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「次の世代に与えられた課題は、
個人・コミュニティ・社会のために
新しい多元社会における諸々の新しい組織を生産的な組織にすることである。
」
『すでに起こった未来』

rucker Forum
指南の地・長崎

ドラッカー生誕 1909 年当時の長崎（長崎三菱造船所（クレン）、手彩色絵葉書）
です。
このクレーンは現在も稼働中で、明治日本の産業革命遺産となっています。
出典 www.ehagaki-nagasaki.com
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私の見るところ、ドラッカーをめぐり現在起きている最も特筆すべ
きは、個が生き、学ぶうえでの指南役とする動きである。
半世紀以上前に、ドラッカーが周到に予告したように、すでに社
会の中心を占める人々にとって、お金より稀少かつ価値あるものなど
いくらでもある時代となった。時間がそれであり、つながりがそれで
ある。何より質の高い知識や情報がそれである。かくして真に稀少
なものに対し鋭敏かつ意識的な人々が一つのトレンドを形成している
ように見える。
長崎大会で体感したのがまさにそれである。人間的なつながり、
学びと美意識の共同体、それらにともなう志といったものが、質の
高い人生に必須であることを知る人々によってなされる追求である。
それを端的に示すのは、女性参加者の多さであろう。大会前日の
「軍艦島ツアー」（圧巻！）から、温泉のように心身を温め伸びやか
にしてくれるいくつもの読書会、そして、（言うまでもなく）大会当日
の運営者・参加者・登壇者のいきいきと成果をあげる姿――。そ
れらに接し、いかなる付帯条件も留保条件もなくドラッカーの声に
率直に耳を傾ける女性たちの姿が際だっていた。
これはドラッカーを「発明した」と言っていい重みを持つ出来事
であったかもしれない。従来ドラッカーと言えば、中高年以上の男
性、特に経営者や中間管理職のためのものという一貫したイメージ
がなかったわけではない。気づけば、『もしドラ』を一つの契機とし
て何かが確かに変わってきた。この社会を生き延び、自らを成就す
る伴走者としてドラッカーが活用されるようになった。
そしてさらに特筆すべきは、経済的成功よりも、自らという素材を
この社会で適切に用いること、すなわち正しい意味における自己実
現の本質が、鋭く洞察され実行に移されている点にある。
考えてみれば、まず生き延びること、それは最優先の課題である。
そうであるならば、あの20 世紀の過酷きわまりなき荒波を見事に泳

井坂 康志

ぎ切ったドラッカーから、私たちが個として学べることがないはずが
ない。むしろ手つかずの秘密兵器とさえ言っていい。
私たちは学びによって自己実現可能な存在たりうるとはドラッカー
晩年の発言である。まさしく学びが自分らしい生き方を可能にしてく
れる。いかに風通しよく人とつながり、学びの糧とし合えるかが高い
指南力と訴求力を持つのはそのためである。
一方で学びほど多様なものはない。学びの価値は――経済と
違って――貨幣以外のさまざまな尺度で測られる。ものさしは学び
の数だけ、いやそれ以上にある。多ければ多いほどよい。いくつも
のものさしをあてがうことでしか発見できない喜びや楽しみがある。
ドラッカーを師とする方々は言われなくてもそのことを知っている。
言い方を変えれば、ドラッカーの発言はそのままでは役に立たな
い。長崎では長崎の事情に、自社では自社の事情に、あるいはそ
れぞれが個々の事情に合った活用法を、一人ひとりが独自の蔵で地
酒を醸すように、創造していかないと思想が本当の意味で生きてこ
ない。与えられた力をフルに活用して、目の前の応用問題を日々解く
かたちにならざるをえない。
それこそがドラッカーと他の凡百の論者とを分ける分水嶺である。
なぜなら、ドラッカーは読み手に「受け身」をとらせない書き方
をした。それぞれが自分だけの道を苦心と葛藤の末に拓かざるをえ
ない書き方をした。メッセージの熱をうちに受けとめつつも、持てる
心技体を使って「今・ここ」から動き出ざるをえなくする発言をした。
それは真の指南力がドラッカーに存する証左にほかならない。長
崎で切実に実見させられたのはまさにそれである。しかも、それらが
どこまでも大会関係者の自覚的追求であることは、
「志」の一語が
テーマに掲げられたことからも明らかである。
改めて偉業を讃えたい。
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Message in a bottle
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ドラッカーの手書きの文章は癖字で、読解に編集者は泣かされたものでした。
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あなたの眼力と創造力でもって、下記のドラッカーの文章に挑戦してみてください。

・このメモは2001年秋にインタビューに答えるために、クレアモントの自宅で書かれたものの１部です。
・バブル崩壊後、意気消沈している日本の若き企業家に向けて発した、ドラッカーの熱きメッセージです。
・当時の日本は景気後退によるデフレの淵で喘ぎながらも、他方で新しい世紀の第一歩に希望も…。
（資料提供：ドラッカー学会理事 藤島秀記氏）
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地方大会報告（1）

『第11回ドラッカー学会大会in長崎』
レポート
大会実行委員長

鬼塚 裕司（おにづか ひろし）

タネマキスト．壱州人．社会福祉士．
凌雲之志「新しい NIPPON のクオリティ・オブ・ライフを創り出す！」

ここでまた、会場、一層の響めきが。ドラッカー学会会員は

1 『基調講演』

皆、
知っていました。
早稲田大学で開催された2013年ドラッ

今を遡ること10数年前。

カー学会総会において講演した野田先生が、
『もしドラ』
（＝

ある一つの「問い」が私に投げかけられたことから、
『第

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメ
ント』を読んだら）を辛辣に批判していたことを。

11回ドラッカー学会大会in長崎』は既に始まっていた。

ところが、
「私は『もしドラ』を読んでもいないのに、無責

「鬼塚くん、君の“志”を聞かせてほしい。“志”を大いに語

任にも批判していた。だから、謝罪したいのです」と言い、

りなさい！」
…その問いの主は、野田一夫先生。

最前列に座っていた岩崎夏海さんとガッチリ握手を交わし

言わずと知れた、ピーター・ドラッカーを日本に初めて紹

ました。会場は、拍手の渦です。野田先生は笑いながら「で
も、読んだらもっと批判するかも知れません！」にまたドッと

介したその人である。

沸き上がり、基調講演が始まったばかりなのにボルテージ

一昨年のNHK大河ドラマ『花燃ゆ』において、
「君の志

は最高潮に。

は何ですか？」と何度も何度も問いかける人が在った。

もうそれからは、まさに野田一夫オン・ステージ！ご自分の

その人こそ、主人公の兄・吉田松陰。…なるほど、野田

半生とドラッカーの出逢い、
そして、質疑応答まで、会場の「ま

一夫先生が「平成の吉田松陰」と称されるのも頷ける。
そして、今を遡ること約2年前。

だまだ聴きたい！」想いに応え、予

長崎大会の企画が立ち上がっ

定されていた講演時間を20分間
も上回る大サービスぶりでした。

たその時点で即決したことが、
2つ。

「予定時間をかなりオーバーしてし

1. 大会テーマを
「志 ドラッカー
Ambition. DRUCKER.」
とす

まったのでそろそろ終わりにします。

ること。

この後の懇親会で、朝まで大いに
語り合いましょう！」
と、会場を後

2. 野田一夫先生に基調講演をお
願いすること。
この2点は、実行委員長である

『実践者発表』長崎における継続学習の取組
（香川明世さん、吉村淑子さん、野口裕貴さん）

に。
講演終了後の控室では、しきり

に「ワイフも連れてくればよかった。彼女は、国宝を観るの

鬼塚の“独断”でした。今だから、白状しますが。
（笑）

がライフワークだから」と、奥様への愛情を語り、長崎にあ
る3つの国宝を観るために再訪するとお約束してくださいま

『第11回ドラッカー学会大会in長崎』は、ドラッカー生誕

した。

107周年にあたる2016（平成26）年11月19日（土）に開

そして、会場の皆さんが聴きたかったであろう、あの問い

催されました。

を投げかけてみました。

13：20、野田一夫先生の『基調講演』は昼食休憩後す

「野田先生の“志”をお聴かせください！」すると、意外な答

ぐに始まりました。フライトの都合で、休憩どころか昼食す

えが返ってきたのです。

らとる間もなく会場入りした野田先生でしたが、周りの心配
をよそにご本人は既に臨戦態勢です。堰を切るように、
「よ

「私の志は、ない！潰えてしまったんだよ。戦後、航空への

し、やるか！」と言うや否やステージを駆け上がり、演台か

道が閉ざされてしまって文系へ転じてしまった、あの時に」

らマイクを取りステージをヒラリと降りる様は、御年89歳と

「しかし、人との出逢いには恵まれていたなぁ。私の周りに

は思えぬ身のこなし。上田惇生先生称する「永遠の青年」
、

は素晴らしい人が集まってくれる。その中でも、私の人生に

遂に長崎の地に！

最も影響を与えた人物の一人が、ドラッカーだ」と。
感動のあまり涙がこぼれそうになるのをグッと堪えて、野

スクール形式に配列されていた最前列の前に立つと、第

田先生との出逢いと、ドラッカー学会大会を長崎で開催し

一声。
「今日、長崎に来た目的が二つあります。一つ目は、
私も来年は90歳になるので…」会場、響めきます。
「…来

ているという奇跡に心からの感謝をこめて「有り難うござい

年は90歳になるので、ドラッカー学会顧問職の卒業をお願

ます！」と、先生とガッチリ握手を交わしました。私にとって

いすること。二つ目は、岩崎夏海さんに謝罪することです」

至福のひとときでした。
3
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は、皆、ドラッカリアンというのも誇らしいことです。この場

