験について」講演をいただきました（45分）
。社員の
96％、1800名の社員に対する308回の社内教育の話は圧巻

「ドラッカー・プレミアム研究会」の会長の清水祥行氏の司

でした。社内教育をなぜ行ったのか、どうやって行ったのかな

会により4名の実践者が登壇しました。登壇者のプロフィール

ど詳細な説明がありました。

です。

今回の講演に当たり社員48名にアンケートを依頼し、回収

①公共交通編

された45名から得られ

田畑 裕司氏（札幌市交通事業振興公社 常務理事）

た生の声は私たちに

②学校現場編

様々な示唆をもたらし、

大井 芳美氏（十勝管内 中学校養護教諭）

学会の貴重な財産とな

③観光事業編

りました。2年 以 上 経

林 克彦氏（十勝千年の森・
（株）十勝農園・十勝トテッ

過してのアンケート結

ポ工房・
（株）北海道ホテル 各社 取締役）

果には、教育の跡があ
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りありと表現されていました。柴田氏の「多くの社員が自分の

お話しいただきまし

進むべき道を発見したようで誠に嬉しい限りである」の言葉に

た。バス利用者数が

見事に集約されていると感じました。

40年間右肩下がりで

次の登壇者は本会の大会等でも登壇経験のある瀬戸篤氏

推移する中で社長に

（小樽商科大学大学院教授）です。テーマは、
「社会人教育の

就任し苦労したこと。

場としてのゼミ学習の意義と企業家精神の醸成」
（45分）です。

そんなとき原油高が

ゼミ教育で行ってきたことやカリキュラムなどを具体的に示

起こったこと（2008

し、社会人におけるゼミ教育の可能性を熱く語りかけました。

年）などから話は始まりました。

1997年から2015年までの経験から得られた独自の教育論は

ドラッカーの「非顧客に聞け」という言葉に力を得て一軒一

会場を大いに沸かせました。

軒訪問し、顧客の真の声を手にし、
「われわれが提供している

実践から導かれた結論の一つ「社会人10-12年程度を経

ものは手段にすぎない」ことに気づくくだりは、組織における学

た社会人（32-36歳前後）は、新たなベンチャー経営人材候

びと実践の大切さを教えてくれました。3年かけて訪問が千軒

補としてきわめて有望」が具体的で印象に残りました。また会

を超えるころバスの利用者の減少が増加に転じました。実践

場からは瀬戸先生の話を聞くと元気が出るとの声が寄せられ

の中からドラッカーの原理原則を学ぶこと、継続して行うこと

ていました。

の大切さなどが会場に伝わっていったように感じます。野村氏

最後の登壇者は十勝バス株式会社 代表取締役社長の

の講演には、実践的でわかりやすくかつ感動的であったとの

野村文吾氏です。
「継続学習と実践の成果について」と題して

言葉が多数寄せられました（本誌フォーラムで〔講演録〕掲載
予定）
。
以上、大会部は「真摯」と書かれたTシャツが印象的な司
会川島眞一氏の閉会宣言で無事終了しました。ご参加の皆さ
んや大会を支えて頂いたスタッフの方々に心より御礼申し上げ
ます。
17時からの懇親会は場所を移して十勝農園さんのワンフロ
ア―をお借りして開催されました。午前、午後の熱気がそのま
ま会場に持ち込まれ、お酒の力も得て、熱心なドラッカー談義
が深夜まで続きました。
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学会十周年を迎えて

「ドラッカー学会」次の10年に向けた

5 つの重要な質問

【学会十周年を迎えて】

次の10年に向けた活発な討議始まる
本誌の前号でお願いした「次の十年に向けての五つの質問」に対して、各研究会で活発な討議が繰り広げられています。今回は東京を中

心とした研究グループの討議内容をご紹介しております。

私自身、
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」を主宰していることから、グループ討議の渦中にはいっております。正直に言って

これまで10年の間に、これほど活発にそれぞれが自分の思うところを率直にぶつけ合った経験はありませんでした。

討議の回数も、当初予定の1回が2回になり、ついに来月も3回目を行うことになりました。次回は「次の十年に向けて…」の「次の十年」

というやがて来る未来に向けて、われわれはどうあるべきかを討論することにしています。

次ページ以降の各研究グループの討論結果を見ていただければわかりますが、
「五つの質問」を通して2つの選択軸があるようです。1つ

は会員中心か非会員（社会）への啓蒙か、いま1つは学術中心か実務中心かの双方向の議論です。

もちろん、どちらが正しいかの問題ではありません。ただ学会が誕生して間がない頃は、組織の基礎をつくるために会員が中心になり、

理論的基礎を学ぶために学術にウエイトが置かれていたことは否めないでしょう。ましてや私たちが学ぶ対象が人間・ドラッカーとその
思想とマネジメントであればなおさらです。彼はこういうでしょう。
「どちらかに傾くことも良くない。両方やりなさい」と。

そうです。第2世代を迎えたドラッカー学会としては、会員それぞれが己を磨きながらも、この住み難い世を少しは住み易くするよう、

われわれなりの貢献をしようではありませんか。

まだこの討論活動は終わったわけではありません。会員の皆さんからのお考えを聞かせてください。とくに東京以外の研究グループか

らの討論結果をお待ちしています。

本誌編集主幹

■ドラッカー「マネジメント」研究会

藤島 秀記

2015年9月8日

テーブルマスター：伊藤年一

メンバー：安岡裕二、中村正孝、佐藤幸夫、坂田真吾
「5つの重要な質問」を検討するにあたって、まず、現行学会の「目的」と「主な活動」を論議した。
【学会の目的】
ドラッカーの思想とその実践に関し、学会、ジャーナリズム、産業界の連携に基づき、その深化と発展を図ることを目的とする。
ドラッカー公認の唯一の学術団体である。
【 主 な 活 動 】―省略―
■ 目的は「ドラッカーの思想とその実践に関する深化と発展を図る」とあるが「主な活動」は学術色が強く
「思想の深化と発展」に偏っており、
これまで「実践の深化と発展」関する活動が不足していることを確認した。

ドラッカー学会の次の10年における

ミッションは何か？

•ドラッカーの思想を学び、実践して、よりよい社会をつくる支援者として貢献する

ドラッカー学会の次の10年における

• プライマリー：社会のあらゆる人と組織

顧客はだれか？

ドラッカー学会の次の10年における

顧客の価値は何か？

ドラッカー学会の次の10年における

成果は何か？

（ドラッカーを知らない人、興味を持つ人、学ぶ人、相互研究する人、実践する人）

• サポーティング：学会員、学会支援者、学会の活動に興味を持つ人
• 所属する組織における実践活動を通じて生きる喜びを感じる
• 学会HPの閲覧が増える
• 引用文献が増える

• 学会員が増える
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• 実践ケース例が増える
• ドラッカー関連書籍の読者数が増える

学会十周年を迎えて
ドラッカー学会の次の10年における

計画は何か？

テーブルマスター：市川

• 学会の組織運営にドラッカー「マネジメント」を活かす
• 学会員が外に出て、実践例の訪問調査を行い、成果を公表する
•ドラッカーの思想と実践例を教える学校を開設する

