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観察するということの困難さ

明治大学法学部教授・本会理事  阪井 和男
ドラッカーは自分のことを社会生態学者と名づけています。機能する社会をめざし、社会を注意
深く観察し、変化の兆しを鋭く感じ取り、その変化にどんな意味があるのかを論じました。これらの
ドラッカーの知見は世界を観察することから出発しています。
観察することなんか誰でもあたりまえにできると思っていませんか。しかしほんとうに、私たちは
世界をありのまま見ているといえるのでしょうか。
実は、人は観察することが苦手です。なぜかというと、私たちの脳は自動装置の集まりからできて

いるからです。自動装置が働いているという例をひとつ挙げてみましょう。たとえば、酒に酔って意識
をなくしても、ちゃんと家に帰っていますよね。これは自動装置が働いているというひとつの証拠で
す。
私たちは生活のほとんどを自動装置の反応にまかせていて、意識を向けることがありません。意
識を向けなければ考えられないのですから、意識を向けていないということは考える準備さえでき
ていないということを意味します。
ドラッカーは観察し感じることに意識を向けることを真摯に行います。そうして、頭を使い倒すと
いうことが何をもたらし、どんな可能性を開くのかを私たちに教えてくれるのです。

ご挨拶
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研究会紹介

東京SG「ドラッカーの窓から明日を考える
研究会」ってどんな会なの？

今回、『ドラッカー・フォーラム』取材班は「ドラッカーの
窓から明日を考える研究会」をリポートしました。毎月第2
土曜の13時から16時の3時間、理事の藤島秀記さんを中
心に東京を拠点に15名ほどで活動している研究会です。
「現在から将来にかけて重要な意味を持つであろう社会的な
問題に焦点を合わせ、ドラッカーの視点と思想（ドラッカーの
窓）から、分析、討論、まとめを行う。」というのが、この研究
会の趣旨です。研究会では、「ドラッカーの現代社会に対する

考え方」を学びながら、現代社会に関する活発な議論がおこ
なわれています。ドラッカーの理解を深めるために、最近では
読書会も同時に実施しています。

さて、「ドラッカーの窓から明日を考える研究
会」を覗いてみると―

JR御茶ノ水駅の、四谷より御茶の水橋口から、明大通りを
神田方面に歩くと、すぐ「ナポリ食堂」なるイタリアンレストラン
があって、そこを右に曲がって、少し歩くと、明治大学グローバ
ルフロントという施設があります。この建物の7階にある会議室
が、この会の、通例の開催場所になっています。大学関係の施
設ですが、教室というイメージではなく、最近の企業に、よく設
置されている佇まいのスッキリした会議室です。
会場に入ると、藤島さん、井坂さんほか、ドラッカー学会を

引っ張る方々がご着席されており、一瞬緊張しましたが、実際
は、とてもアットホームな雰囲気でした。現在は、ドラッカーの
著作『すでに起こった未来』をもとに、いろいろな課題を討議
しています。一年間をかけて『すでに起こった未来』の各章を、
ひとり一人が担当し深堀した結果を一時間半ほどの時間で報
告し、その報告をキッカケにして、色々な話題を討議していま

す。この日は、第4章「シュンペーターとケインズ」という、かな
り専門的なところを、学会の諸活動でお馴染みの花松さんが、
研究・報告していました。
花松さんは、『すでに起こった未来』に記載されている内容

を分かり易く解説していました。しかし、
それだけではなく、シュンペーターやケ
インズの引用データを、独自に調査・
分析し、これの報告をしました。イノベー
ションの論議が活発な昨今では、シュ
ンペーターが改めて注目されていると
のこと、なるほど、新たな認識ができま
した。また、これに加え、藤島さんが手
作りのシュンペーターとケインズの比較
分析表を提供し、解説を行いました。
これも面白い。そして、その後討議が始
まりました。「ドラッカーのシュンペー
ターに対する思い」「何故、ドラッカー
はシュンペーターを評価したのか」「現
代の課題を解決するには、ケインズや
シュンペーターをどのように適用したら
良いか」など、様々な意見が、ざっくば
らんに出ました。いろいろな人が思ったことを発言するのが、
この会の良い所です。
ドラッカーさん著作を、このように様 な々視点や資料で論議
出来る場は、そうそう、世の中には無いと思います。本研究会の
質、価値、意義の大きさを、この日だけでも充分体感しました。

「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」で
感じた熱い思いとは

考えてみると、「ドラッカーの窓」から「明日を考える」という
のは、大きな思いだと思います。この研究会では、今年は『す
でに起こった未来』の読書会を実施していますが、この本の読
書会での最初の2回が、中野さんによる終章「ある社会生態
学者の回想」の報告から始められたとのこと、「社会生態学の
目から社会を見てみたい」という会の思いを感じました。
また、昨年1年間は、『企業とは何か』という本を、井坂さん、
花松さんを、ファシリテーターにして、じっくりと研究したとの
こと。この本は、ドラッカー初期の3部作『経済人の終わり』『産
業人の未来』『企業とは何か』の中では、最も地道な本です。
しかし、この本は、ドラッカーの、企業の社会での役割やマネ
ジメントを考える上での原点になる本でもあります。これを取り
上げて研究してみるところも、本会の“こだわり”や真剣さが熱

く感じられました。
ドラッカーの著作から溢れ出る「温かい」人間味、知識・見
識、世の動きや組織の在り方を論じる時の視点や表現の素晴
らしさは、それぞれの人が感じることかと思います。しかし、改
めて「ドラッカーの窓とは？」と考えると難しいものです。上記
の思いに基づき、このような原点の探求も含めた相互研修の場
を持つことは、「ドラッカー学会ならでは！」との思いがしました。

本研究会では様々な活動をしている

本研究会は、学会が誕生して間もな
い2007年9月から、毎月開催されてい
るとのこと。従って、研究会で討議され
ているテーマは膨大になりますが、種
類においても、環境問題、医療問題、
金融問題、メンタルヘルス、マネジメン
ト、イノベーション、知識労働者の生産
性向上、継続学習など、多岐に亘りま
す。そして、単なる内部の議論だけでは
なく、これらの研究の成果をもとに、外
に向けた活動も実施しています。
例えば、2012年12月には、淑徳大
学との共催で、「ドラッカーの警鐘：日
本の経営再考～オーストリア学派の巨
匠ドラッカーとシュンペーターの視点か
ら～」というテーマで、シンポジウムを
開催しました。登壇者

として、坂本先生（立命館大学名誉教授）、谷
崎先生（上武大学教授）、パネルデスカッショ
ンには野田先生（淑徳大学大学院客員教授）
が参加し、本研究会からも、藤島さん、中野さ

ん、井上さん、それに司
会で菅野さんが参加しま
した。このシンポジウムは、本研究会編で、
高陵社書店より2013年3月に出版されて
います。未読の方には、是非一読を推薦
します。

また、これとは別に、ドラッカー「マネジメント」研究会と共
同で、マネジメント・スコアカード（MSC）についても研究して
います。「マネジメント・スコアカード」とは、企業が「事業の定
義」と「事業の目標」を明確化し、その目標を8つの最重要課
題（企業の目標）に分類したものであり、企業が事業を推進し
社会的責任を果たしていく時に有効なツールになります。これ
をもとに、本研究会とドラッカー「マネジ
メント」研究会のメンバー数人で、2014
年から毎年「ドラッカーの小さな学校」
で公開講座を開いています。本研究会か
らは、藤島さん、中野さん、北村さんが
参加されています。