長崎大会の意義とは何か？長崎大
会は、なぜ開催できたのか？

を借りて、愛すべき長崎の仲間たちに心からの感謝を。誠
に有り難うございました！

長崎大会開催にあたり、大会特設ウェブサイトやフライ
ヤー等には、以下のように謳いました。

3 ［午前の部］

「御老中でも手が出せないのは、大奥・長崎・金銀座」と

9：55、
「皆様、お早うございます！」と、とびきり元気の

言われた鎖国時代̶

良い挨拶が会場を通り抜けます。その声の主は、司会の友

当時、オランダ系の印刷職人であったドラッカーの祖先

成由紀さん（NBC長崎放送、元・アナウンサー）
。彼女も

が訪れたとされている、長崎・出島。

勿論、長崎が誇るドラッカリアンです。

かの坂本龍馬が「長崎はわしの希望じゃ！やがては日本

10：00、三浦一郎氏（ドラッカー学会 代表理事）による

回天の足場になる」と観望し、ドラッカー本人が「日本の偉
業」
と評価した明治維新が勃興したのも、ここ、長崎でした。

『開会挨拶』で長崎大会の幕は切って落とされました。前日

第11回ドラッカー学会大会を長崎で開催するにあたり、

から長崎入りして、
「さるく」
（＝長崎弁で「ぶらぶら歩く」の

大会テーマ「志 ドラッカー Ambition. DRUCKER.」を

意）を楽しんだという三浦代表。長崎の街の魅力も語って

標榜し、今大会に関わるすべての人たちが志を打ち立て、

いただきました。
10：05、続いて、田上富久氏（長崎市長）による『ウエ

長崎から新しい価値を創り出し、延いては新しい日本を創

ルカムスピーチ』です。自らもドラッカリアンである田上市長

る機会とします。

は、しばしばドラッカーの思想やキーワードを市政に反映さ

…実のところ、ドラッカー学会に関わる者として、
「是非と

せています。

も、長崎で学会大会を開催したい！」という強い想いがあっ
たわけではありません。それは、2013年度に実行委員の一

例えば、ある年の施政方針において、
「大きな変化の時

人として関わらせていただいたあの伝説的な福岡大会の後

代を乗り切るためには、いくつか大事な考え方があると私は

であっても、長崎での開催にリアリティを感じませんでした。

思っています。
（中略）2つ目は、
「すでに起こった未来を探

では、なぜ開催できたのか？

す」ということです。
「すでに起こった未来」という言葉は、

それは、長崎で開催「したい」と言うよりも、長崎で開催

ピーター・ドラッカーの言葉です。未来は突然やってくるの

「できる」環境が運命的に整ったからこそ開催に至ったとい

ではなく、最初は小さな変化として表れ、やがて重大な影
響を及ぼすようになる。だからこそ、その変化の兆候、すな

う感覚です。
どのようにして、
「できる」環境が整えられていったのか？

わち「すでに起こった未来」を探すこと、その小さな変化に

̶その発端を辿れば、冒頭に紹介した野田一夫先生の「問

気づき、必要な対応をとることが、未来への備えへとつな

い」があり、その後、ドラッカー学会へ入会。当時、九州支

がっていきます。
」と、述べられていました。
10：10、
［午前の部］メインは、実践者による『実践報告』

部として活動していた『福岡読書会』への参加。読書会のノ
ウハウを修得。長崎における読書会の拡がり。共に学ぶ仲

です。冒頭、小松由里子さん（長崎ファシリテーション研究

間たちの存在。

会 副会長 事業ファシリテーター）より、当日プログラムに記

長崎大会開催が決定するや、仲間たちと大会実行委員

載されている「重要な問い」が会場へ投げかけられました。

会を立ち上げ、本番まで10数回に及ぶ準備委員会を開催。

◯問い1. あなたが想い描く、本日大会終了時のあなたの

メンバそれぞれの位置づけと役割を明確にし、それぞれの

ゴールとは何か？即ち、当大会に参加して得るべきこと、

貢献により、大・盛会という成果へと繋がったのです。

自らのあるべき姿とは？そして、明日の朝から何をします
か？

登壇者・スタッフなど当大会に関わったすべての長崎人

4
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◯問い2. あなたは「何によって憶えられたいか」？あなた
の “志” をきかせてください。

これらの「問い」は、名著『非営利組織の経営』
（1990）
P.F.ドラッカー著 上田惇生訳 ダイヤモンド社刊
「私が13歳のとき、宗教の先生が、何によって憶えられた
いかねと聞いた。誰も答えられなかった。すると、今答えら
れると思って聞いたわけではない。でも50になっても答えら
れなければ、人生を無駄にしたことになるよといった」
「今日
でも私は、この問い、何によって憶えられたいかを自らに問
いかけている。これは、自己刷新を促す問いである。自分自

