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現在を生きる手がかりと勇気
立命館大学経営学部教授、本会代表

三浦 一郎

昨年2015年は、
ドラッカー没後10年ということもあり、研究や実践をめぐるさまざまな
動きがあった。
最たるものは、
ドラッカーのコレクションになる日本画の展覧会が日本の各所で開催さ
れたことであろう。
ドラッカーが日本の水墨画・文人画のコレクターであることはよく知られているが、実物
の数々を直に目にしたとき、
その点数や質からしても、
それらが経営学者の余技であった
とはとうてい思えなかった。荘厳にして圧倒的であった。
亡くなって10年を経た今なおかくも奥深い示唆を与えてくれる希有な思想家がドラッ
カーである。
ドラッカーの世界は、広く深く多様である。
マネジメントがドラッカーの世界を代表するものであるとしても、
ドラッカーの多様な世
界はそれぞれ深く理解される価値と必要がある。
プリズムのように、若干視点や視覚を変えただけで、考えもしなかった像が浮かび上
がってくる。
私たちにはいまだ受け取っていないドラッカー思想が多く残されている。
そして、
ドラッカーの世界を理解しようとする試みそれ自体が、
われわれに、激しい環境
変化の現在を生きる手がかりと勇気を与えてくれる。
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研究会活動

◆ 実 践と理論の高次統合をめざして◆

ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研 究 会
研究活動レポート

執筆者：
・ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会代表 田中 純（たなか きよし）
・同副代表 高部 茂（たかべ しげる）

研究会名称：
「ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研

工学領域 研究戦略部イノベーションコーディネーター

究会」
●

研究メンバー構成

研究会活動方針：

国内外の企業のトップや、事業・部門責任者などの要職に就

当研究会は、
ドラッカー理論“を”学ぶのではなく、
ドラッカー

いている実務家、および経営の実態をよく知る専門家（学術研

理論 “で” 学ぶ、すなわちドラッカー理論にヒントを得ながら、

究者・コンサルタントなど）で構成しており、現在は11名のメ

あくまでも実務における知見を得ることを主目的とした研究会

ンバーで活動している。6名がドラッカー学会会員である。

を標榜している。特に事業体上層部にある経営実務者が抱え
る現実課題のケースを取り上げ（報告・問題提起）
、ドラッカー

活動の概要：

的なものの見方・考え方をある種のモノサシとして用いながら、

研究会の活動周期としては、毎月第1木曜日の夕刻に会員

問題点の指摘や解決の方向性、新たなコンセプトや解の抽出、

が所属する企業の会議室に参集し、奇数月は理論研究会、偶

コンセプトの再構築を参加者全員で討議し、有効な実践につ

数月は輪番の事例報告者からの報告・問題提起によるケース

なげていくための場として2012年8月に発足したものである。

スタディ分析を行なっている。

実務者にとって、実務上の課題や問題の解決、可能性の探

理論研究会ではメンバーが輪番でファシリテーターを務め、

索、あるいはそれらに繋がる機会の抽出をめざすことは最大の

議論のコントロールはもちろんのこと、コンセプト抽出・理論的

関心事であり、
「課題に対する熟考を繰り返し、実務・実践に

整合性の獲得に至るまでの高度なファシリテーション・スキル

生かせる段階にまで到達することが各種（特に実践を第一義

の養成も並行して行っている。一方、
「報告・問題提起」
（ケー

とするドラッカー）の理論や思想を学ぶ実務者としての責任で

ススタディ）においては、報告者が抱える切実かつ複雑な問題

もある」との考えから、前述したスタイル・思想を基盤とし、実

の報告・問題提起に対して、研究会のメンバーからどのような

のある知見、およびそれを具現化するための実践力を得ていく

知見やヒントを得たいかを発表者がその背景理由を含めて論

ことを最大の目的としている。

理的・体系的に投げかけたうえで、解決への筋道やその可能

なお、2013年7月から隔月で、ドラッカーの著書「イノベー

性を研究会メンバー全員で討議・探索する形で進めている。

ションと企業家精神」を理論研究の素材として取り上げてい

構成メンバーが、大企業の管理職、研究機関の要職者、企

る。これは、しばしば実務的課題と（理想論と揶揄されること

業再生プロフェッショナル、ベンチャー企業の経営者、経営・

が少なくない）
ドラッカー理論の間に見られる乖離現象・ギャッ

情報技術のコンサルタントなど多彩であることから、しばしば

プを埋める、または何らかのブリッジをかけるべく、双方がもつ

報告者の価値空間や認識・認知範囲の外側からの指摘や知

コンテクストや潜在するであろうコンセプトの本質に対し、抽象

見・解釈の投げかけが行われる。ゆえに、自らが前提としてい

化、異視点・換言的再定義などのアプローチや統合的思考、

る視野の狭小さや、信じて疑わない常識がいかに自己の世界

実践からのフィードバック法などを用いて双方の本質に迫り、

でしか通用しないものであるか、いかに自らの理解や判断が潜

乖離やギャップを発生させている領域・要因を掘り起こして特

在している（当人が気づいていない）前提のうえにのみ成立す

定したり、絡み合う因果律や連環構造を可視化・構造化した

るものであるか等々について再認識させられることが少なくな

りする思考作業を行なっている。

く、こうした気づきや自己パラダイムの転換につながるような新
たな知見の獲得が可能になることが、当研究会における醍醐

代表者・研究メンバー構成：
●

味のひとつとなっている。

代表者 田中 純

また、わがドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会

・株式会社ジェイ・ティー・マネジメント代表取締役社長

にとって、ドラッカー理論は、あくまでも成果や各種の障壁を

（企業再生請負人、事業戦略・技術戦略コンサルタント）

乗り越えるため、あるいは異次元・異種価値空間における新

・国立研究開発法人 産業技術総合研究所／情報・人間

たな機会を探索・発見するための（有効な）道具・手段・基
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盤という位置づけである。換言すれば、ドラッカー理論それ自

や各種団体）において一定の責任を負った状態で「実践」
「実

体の学習・研究を目的として満足を得たり、その解釈による自

行」し、何らかの確証を得るなどして、相対的に自説の妥当性

説を開陳・披露したりするだけでは十分とは考えておらず、い

を最終判断すべきであると考えているということである。
（ただし、明らかに論理破綻しているものや低レベル・稚拙な

わゆる「お勉強」のみでは実務者としての責任を果たすもので

論説についてはこの対象ではない）

はない、という姿勢で活動の一切を貫いているということでも

ドラッカー理論の第一義には常に「実践」があり、ドラッカー

ある。

自身、自らの理論が「実践のためのものであること」を断言し、
活動スタイルの背景について：

机上の知識や理論を振り回すことの愚かさについて強い警告

上記の理念・スタイルに至った背景理由についても言及し

を発している。これは、常に実証を求められる自然科学の世界
に身をおいてきたわれわれにとってもっとも共感するところのひ

ておきたい。

とつであり、こうした思想、姿勢を社会に浸透させていくこと、

われわれの研究会はほかのそれとは異なり、メンバーの多く
が理工系・技術畑の出身であり、自然科学の世界における「実

換言すれば、
（特にイノベーティブな取り組みにとって）百害

践・実験・実証してはじめてその論拠なりの正否が確定する」

あって一利なし、の「机上の無責任な評論家」をさまざまな組

といった（自然科学としてはごく当たり前の）価値観が前提にあ

織から減じていくことが、一方におけるわれわれのミッションで

る世界に長らく身をおいてきている。しかしながら経営・経済

もあると認識している。
以下、これらをわれわれの強みとしてまとめる。すなわち、参

学をはじめとする文化系社会学においては、最終成果として、
論理的整合性や新規性のある知見等々を開陳・披露してよし

加メンバーの多様性や豊潤な知見がいかんなく発揮されるこ

（完了）
とすることが暗黙の了解として存在し、
そのことによって、

とにより、議論の広がりと予想だにしない指摘による刺激・気

「責任ある実践による妥当性の証明」を免れている感がある。

付き・驚きが恒常的にあり、それが駆動力となって実践につな
がる。そして、主体的に実践した結果・成果を研究会へフィー

われわれドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会は

ドバックしさらに磨いていくことで、自己の世界の広がりや自ら

この考え方・姿勢に異議を唱える。

の実務者としての価値の高まりを実感できる。

すなわち、こうした姿勢は（ドラッカーの言うところの）
「よき

このような機会を提供することにおいて、わがドラッカー・マ

意図の表明」のレベルを超えるものではなく、まさに「計画（論
説）と実行（実証行動）はひとつの仕事の2つの側面であって、

ネジメント＆イノベーション研究会は、他に類例を見ないノウ

分離すべきではなく一体としてとらえられるべきものである」と

ハウとダイナミズムを持つ研究会であると自負するものである。

のドラッカーの指摘にそって厳しく再考されるべきであると考え

今後もこうした姿勢を堅持しながら、責任ある実践者のさら
なる成長に資する活動の場として邁進する所存である。

る。これを具体的に述べると、最終的に自らが主張・確信する
論説や思想を自ら、あるいは所属・関与する実体（事業組織

【学会年報への掲載漏れのお詫び】
ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会の活動報告につきましては、ドラッカー学会年報「文
明とマネジメント」Vol12に掲載の予定でありましたが、編集の不手際により未掲載となりました。今後は
かかる不手際を起こさぬよう、原稿の著者からの入稿および印刷所への出稿のチェック、同時に台割表
上での再チエックを複数人により行なうことにいたします。
ここに改めて同研究会代表 田中 純 氏、副代表 高部 茂 氏、研究会員各位に深謝いたしますとともに、
その他関係各位、会員のみなさまにもお詫びを申し上げます。
ドラッカー学会年報「文明とマネジメント」編集主幹 藤島