ドラッカーの窓から明日を考える会

はじめに ～「ドラ窓研」設立10周年を目前にして
　「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」は、来年の9月で設立10周年を迎えます。10周年行事については、改めてみなさんと相
談して意義のあるイベントを実施したいと考えています。ここでは2007年に本研究会がスタートした当時を振り返りながら、本研究会
設立の意義を考えることにします。
本研究会設立を発議したのは私自身でしたが、どのような研究会にするかを終始相談してきたのは故大木英男さんでした。彼とは
3歳私の方が年長で、20年近い親交がありました。その大木さんが常に女房役を買ってくれて、研究会の名称、組織、会の性格など
についても、彼との話し合いにより早 に々決まりました。私が主宰者、彼が幹事長という立場で運営することにし、会員は最大20名を
限度にする。会の名称については、彼はパンフに次のように記しています。
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会の名前は、故ドラッカーの思想の枠組みを継承しながら、ドラッカーの窓を広く開けて明日
の社会を考え抜くことを目的にする。会員がそれぞれの分野から課題を持ち寄り、発表し、討論する。最終的に一定期間の発表結果
を冊子にまとめて公表する」と。
研究会の第1回は2007年9月8日（土）13：30より淑徳大学池袋サテライト・オフィスで開催、第2回は10月6日（土）15：30より
開催し、以後、毎月同様の頻度で行なって現在に至っています。発表は初回が主宰者の藤島が担当し、2回目は大木英男さん（テーマ；
「ドラッカーのマーケティング」）と上野周雄さん（「CSR：企業の社会的責任」）の2人が発表されました。
これまでの歴代の幹事長は大木英男さん、菅野広治さん、花松甲貴さん、そして現在の中野羊彦さんへとバ

トンが引き継がれてきました。今後とも創設の理念を忘れることなく、ドラッカーの窓を大きく開けて、会員のみな
さんとともに、新しい課題に挑戦していきたいと思います。
今回、本研究会に学会の季刊誌『ドラッカー・フォーラム』が取材に来てくれましたので、その模様を楽しく読

んで頂ければ幸いです。

本会主宰者 藤島秀記
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中村孝司さん 小原武文さん 井坂康志さん

司会の菅野さん

星野雄滋さん

『ドラッカーとシュンペー
ター 資本主義の未来を
いかに見てきたか』

3



研究会紹介

メンバーの声を聞いてみた
本研究会のメンバーには、様 な々人がいます。一般のビジネスパーソン、独立自営の人、学校で勉強している人など。女性の方も
何人かいます。当日取材の中で、何人かのメンバーに声を聞いてみました。

取材を終えて感じたこと
取材して感じたことは、参加の皆様がそれぞれ幅のある問題意識をお持ちだということです。そして「ドラッカーの窓から明日を考え

る」がそのプラットホームになり、それぞれの人が「自分のお考えを纏める機会」として、これを「有意義な時間」として活用している様
子が、よく分かりました。
以前に本研究会で、井坂さんが「ボブ・ディラン」を語ったという話を聞きました。少し変わった期待としては、真正面から社会・経済・
政治面で論及することも大いに大事なことなのですが、文化・世相・流行なども取り上げて、ドラッカーの窓から選んだ「この年の本
ベストテン」「日本歌謡・ポップス、ベストテン」「流行語大賞」などを論じてもらうと面白く、なんだかワクワクしてきそうな風に思いまし
た。いずれにしても、楽しみな研究会です。

「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」に遊びに来ませんか？
この研究会は、創設されて間もなく10年になる研究会ですが、「ドラッカーの視点と思想（ドラッカーの窓）から、
明日の社会を論ずる」という創設の理念をもとに、ドラッカーと社会に関するディスカッションを深めています。この
研究会では、各回ごとに、ある課題に関して、じっくりとディスカッションができますので、私自身も、いろいろな人
の意見を聞くことができ、とても楽しく勉強になっています。また、ドラッカーの本の読書会やドラッカーの視点の
討議を通じて、ドラッカーの考えを本質的な所から学べる所も、良い所だと思います。会が終わった後、有志で飲
む機会があって、これも楽しみの一つです。研究会の窓は、会員の皆さんに大きく開かれています。ドラッカーを学ぶ初心者の方も含
めて、是非いろいろな方に来てもらいたいと思います。一度、研究会に遊びに来ませんか。

こうして聞いてみると、皆様、各々独自のご意見をお持ちになっています。実績も素晴らしいが、今後も大変楽しみな会だと思いました。

森雅司さん
①「ドラ窓」で得たもの 又は「ドラ窓への
期待」は何ですか
思考の枠組みの一つとして、ドラッカーの
視点で世界を見るというのは、とても大切
なことと感じます。よりドラッカーへの理解
を深められるように学んでいきます。
②「ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているこ
と」は何ですか

「成果によって貢献する」です。
③今一番、関心を持っていること
今回のテーマに関連付けると
・資本主義あとに何がくるのか？
・単年度予算という現実がある中で、ケインズの公共投資か
らどう脱出するか？   です。

井上薫さん
①「ドラ窓」で得たもの 又は「ドラ窓への
期待」は何ですか
社会の動きを知ることが出来たことです
ね。その事を仕事に役立たせる事が出来
ました。
②「ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているこ
と」は何ですか

「何よって憶えられたいか」「すでに起こった未来」です。
③今一番、関心を持っていること
やはり「イノベーション」でしょうか。

小野雅子さん
①「ドラ窓」で得たもの 又は「ドラ窓への
期待」は何ですか
一人では、なかなか多くのドラッカーの著
書や関連本を読むことが出来ません。ドラ
窓に参加することで、エッセンスを得ること
が出来ますし、別の考え方を知ることが出来ます。今後も、そ
ういった意味で、刺激を得たいと思っています。
②「ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているこ
と」は何ですか

「第二の人生は、いきなり始められるものではない、前もって
スタートしなければならい。」とのお話しを大事にしています。
③今一番、関心を持っていること
ドラッカー学会の写真を撮っているので、十年の節目で、何
かお役に立ちたいと思います。

上野周雄さん
①「ドラ窓」で得たもの 又は「ドラ窓への
期待」は何ですか
様々な視点で多様性のある論議ができる
ことです。
②「ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番
大事にしていること」は何ですか

「強みの上に築け（Build on Strength）」です。
③今一番、関心を持っていること
今、ドラッカーを学んだことを活かし「起業支援とドラッカー
マネジメントの普及」を考えています。

ドラッカー・フォーラム取材班（中島）

本会幹事 中野羊彦
連絡先E-mail： nakanoyo@jcom.zaq.ne.jp
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実身美（サンミ）は3つ
の「ミ」をコンセプトにし
ています。全て手作りの
メニューは、玄米ごはん
や野菜中心で栄養たっ
ぷりです。私たちは、家
で食べるより健康的な新
しい外食を目指します。

1. 株式会社Mijoa（ミジョア）のご紹介
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

の経営に活かしている人は多い。ここでは、そのような経営者
の一人として、株式会社Mijoaの代表取締役の大塚三紀子氏
を紹介する。株式会社Mijoaは、“実・身・美”の3つの「み」
をコンセプトとした「玄米カフェ 実・身・美（サンミ）」（以下、“サ
ンミ”）を展開している会社である。2002年に20代で創業され、
現在は従業員100人、大阪市の阿倍野・京橋・心斎橋、谷町、
沖縄の那覇、東京の大手町の6店を展開している。