充

メンバー：川澄佳美（Sub Master）、一丸浩一郎、橋本真樹、大林茂樹
■はじめに ここでは、ドラッカー「マネジメント」研究会の一つの班でまとめた意見を整理する。

ドラッカー学会の次の10年における

ミッションは何か？

市川：ドラッカー思想の普及促進、知識労働者中心社会の創造
川澄： 賛同者を増やす

一丸：市民が自らドラッカーを学び、実践できる環境づくり
橋本：ドラッカーを学ぶ敷居を下げる。

大林：ドラッカー思想の理解を深め、自由で機能する社会を創造する。
《まとめ》これからの知識労働者にドラッカー思想を普及し、橋渡しを行い、自由で機能
する社会を創造する。
ドラッカー学会の次の10年における

顧客はだれか？

市川： 知識労働者、知識社会の中核者、ドラッカー思想に関心を持つ者
川澄： 大きな会社で働いている人だけでなく、町で働く従業員や経営者
一丸：ドラッカー思想を学ぼうとする市民、ドラッカー学会の会員とかかわるすべての人、
事業や組織にドラッカー思想を生かそうとする人
橋本：ドラッカーを知らないでマネジメントに困っている人
大林：志のある知識労働者
《まとめ》マネジメントに困っている知識労働者、ドラッカー思想に共感を持っている人

ドラッカー学会の次の10年における

顧客の価値は何か？

市川：自身のフィールドにおいてのイノベーションと顧客の創造
ドラッカー思想の分析と応用
川澄： 生き生きと仕事ができる環境
一丸：関わっている組織で自らドラッカー思想を実践すること
橋本：顧客の創造とイノベーション
大林：志のある知識労働者が人として成長し、貢献のための能力の向上
《まとめ》自らのフィールドにおいて、何らかに貢献する意識を持ち、実践と行動によって、
イノベーションと顧客の創造を行うこと。

ドラッカー学会の次の10年における

成果は何か？

市川： 啓発活動、事例研究、交流促進、
新しい社会変化に対応したドラッカリアンの育成
新たな研究分野の開拓
川澄： 生産性向上、働く時間、働く環境の向上

一丸：
（ドラッカー思想を実践する）人の数、企業数

橋本：ドラッカーを学ぶ人が増大することで経済的価値を高める
大林：全都道府県にドラッカー読書会を作る
《まとめ》
ドラッカー読書会の実践をすること、のべ開催数の増加
ドラッカー学会の次の10年における

計画は何か？

市川： 読書会の普及、研究会の応援、スター実践者の育成、共同研究

川澄： 研究会に人を呼ぶ

一丸：新規会員の定着率の向上
橋本：ドラッカー入門の小冊子の発行

大林：大会開催の空白県をなくし、読書会の開催、研究発表

《まとめ》全国大会開催空白県の解消をめざし、この機会を読書会、研究会を増やすきっ
かけとする。
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学会十周年を迎えて
テーブルマスター：上野周雄、和田一男（Sub Master）
メンバー：阿部美穂、森川すいめい、山内治友
■学会の存在意義としての前提
1．学術学会であることと共に実務者の会である
2．実務者の会として「マネジメントを通じて社会・組織・構成員の人々を幸せにする」ことの追求

ドラッカー学会の次の10年における

ミッションは何か？

• 経営や組織のあるべき姿を実現すること

•ドラッカーの経営思想を社会や組織に活用すること
• 人や社会が抱える課題を解決する方法を学び、進化させること
• 社会や組織を幸せにすること

【すなわち】ドラッカーの思想を社会に広め、組織や社会に活用し、人々を幸せにする
ことの研究と実践
ドラッカー学会の次の10年における

顧客はだれか？

ドラッカー学会の次の10年における

顧客の価値は何か？

ドラッカー学会の次の10年における

成果は何か？

• 学会会員、学会会員と縁のある人、ドラッカーに興味を持つ者
• 組織をマネジメントするリーダー

【すなわち】学会会員、学会会員と縁のある人、ドラッカーに興味を持つ者、マネジメ
ントの実践を学びたい人
• 社会や組織のあるべき姿を示し、実践すること、自分が所属する組織を良くすること
• マネジメントの実践に活かせる知識、能力、スキルを習得すること

【すなわち】マネジメントの実践に活かせる知識、能力、スキルの習得が出来ること
•ドラッカー思想を実践する学会の会員が増えること
• 正しいドラッカー研究を行い、実践を行う研究会会員が増えること
• 正しいマネジメントが行われる組織が増えること

• マネジメントにはヒトが大切だと思える実践者が増えることと

【すなわち】ドラッカー学会の会員が増えること、ドラッカー「マネジメント」の実践者と
組織が増えること、
ドラッカー「マネジメント」の実践者の組織の業績が上がること

ドラッカー学会の次の10年における

計画は何か？

•ドラッカー学会およびドラッカー研究会の啓蒙活動、マーケティングの促進
•ドラッカー思想を学ぶ機会、学べる仕組みが多方面に増えること
• マネジメントの実践者を支援する体制を作っていくこと

【すなわち】ドラッカーを学び、またマネジメントの実践者支援の体制を充実させていく
こと

北村和敏（総合企画委員）
ドラッカーの思想の根幹には、
「経済より大切なものは、社会であり、人間であり、理念である」がある。すなわち、人を活かせる社会、発展し
ていく社会、ドラッカー的に言うならば「機能する社会」である。しかし現在は、行き過ぎた経済至上一辺倒の経営により、不祥事が絶えない
現実がある。知りながら害をなす経営幹部が毎日のように新聞をにぎわしている。お金が欲しいだけの理由で会社の情報を漏えいする輩はあ
とを絶たない。これからの10年、よりグローバル化が進展すれば、これらの不祥事発生のリスクは増大する。真面目に活動する経営者や従
業員は不安でしょうがない。不安な中ではいい仕事は出来ない。ドラッカーの中に回答があるのか。ある。
ドラッカーの思想の中には、経済性だけでなく、人間性と社会性を基本においた考えがある。この考えを広めることで働く人たちのマインドを
変え、モチベーションを向上出来れば、社会における学会の存在が光り輝くものになるのではないだろうか。

ドラッカー学会の次の10年における

ミッションは何か？

•ドラッカー思想を深め、実践を通して社会の発展に寄与する

（社会の不安を取り除き、働く人たちに安心と勇気を与える）
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学会十周年を迎えて
ドラッカー学会の次の10年における

顧客はだれか？

ドラッカー学会の次の10年における

•ドラッカー学会員と非会員

（ドラッカーに興味のある組織で働く人たち）

顧客の価値は何か？

• 実践・行動のための智慧と勇気を身に付ける

ドラッカー学会の次の10年における

• 学術大会の充実（発表応募者数）
、研究活動報告（応募者数）
、各研究会での成
果物の数、大学講座等での発表回数、会員数の増加

ドラッカー学会の次の10年における

• 大学との連携による教育研究活動、専門誌の発行（年報とフォーラム）
、学術大会
各研究会グループの中期活動計画の策定、他の学会等との連携活動等

成果は何か？
計画は何か？

テーブルマスター：奈良間英樹

メンバー：中野羊彦、行本憲治、高橋明彦、円口

健

議論の前提条件として、
•ドラッカー学会は「学会」であるので、ドラッカーの考え方を書籍から読み取り、深め、拡げ、広め、実践してゆく団体で在る必要がある事
•「学会」と言えど、アカデミックな団体ではなく、ドラッカーの意思を踏まえた「実践」を常に意識した団体である事
上記2点を踏まえる必要があると考え、その上で『5つの質問』について議論した。