岩崎夏海氏＆井坂康志氏『トークセッション』
（インタビュア：田中美吉子）

身を若干違う人間として、しかしなりうる人間として見るよ

ほどの成果をあげました。当日は、園田裕史大村市長もご

う、仕向けてくれる問いである」からインスパイアされたもの

来場くださいました。
11：30、6組目の登壇者は、時津薫さん（私だけのドラッ

です。
特に、
「明日の朝から何をしますか？」という問いは、登

カーを推進する会／当大会スーパーヴァイザ）
。前述した

壇する6組すべての実践者へも投げかけられました。コンサ

『福岡読書会』を主催し、2013年福岡大会の実行委員長

ルタントでもあったドラッカー自身も常に用いていたという、

も務め、長崎大会へ繋がるルーツを創られました。過去の

実践を促す「問い」です。

艱難辛苦を乗り越えて今はドラッカーに向き合う日々。その
真摯な姿勢は多くの参加者の感動の涙を誘いました。

10：20、1組目は3名の登壇者によるリレー形式での発
表となります。スタートを切ったのは、香川明世さん（なが

11：42、最後は、菊森淳文さん（公益財団法人ながさ

もげ会 代表）
。これまでなんと230回を超える朝活勉強会

き地域政策研究所 所長／当大会スーパーヴァイザ）によ

（週1回開催）を主催。うち、月1回『実践するドラッカー』

る、全6組の発表を総括。広く深い智見に基づく愛あるコメ

シリーズを課題本としたドラッカー読書会を開催している、

ントがすべての発表者へプレゼントされ、午前の部は終了

長崎におけるドラッカー継続学習のパイオニアとも言える存

しました。

在です。
バトンは、吉村淑子さん（株式会社デュエル 課長）へ。

4 ［午後の部］

通所介護事業所に管理者として従事。ドラッカー・マネジ
メントを使って成果をあげ、ながもげ会読書会においてファ

13：20、
『基調講演』は、前述のとおりです。

シリテータも務めています。

14：45、野田一夫オン・ステージに興奮冷めやらぬ会

アンカーは、野口裕貴さん（株式会社東京リーガルマイ

場を、
「皆様！こんにちは！」と元気印の挨拶が駆け抜けま

ンド 長崎支社長／NPO法人ナガサキ・ドリームプロジェク

す。その声の主は、司会をバトンタッチした濱田真理子さん

ト 副代表理事）
。長崎県内でそれぞれに活動していた各読

（いさドラQueen）
。彼女も、勿論、長崎が誇るドラッカリア
ンです。

書 会 を統 括・ネットワーク化 する組 織、Beyond The

14：50、
『大航海（公開）読書会』と銘打ち、
『非営利組

DRUCKER 長崎（通称：ビヨドラ）の「変化の時代にブレ

織の経営 第Ⅴ部 自己開発』を課題とした、模擬的な読書

ない長崎を創る」取り組みについて報告がなされました。

会がステージで展開されました。

10：34、2組目の登壇者は、児島正吾さん（新大工町地
区市街地再開発準備組合 理事長）
。長崎市民に古くから

ツイン・ファシリテータを務めるのは、函館より、吉田麻

親しまれる商店街・新大工地区の再開発事業に関わる苦

子さん（株式会社カラーディア 代表取締役）
。埼玉より、和

悩のドラマを語りました。

光良一さん（株式会社日興電機製作所 代表取締役社
長）
。

10：48、3組目の登壇者は、野田信治さん（株式会社
Attic coﬀee and dining 代表取締役）
。自ら経営者であり

読書会登壇者は5名。まずは、長崎を代表して、杉澤美

全国的なバリスタでもありながら、新規事業としてカステラ

保子さん（社会医療法人春回会ヘルパーステーションめざ

製造も手がけ、国内は勿論、韓国や台湾にまで輸出してい

め管理者）と、髙比耒真紀さん（Beyond The Drucker 長

るほど人気を呼んでいます。

崎）
。髙比耒さんは、当大会オリジナル「真摯さ」Tシャツを
着用して登壇。このTシャツは大会会場限定で販売され、

11：02、4組目の登壇者は、林徹さん（長崎大学経済学

人気を呼びました。

部・大学院経済学研究科 教授）
。大学院の講義さながら

札幌より、清水祥行さん（Dサポート株式会社 代表取締

に、ビジネス現場で使える示唆に富んだ様々な問いが会場

役）
。
『真田丸』で盛り上がる上田より、米津仁志さん（ささ

へ投げかけられました。
11：16、5組目の登壇者は、馬場宏幸さん（大村市競艇

や株式会社 代表取締役社長）
。福岡より、奥田誠さん

企業局 次長）
。全国24競艇場のうち24位だった業績を、

（Creative Human 代表）
。奥田さんは、2013年福岡大会
において私と共に実行委員も務めました。

顧客主義を貫く経営改革により6位にまでV字回復させる
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当大会の参加者数は、公式発表で128名。ただしスポッ
トでのご来場を含めると150名超の方々に関わっていただ
きました。あらためて、ご参加の皆さん、そして大会を支え
てくださったスタッフの皆さんに心より御礼申しあげます。
前日11月18日（金）の『軍艦島ツアー』に始まり、渋ドラ
ビヨドラ共催の『前夜祭』
、翌11月20日（日）のオプショ
ナルツアー『龍馬が見上げた長崎の空さるくツアー』まで、
ずっとスマイルの絶えない大会でした。
それは、実行委員長を仰せつかった私のカラーと言われ
ればそうかも知れませんが、やはり女性の存在が大きかっ

長崎大会実行委員会

吉田さん、和光さん、清水さん、米津さん、奥田さんの5

たように思えます。彼女たちの存在は、ドラッカーはオジさ

人は、私と共に、ドラッカー学会理事である佐藤等さんに

んたちのモノという世のイメージを爽快に打ち壊し、これか

師事し、ドラッカー読書会ファシリテータとして認定を受け

ら新しい長崎を創っていくことでしょう。

た同期生たちです。
大会終了後の18：00、矢太樓さんの別会場において懇

各々がそれぞれの分野におけるドラッカー・マネジメント
実践者であり、読書会ファシリテータとして各地で活躍中

親会が開催されました。疲れた様子も見せず、懇親会にま

の仲間たち。その心強い彼らが舵を取っているので、悠然

でご参加くださった野田一夫先生の周りにはいつも人が集

たる大航海の様相です。和光さ

まり、交流を心から楽しまれてお

んが、大航海（公開）になぞらえ

りました。流石に「朝まで」とは、

て、
「ファシリテータを引き受け

なりませんでしたが。
（笑）
その後も、長崎・思案橋へ場

たことを、すでに後悔しています」
と最初に発言したのはまったく

所を移して、有志による、終わる

想定内の出来事です。
（笑）

ことのないドラッカー談義が明
け方まで続いたとのことです。

同じ価値で繋がっている仲間

さて、冒頭の「問い」に戻りま

が日本全国にいるという喜び。

す。

私自身、ドラッカー学会に身を
置くことの幸せを感じた瞬間で
した。

野田一夫先生と『大航海（公開）読書会』登壇者

今を遡ること10数年前。
「鬼塚くん、君の“志”を聞かせ

てほしい。“志”を大いに語りなさい！」

このセッションの終わりには、ファシリテータを務めた吉

さて、野田一夫先生の問いに当時の私はなんと答えた

田麻子さんの著書、
ドラッカー読書会を題材にした小説『人

か？

生を変えるドラッカー』が、ダイヤモンド社より12月2日に出

…実は、即答することができなかったのです。それまで志

版されることがアナウンスされました。

なんて考えたこともなく、
「目の前の石臼だけを見て」人生

16：10、当大会最後のプログラム『トークセッション』は、

の荒波にただ流されていただけの存在でした。

岩崎夏海さん（作家、岩崎書店CEO）
と、井坂康志さん（ド
ラッカー学会理事、ものつくり大学特別客員教授）の双璧

野田先生の問いを機会に、何度かの刷新を経て打ち立

に、長崎が誇る「昭和のキャビンアテンダント」田中美吉子

てた最新の“志”は、
「新しいNIPPONのクオリティ・オブ・

さん（IAA長崎校校長（ヒューマンナガサキ 代表）
）がイン

ライフを創り出す！」…私はこのように憶えられたい。

タヴューしていくという、スリリングな当意即妙の展開と、常
人生という大航海。志という源流にむかい、今日も自ら

人には及びもつかないお二方の明察力に会場も大いに沸き

舵を取っています。愛する家族・仲間たちと共に…。

立ち、大興奮のうちに大会は幕を閉じました。

最後は、あの孫正義氏も魂を震わせた野田一夫先生の

5 何をもって憶えられたいか？

名言をもって、レポートの擱筆とします。

当大会『第11回ドラッカー学会大会 in 長崎』は、世界

然とした個人の願望だ。

「君は、夢と志の違いを知っているか？夢というのは、漠

新三大夜景一望の宿 矢太樓において開催されました。大

車を買いたい、家を持ちたいというのは、みんな夢だ。で

会のすべてのプログラムが終わった頃には日も暮れて、長

も、そんな個々人の願望をはるかに超えて、多くの人々の願

崎固有の稀有な地形と歴史、そして市民の生活の営みが

望、夢を叶えてやろうじゃないかという気概を志と言うんだ。

織り成す光群を眼下にすることができました。世界に名だ

夢は快い願望だが、志は厳しい未来への挑戦だ。だから、

たるモナコ、香港に並び称されるその夜景を堪能した参加

志と夢ではまったく次元が違うぞ。夢を追うなんて程度の男

者も多くいらっしゃったのではないでしょうか。

になってはいかん。志を高く持て！」
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「ドラッカー学会大会 in 長崎」に
行ってきました！

2016年11月19日（土）に第11回ドラッカー学会大会が長崎で開催されました。大会会場は、世界新三大
夜景の宿「矢太楼」。全国から学会員、一般聴講者を含めて150名以上のドラッカリアンが集まりました。今

回の大会テーマは「志 ドラッカー」。志に熱い歴史の先人たちが集まり、時代を変えていった日本の震源地、
長崎にふさわしいテーマでした。

報告者：ドラッカー学会会員 企画編集委員 北村 和敏

「軍艦島ツアー」
と
「前夜祭」

するだけでも炭
鉱夫たちの息使

■いざ、軍艦島へ

いが聞こえてくる

今回、長崎大会のスタッフの計らいで、明治日本の産業

ようでした。老朽

革命遺産「軍艦島」ツアーと前夜祭が行われました。ツアー

化が進んできた

希望者は20名で、長崎ドラッカー読書会の髙比耒さん、濱

ために近い将来

田さん、林田さんにツアーの先導をしていただきました。
「軍

は、上 陸ツアー

艦島」
（正式名：端島炭鉱）は、2年前に世界文化遺産と

がなくなるとの話

なり、観光客が絶えないだけに船内は超満員でした。小雨

がありました。関

交じり（長崎は今日も雨だった）の天候の中、長崎港から

心のある方は早

フェリーで目的地の「軍艦島」に向かいます。

めの見学をお勧

参加者昼食

めします。帰りの

約20分の移動ではありましたが、沖合は波が高くなり、
雨も本格的に降り出して、上陸が心配されましたが、なんと

フェリーの中で

か上陸成功。1890年から1974年の閉山まで日本の産業

は、最近の長崎

発展を支えてきた海底炭鉱の地に立ちました。ピーク時

名物「カステラア

矢太楼南館

イス」を食べながら軍艦島を後にしました。

（1960年頃）には5000人を超える人が集まり、生活の居
住空間が形成された一つの街で、そのころの人口密度は世

■「前夜祭」〜長崎 東京のコラボレーション

界一（東京都の9倍）だったとのことです。今は廃墟と化し

長崎港に戻り、徒歩で長崎が誇る中華街である「新地」

ていますが、日本の一時代を支えてきた歴史の重みを感じ

に移動。江戸時代の鎖国の時代を思い浮かべながら、本

る場所です。

場のちゃんぽんと皿うどんを堪能しました。

ツアーの解説スタッフの話しを聴きながら、当時を想像

ホテルのチェックイン後に、メイ
ンイベントの「前夜祭」が長崎市出
島交流会館で開催されました。前
夜祭といっても至って真面目な交
流会です。東京で井坂氏、勝俣氏
が主宰されている「渋沢ドラッカー
研 究 会」と長 崎 の「Beyond The
Drucker Nagasaki（通称：ビヨド
軍艦島上陸