2. 創業の想い
大塚氏は、起業する前は、ある会社で秘書をしていた。夜の
10時、11時まで残業、一人暮らし、その当時、昼食・夕食と
も外食に頼ることに不安を感じた。外食店は、専ら男性用のも
のが多く、女性が気軽に行ける店がない。料理はあげものが
多い、太るし健康的でない。その後、ストレスによって体調を
崩したときに、実際に「食」を玄米にしたら体調が良くなった。
これは、自分だけでなく多くの人にも同様のことが言えるので
はないか。需要があるのに、男性にはこのような発想がない。
食を通じて健康づくりに貢献したい。女性が安心して食べるこ
とができる店を作りたい。「私ならこうする」という想いが募っ
た。
健康を促進する食生活法の一つに「マクロビオテック」があ

る。「マクロビオテック」は、もともと日本人が考案した方法であ
り、玄米菜食、自然食等を使い、食生活で健康を促進する。
これが、当時ハリウッドの人たちに受けていた。アメリカで人気
がでたのであれば、日本でも受けるだろう。ホテルのレストラン
に勤めていた友人に話したら、彼女も「マクロビオテック」を勉
強していた。一緒に起業しようということになった。

起業するにあたり、父親と国から500万円ずつ借りた。
2002年12月に、大阪の阿倍野で“サンミ”の1号店をオープ
ンした。働く人をターゲットに玄米など自然食を使ったオリジナ
ルメニューを提供した。最初は、客が来なかったが、玄米の良
さを説明し、日替わりご飯で、毎日、季節を取り入れて違う料
理を出すようにした。化学調味料は使わない。お母さんが作っ
たような手作りのものを出す。飲食業界出身ではなかったので、
全く新鮮な感覚でできた。プロは、それぞれの料理で勝負しよ
うとする。それに対して、大塚氏は、市場から入った。市場で
は「働く女性の増加」という人口構造の変化が起きていた。ド
ラッカーの言う「イノベーションの機会」である。“サンミ”は行
列のできる話題の人気店になった。そして更に2004年にはマ
クロビオテックブームがやってきた。
店の名前、三つの「み」で“実身美（サンミ）”という一風変

わったネーミングは、店のコンセプトに由来する。「実」は最も
大事にしているコンセプト、「実のあるご飯を作りたい」という
想いからである。「毎日食べて健康になれる外食」を目指し、
家で食べるよりもさらに健康的な食事をお客様に提供する。そ
れが二つ目のコンセプト「身」に繋がる。「身体に良いものを作
りたい」。しかし、健康志向にだけとらわれるのではなく、セン
スが良い、料理が
美しい、美容にも良
い、そういうおしゃ
れ感もまた重要で
ある。それが三つ目
のコンセプト「美」
につながる。

3.「玄米カフェ 実・身・美（サンミ）」の
事業の発展
このような「創業の思い」は、お店の様 な々活動に出ている。
大塚氏は次のように語る。
「この“サンミ”というお店を通して伝えたいことは、実のあるも
のを提供して来店される方々の信頼を得たいということです。
“ここ（サンミ）は裏切らない”ということを伝えていきたい。店
の装飾などの外観で誤魔化すのではなくて、一つひとつの商
品に意味や思いが詰まっているということを伝えたい。本気で
健康に取り組み、本気でお客さんのことを考える、これを真剣
に実践してお客さんに伝えていきたい」。

　「“サンミ”のお客様は、働く女性です。従って“サンミ”はカ
フェであり、お酒は出しません。お酒を出す店だと、一人では
入れないからです。同時に、接客に力を入れています。お客様
を家族のように迎えたいと思っています。従業員は、お客様の
ことを覚え、フレンドリーに話しかけるようにしています。居てく
れて良いという雰囲気、気分の良い、自分らしく居させてくれる
雰囲気の店にしています。従って、お客様は、楽に一人で店に
来ることができます。そして気に入った場所には大事な人を連
れてきます。
　“サンミ”のお客様は6～7割がリピーターです。1日に2～3
回来る人もいます。そしてロコミでリピーターが増えています。
大阪の人は厳しいがリピーターに
なってくれます。もう一回振り返っ
てくれる客を、最高に満足させる
のが顧客満足です」。
　「それでも、今はすぐに他の店
に模倣されてしまいます。模倣さ
れるということはそれだけ価値が
認められているということでもあり
ます。でも世間に同じような店が
たくさんできてくれば、それ以上
に良い店にしようという努力が必要になってきます。他の店は、
“サンミ”を真似ても、面倒くさいことはやりません。お客様をど
こまで家族のように考えられるか、他が面倒くさがってやらないも
のをどこまでやるか、そこで差が出ると思っています」。
このような想いで、マネジメントしている“サンミ”は、たちま
ち行列のできる店になり発展した。現在では、阿倍野店だけ
ではなく、大阪の京橋・心斎橋・谷町、沖縄の那覇、東京の
大手町までお店を広げ、6店で展開している。
また、店の展開だけではなく、「お客様の家族にも食べても

らいたい」という想いから、オリジナル商品も開発し、百貨店や
インターネットで販売している。「酵素ドレッシング」は、一般の
ドレッシングの成分がほとんど調味料であるのに対し、原料の
6割以上に有機玉ネギを使用、酵素を生かすため非加熱にこ
だわった。すべて手作りで、紫キャベツやショウガ、いちごなど
季節ごとのフレーバーが楽しめる。調味料というより生野菜に
近い感覚で、「野菜がおいしく食べられる」と好評だ。大阪産
業創造館が2013年に開催した「グルメ女子が選ぶ！大阪発
『お取り寄せ』ランキングイベント」で総合グランプリを獲得した。
また、さらに大塚氏は、ご自身が考案したメニューのレシピ
本も出版、『「実」があって「身」体によくて「美」しくなる実身美
（サンミ）のごはん』という本を、2015年7月に出版した。

4. ドラッカーとの出会いと経営の実践
開業からほどなく人気店となり、事業は順調に展開した。だ

が、OLから転身した当時20代の駆け出し経営者の大塚氏は、

「人をどう使ったら良いのかわからない」というマネジメント上の課
題を抱えていた。当初、従業員は、言われたことしかやらなかった。
そこで、マネジメントを勉強したいと思った。
経営塾で勉強しようと思ったが、そのような塾では、既存の
発想の飲食経営者とつながる。それが、あまり好きではなかっ
た。経験豊富で相談できる人はいないのか。そんな時に出会っ
たのが、「マネジメントの父」といわれるピーター・ドラッカーで
ある。起業から半年後、『仕事の哲学』をはじめ、ドラッカー名
言集4部作を読んだ。次に『経営者の条件』を読んだ。上田惇
生氏に手紙を書いた。「ドラッカーに学ぶ」というコミュニティー
を作った。ドラッカー学会に入会し、総会に行き、北海道の読

書会にも行った。
ドラッカーの言葉のひとつに

「強みに築け」という言葉がある。
この考えを実践しようと決意した。
人の価値観、気質は変えられな
いが、強みを活かすことはできる。
できないことを注意するのではな
く、得意分野を伸ばすようにした
ところ、メニュー開発や調理、写
真撮影など各分野に卓越した人