ドラッカー学会の次の10年における

•ドラッカーの考えを理解し実践するエバンジェリストを増やし、よりよい社会を目指す

ドラッカー学会の次の10年における

• 学会員およびドラッカーに興味がある人

ドラッカー学会の次の10年における

• 参加することで実践で役に立つ知識を持ち帰る

ミッションは何か？
顧客はだれか？

顧客の価値は何か？

※エバンジェリストは伝道師の意。知識を深め、実践し、伝え、発信する役目と位置付けた。

• 学会活動を理解し支援してくれるパートナー（研究者、メディア、研究会主催者、実
践者など）
• 人的交流およびネットワーク
• 自身への刺激

• 成功・失敗の体験共有など実践者の情報
ドラッカー学会の次の10年における

成果は何か？

• 新規会員の増加
• 各研究会の参加率、人数、満足度
• 会員の満足度

•ドラッカー読者数を増やす
ドラッカー学会の次の10年における

計画は何か？

• 会員満足度調査の実施
• 所属をするも活動しない休眠者の掘り起こし（休眠理由の調査と参加への誘導）

和田憲一郎
ドラッカー学会の次の10年における

ミッションは何か？

ドラッカー学会の次の10年における

顧客はだれか？

• 世代の若返りと幅広い分野からの参画を！

• 既存業種の従事者＋これまでなかった業種からの参入者
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学会十周年を迎えて
ドラッカー学会の次の10年における

顧客の価値は何か？

• 既存社会の破壊と新しい社会の創造

ドラッカー学会の次の10年における

• 新たな価値の形成

成果は何か？

ドラッカー学会の次の10年における

計画は何か？

コンピュータが人間の知能を超えるシンギュラリティ（技術的特異点）が 2045 年に
迎えようとしている現在、今後ドラッカー学会はどのような新たな価値をもたらすことが
できるのか、それが問われる。

• 毎年、若くて幅広い分野からの新規会員を 10% 以上入会

■英語でドラッカーを学ぶ会
参加者：阿部美穂、市川

充、一丸浩一郎、上野鈴江、落藤伸夫、小野木之隆、斉藤勝義、

中野羊彦、中林秀之，野上公秀、林

正、山内治友、上野周雄（文責）
（13名）

当研究会では、8月20日（木）と9月24日（木）の2回に渡り討議をした。皆の方向性は大筋同じであるが、ここの詳細は参加者それぞれの考
えがあり、1枚の紙に整った形で纏めることは出来なかった。しかしながら、この2回の議論の中でドラッカー学会の会員として、そして英語で
ドラッカーを学ぶ会のメンバーとして、それぞれに参加する意義や役割、自身の生活の中での立場や役割を改めて考える良い機会になり、各
メンバーはそれぞれに自分自身の「5つの質問」の回答イメージが出来たのではないかと考える。
この2回の討議で出た意見を各「質問」毎に、以下に列記をして、報告としたい。
尚、
「英語でドラッカーを学ぶ会」の「5つの質問」への回答については、引き続き考えていきたい。
学会の存在意義としての前提：学術学会であることと共に実務者の会である。

ドラッカー学会の次の10年における

• 人と組織と社会は、人と組織と社会をより良きものにするためにあるというドラッカー
の思想、信条と、それを具体化したマネジメント論の研究と普及に努めるとともに、
時代と環境の変化に応じてその深化、発展を目指し、実践することを目的とする。
•ドラッカーの学びと実践の普及。
•ドラッカーの教えが遍く広めることを前提とし、今後の 10 年は、ドラッカーの教えを
実践できる人材を育てる。
•ドラッカーの経営哲学の理解を深め、それを社会に広め活用すること。
• 社会や組織を幸せにすること。
• 経営や組織のあるべき姿を実現すること。
•ドラッカーの考えを理解し実践する人を増やすことにより、自由と責任に立脚したより
よい社会を創造する。

ドラッカー学会の次の10年における

•ミッションからすれば、全ての人、組織、社会を顧客としなければならない。しかし、
ミッションを着実に実現するためには戦略的に考え、特定の顧客にエネルギーを集中
しなければならない。
具体的には、まず学会の既存会員に対するサービスを充実させるとともに新規会員を
増やすことが求められる。
• 学会員、学会員と縁のある人、ドラッカーに興味を持つ者、及びドラッカーの教えに
共感する人々。
• 組織をマネジメントするリーダー。
• 全世界の人。
•ドラッカーに関心を持ち、何らかの形でドラッカーの考えを役立てたいと思っている人。

ドラッカー学会の次の10年における

• 顧客は、会員であること、有益な知識を得られること、事業を成功に導けること、生
き方を学べることといった学会が提供できる価値のうち何を重視しているのか。ここで
もマーケティングが必要になる。
• 行動につながるほど深い理解を得ること。
• 行動が成果に繋がったとの実感を得ること。
• 社会や組織のあるべき姿を示し、実践すること、自分が所属する組織を良くすること。
• マネジメントの実践に活かせる知識、能力、スキルを習得すること。

ミッションは何か？

顧客はだれか？

顧客の価値は何か？
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• 顧客が学会を通じて、ドラッカーについて効果的に学びを深めること、実践の事例・
刺激を得ること。
•ドラッカーを学ぶ人たちと交流し、他のドラッカリアンが何をしているかわかること。
ドラッカー学会の次の10年における

• 人の幸せが重視される社会を構築することであり、そのためにどれだけ宣教師、学会
会員を増やせるかである。
• 実践レポートを年間 100 編受け取れ、
『研究年報』に加え『実践年報』を発行でき
ること。
• 正しいドラッカー研究を行い、実践を行う研究員が増えること。
•ドラッカー思想を実践する学会の会員が増えること。
• 正しいマネジメントが行われる組織が増えること。
• 会員数、総会・大会の参加者が増えること。
• メディアの読者・参加者が増えること。

ドラッカー学会の次の10年における

• 地方における研究会、読書会の設置数を倍増する。このために地方大学に講師を派
遣する。大学の教官と連携して研究会、読書会を主催する。ドラッカーに傾倒してい
る著名財界人に講演等を依頼する。
•ドラッカー学会およびドラッカー研究会の啓蒙活動、マーケティングの促進
•ドラッカー思想を学ぶ機会、学べる仕組みが多方面に増えること
• 常設会場での例会（月一回のセミナーなど）の開催（無料〜 2,000 円以内）
。
• マネジメントの実践者を支援する体制を作っていくこと
• 研究会活動の活発化 → 現在 14 グループ存在、10 年後は 3 倍の 50 グループ程度
を目指す。
・現研究会メンバーがリーダーになる「子グループ」等を原動力とする。
・各グループから毎年 2 編程度の実践レポート提出を期待する。
• 実践者支援体制の整備 → 実践者の必要に応じ実践メンターの支援が受けられるよ
うにする。
・学会員のうち希望者を実践メンターとして育成する。
• 研究拠点の開設。
• 実践者支援体制の充実。
• 情報共有の強化。研究会の活性化、発信力の強化。