ラ）
ドラッカー読書会」とのコラボ

軍艦島集合
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えている課題への実

です。第一部では「渋ドラ
in 長崎」と題して、グルー

践事例を披露してい

プディスカッション形式の

ただきました。この実

研究会スタイルが紹介さ

践 発 表 の ファシリ

れました。そして第二部

テータ役の小松真由

では「いつもの長崎の読
書会」と題して、ファシリ

左から奥田誠氏、米津仁志氏、清水祥行氏、
髙比耒真紀氏，杉澤美保子氏

吉田麻子氏と和光良一氏

子氏からは、登壇者
一人ひとりに「あなた

テータ役の吉村さんと小松さんを中心に読書会風景を見

は明日から何を志しますか」という投げかけがありました。

せていただきました。お互いの研究会メンバーが交流する

ドラッカー思想の「実践なくして成果なし」の精神が伝わる

合同イベントは今回が初の試みではないでしょうか。

素晴らしい時間でした。
基調講演では学会顧問の野田一夫先生にご自分の人生

お互い感動し合いながら、熱気あふれるあっという間の2

を振り返りながら、人の生き様と志、さらにドラッカーとの

時間10分でした。
懇親会では学会で実践報告されたご本人が経営されて

出会いと思想について、野田節をさく裂して頂きました。昭

いる野田様の計らいで、自ら経営されているベーサイドのお

和2年生まれの御年89歳とは思えない話しぶりとウイットに

洒落なレストランバーでビールとワインを飲みながら、時を

富んだ話術に聴講者は大いに魅了されました。

忘れて語り合いました。終了した時、すでに日付は翌日の

■公開読書会と語らいの場

11月19日（土）
。その日はドラッカーの誕生日です。まさに、
記念と記憶に残る前夜祭となりました。ビヨドラのスタッフ

そして午後の部の、大航海（公開）読書会では、ファシリ

の皆様に心から感謝・感謝です。本当にありがとうございま

テータ役の吉田麻子氏と和光良一氏の進行で7名による公

した！

開読書会が開催されました。ドラッカーの難しそうな言葉
や考えをかみ砕いていくやり方で、参加者メンバーが腹落

■そして、
「ドラッカー学会大会in 長崎」のオー
プニング

ちできる読者会方式でした。聴講者は読書会の一つの方

ウエ ル カムス

トークセッションではゲストの岩崎夏海氏と学会理事の

ピーチでは自称ド

井坂康志氏に本大会のテーマである「志 ドラッカー」につ

法を共有できたのではないかと思いました。

ラッカリアンである

いて語っていただきました。熱気に包まれながら大会は終

長崎市長の田上富

了し、懇親会へと移っていきました。懇親会には基調講演

久 氏から、歴 史の

の野田一夫先生も出席され、参加者からの個別の質問や

中で多様性を身に

記念写真にも、快く応じていらっしゃいました。

つけ、伝 統と変 化

懇親会では美味しい料理を堪能しながら、時間を忘れ

を望む街となった長崎の魅力を話していただきました。午

るほど、初めて会う学会員同士の熱い語らいの場となりま

前中は、長崎でドラッカーを勉強しながら、本業に活かして

した。参加者のみなさんが、新しいネットワークづくりにつ

いる6組の登壇者が個人・企業・エリアにおいて長崎で抱

ながったようでした。

野田一夫先生

【ドラッカー学会 長崎読書会のご紹介】

長 崎 に は、非 営 利 団 体「Beyond The Drucker Nagasaki」通 称「ビ

ヨドラ長崎」を主軸に、県内に6つの読書会を持っている。長崎市内には、

「ながもげ 会『ドラッカー 朝 活』」
と「滑 石ドラッカー 読 書 会」、諫 早 市に
は、
「 諫 早『実 践するドラッカー』シェア会」
と「いさはやドラッカー 読 書

会trip」、大村市には「大村ドラッカー読書会」、そして壱岐では「ドラッ

カー 読 書 会＠壱 岐」の 計6つの 読 書 会 が 開 催されている。
ドラッカーを学び、実 践しているメン

バーたちである。前 夜 祭・後 夜 祭を含めて今 大 会の企 画と運 営は、この長 崎の読 書 会の有 志によ

る手 作りであった。長 崎 全 土に広がるドラッカーネットワークの目的が 素 晴らしい、
「 志を持って
長崎の生活の質を向上させよう」である。
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実 務 家の視 座

円城寺 雄介 氏「はみだし公務員の挑戦」
〜「 先 憂 後楽」を胸にドラッカーを実践する〜
ドラッカーは、自分の

その後、円城寺氏は、本庁の生産者支援課、職員研修所と

ミッションを自覚し、当

異動をした。職員研修所では、本来の研修業務だけではなく、

事者意識を持って社会

人事の仕事にも携わった。その時に県では、たまたま人事制

や組織に貢献すること、

度の改革を実施していたのだ。人事では、色々な経験ができ

また、変化をチャンスと

た。職員に新しい人事制度を浸透させる仕事にも携わった。

捉えて行動することの重

人をやる気にさせるのは難しいと思った。一定の成果は出せて

要性を説いている。ここ

も、なかなか変わらない組織の体質に自らの力の至らなさを感

では、その実践例として、円城寺雄介氏の活動を紹介したい。

じることもあった。

円城寺氏は、佐賀県庁の公務員として、組織の壁を越えて、
救急車へのiPad配備やドクターヘリの導入など、救急医療体

2. 人材マネジメント部会との出会い

制の変革を成し遂げた人である。近年、公務員の体験記『県
庁そろそろクビですか?
「はみ出し公務員」の挑戦』
（小学館新

そんな時に入ったのが、早稲田大学マニフェスト研究所の

書）を書き、話題になった。今回は、そのような円城寺氏の活

人材マネジメント部会である。人材マネジメント部会は、先進

動を紹介する。

的な取り組みを続けている地方自治体を事例とし、管理型人
事システムから経営型人事システムに移行することなどを目的
に設立された研究会である。円城寺氏は、この時ドラッカーも

1. 円城寺氏の生い立ちと県庁での活動

学んだ。

円城寺氏は、1977年に佐賀県で生ま

人材マネジメント部会は一種の道場で

れ、佐賀県で育った。10代前半のころは

あった。当時、早稲田大学マニフェスト研

父親の本棚にあった『三国志』
（吉川英治

究所の所長だった北川正恭氏などから鍛

著）をきっかけに歴史にのめりこんだ。本

えられた。人事改革の仕事では、攻める仕

当は歴史学者になりたかったのが、当時は

事をしているつもりだった。しかし、それま

後にロストジェネレーションと呼ばれる就

では思うように変革が進まないことがあっ

職超氷河期で、歴史の道を進むことができ

ても、どこかで組織や体制のせいにして、

ず、結局何となく県庁に就職した。当時は、

本気で自分の問題として捉えていなかった

必ずしも志が高くて県庁に入ったというわ

ことを思い知らされた。この人材マネジメン

けではなかったという。

ト部会では、公務員にありがちな「落としど
ころ」を意識したきれいにまとめようとすることをほじくり返され

最初の配属は土木事務所だった。ここは、本庁ではなく現
地機関（出先機関）である。
円城寺氏は最初に現地機関に行っ

た。お前は何故やらないのか、自分が何をするか、
「一人称」

たのは、ラッキーだったと言う。顧客（県民）と接する職場だっ

で徹底的に考えさせられた。
公務員は目先の業務をこなすだけでなく、本来あるべき姿を

たので、顧客への価値の提供を意識せざるを得ない所だった。
また、ここにいて徹底した「現場主義」が身に付いた。たとえ机

模索したり、地域に新しい価値を生み出したりする仕事をしな

上の書類仕事だけで完結するとしても、物事を進めるときは現

ければならない。人材マネジメント部会に2年間通ううちに、た

場を必ず自分の目で見てからでなければいけない。どのような

とえ一職員に法律や仕組みを変える権限がないとしても、やり

場所であっても足を運び、住民と話をすることで思いがけない

方を工夫すれば課題解決の道が見つかるかもしれない、と思

発見も多々あった。さらに、ここで法律の成り立ちの重要性も

うようになった。無意識に「自分にできることはここまで」と線引

学んだ。公務員が行う仕事の一つひとつには、根拠となる法律

きしていた殻を破ることができた。変革を自ら起こしていくこと

や規則が存在している。現場を見て、状況にそぐわないルール

の大切さに気付き、就業時間後、部署を超えて自主的な勉強

があれば改革が必要ではあるが、そのためにはまず現行のルー

会を開くなどするようになった。

ルとその成り立ちをよく理解していなければいけない。
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3. 医務課への配属とドラッカーの実践