材が社内に現れ、会社の成長につながった。例えば、ドレッシ
ングの製造責任者は、以前の梅田店の店長である。ドレッシン
グの製造は、きわめて厳しい品質管理が求められるが、彼女
の安全に対するポリシーと厳しさが適任になっている。
強みを活かすということは、チームで仕事をすることにつな

がる。ドラッカーの本に、“トップマネジメントチームは少なくて
も3人は必要だ”と書いてあるのを読んだ。当初は、自分1人だ
けでマネジメントをしていた。しかし、店が人気店になり、たく
さんのお客様が来るようになると、限界がやってくる。ニーズに
マネジメントが追いつかない状況になった。そこで、今いる人
の中で何が有能かを考え、トップマネジメントチームを作った。
お客様に1時間近く並んで待っていただくのではなく、店を増
やして提供しようと思い、法人化して複数人でマネジメントする
方向にシフトした。仕入れや交渉、事務仕事など、自分だけで
はできないことをチームで分担して行なうことは、効率や効果
といった面でも有効であった。人の強み・貢献のバランスを取
るのがマネジメントである。
「強みに築け」とは、個性を見よということであり、人の成長を
信じよということである。そして、そのことが、働く者同士がお
互いの個性を尊重し合うことにつながる。大塚氏は、従業員を
きわめて大切に考えている。単に会社を成長させるだけではな
く、会社の成長に合わせて、人を育てて成長させることを考え
ている。あるもので最大の成果を出す。みんなが共にできるよ
うな方向を考えたい。子供を預け合いながら職場に復帰して
いる女性スタッフが多く、店舗は温かみにあふれている。そして、
彼女たちが生み出す心のこもったサービスや商品が“サンミ”

実務家の視座

を支えている。
2012年に、ミッションステートメントとして、お店のコンセプ

トをクレドに体系化し、『実身美CREDO』を作った。『実身美
CREDO』は、35ページの小冊子であり、各ページにクレドの
言葉が1つずつ書かれている。ドラッカーは、事業のミッション、
事業の定義を基本にした。ドラッカーの『5つの質問』の最初
の質問は、「われわれの使命は何か」である。大塚氏は、自分
たちの使命は、「健康管理産業」であり、「お客様の健康をよく
すること」であると考えている。『実身美CREDO』の最初の言
葉は、「食べることは、生きること」である。そして、その後に「私
は、健康で、美しく、中身のある人間になります」「私たちは、
実があって、身体に良くて、美しい食事を提供します」「わたし
たちは、家族を迎えるように、お客さまをお迎えします」「私た
ちは、家族の食事を作るように、毎日食事を作ります」「わたし
たちは、一人のお客さまを大切にします」といった言葉が続い
ていく。従業員は、毎日朝礼でこれを復唱している。

5. 今後の課題
ドラッカーは、「変化を
チャンスに活かせ」と言って
いる。変化が加速し、乱気
流が起きている時代の中
で、どのように経営の舵を
取っていくのか。大塚氏は
次のように言う。
「ドラッカーの『すでに起
こった未来』の視点はすご
いと思います。人には見え
ないものを見、漠然とした
ものを整理して体系化する

のがドラッカーです。ドラッカーの目を通して変化を整理したい
と思います。今、世の中の変化を見ると、情報流通のスピード
がすごく速くなっているのを感じます。反応が速い。メルマガに
よって集客が変わります。また、コンビニで扱うものが、特定保
健用食品に変化しています。健康志向になっており、売れるも
のが変化しています。時代がグローバルに変化し、みんな変わ
るのは一緒です。これはチャンスです。自分も一緒に変わって、
舵を取れば良いと考えています」。
「今、“サンミ”の商品については、1000件のお中元の注文が
あります。これは、40代以上の人がファンになっています。これ
らの人たちは健康に関心があります。私たちの世代も40代に
なってきました。私も、自分たちの世代の変化に合わせて、ど
んどん変化していきたいと思います。今からやるとすれば何を
実行するか。例えば、私は今、分子栄養学の勉強をしています。
サプリメントの勉強もしています。これらの知識を応用し、自分

が食べたいと思う商品を作りたいと考えています」。
「食を通じて健康づくりに貢献したい」「女性が安心して食べる
ことができる店を作りたい」という想いで、株式会社Mijoaを
創業し、6店まで事業を拡大した大塚氏は、更に健康に良いオ
リジナル食品まで開発し、提供している。その事業のミッション
は、「健康管理産業」であり、「お客様の健康をよくすること」で
ある。大塚氏は、“サンミ”の経営理念を機軸にすえながら、ド
ラッカーを実践し、更に「食を通じた健康」の事業を拡大した
いと考えている。

株式会社  Mijoa（ミジョア）Mijoa
～実・身・美～ Cafe sangmi カフェサンミのお店
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がでたのであれば、日本でも受けるだろう。ホテルのレストラン
に勤めていた友人に話したら、彼女も「マクロビオテック」を勉
強していた。一緒に起業しようということになった。

起業するにあたり、父親と国から500万円ずつ借りた。
2002年12月に、大阪の阿倍野で“サンミ”の1号店をオープ
ンした。働く人をターゲットに玄米など自然食を使ったオリジナ
ルメニューを提供した。最初は、客が来なかったが、玄米の良
さを説明し、日替わりご飯で、毎日、季節を取り入れて違う料
理を出すようにした。化学調味料は使わない。お母さんが作っ
たような手作りのものを出す。飲食業界出身ではなかったので、
全く新鮮な感覚でできた。プロは、それぞれの料理で勝負しよ
うとする。それに対して、大塚氏は、市場から入った。市場で
は「働く女性の増加」という人口構造の変化が起きていた。ド
ラッカーの言う「イノベーションの機会」である。“サンミ”は行
列のできる話題の人気店になった。そして更に2004年にはマ
クロビオテックブームがやってきた。
店の名前、三つの「み」で“実身美（サンミ）”という一風変

わったネーミングは、店のコンセプトに由来する。「実」は最も
大事にしているコンセプト、「実のあるご飯を作りたい」という
想いからである。「毎日食べて健康になれる外食」を目指し、
家で食べるよりもさらに健康的な食事をお客様に提供する。そ
れが二つ目のコンセプト「身」に繋がる。「身体に良いものを作
りたい」。しかし、健康志向にだけとらわれるのではなく、セン
スが良い、料理が
美しい、美容にも良
い、そういうおしゃ
れ感もまた重要で
ある。それが三つ目
のコンセプト「美」
につながる。

3.「玄米カフェ 実・身・美（サンミ）」の
事業の発展
このような「創業の思い」は、お店の様 な々活動に出ている。
大塚氏は次のように語る。
「この“サンミ”というお店を通して伝えたいことは、実のあるも
のを提供して来店される方々の信頼を得たいということです。
“ここ（サンミ）は裏切らない”ということを伝えていきたい。店
の装飾などの外観で誤魔化すのではなくて、一つひとつの商
品に意味や思いが詰まっているということを伝えたい。本気で
健康に取り組み、本気でお客さんのことを考える、これを真剣
に実践してお客さんに伝えていきたい」。