同 編集責任者 花松
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秀記
甲貴

学会十周年記念活動

2015年度ドラッカー学会10周年

ものつくり大学大会を終えて
ドラッカー学会ものつくり大学大会実行委員長

菅野 孝治

2015年11月21日（土）ドラッカー学会10周年記念大会を埼玉県ものつく

り大学で開催しました。小春日和の下、埼玉県行田の地に153名の方にお集
まりいただき、盛況のうちに終える事ができましたこと感謝申し上げます。

でなぜ渋沢栄一なる人物が誕生したのか。時代の転換期に何を

実行委員会について

捨て、何を残すのか」とても示唆のある講演をいただいた。赤城乳
業株式会社常務取締役井上創太氏には「ガリガリ君のマーケティ

10周年の記念大会をものつくり大学で開催すると決まってから、
埼玉県内在住のドラッカー学会会員に声をかけさせていただきま

ング戦略」と題し、笑いの絶えない遊び心いっぱいの講演をしてい

した。ベースは2011年に任意で立ち上げた埼玉ドラッカー読書

ただいた。

会。東日本大震災で計画停電

上田惇生学術顧問にもご登

など先の読めない状況に見舞

壇いただき、井坂理事との対

われた際に、
「地震の群発のよ

談でドラッカー学会の10年を

うに社会を激動が襲いはじめ

振り返り、
「まったくいい方向に

た。その原因は地殻変動として

行っている」とおっしゃっていた

の断絶にある。この断絶の時

だきました。岩崎夏海氏の新

代は起業家の時代、グローバ

刊にも触れ、
「居場所」のキー

ル化の時代、多元化の時代、

ワードをよく見つけたと絶賛さ

知識の時代である」のフレーズ

れておりました。三州製菓株式

ある『断絶の時代』の読書会を

会社代表取締役斉之平伸一

弊社の会議室で始めていまし

氏には「脳力経営〜ドラッカー

た。3年続けた読書会メンバー

マネジメントの実践」と題し、

を再招集し、
『現代の経営』に

渋沢栄一・松下幸之助・ドラッ

出てくる一節より「人と人とを

カーの経営の考え方の比較を

結びつけ、一葉の草しか育た

踏まえて、自社の経営実践報

なかったところに二葉の草を育

告を行っていただきました。ダ

てる」を大会テーマに決定しま

イバーシティ・生涯現役を意
識し、ドラッカーの名言が散り

した。
その瞬間、今までの大会に

ばめられた実践報告に次代の

はないことを具現化することが

経営モデルを垣間見ることが
できたのではないでしょうか。

実行委員会の目標となりまし
た。
「大会に参加した人たちが、出張に行った時に、晩御飯を一緒

その後、講演会と読書会に分かれて大会を継続。株式会社コマー

に食べるドラッカー仲間を日本中につくること」を成果にしよう。

ム代表取締役小松君恵氏には「人が生きる経営〜主婦3人からの

毎月1回仕事を終えてから大宮に集まり、大会の企画・運営に

奮闘記」と題し、女性が働ける環境づくりを行うことで生き生きと

ついて話し合いを重ねることで、実行委員会のアイデアが次々と生

活躍できる場づくりを、イーグルバス株式会社代表取締役谷島賢

まれてきました。

氏には「地域を結ぶ 人を結ぶ 心を結ぶ」と題し、綿密な運行
管理から創客ひいては地域創生に結びつけている実践報告をいた

大会について

だいた。2階の別教室では『経営者の条件』の読書会が開催され、
日頃の疑問をディスカッションする場として10人ほどの各テーブル

大会は三浦一郎代表、ものつくり大学学長稲永忍氏のあいさつ

がファシリテーターを中心に大いに盛り上がっていた。

で始まりました。谷崎理事に「渋沢栄一を生んだ風土について」講

大会の最後に登壇者の方への質問を会場から受け付ける時間

演をいただいた。大会を通じた問題提起にもなる「埼玉北部の地

4

学会十周年記念活動

を設けました。司会者の助けも借りながら活発な質疑応答があり、
参加者の関心の高さをうかがえました。藤島理事の締めの挨拶で
は次なる10年のスタートとのお言葉をいただきました。

振り返って
ドラッカー学会10周年の記念すべき年に埼玉で大会を持てた
ことを光栄に思います。実行委員会メンバーも毎月の委員会を通し
て成長し、大会用HP作成、学会サブドメインの活用、NHK日曜
美術館使用のパネル展示、渋沢栄一オプショナルツアー開催、協
賛募集、クレジットカード決済等新しいチャレンジを行うことがで
きました。埼玉県産業振興公社より後援を、ものつくり大学・埼玉
県経営者協会・レディース埼玉経営者クラブより協賛をいただき

も陰ながら支えていただきました。末筆ながら大会に関わっていた

大会を支えていただきました。ものつくり大学宮本教授には実行

だいた実行委員メンバーの献身的な活躍が記念すべき大会を成

委員会設立当初からご尽力いただき、大会当日もサポートいただ

功に導いてくれました。今大会の参加者の中から人類の福祉に貢

きました。大学図書館にあるドラッカー文庫には40人が見学をさ

献するイノベーションが生まれることを祈念しております。

れ、うちお一人が4冊借りていかれたようです。また、
『ル・コルビュ
ジエ「カップ・マルタンの休暇小屋」原寸レプリカ』に50名以上の

菅野孝治プロフィール

方にいらしていただき、建設学科長藤原教授にご説明いただきま

ドラッカー学会ものつくり大学大会実行委員長
ドラッカーの窓から明日を考える研究会 幹事
ICC株式会社代表取締役。電気代削減や職場環境改善のコンサルタント

した。
渋沢記念館、深谷市、行田市、鴻巣市ほか自治体職員の方に
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Message in a Bottle

message in

a bottle

《ドラッカー90歳「記念講演録」》

自分自身をマネジメントせよ！

̶知識労働者に課せられた新たな挑戦̶

本稿はドラッカー教授90歳の誕生日に当たる1999年11月9日、
ドラッカー・ファンデーション主催で開催されたカンファ
レンスで教授が講演した講演内容の完全収録である。当時、ドラッカー教授はダイヤモンド社国際経営研究所の名誉研究
所長の職にあった関係から、当時の研究所の会員誌「Drucker Forum」第4号に掲載のために送られてきたものである。
このカンファレンスの後に行なわれた誕生記念パーティには、当時、私と共に奉職していた斉藤勝義氏が出席していた。
また本稿の訳に当たっては当時の主任研究員・岩持岑生氏と小生が担当した。

《藤島秀記》

数百年先の歴史家が、私たちが生きている時代を一言で表現するとしたらどのように言うであろうか。彼らがこの時
代の主な出来事として書き留めるのは、テクノロジーでもインターネットでも、あるいは電子商取引でもないように思う。
これは人間の境遇を巡って空前のことなのだが、最近になって始めて、かなり多くの人びとが（しかもその増加の度合い
は急ピッチなのだが）
、その生き方、職業の選択を自らの意志でできるようになった。
かくてこれまた始めて、人に管理されるのではなく、自分自身をマネジメントしなくてはならなくなった。それにもかかわ
らず、このことについて私たちはまったくその準備ができていない。
これまでの歴史を通じて、自分自身の意志で何かを選択するということは、実質的にはなかったといってよい。1900
年までをとってみても、高度に発展していた国においてさえ、もちろんその人の運にも多少よるけれども、殆どの人たちは
自分の父親の職業を継いできた。つまり下方への移動性だけがあり、上方へのそれはなかった。父親が小作農だったら、
その子も小作農、職人だったら職人という具合に決められていた。

■ 職業選択の機会の増大
ところがいまや大多数の人が、自分の進路を自ら選択できるようになってきた。もちろんすべての国でそうなったという
わけではない。それができるのが少数派にとどまっている国もある。しかしそうした国でさえ次第に選択の余地は高くなり
つつある。こうした傾向の中で、多くの人たちは自分の職歴を一つどころか複数にしようとしている。高齢化社会を超えて、
仕事に就いている期間はいまや60年という長きに迫ろうとしている。
近い将来、退職する時が人生の終わりの時と考える人はいなくなるだろう。一つの仕事を退職する時期は、あるいは
これまでよりも早まってくるかも知れない。労働生活そのものが、必ずしも経済的な必要性だけに縛られなくなってくるだ
ろう。今後20年間か25年間は、もちろん経済的な理由はあるにせよ、多分、正規雇用とか正社員としてではない形で、
つまり臨時ないしはパートタイマーとして70歳代まで働き続けることになるだろう。
こうした時代の中で、私たちの孫たちが、まだ十分に働ける高齢者のために、所得の35％もの税金として支払うという
愚行を犯さないように、私は願わざるを得ない。たとえその額がいくらであれ、そこそこの追加的所得を得ないでも生活
できる高齢者は、殆どいないか、いたとしてもほんの一握りになっているはずである。
さて知識というものは、人びとに選択の幅を広げる。私が担当しているクレアモント大学大学院の
エグゼクティブ・マネジメント・プログラムでは（ここで学んでいる学生は、組織人として成功している
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平均して45歳の人たちで、その60％が営利企業、残りの40％が非営利組織に属している）
、誰もが「いま働いていると
ころで自分の職業生活を終えようとは思っていません」と語っている。
これまでは父親が弁護士だったから自分も弁護士に、医者だったから医者に、また親が他の専門的な職業だったか
ら自分もその職業を継ぐというケースはいくらでもあった。仮に息子の代で父親の職業や仕事を継がなくとも、息子が就
く職表は父親と同等の社会的階層に属すものだった。
しかし社会全体が知識の時代に入ってくると、そうはいかなくなってくる。
知識が仕事の中核になった今日、男性も女性も同じ職業に従事するようになってきた。歴史的にいって、労働力の面
では男も女も同等に社会参加をしていた。主婦が怠けるものだという考え方は、19世紀にあった妄想である。この時代
でさえも、男と女はそれぞれ別の仕事をしていたに過ぎないのである。いかなる文明であっても、これまで男女が同一の
職業に就いたためしがない。
ところが知識が職業として確立するや、この前提は根底から覆ることになった。知識労働は性別と直接の関係を持た
ない。この男女の性差別なく同一労働に従事できることこそが、知識労働時代の最大の変化である。これまた空前のこ
とであり、人に管理されるのではなく、自分自身をマネジメントしなければならなくなってきた。これこそが人間の内面に
おこった大きな変化である。