4.ドラッカーの実践で山が動いた

その後、健康福祉本部の医務課へ異動になった。医務課は

ドラッカーは、
「イノベーションに成功するには焦点を絞り、

業務量が多い。人心がすさんでいた。仕事は押し付けあうよう

単純なものにしなければならない」と言った。そこで、彼の言

な状況であった。自分の関係する救急医療の人などが話を聞

葉のように、自分の中で何が一番気になったかを考えた。様々

いてくれない。自分の仕事に価値をどのように見出すのが難し

な課題があったが、一番気になったことは、現場で情報が共

い。課題は山のようにある。このような厳しい状況の中で、円

有できないことであった。救急隊員は病院を探して電話をかけ

城寺氏は、かつて読んだドラッカーを、再度読んでみた。そう

まくり、病院側は他の病院の救急車受入状況がわからないの

すると、ドラッカーが全く違う風に思えた。それ

で自分たちだけが苦労していると疑心暗鬼に

まで、ドラッカーを読んでいて頭では理解してい

なっていた。そこで情報端末を救急隊員に持た

たが、今度は心で読んだ。本当の意味でドラッ

せることを考えた。小型のパソコンを持たせるこ

カーと会った。
「真摯さ」
という言葉に一番グサッ

とはできないか。

と来た。他人のせい、周りが悪いではなく、きち

しかし、これは救急医療を携わる人に拒否さ

んと向き合うことが重要だと思った。

れた。一刻を争う救急現場の中で、パソコンの

救急医療を中心に膨大な仕事を担当したが、

キーボードを操作する時間はない。試行錯誤を

その時に、資料や新聞記事で得られる情報に

する中で、iPadを見つけた。これなら受け入れ

は限界があるし、やはり救急現場で何が課題と

てもらえそうだ。県内すべての救急車にiPadを

なっているか知らなければ仕事はできないと

配備し、救急搬送情報を“見える化”するシステ

思った。現場を見ることが重要である。そこで、

ムができないか。このためには、関係者に自分

救急車に同乗させてもらえるよう何度もお願い

の考えを受け入れてもらう必要がある。そのため

した。現場で目の当たりにしたのは救急医療に

には、共通の目的が重要である。いかに救急患

携わる人たちが置かれている厳しい現状であっ

者の病院の搬送を早くし、人の命を救うかが、

た。救急隊員が、救急患者を受け入れる病院を探さなければ

共通の目的である。一人ひとりコツコツと話をしていった。キー

ならない。何度電話をしても病院から断られ、受け入れ先の病

パーソンが誰かを考え、キーパーソンの共感者を増やしていっ

院が決まらない。救急隊員は、別の病院に電話をするたびに、

た。更に、システムの構築・予算の工面など様々な困難があっ

何回も同じ患者の状態や経過などを説明しなければならない。

たが、これらを乗り越え、最終的に“見える化”するシステムの

それでも嫌な顔ひとつせず、丁寧に対応している。一方、患者

導入をなしとげた。

を受け入れる側の病院の医療現場も見た。救急医療の現場

このシステムではiPad上で地区と症状、診療科目を選択す

では、ひっきりなしに搬送されてくる患者に、文字通り医師は

ると、現在、受け入れ可能な病院がリストアップされる。また、

飛び回って対処や治療をしている。医療機関が救急隊員の要

各病院の救急車受入件数と断った件数もほぼリアルタイムで

請を断っているのは、実際に受け入れができないからだ。

表示される。これにより、佐賀県で、それまでは増える一方だっ

救急搬送

た患者の搬送時間が減少した。更に、様々なデータが取れる

の現場で見

ようになり、分析ができるようになった。そして、これらのデー

た理不尽な

タの分析により、新しく、ヘリコプターで医者を現場へ運ぶ「ド

状況を何と

クターヘリ事業」
も佐賀で実現することができた。
これらにより、

か改善をし

人の命がより多く救えるようになった。それだけではなく、この

なければな

システムは佐賀県以外にも、他の多くの県でも導入されるよう

らない。しか

になった。

し、単 な る

能力や役職に関係なく、本気になれば世の中は動く、でき

医務課の一

ないことは山ほどあるが、やってみれば山は動くと確信した。ド

職員として何ができるか。問題は複雑に絡み合っている。自分

ラッカーを読んで、学んだことは実行に移す「知行合一」が大

には、これらの体制を一気に変える権限は持っていない。円城

切だと思った。ドラッカーを実 践し、アクションを起こす、

寺氏は、自分がぶち当たったときに、ドラッカーを再度読み返

草莽崛起、一人称で考え自分で行動する。円城寺氏は、

す。なすべきことを考える、機会に焦点を当てる。成果を上げ

2013年のドラッカー学会の福岡大会において、
「公的セクター

るには手を広げ過ぎてはいけない。一つのことに集中する必要

『成果を定義し仕事で成果を上げる』
」と題して、発表を行っ

そ う もうくっ き

た。

がある。自分の中でプライオリティをつけてやる必要がある。
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せ ん ゆ うこうらく

高経営責任者）も務めている。そして、総務省のIoTの実験に

5. 先憂後楽による、更なる社会貢献へ

参加している。

円城寺氏は、その後、2014

円城寺氏は、自分の考えを広く伝え、多くの人に「先憂後楽」

年に情報・業務改革課の所属

のバトンを渡すために、自分の体験記『県庁そろそろクビです

になり、地域のICT化推進や

か?「はみ出し公 務員」の

オープンデータ業務を担当し

挑戦』を書いた。
ドラッカー

た。ここでは、救急現場を“見

の 言う「真 摯さ」は、なす

える化”して変革した経験から

べき課題に、きちんと向き

今度は行政や政治も“見える

合い、自分の課題として一

化”して変革できないかと思

人称で考えることである。

い、オープンガバメントといっ

円城寺氏は、これからも、

た点に力を入れて、行政の透

自分のなすべき社会課題

明性を高め住民の参加や協働を促す業務を推進した。そして、

に一人称で向き合い、組

2016年には政策課の所属になり、より広い立場から、県政の

織を超えた様々な人と連

プラスになることを自分で考え、道筋をつけて下支えする役割

携しながら、より良い未来

を担っている。

社会をつくりたいと語った。

円城寺氏の座右の銘の一つに「先憂後楽」がある。
「世の中
の課題に先んじて取り組む」
という意味である。現代の日本は、

円城寺 雄介（エンジョウジ

高齢化をはじめとして様々な課題が出ている。歴史好きの円城

ユウスケ）

1977年、佐賀県生まれ。立命館大学経済学部卒。2001年佐賀県庁に入庁。

寺氏は、先憂後楽の例として、幕末の佐賀藩藩主、鍋島直正

2008年、早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会において「経

を揚げた。彼は、幕末の日本の危機的状況にあって、佐賀藩

営型、課題発見解決型」の自治体人材マネジメントを学ぶ。2011年、全国初と
なる県内全救急車にタブレット端末iPadを配備した救急医療情報システム

の藩政改革を成し遂げ、西洋の技術を貪欲に取り入れた人で

（99さがネット https：//www.qq.pref.saga.jp/）を構築、運用開始。2012年、

ある。アームストロング砲や蒸気船を独自に作り上げた。天然

MCPCアワード2012グランプリ・総務大臣賞、全国知事会 先進政策大賞な

痘を根絶するために、オランダから牛痘ワクチンを輸入し、長

どを受賞。2013年には第8回「マニフェスト大賞」復興支援・防災対策賞 優
秀賞も受賞している。2014年、情報・業務改革課 地域情報推進担当主査。総

男の直大で試験した後、大坂の緒方洪庵にも分け与えている。

務省からも委嘱を受け、総務省ICT地域マネージャー、総務省地域情報化アド

このような活動の結果、明治維新後、佐賀藩は、
「薩長土肥」

バイザーとして変革を全国へ広げている。2016年には、政策課さがデザイン

の肥前として、数々の有為な人材を明治政府に送り込んだ。

担当主査。4月の熊本地震では佐賀県庁のリエゾン（連絡調整員）として本震
直後から現地入りし、佐賀県被災地支援チームとして尽力。ネットワークも広

円城寺氏も「先憂後楽」を座右の銘として、現代日本の課題に

く、講演活動なども全国で積極的に行う。現在はドローンなどの最新技術活用

先んじて取り組みたい。

にも取り組んでいる。

救急のiPad導入は、患者を最適な病院へ迅速に運ぶため
のツールではあるが、そもそも救急患者の発生自体を減らすこ
とができないだろうか。昔は怪我や事故で救急車に乗ったが、

取材後記

高齢化の進展により、今は病気で運ばれるようになった。病気

今回、取材をしてみて感じたことは、想いの大切さである。
「何をもって憶え
られたいか」
「自分の強みは何か」を考え、自分の貢献について想いを持つ。そ
して、当事者意識を持ち、変化をチャンスに変えるために1人称で行動するこ
とが重要であると思った。円城寺氏の「先憂後楽の想い」や「ドラッカーの真摯
さの実践」は素晴らしい。しかし、それだけではなく、更に素晴らしいのは、成
果を実現するそのやり方である。現場主義、優先順位、住民への具体的な価値
の提供、政策の成り立ちの考慮、共通の目的と共感性など、そのやり方が、地
に足が着いている。私も、ドラッカーを頭で読むだけではなく、円城寺氏のよ
うに心で読んで実践したいと思った。
（企画編集委員 中野羊彦）

で運ばれる人の増加は、脅威ではなくて、機会・チャンスであ
る。突然のケガや事故は予測できないが、病気で倒れる前に
はほとんどの場合、数日前から体の違和感や兆候が見られる
からである。そこで、ウェアラブルのツールなどで体調の異変を
見逃さない仕組みを作る。例えば、血液の成分をリアルに計
測し、24時間以内に脳梗塞を起こす等の予兆を見る。こうい
うことをやらないと医療費が増大する。社会保障費が増加す

円城寺氏に今回じっくりとお話を伺うことができ、その熱のこもったお話し
ぶりと内容に感動した。一般的に「お役所仕事」という言葉は良い意味では使
わないが、円城寺氏のような方が、熱い思いで行動すれば「お役所だからこそ」
できることが沢山あると気づかされた。衝撃的なタイトルの著書『「はみ出し
公務員」の挑戦――県庁そろそろクビですか？』も、ご自身が全国の自治体に必
要だと考えるサービスを知って貰い、日本全国に広めるためでもあると知っ
た。 会社の仕事で悶々としている人も、読んで元気を貰えます。円城寺氏に
は、したたかな多面的活動で、これからも益々のご活躍を期待したい。