成果は何か？

計画は何か？

■ドラッカー・サロン
主宰：上野周雄

ドラッカー・サロンでは、ドラッカー学会のこれからの10年としての「5つの重要な質問」について参加者全員での議論は行いませんでした。
ここではドラッカー・サロンの主宰者としてドラッカー・サロンは如何にあるべきかと常々考えていたことを記載します。

ドラッカー学会の次の10年における

「ドラッカー思想の実践」
参加者との直近のニュースやドラッカーの著書に出てくるキーワードについての議論を通
じて、ドラッカーの経営思想をより身近なものとして捉え、自身の生活、所属組織や社
会に活用し、参加者と参加者を通じてその周りの人々が幸せに暮らせること。

ドラッカー学会の次の10年における

「ドラッカー思想を、身近な問題を通して理解し、実践したい人」
ドラッカー学会会員が対象の会であり、来る人拒まずであるが、顧客として捉えている
のは、ドラッカー思想について、興味があり、議論をし、より理解を深め、実践する人。
今起こっている問題をドラッカーなら如何言うかを考え、そこから学び、実務や実生活
に生かしたい人。

ドラッカー学会の次の10年における

「議論に参加し、新たな気付きが得られること」
毎回テーマを決め（直近のニュースやドラッカーの著書に出てくるキーワード）
、議論を
通じて、マネジメントの実践に活かせる知識・能力・スキルの習得や気付きが肩肘張ら
ずに得られる様、ビールやワインを飲みながら議論をする。多様性の観点から、議論の
テーマからの多少の脱線は常に歓迎。

ミッションは何か？
顧客はだれか？

顧客の価値は何か？

9

学会十周年を迎えて
ドラッカー学会の次の10年における

「ドラッカー・サロンへの継続参加者数の増加」

ドラッカー学会の次の10年における

「ドラッカー思想を伝える場として充実させ、その実践者を支援する体制をつくる」

成果は何か？
計画は何か？

成果は目に見え評価できるものとして継続参加者数をみているが、
その真意はドラッカー・
サロンに参加したことで、日々の生活の中で、家族や所属組織や社会に貢献していると
実感している事、それがドラッカー・サロンへ参加する動機づけとなっている事である。

ドラッカー思想を学ぶ機会、学べる仕組の一環として充実させるとともに、ドラッカー思
想の実践者を支援する体制を創りたい。具体的には、いつでも自由に集まり、学び、
議論が出来、お互いに相談が出来る場である。

■ドラッカーの窓から明日を考える会
報告者：中野

羊彦「ドラッカーの窓から明日を考える会」幹事
日 時：2015年9月〜 10月
場 所：明治大学
参加メンバー： 井坂康志、井上 薫、上野周雄、江成健一、小野雅子、小原武文、
北村和敏、斉木奈々絵、菅野 孝治、田中文武、中島 信、中野羊彦、
花松甲貴、藤島秀記、星野雄滋、松浦俊水（あいうえお順）
「ドラッカーの窓から明日を考える会」では、ドラッカー学会の次の10年に向けての５つの質問について、下記の通り議論を行った。議論の
経緯・内容について、報告する。

1. 議論の経緯
9月中旬
9月26日

メンバーが、ドラッカー学会に関する「5つの質問」の回答案を提出
各メンバーが提出した「5つの質問」の回答案をもとに、研究会で討議
先ず、3つのグループに分かれて討議し、その内容についてグループ発表を行った。それに基づき全体で討議した。
10月10日 9月26日の討議を踏まえて、再度研究会全体で討議。

2. 議論の内容

（1）9月26日の各グループの議論の内容
●Aグループ
ドラッカー学会の次の10年における

ドラッカー思想を深め、マネジメントの実践を通し、組織個人の存続と成長によ
り社会の発展に寄与する

ドラッカー学会の次の10年における

会員非会員（ドラッカーに興味がある、読んだ事がある）

ドラッカー学会の次の10年における

ささやかな喜び、来て良かったという気持ち。自分の実践・行動のための知恵と
勇気を与える

ドラッカー学会の次の10年における

①定量的成果
学術大会の充実、発表応募数、発表回数、各研究会の成果物・中期活動計画、他の
研究会の交流（経営倫理協会など）、年報、フォーラム、大学での講座（エクステ
ンションなど）、私塾、会員数の増加（企業でいう所の利益）
②定性的成果
共感、一体感、発表応募者数

ミッションは何か？
顧客はだれか？

顧客の価値は何か？
成果は何か？

10

学会十周年を迎えて
●Bグループ
ドラッカー学会の次の10年における

ミッションは何か？

ドラッカーを通じてより良い社会を構築できるイノベーションのヒントを創る
（学会としてヒントを提供する）

ドラッカー学会の次の10年における

参画し、作り、発信する会員

ドラッカー学会の次の10年における

参画するメンバーの自己実現生き甲斐、働きがいの欲求を満たす

ドラッカー学会の次の10年における

教育、社会事業の組織化

ドラッカー学会の次の10年における

ドラ窓として、ドラ窓地方出張講座、
地方大会にドラ窓メンバーが手伝い、オブザーバー、レポート

顧客はだれか？

顧客の価値は何か？
成果は何か？
計画は何か？

●Cグループ
ドラッカー学会の次の10年における

ドラッカーの思想を深め広め活用する人を増やすことにより、より良い生き方を
する人を増やし、社会の課題解決に資する

ドラッカー学会の次の10年における

会員、非会員（ドラッカーに興味のある人、より良い生き方をしたい人、社会的
課題の解決をしたい人）

ドラッカー学会の次の10年における

ドラッカー思想の実践に関する知識が得られ、世のためひとのための社会にする

ドラッカー学会の次の10年における

総会の参加者、出版物、ドラッカーが身近になるようなツールの利用者（ドラッ
カーの要点を入れた手帳）
（日常に応用してほしい）
ドラッカーを使った事例が増える（成功例、実践例を知らしめる）
組織の業績が上がって行く、 ドラッカーの言葉を知らしめて行く