■「自分は一体何者か」を知る
こうした時代を迎えて、私たちがまず知らなければならないのは「自分は一体何者か」ということである。ところが殆ど
の人がこうしたことを考えていない。私の大学院で学んでいる、かなり成功している知識人たちでさえ、
「君の得意な分
野は何か」と聞いても答えられる人は少ない。
「自分の強みをバネにして最大の利益を得るためには、何を学ばねばなら
ないかを認識しているか」と聞いても、
「これまでにそういう問いかけをされたことさえない」という答えが返ってくる。それ
どころか逆に、自分が何も知らないことを鼻にかけているとしか思えない人もいる。
「私はバランスシートなんか読めませんよ」などと誇らしげにいう、人事部門の何人かの人に会った経験があるだろう。今
日のビジネス社会で役に立とうと思えば、たとえ人事部門にいようと、バランスシートの読み方くらい学ばなければならな
い。こうした人事部門の人間がいるかたわらで、
「私は数字ならいいが、他人とうまくやるのはまったくダメです」と誇らし
げにいう会計部門の人間がいる。これは一体どのように考えたらいいのだろうか。
およそいまの世の中に、本人の気持ちさえあれば学べないことは何もない。無知を恥じるならともかく、無知を鼻にか
けるなどはとんでもないことである。
「どうぞお教えください」そして「ありがとうございました」というだけで、多くのことが
学べるし、礼儀を学ぶこともさほど難しくはない。
この礼儀こそ、他人とうまくやっていく重要なカギなのである。

■ フィードバック分析の重要性
自分が果たして「所を得て」いるかどうか、自分の気質や性格はどのようなものかを知っている人は、そう多くはないだ
ろう。
「自分はチームプレーヤーに向いているか、それとも一匹狼か」
「自分が信じる価値は何か」
「献身的な努力を傾けたいと
思う対象は何か」
「自分にとって最も活躍できる部門はどこか」
「自分の貢献したものはどこに一番表れるか」等々、この
点についても知らない人が実に多い。
こうしたこともまた前代未聞のことである。選択の自由がなかった時代には、問うこと自体意味のな

7

Message in a Bottle

message in

a bottle

いことだった。そうはいっても、問いかけた人はいたのである。偉大なる達成者、巨匠と呼ばれた人たちがそうである。画
家、彫刻家、建築家そして科学者でもあったレオナルド・ダヴィンチ（1452〜1519年）もその一人である。上記したよう
な自分への問いを大判の雑記帳に書き付けている。モーツアルト（1756〜91年）もまた自分は誰かをよく知る人だった。
モーツアルトはまったく別の楽器をまったく同等なレベルで演奏できる、音楽史上唯一の卓越した人であった。彼はピ
アノ演奏の巨匠であったばかりではなく、
ヴァイオリン演奏についても大家であった。しかし彼は考えた末に、人が人生で
その本領を発揮できるのは一つの楽器だけだ、と考えるようになった。何かに腕を磨こうとすれば、一つの楽器について
1日に少なくとも3時間は練習をしなければならない。しかし1日の時間は限られている。
こう考えた彼はヴァイオリンを諦め、ピアノに集中することに決めたのである。彼はこの決断を記録に残しており、われ
われはそれを雑記帳のページに見ることができる。
偉大な成果を達成した人は、いつの時代であれ、どのタイミングで “ノー！”というかを知っている人である。そればか
りか目標の達成のために何をなすべきかを知っている人でもある。そしてさらに、自分がどこであれば所を得ることができ
るかをも知っている。こうしたことが巨匠をして巨匠たらしめたのである。
いまや私たちは、こうした巨匠に学ばなければならない。そのカギになるものが、レオナルド・ダヴィンチが、そしてモー
ツアルトがやったように、ノートに書き出し、それを一定の時間をおいてチェックすることである。
何か大切なことに取りかかるときにはいつでも、結果がどうあって欲しいか、さらにこの決めた結果がどのようなものに
なるかを書き留めることが重要である。組織であれば、それがどんなものであれ、もっとも重要な決定は人事についての
決定である。組織は企業に限ったことではなく、軍隊もそうである。
「この人間をこの基地の司令官に任命するとすれば、彼は何を達成してくれるであろうか」
。その期待の内容をしっかり書
き留めておかなければならない。
ローマカソリック教会は最近になって、その傘下の司教に関して「この司教をこの教区に送る必要性があるやなしや」
「彼に何を期待するのか」
「他の司教ではなく彼にここに就かせる理由は何か」を問うようになってきた。しかしながらロー
マカソリック教会は、自分たちが任命した司教たちの殆どが、期待通りになっていないことに気がついている。
理由は簡単である。任命はしたものの、司教たちの業績について、期待と実績のフィードバック分析を怠っているから
である。

■ 強みの上に戦略を築け！
「自分の強みは何か」を知るもっとも簡単な方法は、何かをやってみて、その結果を実際に書き出してみることである。
私にいわせると、大抵の人は自分の強みについて過小評価していて、それをあえて疑ってさえいない。自分が得意なこ
とは、さほどの苦もなくできるものだから、苦労を伴わないものは大した仕事ではないと考えてしまう。多くの人はこう考え
るがゆえに、自分の強みがどこにあるかを知らずじまいになってしまう。それがまた、強みの上にさらに強みを築く、という
努力をなおざりにする結果を生んでしまう。
一方、慈悲深い神が与えてくれなかった才能についても知ることがない。もちろんこれは極端な事例ではあるが、私に
絵の才能がないことは、何も期待と実績を対比させ、フィードバック分析をするまでもなかった。2歳のころ、私は最初に
クレヨンを手にしたのだが、もうそのときにこの種の才能がないことを知ってしまった。
これは極端すぎる事例だとおっしゃる方に、ごく一般的な話題を出しましょう。われわれは往々にして「自分が得手で
ないこと」についても、実はよく分かっていないのである。このことが「所を得ない」ところに自分を置く
原因にもなっている。これから向こう30年間は、高い教育を受けた人ほど「所を得た」部門に自分を
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置くことを学ばなくてはならない。
これからどこに「所を得る」か、自分の強みは何か、強みから最大限の利益、恩恵を得るために何を学ぶべきか。また
自分の欠点、不得手な分野はどこにあるか。自分が信を置く価値は何か。これらを学ばなければならない。人類の歴史
が始まって以来、始めて「自分自身をマネジメントする」責任について学ばなければならなくなったのである。
このことは前述したように、恐らくいかなるテクノロジーの変化をも凌駕する大変化であり、人間の内面世界において
も大変化であろう。自分自身をマネジメントする方法は誰も教えてはくれないし、多分、大学でも教えてはくれないであろ
う。もし教育機関が教えられるとしても、それは100年以上も先のことに違いない。
一方で目標を掲げ、それを達成しようとする人̶̶断っておくが、これは百万長者のことでは決してない̶̶というの
は、何かに貢献したいと望んでいる人、充実した人生を送りたいと思っている人、この世に自分が存在しているのは、自
分になにがしかの目標が与えられているからだと感じている人、このように私は定義したい。したがってこういう人こそ、
自分をマネジメントする方法、自分の強み、信じる価値の上に戦略を築く方法を学ばなくてはならない。
世界の歴史が始まって以来はじめて、人びとは自分の進路を選択できる時代を迎えた。われわれは、孫たちに将来の
選択を聞く機会はあるだろう。その進路の多様なことに驚かされるだろう。私が生まれたころは選択などないに等しかっ
た。これからは「どの選択が自分にもっとも向いているか」
「なぜそれが向いているのか」そして「どこに所を得るか」
。これ
らを決めることこそ、本人の重要な仕事だということを学ばなくてはならない。
再度いうが、われわれはテクノロジーの変革よりもっと重要な変革に直面しているのであり、それによる人間の内面の
変革も歴史上最大のものなのである。