　「“サンミ”のお客様は、働く女性です。従って“サンミ”はカ
フェであり、お酒は出しません。お酒を出す店だと、一人では
入れないからです。同時に、接客に力を入れています。お客様
を家族のように迎えたいと思っています。従業員は、お客様の
ことを覚え、フレンドリーに話しかけるようにしています。居てく
れて良いという雰囲気、気分の良い、自分らしく居させてくれる
雰囲気の店にしています。従って、お客様は、楽に一人で店に
来ることができます。そして気に入った場所には大事な人を連
れてきます。
　“サンミ”のお客様は6～7割がリピーターです。1日に2～3
回来る人もいます。そしてロコミでリピーターが増えています。
大阪の人は厳しいがリピーターに
なってくれます。もう一回振り返っ
てくれる客を、最高に満足させる
のが顧客満足です」。
　「それでも、今はすぐに他の店
に模倣されてしまいます。模倣さ
れるということはそれだけ価値が
認められているということでもあり
ます。でも世間に同じような店が
たくさんできてくれば、それ以上
に良い店にしようという努力が必要になってきます。他の店は、
“サンミ”を真似ても、面倒くさいことはやりません。お客様をど
こまで家族のように考えられるか、他が面倒くさがってやらないも
のをどこまでやるか、そこで差が出ると思っています」。
このような想いで、マネジメントしている“サンミ”は、たちま
ち行列のできる店になり発展した。現在では、阿倍野店だけ
ではなく、大阪の京橋・心斎橋・谷町、沖縄の那覇、東京の
大手町までお店を広げ、6店で展開している。
また、店の展開だけではなく、「お客様の家族にも食べても

らいたい」という想いから、オリジナル商品も開発し、百貨店や
インターネットで販売している。「酵素ドレッシング」は、一般の
ドレッシングの成分がほとんど調味料であるのに対し、原料の
6割以上に有機玉ネギを使用、酵素を生かすため非加熱にこ
だわった。すべて手作りで、紫キャベツやショウガ、いちごなど
季節ごとのフレーバーが楽しめる。調味料というより生野菜に
近い感覚で、「野菜がおいしく食べられる」と好評だ。大阪産
業創造館が2013年に開催した「グルメ女子が選ぶ！大阪発
『お取り寄せ』ランキングイベント」で総合グランプリを獲得した。
また、さらに大塚氏は、ご自身が考案したメニューのレシピ
本も出版、『「実」があって「身」体によくて「美」しくなる実身美
（サンミ）のごはん』という本を、2015年7月に出版した。

4. ドラッカーとの出会いと経営の実践
開業からほどなく人気店となり、事業は順調に展開した。だ

が、OLから転身した当時20代の駆け出し経営者の大塚氏は、

「人をどう使ったら良いのかわからない」というマネジメント上の課
題を抱えていた。当初、従業員は、言われたことしかやらなかった。
そこで、マネジメントを勉強したいと思った。
経営塾で勉強しようと思ったが、そのような塾では、既存の
発想の飲食経営者とつながる。それが、あまり好きではなかっ
た。経験豊富で相談できる人はいないのか。そんな時に出会っ
たのが、「マネジメントの父」といわれるピーター・ドラッカーで
ある。起業から半年後、『仕事の哲学』をはじめ、ドラッカー名
言集4部作を読んだ。次に『経営者の条件』を読んだ。上田惇
生氏に手紙を書いた。「ドラッカーに学ぶ」というコミュニティー
を作った。ドラッカー学会に入会し、総会に行き、北海道の読

書会にも行った。
ドラッカーの言葉のひとつに

「強みに築け」という言葉がある。
この考えを実践しようと決意した。
人の価値観、気質は変えられな
いが、強みを活かすことはできる。
できないことを注意するのではな
く、得意分野を伸ばすようにした
ところ、メニュー開発や調理、写
真撮影など各分野に卓越した人

材が社内に現れ、会社の成長につながった。例えば、ドレッシ
ングの製造責任者は、以前の梅田店の店長である。ドレッシン
グの製造は、きわめて厳しい品質管理が求められるが、彼女
の安全に対するポリシーと厳しさが適任になっている。
強みを活かすということは、チームで仕事をすることにつな

がる。ドラッカーの本に、“トップマネジメントチームは少なくて
も3人は必要だ”と書いてあるのを読んだ。当初は、自分1人だ
けでマネジメントをしていた。しかし、店が人気店になり、たく
さんのお客様が来るようになると、限界がやってくる。ニーズに
マネジメントが追いつかない状況になった。そこで、今いる人
の中で何が有能かを考え、トップマネジメントチームを作った。
お客様に1時間近く並んで待っていただくのではなく、店を増
やして提供しようと思い、法人化して複数人でマネジメントする
方向にシフトした。仕入れや交渉、事務仕事など、自分だけで
はできないことをチームで分担して行なうことは、効率や効果
といった面でも有効であった。人の強み・貢献のバランスを取
るのがマネジメントである。
「強みに築け」とは、個性を見よということであり、人の成長を
信じよということである。そして、そのことが、働く者同士がお
互いの個性を尊重し合うことにつながる。大塚氏は、従業員を
きわめて大切に考えている。単に会社を成長させるだけではな
く、会社の成長に合わせて、人を育てて成長させることを考え
ている。あるもので最大の成果を出す。みんなが共にできるよ
うな方向を考えたい。子供を預け合いながら職場に復帰して
いる女性スタッフが多く、店舗は温かみにあふれている。そして、
彼女たちが生み出す心のこもったサービスや商品が“サンミ”

実務家の視座

を支えている。
2012年に、ミッションステートメントとして、お店のコンセプ

トをクレドに体系化し、『実身美CREDO』を作った。『実身美
CREDO』は、35ページの小冊子であり、各ページにクレドの
言葉が1つずつ書かれている。ドラッカーは、事業のミッション、
事業の定義を基本にした。ドラッカーの『5つの質問』の最初
の質問は、「われわれの使命は何か」である。大塚氏は、自分
たちの使命は、「健康管理産業」であり、「お客様の健康をよく
すること」であると考えている。『実身美CREDO』の最初の言
葉は、「食べることは、生きること」である。そして、その後に「私
は、健康で、美しく、中身のある人間になります」「私たちは、
実があって、身体に良くて、美しい食事を提供します」「わたし
たちは、家族を迎えるように、お客さまをお迎えします」「私た
ちは、家族の食事を作るように、毎日食事を作ります」「わたし
たちは、一人のお客さまを大切にします」といった言葉が続い
ていく。従業員は、毎日朝礼でこれを復唱している。

5. 今後の課題
ドラッカーは、「変化を
チャンスに活かせ」と言って
いる。変化が加速し、乱気
流が起きている時代の中
で、どのように経営の舵を
取っていくのか。大塚氏は
次のように言う。
「ドラッカーの『すでに起
こった未来』の視点はすご
いと思います。人には見え
ないものを見、漠然とした
ものを整理して体系化する

のがドラッカーです。ドラッカーの目を通して変化を整理したい
と思います。今、世の中の変化を見ると、情報流通のスピード
がすごく速くなっているのを感じます。反応が速い。メルマガに
よって集客が変わります。また、コンビニで扱うものが、特定保
健用食品に変化しています。健康志向になっており、売れるも
のが変化しています。時代がグローバルに変化し、みんな変わ
るのは一緒です。これはチャンスです。自分も一緒に変わって、
舵を取れば良いと考えています」。
「今、“サンミ”の商品については、1000件のお中元の注文が
あります。これは、40代以上の人がファンになっています。これ
らの人たちは健康に関心があります。私たちの世代も40代に
なってきました。私も、自分たちの世代の変化に合わせて、ど
んどん変化していきたいと思います。今からやるとすれば何を
実行するか。例えば、私は今、分子栄養学の勉強をしています。
サプリメントの勉強もしています。これらの知識を応用し、自分