る。ここを何とかしたい。また、かつての佐賀藩が先端技術を
取り入れたように、ドローンでAEDや薬剤を運んだり、ロボッ
トや人工知能を活用することも考えたい。こういった取り組み
は県庁の仕事ではないので、有給休暇などを使って個人的な
活動として行っている。ドローンやウェアラブル機器の活用で

（企画編集委員 上野周雄）

は、一般社団法人EDACを有志と一緒に作り、そこのCEO（最
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「英語でドラッカーを学ぶ会」研究会
はじめに〜
「英語でドラッカーを学ぶ会」とは
本研究会は、2007年の3月に第一回を開催し、今年の3月

のか等、その表現の解釈をめぐり議論を

で満10歳、11年目になるドラッカー学会内で最初にできたド

することも多々あります。それらの作業を

ラッカー学会員対象の研究会です。

通してより一層ドラッカーの本質に迫るこ
とが出来ると考えています。

設立のきっかけは、私が1971年に米国駐在をする際に購

テキストは、
『ドラッカー 365の金言』

入した、英語による外国人とのビジネスの指南書ともいえる『現
代のビジネス』
（文藝春秋、1970年）全5巻の著者である小林

の原著であるThe Daily Druckerを使って

薫先生にドラッカー学会設立準備会でお目にかかったことで

います。一時期（2013年11月〜2016年3月）は、
『明日を支配

す。小林薫先生は、1959年のドラッカー初来日時の箱根の講

するもの』の原 著Management Challenges for the 21st Centuryの

演会の通訳者であり、ドラッカーの著書だけでなく、多くの翻

数章を学びましたが、より幅広くドラッカーの著書を網羅して

訳書や著書を出しておられます。このビジネスと英語に精通し

いるThe Daily Drucker に戻りました。そこから別の原著の内容

た小林薫先生に会員有志とともに、ドラッカーの原著の言語

を知ることにもなるからです。

である英語を通じてドラッカーを学びたいとご指導を願い出た

参加者は、原則ドラッカー学会員で、継続参加が可能な方

ところ、先生にも同様の想いがあり、快諾いただきました。会

であれば、英語の能力は問いません。現在は、小林先生が体

場も上武大学教授の谷崎先生が、東京駅前の大学院テライト

調を崩されて来られませんが、2007年の発足当初からのメン

教室を使えるようにアレンジしてくださり、準備が整った2007

バーや、また、総会・講演会の発表で本研究会の内容を知り

年3月からスタートしました。

参加するようになったメンバーもいます。

当初は、ドラッカーだけでなく小林先生の著書やいろいろな

直近一年の月毎の参加者数は平均8名、限られた時間内

テキストを使い、
「ドラッカーを通じて英語を学ぶ会」の趣もあ

に全員が発言するのには適当な人数です。とは言え、未だ少し

りました。現在も、英語の読書会あるいは英語を学ぶ会と思わ

余裕があるので、興味のある方は是非参加してください。参加

れ、参加を申し込まれる方が居りますが、参加者が順番に原

メンバーを増やし、多くの方と意見交換ができると良いのです

著のテキストを翻訳し、翻訳した範囲の興味のあるテーマにつ

が、本研究会の中で全員が発言できる環境を維持することを

いて数名が深読み発表をする形態をとっています。この方法に

考えると難しい問題です。そういった意味からも、他にも同様

より、もちろん英語も学べますが、目的は翻訳の背景にある幅

の研究会が出来て、それらの会との交流や多彩なゲストをお

広い知識を得て、よりドラッカーの真意に迫ることです。また原

招きし、幅広く学んでいきたいと考えています。

著を少しずつ丁寧に読み下す翻訳の段階で、何故その単語が
使われたのか、何故その単語がイタリック体で表記されている

英語でドラッカーを学ぶ会 主宰

上野周雄

【研究グループ活動】

「英語でドラッカーを学ぶ会」〜そして、様々な文化、歴史を学ぶ場所〜
「英語でドラッカーを学ぶ会」の取材をする
にあたって

ました。
この会を主宰されている上野さんは、
ほぼ全部のドラッ
カーさんの著作を原書で蔵書されていること。この中に

今回の「英語でドラッカーを学ぶ会」の取材にあたって、

は、米 国 で 大 い に 売 れ た が、邦 訳 の な いA Functioning

ドラッカーさんの原書を見てみました。私が唯一持つドラッ

Societyという、是非触れてみたいものなどが多くありま

カーさんの英語の図書は、The Practice of Management、すな

す。

わち『現代の経営』です。学部名と名前が下手な文字で書

そのような熱い思いをもった上野さんが、ドラッカー

いてあって、学生の時に買ったまま書棚にありました。数

さんとは40年を超える親交があり、またビジネス英語で

十年ぶりに手に取ってみました。久しぶりにその英文を

は日本屈指の小林薫先生と、ともども立ち上げたのが、当

読んでみると、ドラッカーさんの云わんとする所が響き

学会第一号の研究会「英語でドラッカーを学ぶ会」です。
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この会では、ドラッカーさんの書いた文書そのもの触れ、

ドラッカーさんの原文は、硬めの英文であり、母国語で

その “息吹” “思い” “行間” を、生き生きと捉え、学ぶこと

あるドイツ語の影響か、長い文がよく出てきます。また、

できます。そんなことを考えると、取材が大変楽しみです。

比較的難しい単語も出てくるので、簡単にすらすらとは
読むわけにはいきません。従って、取材していた時も、

「英語でドラッカーを学ぶ会」では、どんな活
動をしているの？

時々、英語の解釈を巡って皆で議論が出ていました。この
ような議論を聞いていると、分からない所をそのままに
せず、皆で議論をするのが、この研究会の良い所だと思い

本研究会は、毎月1回、地下鉄「小川町」駅B4出口を出

ました。

たすぐのキャリアコンサルティング協同組合会議室（小

1 月 10 日の記事 “Management as the alternative to

川 町 北 ビ ル8F）で 開

Tyranny” は、
「マ ネ ジ

催されています。参加

メントこそが専制政

者は、現在8人程度で

治を防ぐ」ということ

す。毎回、参加者全員

を述べたものでした。

が1フレーズ（数セン

まさに、この記事は、

テンス）を、音読のあ

ドラッカーさんの考

とセンテンス毎に和

えの原点を述べたも

訳して、このあと全員

のだと思います。
「多

が討議するという研

元化する社会の中で、

究スタイルになって

組織が自立性を失う

います。

ならば、個人が自己実

現在、研究会で使っ

現を満たすことがで

ているテキストは、The

きる社会にならない。

Daily Drucker です。こ

専制主義になる。成果

の本は、日本語では、

を上げる責任を持つ

『ドラッカー 365の金言』として訳されています。これは、

マネジメントだけが、専制を防ぎ、専制に変わるものにな

ドラッカーさんの洞察力に富んだ言葉の数々を一日一頁

る。
」と言った趣旨の記事が、原文で書いてありました。

一格言のようにして、1年365日で構成したものです。日

輪読の後には、この記事のテーマをもとに議論を行いま

記形式なので、どこからでも読むことができます。また、

した。例えば、
「個人の自立性を高めるためのマネジメン

各頁の下に “ACTION POINT ” がついており、各テーマ

トの役割」などが議論の対象になっていました。

について行動の指針がついています。ドラッカーさんの

1月11日の記事 “Management and Theology” は、直訳

叡智のエッセンスが凝縮されており、ドラッカーさんの

すると「マネジメントと神学」という意味になります。最

考えを英語で学ぶには、ちょうど良い本だと思いました。

初、この英語のタイトルを見て、マネジメントと神学はど

研究会では、この本を、原文で、毎回2日分（2ページ分）

のように関係があるのだろうかと思いました。神学とは、

を読んでいきます。みんなで輪読し、先ずは、ドラッカー

神の本質や属性，神と人間と世界との関係を研究する学

さんの言っていることの理解に努めます。そして、その後、

問ですが、一方で、自分の生き方・物事の善悪の根本を問

この2日分の記事の内容をもとに議論をします。

う学問でもあります。一方、マネジメントは、組織に成果

会社勤務の後にも参加しやすいように、開始時間を19

をもたらす日々の実践の中で、人間の性質や、ことの善悪

時からにしていますが、夕食を取れなかった人のことも

をいつも実践的・具体的に取り扱っています。

考え、軽食が常に用意されており、配慮がされています。

ドラッカーさんは、この記事の中で、
「大学で宗教学を
教えていた時よりも、むしろマネジメントのコンサルタ

実際の「英語でドラッカーを学ぶ会」を覗い
てみると

ントを実践していた時の方が、より多くの神学を学んだ」
ということを言っていました。このような記事を原文で
読むと、ドラッカーさんの肉声が鮮やかに伝わってくる

取材をしたこの日は、テキスト1月10日の“Management

ように思いました。輪読をした後の議論の時間では、
「人

as the alternative to Tyranny” と1月11日の “Management

間学としてのマネジメント」をテーマにして、議論をして

and Theology” の二つの記事について、輪読し、議論をし

いました

ていました。

このような議論を聞いて、この研究会が、単に英語を学
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ぼうとしているのではなく、むしろ、ドラッカーさんの考