■ 重要になる社会セクターの役割
ここで社会セクターの持つ重要な役割について触れておきたい。自分が「所を得る」セクターがどこにあるかを知りた
いなら、非営利組織でボランティアをするに勝る方法はない。
ビジネス界にいる私の友人は、いつも社員の人材財開発計画書をごっそり抱えて私のもとにやってくる。この計画書を
見せられて、私は暗澹たる気分に陥ってしまう。
なぜそう感じるのかというと、組織内とりわけ大組織内での人材開発が真に効果を生むのは、私のこれまでの長い知
見によれば、上からのプログラムの押しつけではなく、社員が組織の中でボランティアとして働いたときである。ボランティ
アとして働いてこそ、そこで課せられた責任とその成果を照合し、そこから自分が信をおく価値は何かを知ることができる。
さらにその上に、自らの戦略を築くことも可能となる。
私にいわせれば、これこそが営利組織が非営利組織に学べる最大の機会である。と同時に、非営利組織も営利組織
と関係を持つことによって大きな成果が生まれよう。
われわれはこれまで、企業の社会的責任について多くを語ってきた。しかしこれからは企業の「社会的機会」としての
非営利組織について議論を始める時期がきたように思う。会社ではなく、ましてや大学でもなく、教会やガールスカウト
運動、その他諸々の非営利組織でボランティアとなり、それを通じてマネジャー開発をしていく、これこそが企業にとって
の新しい機会だと、私は信じるのだ。
組織に身を置く知識労働者が、実際に自分が何者かを発見でき、また他人から支持・命令されるのではなく、自分で
自分をマネジメントすることが学べる場所、これこそが非営利組織という名の社会セクターである。しかもこのセクターこ
そ、いまの社会が提供できるユニークな存在なのである。
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野田一夫先生インタビュー