が食べたいと思う商品を作りたいと考えています」。
「食を通じて健康づくりに貢献したい」「女性が安心して食べる
ことができる店を作りたい」という想いで、株式会社Mijoaを
創業し、6店まで事業を拡大した大塚氏は、更に健康に良いオ
リジナル食品まで開発し、提供している。その事業のミッション
は、「健康管理産業」であり、「お客様の健康をよくすること」で
ある。大塚氏は、“サンミ”の経営理念を機軸にすえながら、ド
ラッカーを実践し、更に「食を通じた健康」の事業を拡大した
いと考えている。
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実身美（サンミ）は3つ
の「ミ」をコンセプトにし
ています。全て手作りの
メニューは、玄米ごはん
や野菜中心で栄養たっ
ぷりです。私たちは、家
で食べるより健康的な新
しい外食を目指します。
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はできないことをチームで分担して行なうことは、効率や効果
といった面でも有効であった。人の強み・貢献のバランスを取
るのがマネジメントである。
「強みに築け」とは、個性を見よということであり、人の成長を
信じよということである。そして、そのことが、働く者同士がお
互いの個性を尊重し合うことにつながる。大塚氏は、従業員を
きわめて大切に考えている。単に会社を成長させるだけではな
く、会社の成長に合わせて、人を育てて成長させることを考え
ている。あるもので最大の成果を出す。みんなが共にできるよ
うな方向を考えたい。子供を預け合いながら職場に復帰して
いる女性スタッフが多く、店舗は温かみにあふれている。そして、
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社　　名： 株式会社Mijoa
所 在 地： 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-39
設　　立： 2002年12月
資 本 金： 300万円
代 表 者： 大塚三紀子
従業員数： 100名
事業内容： 玄米カフェ「実・身・美（サンミ）」の展開
 ドレッシング等 健康食品の製造・販売など
会社URL： http：//sangmi.jp/

大塚三紀子氏 略歴
関西大学法学部卒業、税理士事務所所長秘書、ベンチャー企業の経理、秘書
業務、不動会社営業を経て、2002年12月、大阪阿倍野区にて、玄米カフェ「実・
身・美（サンミ）」を創業。2006年、大阪市北区に同店2号店を開業。2006年
6月、株式会社Mijoaを設立、代表取締役に就任。現在、株式会社Mijoaの経
営にあたる他、起業家支援のセミナーや講演なども定期的に行っている。
ドラッカー学会会員。
【著書】『「実」があって 「身」体によくて 「美」しくなる 実身美（サンミ）の
ごはん』（ワニブックス 、2015年）

株式会社Mijoa プロフィール

～実・身・美～ Cafe sangmi カフェサンミのお店　取材後記
取材に合わせて、妻と一緒に、実身美の大手町店で食事をしてみた。大塚氏
が語っている通り、アットホームな雰囲気のお店の中で、玄米の日替わりメ
ニューをとても美味しく頂いた。妻もとても気に入り、また時々お伺いしたい
と思った。
大塚氏の「お客様の健康づくりに貢献する」「人の強みを活かす」という理念
は素晴らしいし、ドラッカーの考えを体現している。また、「女性の活躍を応援
する」「人々の健康増進に貢献する」という事業は、時代の変化に合っており、
そのための様々な工夫も、ドラッカーのイノベーションを体現している。
今後、ますます人々の健康増進とおいしい食事のために活躍して欲しいと思う。

ドラッカー・フォーラム取材班（中野）

大塚三紀子さんは、ドラッカー学会の第一回総会で上田先生にご紹介いただ
いたと記憶している。お店のお話を伺い、その時から是非行ってみたいと考え
ていた。しかし、大阪までは伺えずに今回初めてのお店（東京・大手町店）訪問
である。取材当日は、休業日にもかかわらず店長の江場一恵さんと共にお店を
開け、ご一緒に笑顔で取材に応じて頂いた。
この取材を通して江場さんにも大塚さんのお考えがしっかり伝わっている
ことを感じた。素晴らしい組織は、代表がしっかりした考えを持ち社員と共有
し、社員が責任をもって実践しているところが強い、と実感した取材であった。
大塚さん、江場さん、ありがとうございました。

ドラッカー・フォーラム取材班（上野）
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わたしとドラッカー

現場によく効く「ドラッカー」
　「ドラッカーさんは、何故私の職場のことがわかるのだ
ろう」、仕事をしながら私は何度も思った。都内の分析機
関に勤めていた私は、育休明けの1999年に十余年所属
していた微生物部から異動になった。子育てしながら以
前のように残業するのは無理なのだから仕方ないのだが、
微生物検査が天職だと思っていた私は、少なからずショッ
クだった。異動先の品質システム室は、ISO9001や
ISO/IEC17025（試験所認定）の取得、維持、推進を業
務とする部門で、これら国際規格に則って組織全体のシ
ステム（仕組み）を整えるのが仕事だった。私は主に品質
マニュアルはじめ、組織共通の手順書の作成に携わって
いたのだが、ここで運の良いことにドラッカーの著作群と
出遭うことができた。
ドラッカーは、今現場で起こっている問題の答えを教え
てくれた。指示が現場に伝わらないときは「コミュニケー
ションは受け手の言葉を使って、受け手の気持ちに合わ
せなさい」、増えすぎた手順書には「法律の多い国は無能
な法律家の国。共通の原則を見つけて文書をまとめなさ
い」、以前から続けてきた業務にも「その仕事は今も必要
なのか？止めることを検討してみなさい」など、それは実に
鮮やかで的確だった。また私個人にも「やらせて貰えない
と文句を言わないで、やって良いことを探してやりなさい！
成長の責任は自分にあるのですよ」、「上司が言っている
からではなく、何が正しいかを考えなさい」など、たくさん
の示唆をくれた。そんな訳で程なくドラッカー名言集『仕
事の哲学』が〝読むコンサルタント〟よろしく私の机上に
置かれることとなり、時にそれは課内を巡った。

学会でのお仕事
とても、やりがいのある仕事だったが、2011年6月、子
育ての都合で退職を余儀なくされた。その1ヵ月前の5月
に、私はようやくドラッカー学会に入会した。それまで子
育てや仕事で時間がとれなかったこともあるが、いわゆる
〝学会〟にはあまり興味がなかった。私にとってのドラッ
カーは仕事の現場で使うもので、机の上で研究したり、

議論するようなものではないとの思いがあったからだ。し
かし、入会してすぐ私の先入観のほうが誤りであったこと
に気づかされた。学会は実践する者の集まりであり、お互
いの気づきを共有できる場でもあった。更に、職場コミュ
ニティを失ったばかりの私に新たな役割と位置を与えてく
れた。同時に社会セクターの役割について考えるきっかけ
にもなった。
昨年は「10周年記念ものつくり大学大会」の実行委員

をやらせて頂いたが、1999年11月19日のドラッカー講
演録にはこうある。「組織内での人材開発が真に効果を
生むのは、上からのプログラムの押付けではなく、組織の
中でボランティアとして働いたときである。」長年の職場体
験で実感したことだが、上からの押し付けと、それによる
やらされ感は、仕事のパフォーマンスを著しく損なう。自ら
やる！と思ったときに人は変わる。〝責任を持つがゆえに自
由になる〟とはそういうことなのだと思った。実行委員は手
弁当で交通費も出ないボランティアだったが、〝上からの
押し付け〟ではなく、自らの責任で何ができるかを考えるこ
とができた。造幣局に記念硬貨の渋沢栄一の肖像の使用