ドラッカー学会の次の10年における

実務者支援体制の充実

ミッションは何か？
顧客はだれか？

顧客の価値は何か？
成果は何か？

計画は何か？

（2）グループ発表を受けての全体討議の内容（9月26日、10月10日）
当研究会では、まだ結論を出した訳ではないが、次のような議論を実施し、認識を深めた。
• ミッションに関するディスカッションの場を広めて行くことも大切。
• こんなことをする会社なら入ろうというミッションが必要。
• 社会の欠落部分を補充するのがミッションである。
• 顧客と顧客価値とミッションをぐるぐる回して議論するべき。
• 3つのグループからあがった案は、ほぼ共通点している。
• Bグループは社会の参画を全面に出している。これは大切だ。
• 創って発信することにより何を実現したいのかを明確にするべきではないか。
•「発信する」ことによってドラッカー思想のよさに気付く人も現れる。
• 知らない人にどうやって知らせていくかという点の大事、そうすると「世の中一般のひと」は会員に含めることがで
きる。
「価値は何か」と「顧客は何か」の関連は重要。
• 顧客が求めているものは何か・・・・・・
「自己改革」
「やりがい」
「ネットワークをつくる」
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• 今議論している我々自身は顧客かどうかを考えることも必要。この研究会は、学ぶ場、仲間を作る場。そこから外に
発信するという考え方だから、私は、自分自身を「顧客」とは考えない。
• 失業者の救済やアフリカの教育を受けられないひとに対する教育機会の提供のような社会事業的な「価値」が「顧客
価値」ではないか。
• 自分が価値を求めたいのか、発信することに価値を求めるのか、その点を明確化することが必要ではないか。
• 両者のバランスが重要だと思う。
• 第1期の10年は組織をつくること、仲間をつくることに重点があった。これからの10年は「発信する」ことに価値が
あるという思いがある。
• 学会に実践的な価値まで求めること、思想を深めること、どのようにこのふたつを両立して実現するかが大切、三位
一体構想を提唱したい。
•「実践」と「学術研究」のあいだで過去10年間ゆれてきた側面もあると思う。
•「実践的と学術的なふたつの立場」は、学会設立時からあることで、あえてあいまいにしている側面もある。ドラッカー
的に「葛藤」を生かすことにもよい点がある。あえてあいまいにしておいて、様々な意見がでる余地をのこしておく
こともドラッカーの知性といえる。
• 私の経験では、区役所の仕事では幅が広くミッションを定めにくかった。田中弥生さんが来られたときに質問したら、
それは「課ごと」のミッションでよいと聞いた。
「顧客」をふたつの概念（対象を会員と非会員のふたつに）分けて考え
てはどうか。
• ドラッカーはプライマリーカスタマーとサポートカスタマーがいると言っている。
• 顧客は、会員と非会員の両方とも対象になる
• ドラッカーは「組織社会」といった。会員、非会員という視点でなく、わたしは税理士として中小企業の倒産・廃業を
みてきたから「組織」を顧客として考えたい。ドラッカーのいう組織を学んでいれば倒産にまではいかないこともあっ
たという思いがある。
• 確かに、
「実践」も重要。実践センターをつくってはどうか。有料会員企業をつのる。学会は「思想」を深めるという役
割をもたせる。たとえば分科会ごとに、これを考えたらどうか。
• 実務者支援の体制作りもこれからの10年に重要だと思う。
• 二宮尊徳の法人会員は何万社もある。お手本にできるかもしれない
• ドラッカーは企業は善なる存在と考えていた。組織を対象としてそれを実践的に社会に提案してはどうか。
• 10年後は2025年、
「すでに起こった未来」としてこれを考えると、
「2025年に向けて、今、手を打たなければならな
いことは何か」という観点で次回は議論を深めたい。
3. 報告者（中野）感想
以上の討議を実施して、次のような感想を持った。
• 9月26日、10月10日に行った議論の流れは以上の通りであったが、ドラッカー学会のミッション・顧客・顧客価値な
どについて、かなり深い議論ができたと思う。
• 単なる学会員の利便性の向上というだけではなく、ドラッカー学会として、どのように社会的な使命を果たしていく
か、どのように情報を発信していくかについて、突っ込んだ議論をした。
• これからの、ドラッカー学会の活動は、
「実践」がより重要になっていくだろう。特に、議論の最後の方で出た「組織
を顧客として考える」
、
「実務者支援の体制作り」などは、今後、ドラッカー学会の新たな活動指針として、必要なこと
ではないだろうか。
• このような議論を通じて、研究会メンバーの相互理解は深まったように感じる。他の研究会メンバーと連携して議論
をしたい。
•「これからの10年に向けての5つの質問」について議論をしている。10年後は2025年であるが、2025年の日本は、少
子高齢化やグローバル化、環境・エネルギーなど社会的な課題が、より切実なものになっているだろう。その意味で、
最後に出た意見「2025年に向けて、今、手を打たなければならないことは何か」という観点で、議論することが重要
だと考える。
当研究会としては、今後11月7日に、この続きを議論する予定である。
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人間：ドラッカー博士の思い出（その2）
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

来日の日程と講演会

部を中心として展開され、個々の企業にも広がって

ドラッカー博士の来日は、多くの場合、日本での

いった。会場は、ほとんど講演会開催日以前に満員

自分の著書の出版と同時期であった。読者の反応

となった。

を直に感じ取り、反応したいという目的で、多忙な

A4版1枚の講演メモ

日々の日程を調整して、日本に来られた。しかもそれ
は翻訳本の刊行日より余り遅くならない時期を選ば

ドラッカー博士の信条として、講演の内容は事前

れた。このことは広く読者層（特に現役のビジネス

には誰にも明かさない。せいぜい目次を2〜3教える

パーソン）を刺激し、拡大するに大いに役立った。

だけ。ドラッカー博士の言うところによると、内容を
事前に明かすことは講演者も聴講者も緊張感が薄

講演会は、東京では経団連、大阪では生産性本

れて、何となく聴いているという感じになる。ドラッ
カー博士自身も聴講者の年齢層や職種のリストを
見て、壇上に上がる直前に手書きで話す順序や内
容を決める感じであった。従って、壇上にはA4版の
手書きメモ1枚しか持って上がらない。正に聴講者
を見て、判断して話を進める感じであった。
一度困ったことが起きた。同時通訳で講演会を
行うということで事前に新人の通訳者とドラッカー
博士が打合せを行うことになり、私も同席したが、
博士はA4版用紙に手書きの講演メモを1枚持って
きて、それを通訳者に手渡した。受取った同通者は、
「これだけですか、もう少し詳しい資料が欲しいので
すが」と言った。ドラッカー博士は、
「現時点では自
分でも内容は解らない。講演では、私も真剣に聴講
者を見て話すので、あなたも私の話すことを真剣に
聴講者に伝えて欲しい」と言った。
「聴講者も真剣
に聞き入るだろう。講演会は話し手、通訳者、聴講
者の真剣勝負の場所である。私は、いつもそう思っ
て講演をしている」とドラッカー博士は云い切った。
ドラッカー博士は、打合せの最後で女性の通訳
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者へ、3 ヶ所フランス語を使うところがあるが、その

そして、次の瞬間ドラッカー博士は、私の耳もとで

意味はこうであると親切に教えていた。そして、
「時

“Look, she is a beautiful and elegant woman！

間があったら私のこの本を読んでおきなさい」と

She is in the family way.” と多 少 興 奮 気 味 に

言って本を渡した。厳しい反面、やさしい思いやり

云ったので、私はその方角を見た。和服を上品に着

の心を持ったドラッカー

込んだ30歳前後の女性

博士の一面を見た。

が手に巾着を持って通路
を歩いていくのが見えた。

東 京−大 阪、新 幹
線の旅

という意味を知らなかっ

新幹線は大抵グリーン

たので博 士に尋ねたら

車の窓 際の席であった

“pregnant（妊 娠）
” とい

が、時々普通車の窓際の

う意味であることを教わっ

席を希望された。理由は

た。同時に、“pregnant”

単純なことであった。グ

の女性は一番美しく円熟

リーン車では限られた

しており気品があるのだ

人々の様子しか見られな

と言っておられた。

私は “in the family way”

いが 普 通 車の場 合は

ドラッカー博士は駅弁

様々な人間像が見られ

にも大変興味を示し、大

る。博士は特に女性の服

阪から帰る時間が午後5

装と手に持っている物に

時近かったので駅弁を買

関心があったようだ。時

い、一緒に美味しく食べ

代の変化が読みとれる感

た思い出もある。東京へ

じがすると云っておられ

向かうひかり号で、静岡

た。

駅を通過してトンネルを

ある時、ドラッカー博

過 ぎ た 頃、“I saw Mt.