Oh Peter, Oh Kazuo 今も聞こえるあの懐かしい声
̶ドラッカー本をいくら多く読んでもダメ、著者の主張を自分に社会に役立てよー
野田 一夫

（インタビュアー：藤島 秀記）

ドラッカーとの出会い

まず入ってきたのが川村欣也君だった。彼はロンドン育ちで英

ると思います。そもそも日本でいちばん初めにドラッカーに会っ

に取り組んだ。

藤島 今日は野田先生に懐かしいお話をいろいろ聞くことにな

語がすごくできた。その彼がメンバーを5、6人探してきて翻訳
その翻訳への取り組み方はすごかったよ。問題はどこから出

たのは、おそらくあなただと僕は思っています。
野田 ドラッカーなんていう名前を、まだ世の中で誰も知らな

版するかだった。そのころ僕はダイヤモンド社から『日本の重

いときに、なぜ僕が彼にひきつけられたかということで、これか

役』という本を出していた。
『The Practice of Management』

らお話しましょう。たぶんアメリカでも最近だと「ハーバード・

もダイヤモンド社に持っていったけど、
「ピーター・ドラッカーと

ビジネス・レビュー」を読んでも、あまりドラッカーは出てこなく

いう人の名前は聞いたことがありません」ということで断られて

なった。いまでもドラッカーの著作を一番多く読んでいる国は

しまった。実際、そのころはどこの出版社も、あまり経営書の

日本じゃないかな？

翻訳は出していなかった。しょうがないからいろんなところと相
談した結果、
自由国民社が引き受けてくれることになったのです。

現在もドラッカー関係の本はダイヤモンド社からもよく出して
いるね。でも本は出るけど、日本人は本当の意味でドラッカー

その次にドラッカー本人に手紙を出して「
『The Practice of

の影響を受けているのだろうか、といまでも疑問に思っていま

Management』を『経営の実務』などと邦訳書名にしたら売れ

す。どうも日本人の理解は、ドラッカーの考えるところと、本質

ないと思うので、タイトルに関しては僕に任せてくれ」と伝えた

的に違うような気がする。まず僕がドラッカーと最初に会った

ら、すぐに「オーケー」の返事が来ました。

のは、僕の訳した『現代の経営』が出版された1956年以降

藤島 長らく
『現代の経営』というタイトルはどうやって付けた

のかと思っていました。これでやっと分かりました。

だった。
藤島 邦訳は1956年に現代経営研究会の訳で出ていますよ

日本の敗戦と学生時代

ね。
『現代の経営』を翻訳された当時の経緯などをお聞かせく

野田 ですから、非常に早い時期にドラッカーを読んだのです

ださい。
野田 『The Practice of Management』
（邦訳書『現代の

よ。なぜドラッカーを読んだかというと話は長くなりますから、

力を与える存在だ」といっている。日本の経営学の本には「経

私はもともと理系志望で親父が航空機の技術者として草分

営者」って言い方は出てこない。またマネジメントという概念

け的存在だったので、それで「俺もぜったい親父の跡を継いで

が、企業に活力を与えることを当時の日本では知られていな

親父を超えてやろう」と思っていた。だから東大の工学部航空

かった。例えば「仕入れた材料は商品にはならない。経営者

学科に進学しようとしました。

経営』の原書名）の中で、ドラッカーは「経営者は企業に活

まず僕の経歴からお話をしましょう。

自身がマネジメントにより商品価値に転換した結果である」

ところが東大入学直前に戦争が終わり、

と非常にアトラクティブに書かれている。

新聞には毎週GHQの占領政策の記事が

だから『 The Practice of Management』

出るんだよ。そこには「日本の復興政策つ

は2，3週間で読んでしまった。それで「こ

まり経済水準は、戦時中の日本が侵略し

の本を絶対に日本で出そう」と思ったの

たアジアの国々の水準を超えない程度に

です。こういう本が日本にないからだ

許す」とあった。考えてみればひどいもんだ

めなんだとも。

けど、そんなことで日本の航空機製造は当

一人で訳すには文章が長いか

時禁止になり、したがって東京

ら、英語の出来そうな先輩や

大学の航空学科も廃止になっ

後輩を4，5人集めて、全体

てしまった。

の文章の統一を僕がやるこ

しかし航空学科以外の工学

とになった。そこで現代

部を卒業したとしても、終戦後の

経営研究会という名前

日本は都市も工場も戦火で破壊さ

の研究会を結成した。

れ、仮に工場に残された機械が
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野田 君は何年に入学？

あっても、東南アジア諸国に対する賠償が優先で日本の再建

藤島 昭和32年に僕は入学して、当時授業の中に「広告学」

にはとても回らなかった。だから工学部を出ても仕事がないと
いうのがこのころの常識だった。国の方針も旧制高校で理系

というのがありました。

から文系に1年以内だったら自由に変わってもいいということに

野田 広告ね。面白いね。東大にはなかった。

藤島 あとは配給論っていう授業もありました。

なった。当時、東大に小宮隆太郎君という後の経済学者がい

野田 いまでいうマーケティングだね。商学というのがあって

て、彼も理系から文系に変わった一人で僕の1年下だった。当

商業学との関わりだと思います。東大には商学部はなかった

時理系から文系への転向組というのはいっぱいいたが、文系
から理系は一人もいなかった。だから理系から文系への転向

が、経済学部商学科はあったんです。ドイツに商業学があるか

組は、戦後かなり活躍したと思う。

らね。慶応も同じだと思いますが、経営学という名前が出てき
たのはかなり後でしょう。

僕自身は文系に変わった当時、18,9歳の青年で、将来何を

藤島 ですから日本における経営学、とくにアメリカ経営学の

するか卒業をするまでわからなかった。だから当時の青年の多

先兵になったのが野田先生だと思うんです。それもドラッカー

くは五里霧中の状態にあった。唯一元気な人たちがいたとす
れば、それはベンチャーの経営者だった。伝統的な大企業は

から始まった。

みんな占領されパージとか財閥解体とかで活動が極端に制限

野田 僕には欲求不満があったんです。やっぱりもっともっと
経営者に会いたくてね。

されていた。企業活動が本格的になったのは朝鮮動乱以後だ

藤島 野田先生の叔父さんは野田信夫さんですが、彼は日本

と思う。当時、日本で唯一元気があったのはアメ横のおっさん
たちだった。僕はとにかく元気なものが好きだった。本郷から

で最初に「経営学」という名前を付けた本をダイヤモンドから

坂を降りると上野。上野のアメ横によく行ったけど物を買うよ

出したんです。それが売れに売れて30版になったんです。だか

り、元気な雰囲気の中にいたかった。商売人というか経営とい

らその後、どうしても新しい本を出して欲しいということで、当

うものを初めてそこに見たんだ。ああいう元気なおっさんたち

時の野田信夫先生はだいぶんお歳を召されていたのですが、

が僕に大きな影響を与えてくれたんだ。

無理をいって新版を出してもらったんです。その新版のとき僕
がダイヤモンドで編集担当をしたのです。

そのころの学問は経営学なんてものはなく、東大には当時経

野田 そうだったの。親父は長男で理系の物理だったんだけ

済学部商学科というのがあった。商学科には「経営概説」とい

ど、その次男が野田信夫だね。よく僕と間違えられていて、彼

う講義があり、その授業で学ぶと商売をやる時に役立つと期
待したのだが、実際に聞いてみると全くつまらないものだった。

が死んだときに「えっ、野田先生ですか？」
「それは叔父です

要するにその経営概説を担当する先生の顔つきも、言っている

よ」っていうと、みんなびっくりしていましたよ。彼は三菱重工に

ことも、
「ああ、この人はビジネスを全く分かってないな」と思っ

いたから経営のことがよくわかっていた。あれは本当の経営の

た。人間でいえば人間の話をするのに骸骨を持ち出してきて、

本ですよ。大企業中心の本ですがね。

人間の魂もなんにもなく、ただ骸骨で説明するような非常にば

尾高邦雄さんとマックス・ウェーバー

かばかしいものだった。だからその講義は10分で出てしまった。

藤島 野田先生はなぜ社会学を学ぶようになったのですか。

当時の経営学

野田 僕が社会学に進むようになったのは尾高邦雄さんがい

だから僕はなおさら、元気な生身の経営者に会いたかった

たからです。お兄さんが法学部長、弟は尾高尚忠、要するにコ

が、学生ではなかなか会えないんだな。経営者は忙しいから、

ンサートマスターだよね。尾高邦雄さんは、東大の中でも服装

学生に会う時間がないんだよね。東大から立教大学へ行くこ

や履いている靴からしてみんなと違うんだね。僕にまともな社

ろには30歳くらいで、すでに助教授になっていた。そのころに

会学を教えてくれたのは彼だけでした。

なると、何となくビジネスというものが経済雑誌でも大きなウェ

僕を東大の特別研究生に残したのも、社会学に行くことになっ

イトを持ち始めていました。東洋経済だとかエコノミストとかダ

たのも、尾高さんによるものなんです。さらに先輩の一人が「野

イヤモンドといったプラグマティックな経済の雑誌が主流でし

田ちゃん、これ読めよ」
と渡してくれたのがマックス・ウェーバー

た。いうなればアメリカ経営学ブームの走りだったというのがこ

の『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』だった。こ

の頃です。ところが東大の経済学部ですら経営を話せる先生

れも社会学に進む遠因になったでしょうね。マルクスを読んで

はいなかった。一橋大とか神戸商大あたりにはいたのかもしれ

いると非常に独断的だと思うんだが、マックス・ウェーバーは

ない。でもその先生たちも当時はまだあまり活躍はしてなかっ

すごく説得力があったね。
なにゆえにある時期に、あるヨーロッパの、例えばドイツとフ

た。いまから思うと、僕はその経営学ブームにうまく乗れたと思

ランスの一部に資本の蓄積が進んだのか？ 結局プロテスタ

うんです。
藤島 僕は慶応なんですが、当時、慶応で経営学というのを

ンティズムはカトリックの堕落から生まれたんだ。聖書を読むと

教わった覚えがないのです。もちろん経営学部もありませんで

まず「勤勉に働け」とあり、次に「浪費をするな」と書いてある。

した。

それが近世になってくると、働いた人はその分だけ収入が増え
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る。それでしかも勤勉に働けということだから、そこに余剰がで

本二郎（一橋大）
、林周二（東大）
、鎌倉昇（京大）など、みん

きる。その余剰が一人ではなくて、その地域にいる事業家全部

な仲が良かった。ちょうど時代は経営学ブームを迎え、僕を始

を含めると、大きな資本の蓄積になってくる。この論理を数字

め皆が経営ジャンルで活躍しはじめました。

を使わずに説明していてもよく分かる。それで僕はウェーバー

「ピーター／カズオ」

の虜になったんだな。だから東大では迷わず社会学科にすぐ

藤島 再び話を『現代の経営』に戻しましょう。確かに1950

に入ってしまった。
藤島 尾高先生には私も編集者として随分お世話になりまし

年当時、野田先生が翻訳を持ち込まれた時に断ったことは、

た。しかしこわい先生でしたね。

後になって入社して先輩に聞きました。そこでダイヤモンド社は

野田 尾高さんがいたから唯一、話し合えた。尾高さんは「お

パーパーバックの翻訳権をとって、現代経営研究会訳の『現

まえは面白い」って言ってくれた。

代の経営』を遅ればせながら出すことになるのです。

藤島 清水幾太郎さんもいました？

野田 「あのタイトルだから売れたんだ」と僕はピーターに伝え

野田 清水幾太郎さんは講師、あの人の話は面白かったけど

た。
「ジャパニーズ・エディションのタイトルがよかった」といっ

当時専任じゃなかった。そのほかは「農村の家族制度」だとか、

たら、彼も笑いながら「俺もそう思う」といってくれた。
『現代の

そういう世の中の核心から離れたことばかり当時の社会学は

経営』は爆発的に売れて、どこかの団体がドラッカーを呼んで

やっていた。そういうことでマックス・ウェーバーに憧れて社会

箱根でセミナーをやろうということになった。4，5回はやったと

学に入ったんだけど、およそマックス・ウェーバーみたいな先

思う。彼は毎年来日していた。初めて東京のホテルで会ったと

生はいなかった。結局僕は先生にタテついていたんだな。講

き、
「俺はコンサルタントだ。大企業の経営者がクライアントだ」

義では一番前に座って、質問責めしていたので疎んぜられてし

といっていたよ。当時の日本ではコンサルタントという言葉その

まいました。ただ、その中で尾高さんだけは、僕のことを買って

ものがあまり普及していなかった。普及した後でも、コンサルタ

くれた。
「お前だけは大学に残れ」と言ってくれたんです。
「私は

ントというとやや世俗的な感じがあり、労働だとかマーケティン

大学教授には向いていないし、とくに文科系には向いていませ

グだとか、どちらかというと中間管理職向けが多かった。ピー

ん」と言ったんだが、
「特研生ならお金がもらえるぞ」と先生は

ターはいつも微笑みが絶えない、極めて面白い男でした。

言うんです。今で言えば月に10何万円くらいかと思う。
「お金

藤島 ドラッカーとお互いがファーストネームで呼び合ってい

がもらえるとは有り難い」と思って残ったんだよ。

た日本人は2人しかいないと思っているのです。一人は「ピー

そのために特別研究室に残ったけど1年半くらい経って、も

ター／カズオ」の野田先生、もう一人は「ピーター／アキオ」の

う胃が痛くなってしまった。研究室はあまりにも暗かった。研究

盛田昭夫（当時のソニー社長）さんだと思います。

室には7，8人仲間がいたけれど、全員が競争相手なんだね。

野田 盛田さんもドラッカーと近しかったよね。僕は出会った

よほど運のいいやつは東大の助教授で残れるけど、残りは大

初めからピーターと呼んでいた。

藤島 だいぶ経ってから私がドラッカーに会ったとき「カズオは

先生が地方大学に空きを見つけてまわしてくれるのを待つんだ
よ。だから僕は結果的にすぐ研究室をやめようと思った。しか

元気か？」
と聞かれたけど、最初は誰のことかピンとこなかった。

し「今やめると2年近くのお金を返さないといけない」といわれ

「エコロジスト」――エコノミストではなく

て、しょうがないから、あと1年ちょっと我慢することにした。

野田 ドラッカー学会の人たちは、ドラッカーの本をたくさん

そんなことで尾高さんが「立教大学に産業関係学科という
のができるから推薦してやろう」ということで立教に行くことに

読んでいるはずです。私はドラッカーの本を読んだのは自分で

なった。しかし僕がやりたかったのは経営者に会って生きた経

訳した何冊かだけです。その後は本を頂くけど全部は読んでい

営の勉強がしたかった。立教大学の助教授のままでは、松下

ない。
ドラッカーはよくジョークをいっていましたが、彼のジョー

幸之助さんに会いたいといっても、秘書課はそんなに簡単には

クでいちばん印象に残っているのは「カズオ、エコノミストって

会わせてくれない。だけど例えば雑誌のエコノミストとして松下

いうのは、日本でもアメリカもそうだが経済学者か社会科学で

さんに「こういうテーマで話を聞きたい」というと、広報は時間

いちばん幅を利かせている。そしてエコノミストと自分とで意見

を取ってくれるんだよ。そのようなやり方で僕はたくさんの経営

が一致することが一つある。それは何だと思う？」と聞く。それ

者に会ってきた。

でニヤッと嬉しそうに笑って「それはピーター・ドラッカーがエ

僕が東大の先生から教わった経営論なんて何の役にもたた

コノミストではないということだ」っていうんだ。初めはよくわか

なかった。僕はある経済誌に経営者の話を8か月間、毎週書

らなかったけど、彼は「私はコンサルタントだ。しかも一流企業

いていた。そのためには「経営者の話を聞かないといけない」

のトップを相手に長い間コンサルタントをしてきたのは自分だ

というのが僕の考えだった。日本ではそのころから経営学の本

けだ」といっていた。そうなんですよ。彼は一流大企業の多くの

が出始めていました。しかし経営の経験がない人が経営のこと

会長や社長から意見を求められるんです。そのためには法律、

を書いてどうなるの、と思っていました。今考えると叔父、野田

会計、経済、社会や人間心理も知っていないといけない。学

信夫の本が唯一読むに値したと思う。あのころ活躍したのは坂

者でなくとも、ものごとの本質を知らないといけない。
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が、想像以上に小さいお宅なので探しまわってしまいましたよ。