許可をとったり、NHKの「日曜美術館」で使用したパネル
を提供頂いたり、チラシも地元の商工会議所はじめ地域
のコミュニティの各所に配布した。大会前日は夜中まで
ネームホルダの準備に追われたが、良い仲間たちに恵ま
れて貢献心地よい疲労感と共に大会を終えることができ
た。まさに、ドラッカーの言ったとおりだった。

自らの得るべき所を知るのは自ら
もう一つ、先の講演録には「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」とある。昨年から地元で高齢
者の介護予防のための「お達者倶楽部」でボランティアを
しているが、敬老の日のイベントでは、高齢者向けの替え
歌を作詞して歌い、参加者に大いに笑って頂いた。また、
同倶楽部主催の勉強会ではNHKの朝ドラに絡めてドラッ

カーを解説して、皆さんに楽しんで頂いた。その後、学会
の勉強会に参加して下さった方も複数現れた。
元来、人前で話したり、目立つのが苦手だったはずの
私が、ボランティアによって、自らが「所を得る」セクター
が何処にあるかを知ることができたように思う。
退職を機に、ドラッカーの言う予期せぬ成功を追求し

ようと始めた絵画も、昨年から上海や桂林、ニューヨーク
など、少しずつ発表の場が広がっている。
異動も退職も本意ではなかったが、そのお蔭でドラッ

カーと出遭い、生きる世界が広がったのだから有難い限
りである。貢献、つまり、人に喜んでもらうことが、かくも
嬉しいものだということもよく分かった。とは言えまだまだ
未熟者ゆえ、これからも私のコンサルタントであるP・F・
ドラッカーと共に、彼の岸（かのきし）を渡るまで歩いて行
こうと思う。

人生のコンサルタントはドラッカー

会員エッセイ

阿部 美穂
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カーと出遭い、生きる世界が広がったのだから有難い限
りである。貢献、つまり、人に喜んでもらうことが、かくも
嬉しいものだということもよく分かった。とは言えまだまだ
未熟者ゆえ、これからも私のコンサルタントであるP・F・
ドラッカーと共に、彼の岸（かのきし）を渡るまで歩いて行
こうと思う。

【プロフィール】
阿部 美穂（あべ みほ）
山梨県出身
山梨大学工学部卒業後、大手分析機関で微生物検査、品質マネジメントシステ
ムの構築に従事し、在職中改善活動などの功績によりチーム・個人含め12回の
理事長表彰。消費者センター商品テスト指導員、公益社団法人日本消費生活ア
ドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）東日本支部広報副委員長、消
費生活アドバイザー、所沢市助成事業お達者倶楽部推進委員、所沢吟詠会理
事、川越木鶏クラブ会員、日中桂林芸術協会会員、日中現代芸術交流協会会員。
New York Caelum Gallery第5回Japanese Selected Artists展参加、甲種危
険物取扱者、食生活アドバイザー、統計士（文科省認定通信講座 文部科学大
臣賞受賞）、乗馬（エンデュランス）2級、弓道弐段、詩吟（岳風会）準師範。
ドラッカー学会会員。
【著書】『モンキー・D・ルフィの「D」はドラッカーだった』（経済界、2011年）
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ドリス夫人とテニスの試合：3対3ドロウ
1970年の9月初旬ドラッカー博士宅を訪れたこ

とがあった。ドラッカー博士とドリス夫人はコロラド
州デンバーの別荘から帰ってこられて間もなくの頃
で、お二人とも元気はつらつとしていた。特にドリス
さん（当時59歳）は、テニスを十分に楽しまれたと
見えて腕などはきつね色に日焼けしていた。
昼食の時も、デンバーで山登りをしたり、山の湧
水を飲み過ぎてお腹を痛めて苦しんだこと、小さな
セミナーを開いたことなどの話を聞きながら、ワイン
を一緒に飲んだ。私はすっかり話とワインで良い気
持ちになって眠気がさしてきたころ、ドラッカー博士
とドリスさんがひそひそ話をしており、「Mr. Saito, 
another glass of wine」と言って二人で代わり代
わりにワインを私に勧めた。私は良い気になって飲
み干してしまった。
ドラッカー博士が、「Mr. Saito, you play tennis 
well...」などと私を持ち上げられ、「I play tennis 
every Sunday, about 4-5 hours」などと意気がっ
ていた。そして、ドラッカー博士が「Doris would 
like to play a tennis match with you this 
afternoon」と急に言い出し、ドリスさんはテニスの
準備をしていた。

Play a match again, Mr. Saito.
　「今回は何にもテニスの用具は持って来ていな
い」と伝えたら、ドラッカー博士は「パンツは私のも
のを使い、靴はドリスに借りなさい。グラウンドはク
レアモント大学が夏休みなので裏から入れば問題
ない」と。当時、私は37歳で若くて元気があり、“売

られた喧嘩は買わねばならぬ”という諺も思い出し
た。「ではやりましょう」と答えたものの、身支度した
姿はさまにならなかった。
ドラッカー博士が私達を車に乗せ、校舎の裏手
からテニスコートに入った。コートにはネットも張ら
れており、直ぐラリーを始めた。ドリスさんは、オー
ソドックスに強く正確にボールを返してくるので、相
当長い間やっているプレーヤーだと思った。ラリー
が終わり、ドリスさんが「シングルマッチをやろう」と
言い出したので始めた。ドリスさんは後方で球を
打ってすぐ前方に出て来るので、最初はラブゲーム
で私の負けだった。私はドリスさんのプレイスタイル
を見抜いたので、その逆の手段で勝とうと考えた。
ドロップショットと、高くフライを使い、やっと勝つこ
とが出来た。60歳近い女性にドロップショットはま
ずいとは思ったが…。2時間半ほどコートを走り

回ったので二人とも疲れ果てて帰宅し、ドリスさん
は「Mr. Saito is smart and good player」と一言
云って寝室に入った。
その後のドリスさんの挨拶は、「Play a match 
again, Mr. Saito」であった。

ドラッカー博士 Invisible Revolution
（『見えざる革命』1976年）について話す
ドラッカー博士と二人きりになったので、私は「ド
リスさんのテニスは非常に上手で正確に打ち込むの
で強いプレーヤーである」と褒めた。「ドリスは毎週
友達とテニスを楽しんでいるので健康で、テニス以
外の事は考えていないようだ」と博士は言っておら
れた。
では私たちはビジネスの話をしようと言って、

「Invisible Revolutionの本を書こうと思っている。
Aging Society現象が近い将来起こる。日本は、高
度成長経済を楽しんでいるので、この話は考えてい
ないように見える。ダイヤモンド社で出版するのは難
しいと思うが、Mr. Saitoはどう思うか？」私は、突然
聞かれ、「Aging Society」や「Aging Revolution」と
いう言葉もピンと来なかった。
ドラッカー博士は「未だ原稿は出来上がってもい
ない。多分ダイヤモンド社では出版しないだろうが、
若し他社が興味をしめしたら他社で出版されても構
わない。とにかく原稿が出来上がり次第お前のとこ