士はいつもの通り窓から遠く富士山の姿を見つけ

Fuji. Mr. Saito, did you see it ？” と私に知らせ

ることを楽しんでおられた。初秋の或る日の午后ひ

てくれたが、既に富士山は見えず私は見過ごしてし

かり号で大阪に向かった。三島駅を通過してまも

まった。ドラッカー博士は、“I saw Mt. Fuji！” と

なくドラッカー博士が、“I saw Mt. Fuji！ I saw

誇らしげに云った、こんな無邪気な面も持っておら

Mt. Fuji clearly！” と声高に叫び、“Tomorrowʼ s

れた。

seminar in Osaka will be successful！” と付け

（その2、終わり）

加えた。
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［講演録］

自らを陳腐化させる経営の実践 ③
〜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

お米ビジネス秘話

生活習慣に働きかける

まだ少し時間がありますので、
お米ビジネスの話をさせてい

それをどうにかしようと、
去年の10月から当社の角田工場で

ただきます。
なぜお米をやるのかと言いますと、
これもまるっきり

おいしい米をつくろうと始めました。低温貯蔵した米を自動で

ユーザーインなのです。

低温精米し、
そのまま真空パックに入れて、脱酸素剤も入れま

実は舞台ファームの針生さんという有名な男がおりまして、

した。今開けても新米と味がかわりません。農水大臣の西川さ

15代続いた豪農です。
舞台さんという屋号で仙台の荒浜地区

んとはこんな話をしました。
「古米対策に何千億円使うのなら、

の農地60haの豪農だったのですが、
津波で3分の2を流された

みな低温精米にして当社のようなパッケージにしたら古米対策

のです。私は東北ニュービジネス協議会で会長をしておりまし

しなくって良いですね。
」

て、
その表彰式で針生さんを激励し、
いろいろと協議しました。

本来お米っていうのは新米よりも半年置いたお米のほうが

前々から私は日本のお米は流通がおかしいと思っておりまし

本当は美味しいのです。
お米だけじゃなく、
なんでもそうです、
お

た。皆さん方はお米を5 kg 10kgのポリ袋で買っています。
これ

肉でも魚でも。
とれたてはおいしくないのです。
ワインもそうです。

は飼料か肥料と一緒なのです。
ペットフードでさえも当社では

ワインとお米は同じです。低温精米の基本は15度。
そして湿度

小分けパックにしています。
10kg袋に入っているペットフードは

65％の環境の中で保管をすると味が変わらない。
ワインは置け

もうあまり見かけなくなったと思いますが、
20年前まではそれが

ば置くほど味が良くなります。
お米はそこまで行きませんが。

当たり前だったのです。

皆さんは新米が出るとこぞって新米を求めるので、
残念なが

10kg 袋は封を開けたら開けた時は香ばしいですけれども、
1

ら当社の25年産米がこのところ全然売れなくなったのですけ

週間、2週間とたったら臭くてたまりません。
そこで当社は密閉

ど、実は食べたら何も変わらないのであります。
それは余談とし

容器まで作ったのですが、
密閉容器であってもフタを開けたら

ましても、
プロダクトアウトで物事を考えるかそれともユーザーイ

やはり臭いのです。
ではどうすれば良いか？ 小分けにしただけ

ンで考えるかで、
本当に180度変わってくるのであります。

なのです。
ラミの袋に脱酸素剤を入れ酸素をカットすると、
いつ

皆さん食べて美味しいというのですけど、
人間の生活習慣は

開けても香ばしいんです。
そして世の中が変わりました。

おそろしいのです。
今年一番売れて欠品したものが何かと言いま

この話は、農政局の会合とかいろいろなところでお話してい

すと10万円の炊飯器です。
いくら作っても足りなかった。
それは

ます。
ペットの餌でさえも小分けパックなのに、
日本の主食であ

皆さんが美味しいお米を食べたいと思っているからなのです。

るお米がポリ袋のままはおかしいと。
これはプロダクトアウトの

しかし10万円の炊飯器を使ってもまずいお米で炊いたご飯

塊なのです。
農協という組織は農家のためにやっています。
農家

はまずいです。1万円の炊飯器であっても美味しいお米で炊い

は生産者なのです。
農協の人は常にプロダクト＝生産者を支援

たご飯は絶対に美味しいです。
にもかかわらず、今お店で 5 kg

する仕組みなのです。農家にとってみれば小分けなんてそんな

や10kgの袋で 1kg 280円か 350円で安いお米を買って10万

面倒臭いことをしないで、
ポリ袋でぱっと売ってしまった方が良

円の釜で炊いている。

い。
売ってしまえばそれで終わりですから。

私はこういうことも啓蒙しているんです。
ペット用品を始めた

その結果、
40年前は1人あたり1年間に120kgのお米を食べ

時の
「なぜ、
鎖や首輪なのだ」
という話も同じ、
園芸も同じ、
収納

ていたのですが、
なんと今は50 数kgしか食べないのです。
我々

も同じです。
消費者の立場になって啓蒙する。
そして、
需要を創

の食生活が貧しくなったのではありません。
我々はもっと簡単・

造する。間違いなく5年、10年後にはお米の販売スタイルは当

便利でおいしいもの、
麺類あるいはパンにシフトしてしまったので

社のような形に変える、
また変えなければいけない、
そのように

す。
結局、
家庭の主婦の
「簡単・便利・おいしい」
というキーワード

私は考えております。

をやらずに、
生産者のことばっかりやって、
補助金ばっかり作って

ご清聴ありがとうございました。

きた結果、
マーケットが半分になってしまったということです。
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を押す。
ということはその責任は会社にありということでありま