自然科学にエコロジーという概念があるでしょう。そこには
生物も環境問題も全部入っている。彼は「私はソーシャル・エ

学会への期待

コロジストだ」といっていた。日本語にすると「社会生態学」で

野田 残念ながら妻のドリスさんも亡くなっちゃったね。ドラッ

すね。彼の半分冗談みたいな言葉の中にとても印象的な本当
の意味を発見するんだ。学問的にはソーシャル・エコロジーな

カーが生きている間は、会えば冗談ばかり言い合って、お互い

んていう分野はないだろうが、ソーシャル・エコロジストでなけ

楽しんだものです。僕も日本人の中では変わっているほうなの

れば大企業のトップ・コンサルタントは務まらないと、彼は信

かも知れない。ドラッカー学会には真面目な人がいて、書いた

念として思っていた。そんなことを言っていたのは、彼が亡くな

ものを必ず僕に送ってくれるんです。内容のほとんどは、過去

る10年くらい前だと記憶している。自分以外にこの道を行く人

にドラッカーが発言したものの中から理論を組み立てた、いう

はいないと彼は信じていたと思う。彼は国際法律学の博士だ

ところの理論書が多い。しかしドラッカーはそういう理論の組

けど経済のことも文学、数学や統計学もよく学んでいた。奥さ

み立てを喜ばない。約半世紀前に書いたものと現在のものと

んのドリスは物理学者だけど、彼は理系のことはドリスによく聞

の間に一貫性がなくて当然だよ。真面目にドラッカーの著書を

いていたよ。

全部読んで「ドラッカーの理論は…」などと言い出すから、話

そういう意味ではドラッカーという人は個性的だったよね。

はおかしくなる。ドラッカーはその時代、時代の本質的なことを

それから難しい話をしない。本は難しく書いているけど、彼とは

鋭く指摘しているんです。だから彼の視点は常に「新しい時代

冗談とも本気ともわからないような面白い思い出が多いよ。あ

はすでに始まっている」だった。

と印象に残っているのは、

日本の学者や研究者の

僕の後輩が「ドラッカー理

欠点は、そのような現実の

論とは何か」という本を書

世界の変化を考えていな

いて僕にくれたんだ。しか

いことです。ドラッカーの著

し僕は彼に言いました。
「僕

書を全部読んだと言ったっ

にくれてもだめだよ、ドラッ

て、それだけの話だ。だか

カーにあげなさい」と。する

らこのドラッカー学会は願

と後 輩 は「ドラッカ ー に

わくは、ドラッカーの本を

会ったことがない」というの

読んだ結 果、それを自分

で、彼が来日した折に紹介

に、社会にどう生かすかを

することになった。そしてド

考える会にして欲しい。ド

ラッカーが来て会ったとき、

ラッカー学会はもっとドラッ

ドラッカーは僕の耳元で小

カーが期待したような存在

さな声で囁いた。
「カズオ、僕に理論があると思う」と。そこで

になってもらいたい。

僕は「ないと思うよ」といって2人で大笑いしたことがある。

ドラッカーという人

ドラッカーの書いた本は一貫してなくっていいんです。
「この

藤島 『断絶の時代』は初版を5000部しか出さないのに、予

時代にはこれが最大の問題で、私はこう思っている」ということ
でいい。例えば、大企業の経営者がドラッカーにいろいろと相

約が2万部来ちゃったんですよ。その予約者に『ドラッカーの日

談しているときに、ドラッカーは経済、法律、国際関係などす

本観』という小冊子をつくって贈呈しました。この小冊子の冒

べてに対応しないといけない。必ずと言っていいほど相談した

頭に野田先生の言葉があるのですが、こう書いてあります。
「ド

経営者は感銘を受ける。

ラッカーは学者というにはあまりにも思想家的な、また思想家

彼は亡くなる数十年間は、ほとんど「Non-Proﬁt Organi-

というにはあまりにも実際家的な、そして実際家的というにはあ

zationにもマネジメントが必要だ」ということをいっていた。あ

まりにも学者的な、幅広い活動領域を持つスケールの大きな

る非営利団体がドラッカーにコンサルティングを依頼したとき

文化人である」と。
野田 僕自身のドラッカーへの最初の印象だった。よく当たっ

に、普通ならNon-Proﬁt Organization相手だから「お金はい
いですよ」と言いそうなものですが、ドラッカーは大企業と同じ

ているだろう。

額を請求していました。そして貰った後に、お金をすべてその

藤島 この言葉は今でもドラッカーを一言で言い尽くしています。

野田 ドラッカーの本は問題意識を持っている人が読むと、

団体に寄付していたんです。偉いよね。
藤島 それがドラッカーさんなんですね。実際にドラッカーさ

大きなヒントを得られると思う。とくに経営者はそうだ。僕自身

んのお住まいはそれほど大きな家ではなくて、メイドも置かず

は自分が訳した3、4冊の本と、あとは数冊しか読んでない。し

に夫婦二人きりで静かな生活をされていました。私がはじめて

かしドラッカーという人は、僕が出会った中でも本当に頭のい

ドラッカーさんのお宅を訪問したとき、タクシーで行ったんです

い人だった。日本の頭がいい人とは付き合いにくいけど、彼は
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本当に面白く会っていて楽しい人だった。ピーター・ドラッカー

経営があることすら知らなかった。1年ということで行ったけど、

の冗談集が書きたいくらいだ。

もう1年いないかといわれて、結局2年間過ごしたのが良かっ

藤島 残念ながら、ドラッカーさんを知る人もすっかり少なく

た。立教に感謝しないといけないね。ところであなたはダイヤモ

なりました。

ンドをいつ辞めたの？

野田 もうほとんどいないね。僕は先祖に感謝しないといけな

藤島 ダイヤモンド社が、国際経営研究所を1985年に作っ

いな。僕はもう88才だよ。

て、社長で行ったのですが、ドラッカーさんに名誉研究所長に

藤島 がんばってドラッカーさんを超えてください。僕は初めて

なっていただきました。その後2005年にドラッカーさんが亡く

アメリカ行ったときに、野田先生はMITにいて三菱商事の鶴見

なってしまって研究所をやめました。だからダイヤモンドを正式

直輔さんも一緒に飲みにいきましたね。みんな若かった。

に辞めたのは2005年ということになります。先生にお会いして

野田 当時、僕はスローンスクールにいたので、学部長と一緒

40年以上になりますが、いつも若く元気でいいですね。

りました。まさにアメリカにおける事業部長のようだったね。一

するとは思わないだろうな。今日もこの後、あなたと分かれたら

番印象に残っているのは電通の創業者・吉田秀雄さんだった。

ニュービジネス協会30周年記念大会があって、スピーチをす

野田 外部の人は88歳にもなって、講演したりゴルフをしたり

に毎週のように日本から来た経営視察団の案内をすることにな

ることになっています。僕は初代の代表なのだが、2代、3代、

「君、今夜あいているかい？ ホテルで食事しよう」ということ
でご馳走になった。懐かしいな。

4代と亡くなり、5代と6代は生きているけれどもう歩けない。7

藤島 2回目にアメリカに行ったときは野田先生と一緒にハド

代目が池田弘で東京の会長が下村さん。結局僕にスピーチの
お鉢が回ってきた。

ソン研究所のハーマン・カーンを訪ねましたね。僕の目的は当

藤島 今日は懐かしい話をいろいろありがとうございました。

時ハーマン・カーンが書いている本があって、その翻訳権を当
時のダイヤモンド社が頂戴することにありました。初めは野田
先生に訳してもらえると思っていましたが「俺はやらねえ」って
断られ、結局、一橋の坂本二郎さんと翻訳家の風間禎三郎さ

̶ インタビューを終えて／藤島 秀記̶

んの2人に訳してもらいました。この本は『超大国日本の挑戦』

野田一夫さんと私との交流は、かれこれ半世紀近くに

という書名で出版してベストセラーになりました。
野田 そう、二郎ちゃんが訳したんだよな。彼はその時期、未

なる。私が20代の雑誌や書籍の編集者のころからお師

来学をやっていた。僕はシンクタンクを作ろうと思っていたので、

匠さん的存在だった。だから大学時代の教師は別にし

ハドソン研究所を参考にしたかった。確かハーマン・カーンを

て、社会人になって「先生」と呼べる数少ない一人であ

紹介してくれたのはピーター・ドラッカーだったんではない？

る。アメリカに始めてご一緒していただいたのも野田先生

藤島 ハドソン研究所に行くとき、出たばかりの「フォード・ム

だったし、またドラッカー教授とご縁が深くなれたのも野
田先生に遠因がある。

スタングを借りろ」ということで、野田先生が運転してハイウェ

野田先生のドラッカー観は、このインタビューを読ま

イをぶっ飛ばしましたね。こわかった。随分待たされて、現れ

れた方はお気づきかと思うが、きわめて親しい関係から

たのは巨人のように大きな人で、あれには驚きました。
野田 あのころは僕もかなり勇敢だったな。それにしてもハド

ファースト・ネームで呼び合える、日本では数少ない一

が移ったけどあの研究所は、いい建物だったね。到着してハー

の人間ドラッカーを通してドラッカーの本質をつかれて

人である。著作を通してのドラッカー観であるよりも、生

ソン研究所はいい街だった。大きな屋敷があって、今は場所

いる。太鼓は叩く人によって自在な音色を響かせるもの

マン・カーンは遅刻して現れたんだけど、彼はとても太っていて、

だ。

猛獣みたいに「ハッ、ハッ、ハッ」と声が聞こえてやってきた。あ

歯に衣を着せぬ語り口は、若い頃から相手容赦なく

れにはびっくりしたな。それにしても僕も案外アクティブな人生

向けられた。その鋭い舌鋒は恐らくドラッカー教授にも

を送ってきたもんだ。忙しいけどちゃんと講義もしたしね。
藤島 当時アメリカに行くというので、ダイヤモンド社は僕に会

遠 慮 なく向 け ら れ たも のと 想 像 す る。そうし た

た。ところが会話を習ったからといって、実際に使うとなるとそ

として迎えたのであろう。

“KAZUO”を、ドラッカー教授は本音で話せる楽しい友

話の勉強させるんです。即席にベルリッツに通わさせられまし

野田先生は最後に、わがドラッカー学会会員に個人

う簡単ではないわけです。隣に野田先生がいて、随分助けても

の希望として、大略次のように述べられている。

らいました。

「ドラッカーは素晴らしい。彼の本を読破するだけが目的

まだまだ現役

ではいけない。彼の主張を理解し、個人に社会に役立
ててこそ価値があることを忘れないで欲しい」と。

野田 僕も英語には苦労したね。でも当時は本当に運がよ

われらの大先輩の願いを皆でかなえようではないか。

かった。立教に行った直後でまだ30歳くらい。MITのことをまっ

たく知らなかった。親父は理系なので知っていたけど、MITに
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人間：ドラッカー博士の思い出（その 3）
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