one world）をダイヤモンド社から2011年に出版。現在

え方をより良く理解するために、原書を読んでいること

は、フランシス・ヘッセルバイン（Frances Hesselbein）

が、よく分かりました。

さんが代表を務めるリーダー・トゥ・リーダー・イン
スティテュート（元ドラッカー財団）の編集長。

様々な文化、歴史を学ぶ場

・ ローレンス・グリーンスパン（Lawrence Greenspun）さん
ドラッカーインスティテュートの公共セクター関連

ドラッカーさんの著書には、様々な哲学、歴史、宗教、

部門ディレクター。

技術の動向が幅広く、深く触れられていますが、訳本では、

さらに、ドラッカーさんの著書には誰よりも詳しい上

こうした所は簡略化されることが時々あります。ドラッ

田惇生先生にも、ゲスト参加して頂いています。

カーさんの原文には、こうしたことが、かなりの分量で記

こうした、様々のゲストの招待は、今後も、一つの柱と

載されているとのことです。

し続けていくとのことです。上野さんは、
「様々な海外のゲ

現在、この会で読んでいるThe Daily Druckerは、様々な

ストを招待、参加頂き、幅広い多様な視点でドラッカーを、

分野のドラッカーさんの著書を網羅し、エッセンスを抽

語り合い、実り豊かな研究会にしたい」と言っています。

出しています。従って、この本を学ぶことで、様々な分野

取材して感じたこと

のテーマを学ぶことができます。
参加者の声としては、こうした所から、様々なテーマを

この研究会の、他に代えられない凄い点が、3つありま

論じることができ、新しい知識や理解が得られるとのこ

した。

と。ここから、各人が様々な知識や関心が生まれているの
かと思います。これも、この研究会の、けっして見逃せな

①ドラッカーへの思いが、生き生き感じことが出来る。

い、素晴らしい点であります。

②哲学や宗教などについて、ドラッカーさんの豊かな
視点をキッカケに、新たな関心を生むことが出来る。

上野さんは、
「ドラッカーの原書を読むことは、大変素

③貴重なゲストとの交流の機会が持てる。

晴らしいことなので、多くの方に参加して頂きたい」と

これらはとても貴重なことだと思います。

言っています。ただ、今の研究会スタイルから毎回の参加
人数には限度があります。そこで、こうした原著での勉強

取材が終わって、この記事の冒頭に私が書いた、例のThe

会が、ほかにも沢山、生まれてくることを期待していると

Practice of Management を再度読んでみました。すると、素

のことです。確かに、このような研究会が他にもいろいろ

晴らしい文書で最後を結んでいることに、初めて気づきま

生まれてくると素晴らしいと思いました。

した。釈迦に説法かとは思いますが、以下、The Practice of
Management からの引用です。

ゲストを呼んだ活動も実施している

To make certain that this assertion does not remain
lip service but become hard fact that is the most
important, the ultimate responsibility of management
to itself, to the enterprise, to our heritage, to our
society, and to our way of life.

この研究会では、単に輪読会を実施するだけではなく、
時にゲストを呼んでいます。
「英語で学ぶドラッカー」な
ので、国内に限らず海外のゲストにも来て頂いています。

（ ここでの “this assertion” は、
「公益の利益が企業の利益になる」という
信念。
）

過去に参加頂いた外国人のゲストお二人を紹介すると；
・ ブルース・ローゼンステイン（Bruce Rosenstein）さ

この研究会は、今年の3月で、10周年を迎えるとのこと

んご夫妻

で、5月か6月に記念のイベントを開催する計画があると

米国の新聞USA Today の文献管理責任者及び調査研

のことです。皆で、祝賀しようではありませんか！

究員として長年勤め、ドラッカーさんとのインタ
ビューをベース書いた『ドラッカーに学ぶ自分を最大

（取材：企画編集委員 中島 信）

限に引き出す方法』
（英文タイトル：Living in more than
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研究会員の声
阿部 美穂 さん

中野 羊彦 さん

質問①「英ドラ」で得たもの。また「英ドラ」
への期待」

質問①「英ドラ」で得たもの。また「英ドラ」
への期待」

英文で読むことで解釈が複層的に理解が
出来た。
キリスト教の宗派など分かり難いため、あ
えて翻訳されていない部分がある。それら
も含めて英文を読むことで異文化への理解が深まる。

ドラッカーの考えを深く学びたいと思った
ため、英語の原典にあたりたいと考えた。
質問② ドラッカーさんの言葉（書籍）で
一番大事にしているものは。
「強みの上に築く」自分の個性、強みを社会にどう活かすかを
考えたい。

質問② ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしている
ものは。

質問③ 今一番、関心を持っていること。

強みの上に己を築け（Build on strength）
。

知識労働者の働き方、継続学習、知識労働者を活かす組織。

質問③ 今一番、関心を持っていること。

未曽有の少子高齢化を日本がいかに乗り越えていくか。

小野木 之隆 さん

林 正 さん

質問①「英ドラ」で得たもの。また「英ドラ」
への期待」

質問①「英ドラ」で得たもの。また「英ドラ」
への期待」

訳本では感じられないニュアンスが理解で
きたこと。

ドラッカーの英語の表現を読んで、英語の
ニュアンスを仲間の力を借りて確認できる
こと。

質問② ドラッカーさんの言葉（書籍）で
一番大事にしているものは。

質問② ドラッカーさんの言葉（書籍）で
一番大事にしているものは。

We have a responsibility to keep learning new things.
We have a responsibility to keep giving back.
私たちは常に新しいことを学ぶ責任があります。そして学んだ
事を（社会の利益の為に）還元する責任があるのです。

ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているものは。
「責任と成果」
。
質問③ 今一番、関心を持っていること。

質問③ 今一番、関心を持っていること。

ネクストソサエティはどうなるのか。

齋藤 勝義 さん

山内 治友 さん

質問①「英ドラ」で得たもの。また「英ドラ」
への期待」

質問①「英ドラ」で得たもの。また「英ドラ」
への期待」

生の言葉（英語）で作品を読んでみたい。
翻訳に訳文と原文の比較とニュアンスの違
いなど。

ドラッカーさんの翻訳を読み原著ではどう
言っているのか？
小林先生の教えを受けることが動機です。

質問② ドラッカーさんの言葉（書籍）で
一番大事にしているものは。

質問② ドラッカーさんの言葉（書籍）で
一番大事にしているものは。

ドラッカーの思想をどのように日本の実社会に適用するのか。
それに自分がどれだけ関わることが出来るのか。

「強みの上に自分を築け」
。

①“Behind a succesful hasband there is a sacriﬁced
woman”
（成功した夫の後ろには犠牲になった妻がいる）
②
「強いものをより強くせよ」自分の強さを最高に持っていくこと。
達人で甘んじてないでプロを目指せ！

質問③ 今一番、関心を持っていること。

少子高齢社会に対する日本の対応。
ドラッカーさんの考えは普遍的に通用します。

質問③ 今一番、関心を持っていること。

もしも現在ドラッカーが生きておられたら、現在の日本経済を
どう評価しただろうか。
またアメリカの大統領選挙戦をどう思ったでしょうか。
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会員エッセイ

人生のコンサルタントはドラッカー
五島 優子
おじいちゃんの知恵袋

とが飽きないし、次の行動を生むことができる。これがな

〜日常に生かすドラッカー〜

んせとても楽しいのである。

「今日1日がどんな日だったと言えたら嬉しいだろう？」

閉店は何度も、そして倒産

「なんでも叶うとしたら、誰とどんな風に過ごす日々を送

〜ドラッカーとの出会い〜

りたいだろう」
そんな毎日を過ごす私を見て、家族や友達はどんな風に

20代半ば、私は小さな八百屋さんで働くアルバイトだっ

言うだろう？

た。社長やオーナー兼店長の想いに共感し、こんなお店

「なすべきことはなにか」

ができたらきっとたくさんの人に喜んでもらえる。この人た

「何をもって憶えられたいか」

ちといいお店をつくりたい。お客さんに喜んでもらえるお店

ドラッカーの言葉は、日常生活にだって効く。仕事も日

をつくりたい。しかしお店はいつもうまくいっていなかった。

常生活も含めて私。

「どうすればお店がよくなるだろう？」
「みんな技術も知

私にとってドラッカーの言葉は、厳しくも温かいおじい

識もいっぱい持っているのに、なんでうまくいかないのだ

ちゃんの知恵袋だ。

ろう？」
「何か私にもできることはないだろうか？」接客、売

うまくいかないとき、困ったとき、何をどうしたらいいの

り場作りにPOP描き、野菜ソムリエにコピーライター、心

か分からずトンネルの中真っ暗な気分だったとき、言葉に

理学、さっぱり分からなかったその他、思いついたことを

できなかったもの、ふと聞き覚えのあるフレーズに何度も

やってみたり、本を読んだり、勉強会に参加していた。し

勇気づけられた。

かし、状況は変わるどころか、もめごとは多くなり、諦めの

お気に入りは、フィードバック分析。これは趣味といっ

言葉をよく聞くようになり、1人また1人と去っていった。

てもいいぐらいに好き。 明らかになったことを元に、やめ

何より、自慢の職場で働いているにも関わらず、
「そんな職

ること、時間の使い方、期待することに対して、なにができ

場でいつまで働くの？未来ないよ？」と言われるたびに、

るだろうと貢献を、そしてまずは小さくはじめよ、行動しま

本当に悔しかった。
私は働くこと、
職場、
一緒に働く人たち、

しょと、勇気を出して決めて、集中を。毎回、発見があるこ

お客さんが、大好きだった。

「今年はドラッカー漬けに
する」期待通りの、ドラッ
カー三昧な1年でした。
佐藤等さんが代表を務め
るナレッジプラザ主催ド
ラッカー読書会ファシリ
テーターにもなりました。
先輩・同期の皆々さまと。
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はたらく姿を見ること仕事の話を聞くことが好き。今年は全国あっちへこっちへ。素敵な会社さんに、素敵な働き方をしている方々、たくさんの
人の現場に出会いました。