質疑応答

す。
銀行で言いますと、
担当が融資をやりたいと提案する。
それ

Q1：社員に理念と現実を意識させるような工夫は？

に支店長が判を押したら担当ではなく支店長責任なのです。
こ

A1：まず明文化することです。
私は、
夢と志は違うと思うのです。

れと同じことです。
それをやるからいろんな提案が出るんです。

よく夢って言うのですけれど、夢は個人のもので頭のなかのも

先行事例のキャッチアップは、開発するのが難しくても決済

のなのです。
それを具体的に明快にしてこうやりたいっていうの

は楽なんです。
「この商品は100万個くらい出ます。
うちはこの業

が志なんです。
で、
志も自分の腹の中に入れたままではダメなの

界で15％のシェアがありますから15万個くらいは売れます。
よ

です。
それを明文化する。

そのメーカーに比べてうちはこういう機能があります。
値段がこ

でも明文化するだけじゃお題目になっちゃうんです。
当社の

う安いです。」
そうすると商品がわからない部長さんがポーンと

場合は毎週、
全社員、
海外も含めて月曜日はこの企業理念を唱

はんこを付く。
その代わり責任はおまえだと。
このリスクは誰がと

和しております。大きな声で、
これをくり返します。
それだけじゃ

るんですか？ 普通はとりません。

ない、
当社は毎朝、
すべての事業所で朝礼があります。
すべての

大学が新しいことをできるのはリスクがないからです。
成果に

部署、
グループ単位で。
その時に、
会社の経営方針だとか報連

対するチェックがないから大学の先生は比較的自分の思いで

相十箇条だとか我々の共通した目標を日に応じて唱和します。

ずっとやれる。
でも一般企業はそんなことは許されません。
やっ

私は、
大事なことは目で
見て、
口で喋って、
そしてお
互いが声で確認する。
この
繰返しだと思います。意識

ユーザーインでものごとを開発するためには、
その責任はすべて経営者が取る必要があります。

が変わることで行動が変わり、行動を変わることが習慣に。
習

ぱりノルマがあるわけで、
給料をもらって社員でいら
れるわけですから。
そうい
う中では、結局は当り障り

のない商品ぐらいしかできないのであります。

慣化させるかどうか、
ここが一番大事なんだと思っております。

だからユーザーインでものごとを開発するためには、
その責
任はすべて経営者が取る必要があります。私がわからなくても

Q2：企業風土をつくることが大切なんだということが全従業

私が認めたら私の責任なんだということです。野球の監督と同

員に意識が行き渡っているということでしょうか？

じです。
ピッチャーを替えて打たれてもピッチャーの責任じゃな

A2：はい。
当社は新入社員教育を約1週間行いますが、
高卒大

い、
出して投げさせた監督が悪いんだと。
こういうことを明確に

卒かかわらず企業理念はそらで大きな声でどんな場所でも言

しないで、
選手の悪口を言っていたら、
選手から総スカン食らう

えるような教育をさせていただいております。

わけでございます。

Q3：新商品開発で社長が選ぶポイントは？

責任を取らせてはいけない。
ただ、
だからといってでたらめな社

A3：私は社長業を50年しておりますが商品選びはできません。

員を認めるわけにもいかない。共同責任ですけれど、最終的に

スーパーマンではございません。
自分の得意な分野でしたらす

は決済者が責任者だということでございます。

それがトップの仕事です。
ユーザーインでやる限りは社員に

ぐに結論をだせますが、
これだけいろんな業種をそろえていま
すとわかりません。食品だけでなくて土も肥料も当社で作って

Q4：元気の良い人材の採用のコツは？

おりますし、
ヘルスケアも作っておりますから。

A4：これは社会現象です。
毎年言うんです
「今年の子供は元気

私のやることは何かというと、
14ある各事業部がそれぞれの

がないな」
と。10年前から同じことずっと言っているのです。子

カテゴリーの中で企業理念にそった商品開発、
提案をするわけ

供は優秀なんですけども、環境なのでしょうね。
リスクを取らな

でありますが、
そこで私がジャッジをします。

いようになりまして。

一般的に会社で言いますと、
提案者は結果責任を問われま

これについてははっきり言います。
誰が悪いか。
もちろん父親

す。
だからなかなか一歩を踏み出さないのです。絶対ってなれ

も悪いんですが、
母親に丸投げした父親が悪いんです。

ば踏み出しますけれど、提案通りうまくいって当たり前、
ご褒美

お母さんは特に男の子はかわいくてしょうがない。
自分の手

をいただくかもしれません。
だけど提案してうまくいかなかった

元におきたい。宮城県出身の子供はできれば宮城県内に勤め

ら責任を取らされて、部署を飛ばされてしまうかもしれません。

させたい。
だけど、
結局、
本人のポテンシャルを活かすよりもブラ

同じ給料もらっていてなんでそんなリスクをとらされなければい

ンド、
まず潰れないことを優先する。
まず役所、
絶対つぶれない

けないんだとなります。
自分に自信がないから部下に丸投げす

です。
大銀行、
多分潰れないです。
だけど銀行だって10行が3行

るのです。

になっています。
その現実をみていても、
また行政だってどんど

当社のプレゼンテーション会議は、
私が、
会社の責任者が判

んリストラして人を減らしているにもかかわらず、
そこに行く学生
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がいる。
ご本人の意志もあるのでしょうけど、
お母さんの影響が

ります。

大きいのではないかなと思います。

米は主食ですがそのまま食べるわけじゃないので炊飯しなけ

もう一つ本音でいいます。
当社は全国で採用をしております。

ればならないわけです。
それがおにぎりになったりご飯になった

約 5 割が関東の学生です。3 割が関西の学生、東北の学生が

りするわけで、
当然美味しいお米を作るだけでは米の需要は増

2 割ぐらいでございます。
ただ、東北の学生はアイリスに入りま

えないとこのように思っております。
先ほども言いました、
我々生

すとあんまり働きません。
働く必要がない。
必要がないっていっ

活者の食に対する考えは3つしかない。
簡単・便利で美味しい。

たらおかしいですけど、実家から通って生活費もかからないの

今年、
当社は岩手県にもちを作る会社を買いました。
多分、
も

で安心しちゃうんですね。
もちろん当社は全国区ですから仙台

ちは非常に大きなマーケットに生まれ変わるだろうと思ってい

でとったから仙台で勤めるわけではないのですが、
大阪や東京

ます。

の学生にしたら何とか実績を残して出世したい、
所得を上げた

だいたい皆さん方もそうでしょうが小腹がすきますよね。

いというハングリー精神が見えます。
これは宮城県だけじゃな

ちょっとパーティーで食べたけど家に帰ってご飯を炊く、
ラーメ

いどこの地域にいってもそうなんですが、
地元の名門企業に入

ン食べる。
もちはすごく腹持ちがいいので、
ちょっとおもちを焼く

る子供は比較的ハングリー精神が少ない。

かあるいは汁に入れるか、
そういう形でもっともっと美味しく簡

そこをもっともっと私は、
子育ての中で
「あなたの人生は何？
平々凡々とお母さんと近くに暮ら
すのがいいの？」
って、
こういう問
いかけを繰り返して欲しいと思い
ます。