日本食通のドラッカー博士
ドラッカー博士は、刺身、しゃぶしゃぶ、日本酒
の熱燗が好きだった。1934年6月にロンドンで日本
の絵画に初めて出会い、魅了され、仏像や建築物
あるいは日本の伝統的な文化をこよなく愛したド
ラッカー博士は日本食通でもあった。言い換えれば
食通であったからこそにっぽんの文化、日本人の気
質なども深く、広く理解でき、好きになったのだとも
言えると思う。
1970年代の訪日の時、
ドリス夫人の用事でドラッ
カー博士が一人で手荷物を抱えて来日されたこと

つ定年を迎えるのか？）
」と聞いてきた。私は、
「20

があった。東京での講演を無事に終えてホテルオー

年 先 になるだろう、I am in my early forties at

クラに宿泊された際、私と次の予定を話し合い帰宅

present.（私は現在40歳代の初期です）
」と言い、

しようとしたときに、ドラッカー博士が突然、私に

正確な年齢を言わなかった。ドラッカー博士は、私

「Mr. Saito, when are you going to retire ？（い

の年齢を羨ましそうに「I am not young enough
now. I am in my sixties. I am a mandatory
retiree in Japan.（私は若くはありません。私は60
歳代で、日本では既に退職者です）
」と言い、年齢
を言わなかった。お互いに年齢の探り合いをしたよ
うな感じになった。ドラッカー博士は年齢に比べて、
日本人よりも若くエネルギッシュ腕未来を見つめて
生きておられるように改めて感じた。
関西の宿泊は、ドラッカー博士の希望と関西生
産性本部の事務局の紹介で京都のこじんまりとした
静かで風情のある日本旅館に一泊することができ
た。ド ラ ッ カ ー 博 士 も「This is what I have
wanted！
（これは私が望んでいたことだ）
」とつぶ
やいた。
旅館に到着したら玄関で着物姿の女将さんが日
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本語で「おいでやす」と耳触りの良い京都弁で話し

今朝は元気一杯で気分も爽快、今日のセミナーは

かけ出迎えてくれた。ドラッカー博士も「ハイ、オネ

成功間違いなし」と言い、
「ミソスープ、もう一つお

ガイシマス」などと対応していた。その時私は、ドラッ

願いします」とお代わりを申し出た。その日のドラッ

カー博士は日本語がわかっている、通訳などが一

カー博士の特別講演は、満席で素晴らしい講演で

緒の時はあえて日本語は使わない様に心掛けてい

あった。

るのではないかと思った。

講 演に先 立ちドラッ

夕食の時にドラッカー

カー 博 士は、昨 夜の京

博士は、
「サケ、ホット、フ

都の日本旅館の客のもて

タツ」
「サ シミ」
「シャブ

なしの良さに感激したこ

シャブ」
「ミソスープ」と

とを基にして、日本文か、

次々と日本 語で注 文さ

風俗習慣の優れた点を

れ、女将さんに「日本語

話題にされた。聴講者も

お上手ね」と褒められた。

地元の文化を最初に賞

酒は甘口か辛口かするか

賛され喜んだ。講演の休

と問われたとき、私は辛

憩 時 間 の間にもドラッ

口という英 語を知らな

カー博士は著書を買って

かったので、辛口をお願

下さった方々の本にサイ

いしますと自分で勝手に

ンをしたり、名刺交換を

決めてドラッカー博士に

自ら進んでやってくれた。

は伝えなかった。その時

勿論講演が終わった後

の恥ずかしさと罪悪感を

も著書へのサインは続け

今でも思い出すことがあ

られた。

る。辛口は“Dry”で甘口

ドラッカー博士は、こ

は“Light”であることをこ

のように読者に対しては

れがきっかけで学んだこともよく記憶している。

積極的にサービスをし、また出版社にも本の促進販
売には気を配ってくれた。私へも宿泊のホテルへド

ドラッカー博士は義理人情の人

ラッカー博士を送り届けた帰り際に、色紙に一言添

翌朝の朝食の席で、私とドラッカー博士が一緒

えて、自筆のサインをしてくれた。

になった時に「Did you have a good night ？（良

ドラッカー博士は、気配り、思いやり、どんな些

い夜を過ごされましたか？）
」と挨拶したら、
「グリー

細な行為に対しても感謝の意を示すことに長けてお

ンタタミ・ルームに生け花が置いてあり、墨絵の掛

られた。義理人情のわかる人であった。

け軸が在り、フトンが敷かれており、I had a good
sleep like a log（私は丸太の様に良く寝た）ので、

（その3、終わり）
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株式会社

都田建設

経営者の中で、ドラッカーの考えを学び、それを自分の会社

ンドとして“DLoFreʼs（ドロフィーズ）
”を展開している。これは、

の経営に活かしている人は多い。今回は、そのような会社の一

夢（Dream）
、愛（Love）
、自由（Freedom）を組み合わせた

つとして、都田建設を紹介する。都田建設は、浜松を中心とし

造語であり、最後の “ʼs”は「仲間」を表している。単に、家を

た県西部密着の工務店である。けっして大きな会社ではない

建てて売るだけではなく、リノベーション・リフォームも手がけ、

が、
「顧客本位」の

お客様と長いお付き合いをする。家を建てていただいたお客

「感動経営」を実践

様に、家具・雑貨・インテリア・エクステリアなどの提案をし、

し、発展し続けてい

ドロフィーズ（夢・愛・自由・仲間）のライフスタイルを広げて

る会 社 である。注

行く。

文住宅新築を中心

社員は、お客様の家を建てる時、人生を楽しむ家をどのよう

に、リフォームや庭

に作るか、お客様に生活価値提案をしながら一緒に考える。

造 り、イン テリア

「家」は人生に一度か二度しかない買い物である。家を単に商

ショップなども手掛

品として「売る」のではなく、家作りそのものが「家族の一生の

けている。都 田 建

思い出になる」
、そのような想いもまた商品にする。家ができあ

設の出発点は、1986年に現会長の内山覚氏が設立した内山

がり引き渡し式が終わった後に、施主の奥様から家族の前で、

建築店である。2007年に蓬台氏が社長に就任し、
「感動の家

ご主人に対して感謝のプレゼントを渡し、手紙を読んで貰う。

づくり」をコンセプトに業容を拡大している。今回は、その蓬台

家族みんなが、この日の大切さを想い感動を共有する。都田

氏にインタビューを実施した。

建設は、そのような「感動の家作り」を行っている。

1. ドラッカーとの出会い

3. 社員への想い

蓬台氏は、社長になるのと相前後していろいろな経営書を

ドラッカーのマネジメントの中心には「人の心」がある。都田

読んだ。
その中でも、
ドラッカーの本が心に響いたと言う。
ドラッ

建設も、これを実践している。蓬台社長は、
「社員は労働者で

カーは、
「マネジメントこそが文明」と述べている。蓬台氏もま

はなく、かけがいのない資産である」と考えている。社員1人1

た、
「マネジメントで、
ヒト・モノ・カネの幸せのスパイラルを作る。

人のポテンシャル・アイディアを生かしていけば、大きなパワー

このようなあり方こそが、21世紀の社会・文明を創る」と考え

が出る。社員が自ら楽しく仕事を行い、お客様と感謝でつなが

ている。ドラッカーのマネジメントの中心には「人の心」がある。

るためにはどうしたら良いか、蓬台社長は考えた。

単に利益を上げるのではなく、顧客、社員、パートナーと感謝

かつて、都田建設の社員の中には「自分の仕事、図面書き

でつながり、経営を継続・成長させていく。蓬台氏は、このよ

や現場管理さえできれば良い」という意識の人がいた。お客様

うな考えに共鳴し、ドラッカーを深く学ぶようになった。そして、

から「現場の対応が良くなかった」と言われたこともあった。そ

2012年に開催されたドラッカー学会の浜松大会では実行委

こで、
「感動の家作り」を標榜することにした。お客様に、家作

員長を務めた。何かマネジメントで行き詰った時には、折に触

りの最中に涙を出すほど感動していただく。そして社員は、お

れてドラッカーの本を読むという。

客様に感動していただいたことを、翌朝に発表する。お客様本

2. 都田建設のミッション・事業

位の仕事は、人間力を磨くことにつながる。人は、
「図面さえ
書けば良い」という自我の殻を破り、利他の精神になった時、

ドラッカーは、企業のミッションを第一義的に考えたが、都

潜在力が輝き始める。これは、技術・知識・スキルの問題では

田建設もミッションをもとに経営を行っている。都田建設のミッ

ない。

ションは、単に家を設計し、建てるのではない。
「一生に一度

人間力を磨くためには、基本ができていなければならない。

の住まいをつくるというかけがえのない過程を感動あふれる時

まず、
きちんと挨拶をすることからはじめた。
そのために挨拶リー

間にしたい」
「完成してからの人生を楽しむ、家族の絆を深め

ダーを作った。指摘できるリーダーを作ることが重要で、
「指摘

る、家をそんな空間にしたい」
。これが都田建設の想いである。

されて、自分に気づいて心を広げていく」そのような風土に変

本物こそを提供し、心から幸せになるライフスタイル、生活

えようとした。そして、社風は着実に変化していった。

の豊かさを伝えたい。都田建設は、ライフスタイル提案のブラ

「感動」を売り物にするためには、まず自分たち自身が「感動体
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質」にならなければならない。そうした中で、蓬台社長が始め