ろに最初に送るのでダイヤモンド社で最初に検討し
てもらいたい」と言ってくれた。
これが『見えざる革命―来たるべき高齢化社会
の衝撃』の出版の切っ掛けであった。

ドリスさんのプロフィール
ドリス・ドラッカーは、
1911年6月14日ドイツ
のケルン生まれ。フラン
クフルト大学（独）、キー
ル大学（独）、ソルボン
ヌ大学（仏・パリ）など

で法律と経済学を学んだ。
1934年ロンドンで市場調査員となり1937年市
場調査の会社を経営。
1937年1月16日、ピーター F. ドラッカーと結婚。

アメリカへ移住。
フェアレイ・ディッキンソン大学（米・ニュージャー
ジー州）で物理学を学び修士号を取得。大手出版
社の科学編集者として活躍。特許取扱業務を始め、
1968年弁理士の資格を取得。自分で発明した「音
声調整器」の商品化にも力を注いだ。
2014年10月1日、米・クレアモントにて103歳没。
著書に『ドラッカーの妻 ～ピーター・ドラッカー

を支えた妻ドリスの物語～』（泰文堂、2011年）が
ある。

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

斉藤 勝義

回想録

人間：ドラッカー博士の思い出（その5）　
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回想録
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書 評

中島 信（なかじま のぶ） 
本会会員

リオ2016、多くのドラマがありま
した。中でも、この書評を書いてる
最中での女子卓球団体メダル獲得
での、キャプテン福原愛さんの涙、
涙の会見は、正に“ザ・マネジメント”
でもあり、“スポーツの素晴らしさ”
そのものでした。
こんな感動に負けない、高校野球
を舞台にした熱い熱い話が「もし高

校野球の女子マネジャーが、ドラッカーの『イノ
ベーションと企業家精神』を読んだら」（「もしイ
ノ」） であります。残念ながら、今回は「もしドラ」
のお約束“川島みなみ”の再登場はありません
でした。その代り、“真実さん”“夢さん”の二人
のヒロインが、思いきり活躍してくれます。
この物語でのイノベーションが、
• 既存にあるチームを強化して良くするだけで
なく、全くチームが存在しないところからの
「Zero To One」の物語。
• 新しい方法や物の創造だけでなく、ひとり一
人の新しい一日の創造が、描かれている。
• 一人の発見・発想ではなく、チームの共同作
業、外の力と連携してゆく姿が、生き生きと
表現されている。
との設定なっていることに、大きな同感と意
義を感じました。
ドラッカーのイノベーション7つの視点、（1）
予期せぬ成功と失敗を利用する（2）ギャップを
探す（3）ニーズを見つける（4）産業構造の変
化を知る（5）人口構造の変化に着目する（6）
認識の変化をとらえる（7）新しい知識を活用す
る…も、大変巧みに物語に織り込まれていて、
どれも凄く身近に実感できるものになっています。
最初は少し固い雰囲気ですが、段 と々ドラマ

テックになって行きます。
「イノベーションと企業家精神」、既にお読みの
方、これから読もうという方も その後に、是非
この本を読んで頂ければと思います。そして、も
う一度、ドラッカーさんの本を読み直してみます
と、「もしイノ」での“真美さん”“夢さん”の思い
と共に、沢山の感動と新しい気付きがあるかと
思います。
素晴らしいストーリーです。

もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『イノベーションと企業家精神』
を読んだら 岩崎 夏海 （著）

中野 羊彦（なかの よしひこ） 
本会会員

本書は、日本資本主義の父と言わ
れている渋沢栄一の、思想・足跡・経
営の考え方などを、複数の著者で多面
的に扱った本です。渋沢栄一は、幕末
に武蔵国で生を受け、幕臣として渡仏
し、西洋の社会を知りました。維新後
は官僚の道に進むも、3年半ほどで官
を辞し、実業界に転身、その後、約
500の企業の設立などに関わり、日本

の資本主義社会の基礎を作った人です。この人
の思想や足跡が具体的に書かれた本ですから、
極めて面白く読んでいて飽きません。本書で一貫
して流れているのは、本書のタイトルともなってい
る「論語と算盤」の考え方です。これは、「論語と
算盤とは一致すべきもの」＝「経済と道徳との調
和」という理念であり、ここから経営の考え方を論
じています。これは、現代の企業社会にこそ、再
度考え直すべき理念だと思います。
本書で注目すべきは、第8章の「ドラッカーが

見た渋沢栄一の魅力」です。ドラッカーは、渋沢
栄一こそ、日本資本主義を作った第一人者だと見
ています。この章では、ドラッカーが何故、渋沢栄
一に共鳴したのか、ドラッカーと渋沢栄一の考え
方の共通点について論じています。詳細は、この
章を是非読んで頂きたいのですが、私が感じたの
は以下の通りです。
先ず、二人とも、社会に貢献するという考え方

が基盤にあります。ドラッカーは自由で機能する社
会をめざしましたが、渋沢栄一も合本主義の立場
に立ち、民間の力を合わせて活力ある社会を作る
ことをめざしました。ドラッカーは、正統保守主義
の立場に立ち、今あるものを有効に使いながら、
社会を着実に改革する考え方でしたが、渋沢栄
一は、まさにそれを実行した人でした。ドラッカー
は、マネジメントの考え方を実践し成果を出すこと
を求めましたが、渋沢栄一も論語を実践し成果を
出しています。また、二人とも「人の強み」「人財の
育成」を重視しています。
この章では、日本人としてドラッカーの考えを実
践するヒントが述べられています。また、この章に
限らず、今の日本の課題や経営のあり方について
考えたい人には、是非本書をお勧めします。

渋沢栄一に学ぶ
「論語と算盤」の経営

水尾順一 （著），田中宏司 （著），蟻生俊夫 （著）
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Self Introduction

今回のドラッカー・フォーラムではお二人のナレッジワーカー、大塚三紀子さん、阿部美穂さんにご登場いただきました。記事にあ
りますとおり、お二人とも自分らしく、凛として、しなやかなで、そしてその内側にドラッカーの筋金がしっかりと入っている女性だと感
じました。
ドラッカーはこういいました。「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。これは空前のことであり、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。」（1999年ドラッカー・ファンデーション・カンファレンスでのドラッ
カー講演より。）
ドラッカーは「理論は現実に従う」ともいいました。本ドラッカー・フォーラムも理論を説明する解説書ではなくて、現実に働き、生
きる人を観察、描写し、お伝えすることで、新たにドラッカーを学ぼうと思う読者の方が増えて頂けると幸甚です。

2016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。

What do you want to be remembered for?

（ドラッカー学会理事　花松甲貴）

What do you want to be remembered for?What do you want to be remembered for?What do you want to be remembered for?

何をもって憶えられたいか

まだ浅い学びですが、皆様の
お話を様 に々お聴きしながら、沁みる

ように会得していければ
幸せに存じます。

濱田真理子さん

ドラッカーを用いて、全ての世代の方が
イキイキと充実した毎日を過ごし、生きづ

らさによる自死をゼロにする社会
の実現をめざします。

野口裕貴さん

グローバル競争に打ち勝つ組織
運営、リーダーシップとイノベーション

に関して研究し、偉大なる
リーダーを育成します。

朴容 寛さん

武道とマネジメントはよく似てる。
古の武は戈を止める！争わないで、

和を持って尊しと成すために
他の力をまとめ上げる。

堀田本宣（号）さん

中小企業のお金を見える化し、
企業をもっと前に進められるよう
ドラッカーの考えを学び実践

していきたいです。

宮原 崇さん
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