単におもちを食べられるんであればどうかと。

多分、
もちは非常に大きなマーケットに
生まれ変わるだろうと思っています。

いま留学を希望する人がいないんです。
困ったことなんです。

どうあれ日本人は小麦アレル
ギーが出るのですよ。
これはお医
者さんから聞いた話ですが、
日本
人には米アレルギーはありませ

ん。
あったんでしょうけど、
そういう種族は淘汰されて、
今残って

東北大学なんて700人中国から国費で留学生が来ています。

いるのは米で生きてきた民族だけなんです。
ヨーロッパは逆で、

東北大学がほとんどお金をだして海外の人を教育しているんで

小麦アレルギーはなく、
米アレルギーはある。
それが民族なんで

す。
最近日本語では海外の人がだめだから英語で授業やるクラ

すね。

スが出てきているのです。
ということは、
日本の学生を相手にし

我々の年代の人は私もそうなんですけど、
炊きたてのおいしい

ていないんです。
これが教育現場の実情でございます。

ご飯を食べた時に本当に幸せだなあと感じます。
おいしいお肉を

そういう意味では、
せっかく命をお母さんからいただいたん

食べるとか、
美味しい牛たんを食べたとき以上に、
美味しいご飯

だから、
自分の人生謳歌してよと言って、
おしりを叩いていただ

を食べた時の満足っていうのがあります。
世代間で違いはあると

くお母さんがもうちょっと増えることを私は期待しております。

は思いますけど、
多分私と同年代の皆さんはそういう環境なの
ではないかと思いますし、
この遺伝子はずっと続いているわけで

Q5：今後開発しなければならないと思っている商品や分野が

すから。
なんで金のパンが高くて売れて、
なんで美味しいご飯が

あれば教えてください。

高く売っていないのか。
そこが商売につながるのです。

A5：超極秘でございます。米ってのは、実は食品であっても商

やっぱり日本の食文化はお米なんです。
これをもっと簡単・

品になってないんですね。
だからキロいくらで買われているんで

便利・美味しい形にどう変えていくのか、
そういうことを今当社

す。
お肉だってキロいくらで買うじゃないですか。
ですけど、
これ

は一生懸命に研究しております。
農家の発想、
農協の発想じゃ

をわれわれは商品に変えていきたいと思っています。先に言い

なくてユーザーインでお米を考えた時に何が出てくるか乞うご

ましたペットフード、
これはまさしく製品を商品に変えたのであ

期待いただきたいと思います。

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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書 評

ポスト資本主義社会
P・F・ドラッカー著

非営利組織の経営

上田惇生訳

P・F・ドラッカー著

上田惇生訳

この 本 が 書 か れ た

本書は非営利組織のマネ

1993年は、
日本ではバブ

ジメントの入門書である。本

ルが既に崩れはじめ、資

書を通じて非 営 利 組 織の

本主義における経済成長

ミッション、
リーダーシップ、

が日本において終焉を迎

マーケティング、
イノベーショ

えた頃と符合する。

ン、
資金源開拓、
戦略、
目標の

ミクロやマクロ、
複雑系

設定、成果と評価基準、人

等いかなる経 済 学アプ

事、
能力開発について学ぶこ

ローチをもってしても、
その処方箋が有

とができる。

効な成果を得ることなく、
日本そのもの

「最古の非営利組織
（NPO）
は日本にあ

が成長の限界を感じ、
ただ翻弄されて

る。
日本の寺は自治的だった。
もちろん非

いた時期に、既にこのような視座を持

営利だった。」
とドラッカーはいう
（日本語

ちえていたドラッカーの先見性に驚愕

版へのまえがき）
。
江戸時代の農村には講

の思いをもつばかりである。

という共同体があり、
緊急時に相互扶助の

「ポスト」資本主義社会における成

融資をおこなった。平時の講は世俗的な

長源泉が
「知識」
であるわけだが、
保持

行事を主催したり、村人が経を読み法話

しているだけでは、
その生産性を高め

を聞く教養の場でもあり、
役人の介入しな

ることはできない。結合することによっ

い地域的な自治の仕組みだった。近代的

て、
その力を発揮する。

な国民国家に変身した明治の日本は、
あら

それは、
日本の
「モノづくり」が最も

ゆる社会的な課題を政府に委ねる中央集

得意とするところではなかったか。

権の国になった。敗戦を経て戦後日本の

職人と呼ばれる方々の匠の技。
さま

資本主義社会は、政府と市場が両輪と

ざまな知識と技術の集積が数多くの

なって高度経済成長を成し遂げた。
そして

製品となって世に出ている。ITの世界

ポスト資本主義社会を迎えようとする今、

でも例外ではなく、
例えば、
組み込みソ

政府でも市場でもなく、
非営利組織が担う

フトウェアの世界はまさに
「組み合わ

社会セクターに社会的課題の一部を委ね

せ」
「結合」
の妙に支えられている。

る時代へと移行しつつある。

知識の世界でも、
必ずや応用できる

近代的な国民国家では、多くの経済組

だろう。
ビジネスにおいて求められる成

織にとっての事実上最大の顧客は役人だ

果を得るため、
そのストーリー作りのな

と言っても過言ではない。
脱近代の多元社

かに、
学んだ知識をどう
「組み合わせ」

会では、社会セクターの拡大にともない、

ていくのか。

地方分権改革と議会の機能に市民の意

まるで、
これからの我々を大いに応

識が必然的に向かうようになる。
議会を通

援してもらっているのではないか。

じた資源配分の決定に自治体住民が主体

そんな風にも思えるのだ。

的に参加することの重要性が増している。

北川 慎也

田中 文武（たなか ふみたけ）

大学卒業後、
大手電機メーカーに勤務。
主に人事勤
労業務に従事。

働きながら学ぶドラッカー学会会員
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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。

西野泰司さん
井手チャーリー聡太郎さん

ドラッカー理論を中小企業の
目線で学ばせていただこうと
思い、入会をさせて

渋谷で経営コンサルを開業

いただきました。

しました。
ドラッカーの主張と離職
対策の関係を勉強したい
と思っています。

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/

先日、帯広大会に参加された方から「ドラッカーという名のもとで、これほどまで多様性と独自性のある大会の内容に驚き、感激しました」との感想をお聞かせ
いただきました。
この9月の帯広大会に引き続き、本誌冒頭のご挨拶で谷崎先生からのメッセージにございましたとおり、11月には埼玉で「ものつくり大学大会」が開催されます。
ドラッカーを学び、仕事に活かして貢献したいという多くの学会員の方が、それぞれの場所で個性と強みを発揮し、伸び伸びとと活躍する風景はとても色彩豊
かなものです。これからの十年のスタートを飾るにふさわしい活動があちこちで始まっています。
ドラッカーは、
「世界にはもうこれ以上の均質性はいらない。必要なのは多様なモデル、多様な成功、多様な価値観である」
。といいました。これまでの前例の
ない課題に取り組み、十年後の未来を自ら作り上げていくうえで、今号に掲載しました「五つの質問」への各研究会の回答は、全国で活動する皆様にとっても大
いに参考になるものでしょう。これからさらに議論が深まり、それが未来を作る種となり、芽を出し、花が咲くことを私も微力ながら貢献できればと思っています。
（ドラッカー学会理事 花松甲貴）

発行者 ドラッカー学会
Publisher Drucker Workshop

学会代表
President

三浦一郎

Ichiro Miura

編集主幹
Managing Editor

〒101-0051 千代田区神田神保町 1-46-2 アーバネックス神保町 404 号室
#404 Urbanex, 1-46-2, Kandajinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, Japan

藤島秀記

Hideki Fujishima

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

19

責任編集者
Chief Editors

花松甲貴

Koki Hanamatsu

E-mail: dws-info@drucker-ws.jp