ベーションをし、天竜浜名湖鉄道からの依頼で、車両の1つを

たのが、
「バーベキュー」である。社員のみんなが、笑顔でひと

スローライフトレイン「レトロドロフィーズ」として、改装・提供し

つになれることを毎週やりたい。蓬台社長は、毎週木曜日の昼

た。
そして、
駅カフェのデザインでは、
「2015年グッドデザイン賞」

休みに、全員参加のバーベキューを行うようにした。社員が当

を受賞した。

番でメニューを決め、買出しを行い、60人分の材料を15,000

環境保全活動にも取り組んでいる。2010年には、エコアク

円で買う。バーベキューは1時間でやりきる。バーベキューを

ションや使用電力100%グリーン電力化などにより、環境大臣

行う時には、担当のリーダーだけは順番で決まっているが、互

賞で表彰された。先日には、都田建設の二酸化炭素を出さな

いの役割が決まっていない。社員は想いを1つにし、言われな

い取り組みが、国連機関に評価され、ナスカ気候行動ポータ

くても自分の役割を考え、事柄の流れを予測しながら行動す

ルウェブページに掲載された。

る。みんなで協力し合い、みんなで笑顔のランチをとる。

蓬台氏は、単に「家を建てて、それを売ればいい」という大

お客様に対する「感動経営」を実践するために、良い行動を

手住宅会社に失望し、退職して自立の修行のために内山建築

習慣化し学習してい

店に入社した。入社

く仕組みも作った。目

した時は、内山現会

標管理の制度を取り

長、蓬 台 氏、パ ート

入れ、社員が自分を

の事務員の3人しか

見つめ、理想の状態

いなかったが、その

をイメージし、チーム

会社は、地元に根ざ

の目標と個人の目標

して発展し、都田建

を考えるようにした。

設として今や社員60

そして、1年間の目標

人の会社になった。

を毎週の活動に落と

蓬台氏は、今後につ

し込む。バーベキュー

いて次のように言っ

の前、木曜日の午前

ている。
「地元に貢献

中に、自分の貢献す

したい。地 域を良く

べき数字、できてい

し、
日本を良くしたい。

る目 標と 現 実との

ここに自分の事業を

ギャップを見て、自分

生 かしていきたい。

で考える。9:00から12:00まで徹底的に考え、1週間にやるべ

住まいづくりやものづくりを通して『愛、夢、自由、仲間』のライ

きことを明確にする。

フスタイルを広めていきたい。人間を大事にすることはドラッ

蓬台社長は、社員に対して、理念や人生観、目的やビジョ

カーにつながる。
社員・顧客・地域社会・日本・全部がつながり、

ンを、毎朝、毎週伝え続ける。年2回の勉強会でも伝える。
また、

豊かに生きていく考え方、共感の輪を広げていきたい」

1年間に4回行われる個別面談でも伝え続ける。

社
名： 株式会社 都田建設
所 在 地： 〒431-2102 静岡県浜松市北区都田町2698-1
設
立： 平成8年4月
資 本 金： 2,000万円
代 表 者： 代表取締役会長 内山 覚
代表取締役社長 蓬台 浩明
従業員数： 60名
事業内容： 木造注文住宅建設事業など
会社URL： http://www.miyakoda.co.jp/company/

バーベキュー以外にも、ユニークなイベントがいろいろある。
海がめ放流会やドロフィーズDAY、ご入居されたご家族への
感謝訪問など。これらは地域に貢献するとともに、みんなが念
を1つにする機会になっている。

4. 社会貢献

蓬台浩明（ほうだい ひろあき）氏
略歴： 1994年 静岡大学工学部光電機械工学科 卒業
1995年 千葉大学工学部建築学科 編入学
1999年 三井ホームを経て（株）都田建設 入社
2007年 （株）都田建設代表取締役社長 就任

都田建設では、地域貢献、社会貢献にも力を入れている。
地域の人々が「都田建設がいて嬉しい」という気持ちになって
もらっている。そこで、売り上げの1部を浜松の孤児院に寄付

著書：「サービスは『かけ算』
！」東洋経済新報社
「社員をバーベキューに行かせようー」東洋経済新報社
「もし、大統領が日本で家を建てるとしたら！？」東京書籍
「おもてなし経営」東洋経済新報社
「お客様に選ばれる『社風力』をつくる」日本実業出版社
「人を動かすリーダーの『おもてなし力』の磨き方」日本実業出版社
「吉田松陰の言葉に学ぶ『本気の生きざま』」現代書林

をし、地域交流イベントの開催などを行ってきた。また、
「地域
の街を良くしたい」という想いにより、近くの休耕地や空家を安
く借りてリノベーションをし、都田建設がドロフィーズ・キャンパ
スとして利用、街づくりにも貢献している。最近では、近くの都
田駅（無人駅舎）を、独自のデザインによって駅カフェへとリノ

取材及び執筆：上野周雄・中野羊彦（ドラッカー学会会員、企画・編集委員）
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書 評

創造する経営者
P・F・ドラッカー著

経営者の条件
上田惇生訳

P・F・ドラッカー著

「創造する経営者」
は、
ドラッカー

上田惇生訳

ちょうど50年前、1966年

の多くの著作の中では、少し、ユ

に翻訳・刊行された本書は、

ニーク様子だ。社会論では、社会・

「自らをマネジメントする」
こ

組織・人が語られ、
「現代の経営」
に

との本質的な意味やその大

代表されるマネジメント論では、
人・

切さを、
今なお鮮明に教えて

組織が多く語られる。
しかしながら、

くれる。
ドラッカーは、
組織の

この本は経営計画・戦略の組立方

中にいる
「成果をあげる人

法が論じられる。
ドラッカーの著作

（エグゼクティブ）
」に注目し、

にしては、
風がわりな、
所謂“ハウツウ”感のあるも

彼らを観察することで
「成果をあげるこ

のになっている。
ただ、
やっぱり、
ドラッカーの切

とは１つの習慣」であることを発見し、

れ味するどく、
手法を語るも深入りせず、
ポイント

組織の全員に
「修得せよ」
と説いた。
「身

を“ずばり”指摘する。
さすがだなと感心する。

につけておくべき習慣的な能力は5つあ

この本は、
「第Ⅰ部 企業の何たるかを理解す
る」
「第Ⅱ部

る」
とし、実践順に章立てすることで、

機会に焦点を合わせる」
「第Ⅲ部

「自らをマネジメントする」
ことを体系化

事業の業績をあげる」
となっていて、
一見、
企業

した唯一の書でもある。
まさしく
「万人

の基本理解から段々と実務的な内容に思える

のための帝王学」
の書である。

が、
内容をみると、
その逆になっているところが

現行の2006年版では、
「序章 成果を

面白い。

あげるには」
（2004年の論文）
が加筆さ

第一部では、
「ユニバーサル・プロダクツ社の

れ、
「8つの習慣」が述べられているが、

製品分析」
（P39、
表1）
にある分析実務技法が

習慣にすべき
「能力」
ではなく、
習慣にす

提示され、解説がある。
ここでは、製品別売上

べき
「こと」
だった。
今や、
マネジメント、
マ

総利益という捉え方が提案され、特に際立つ

ネジャーが取り組むべき習慣として認識

のが、
作業量基準で間接費用の製品別配賦を

されていることばかりである。

提案している。
非常に示唆に富む表であるばか

また、本書は、
日本で先に刊行され

りか、
後に発展するＡＢＣ会計の基本概念が実

たことで有名である。多くのマネジメン

務的に紹介されている。

トが愛読書にしてきたことでも有名であ

第Ⅱ部は、
より競争優位の本質に拘わる強

る。
今後も、
多くのエグゼクティブを生み

みとその市場展開の議論になっている。
これも、

出す名著であり続けるだろう。

後のＲＢＶ論、
コア・コンピタンス論の先駆けと
なっている。
第Ⅲ部では、
こうした戦略をたてて、実行す
るための基盤になる意思決定マインドと陣立て
が論じられる。
大御所ポーター、
コトラー、
バーニーなどの
論点を総て先取る名著である。
名節 弘康（なぶし ひろやす）

中島 信（なかじま のぶ）

大学院修了後、
出版社編集部、経済団体事務局を
経て、
現在、
不動産事業会社経営、
ドラッカーマネジ
メント研究会（名古屋SG）代表幹事。
自称「熱烈マ
ネジメント ファシリテーター」

横浜国立大学卒業、
株式会社日立製作所の家電部門、
産業
部門、
情報部門で営業・調達・SCMのオペレーション分野担
当。
現在、
生涯現役推進協議会等参画。
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編集部より

今回のスペシャルインタビューはいかがでしたでしょうか。野田一夫さんの赤
坂事務所に当学会理事の藤島さんとともに訪問してきました。私も野田先生に初
めてお会いしてから、10年以上経ちましたが、今回も颯爽たる風姿で気さくに迎
え入れてくださいました。
戦後日本の焼け野原から立ち上がる、企業家への熱い探究心を胸に、学者と
いう枠を超えて、今では名だたる企業となる当時の若き経営者と親交を深めてこ
られ、日本のマネジメント・ブームの先陣を切ったのが、野田先生でした。
また、かつて旧き19世紀仕様のヨーロッパ社会原理が崩壊する場面に立ち
会ったドラッカーがアメリカに渡って目撃したのは、新しい世紀のアメリカ社会原
理に根ざして登場する大企業でした。彼は当時のゼネラル・モーターズ社を初め
とする、大企業の経営者と直接交わる中で、経営者支配の正統性を積極的に肯
定するようになり、それを生きた存在のマネジメント概念として『現代の経営』
（1954）に結実させました。
そのようなことで、野田先生とドラッカーの出会いと以降の深い交流というもの
が、きわめて運命的な、当然の帰結のように思えてならないのです。
（ドラッカー学会理事 花松甲貴）

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/
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