倒産したこと。

私にとって何よりも大切だったのは、スタッフも取引先

現在は、セルフマネジメントを中心に読書会や勉強会

も、お客さんもお客さんの家族も「今、関わっているすべて

の開催や運営に関わらせてもらっている。仕事のことだけ

の人が、毎日ごきげんよくいること」
。諦められなかった。

ではなく、家庭のこと、恋愛・子育てのこと、趣味のこと。

そんなある日出会ったのがドラッカーだった。

縁をいただいて「日常生活で使うドラッカー」というテーマ

「成果をあげる人とあげない人の差は才能ではない。

で、継続的な勉強会も開催させてもらっている。情報のイ

いくつかの習慣的な姿勢と基礎的な方法を身につけて

ンプットには、赤本や関連本を使って成果をあげる5つの

いるかどうかの問題である」

能力を中心に、アウトプットは受講者さんが自分で考え気

「これなら私でも。
」
「まだできることがあるかもしれな

付いたことを大切に、1人1人がそれぞれの形で必ず実践

い。
」諦めるのは、全部考えられること、できる限りのでき

につながる勉強会を目指した。すると早い時には3日後に

ることやってから。それでいい♪

は成果が、さらに続けていくと1年後には別人のような変
化となって現れるようになった。私がずっと見たかった、

“凡人だって成果は出せる” 希望の光をくれたのは

いやそれを上回るとてもとても素敵な表情に出会えた。い

『経営者の条件』だった。

きいきと過ごしている人の姿は本当に美しいと思った。嬉

本の言葉を補助線のように、行動を見直してみると、自

しすぎて、ホッとした。

分の立場とやっていることがズレていたこと、時間の使い
方、機会よりも問題に、誰かや何かのせいにしていたり、強

「私的な強みは公益となる。
」

みよりも弱みに焦点が当たっていたり、見事に真逆の行動
をしていた自分にショックを受けた。でもそれらを修正した

いろんな人がいて、いろんな考え方があって、いろんな

ら、小さな成果がすぐに現れた。たった少しの思考や行動

できること、いろんなできないことがある。そんな1人1人

の違いが、結果に大きな違いをもたらすことを、知った。

が集まって社会、世の中はでき、その積み重ねが、時代
になり、文明へとなっていく。

予期せぬことは、実践すればするほど、頑張らなくてよ
くなったこと。人間関係が楽になったこと。安心感を生ん

まずは、自分の毎日から。

だこと。
『経営者の条件』を読む読書会にも参加していた

どんな未来を望もうか。私は暖かみのある毎日がいい。

ことがキッカケで、いろいろな人と出会い、それが、さらな
The best way to predict the future is to create it♪

る居場所、役割にも繋がっていったこと。そして、会社は

【プロフィール】
五島 優子

山口県出身。京都在住。学生時代から遊びに行くよりもはたらくことが好きと、バイト三昧の生活を送る。しかし勤
め先はつぎつぎと閉店そして倒産。無職になったことを機に、全国に学びの機会を求めているうちに、現在に至る。
京都読書会メンバー、渋ドラメンバー。ドラッカー学会会員。ドラッカー読書会認定ファシリテーターなど。
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回想録

人間：ドラッカー博士の思い出

（その6：最終回）

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

この連載も今回で最終回である。そこで今回はド

中国で高められるのか、人件費が今安いという理由

ラッカー博士の思い出の中で今でもよく思い出され

だけでの工場移転には賛成しかねる。それだけの

るエピソードを書きたいと思う。

理由であれば、いずれ悔やむことになるだろう」と警
戒的な言葉を発していた。しかし、K社の工場移転

エピソードⅠ
：強みを生かす

は一年前から始まっていた。今からほぼ40年前の

ドラッカー博士の経営戦略の一つに「強みを生か

ことである。

す」という至言がありますが、この話を裏付けるよう

エピソードⅡ：京都の舞妓さんとの初対面？

な話があった。

1989年、ドラッカー博士が80歳の時に訪日され、

1978年（昭和58年）
、田中内閣が北京で日中平
和友好条約に調印された。その後日本の多くの企

東京での講演の後、京都の某大手企業が自社及び

業が中国に工場を移した。

関連企業を対象にしたクローズドセミナーを開いた。

1980年、
ドラッカー博士が71歳の時、東京で「乱

セミナーは午前中に終わり、ドラッカー博士は出

気流時代の経営」について講演をされた。講演が

席された会社の役員と一緒に昼食をとった。ビール

終わり、控室でお茶を飲んでおられるところに以前

も飲んでいたので話が弾み、質問なども交わされ、

から親しくされておられる某大企業の社長が「ドラッ

冗談話もされた。食事会も終わりに近づいたときに、

カー先生、講演を拝聴しました。今度わが社の工

役員の一人が「ドラッカー先生は、京都では神社仏

場を中国に移すことに決めました」と誇らしげに語っ

閣は勿論、美術館などもご覧になっておられますが、

た。ドラッカー博士はじっと話を聴いておられた。そ

京都でまだ見ていないものや見たいものはあります

して話が終わった時に「Kさん、おめでとうございま

か？それは何ですか？」と気楽に質問をした。ドラッ

す」と皮肉そうに言い、
「なんで工場を中国に移され

カー博士は一寸考えた後に、冗談半分で笑いなが

たのですか」と尋ねた。
「ドラッカー 先 生、labor

ら「マイコサン」と言った。その役員は、
「ヤングゲイ

cost（人件費）が日本の十分の一以下で安く、日本

シャ？」と聞き返した。ドラッカー博士は「イエス、マ

人を一人雇う賃金で中国では10人以上を雇えま

イコサン」と繰り返したので、その役員は仲間の役

す」などと話された。

員と話し合った。しかし、昼はそのような料亭はやっ
ていないのではないかという話になった。

ドラッカー博士は、
「あなたの会社の特性が何故

しかし、せっかくドラッカー博士が京都に来られ
て見てみたいということであれば何とかして願いを
叶えてやりたいということになり、会長なら顔が広い
のでどこか知っているかも知れないということになっ
た。会長に電話で相談して、特別の計らいで2時半
から1時間だけ料亭を開けて貰うことができた。
案内された料亭は、美しい庭園のある静かな場
所で落ち着いた雰囲気が感じられた。玄関で靴を
脱ぎ、案内されたところはステージのある広間であっ
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回想録

た。お膳が4席分並べられており、そこにドラッカー

Could be … 」と言われたのが思い出される。

博士と会社の役員二人と私が座らされた、待つこと

その後でドラッカー博士は、
「自分は派閥や特別

数分、綺麗に着飾った愛らしい女性と付き添いのオ

なグループは作りたくない。自分自身を大切にして

カーサンという方が静かに入って来られ、ドラッカー

いる。ある意味では孤独な人間かも知れない」と言

博士の隣に舞妓さんが座られた。ドラッカー博士も

われた。
「私のことを一番理解しているのは、ここに

一寸恥ずかしそうにどぎまぎして「オー、ビューティ

いるドリスだ」と付け加えた。

フル！」と小声ながら感嘆の声を上げた。

結び

これが、ドラッカー博士が舞妓さんを直に拝見

ドラッカー博士は、身近に接して観察すればする

した瞬間であった。博士の顔も一瞬赤らんだ感じが

ほどスケールの大きい文化人だと思われた。ドラッ

した。

カー博士は、大学教授であり、思想家であり、また

エピソードⅢ：ドラッカーの後にも先に
もドラッカーはない

実務家的なところもあったし、ライター（作家）的な
力もあった。親切で思いやりがあり、学究的なスケー

1986年、ドラッカー博士が

ルが大きく、幅広い活動領域を

77歳の時、ドラッカーの水墨名

カバーしておられた。これは、ド

作コレクションが、東京、大阪、

ラッカー博士が生まれ育った時

名古屋で開かれた。

代背景を読んでみると頷ける点

東京では、根津美術館で開

が多くある。

かれた。ドラッカー博士は、美

詳しくは別の書籍に譲るが、

術館の担当部長やスタッフとも

ドラッカー博士は、1909年11

親しく付き合っておられた。古

月にウィーンに生まれ、大激動

美術を買う時にはいつも相談し

のヨーロッパで多感な少年・青

アドバイスを貰っておられたようである。ドラッカー

年時代を過ごし、1937年にドリスさんの一言で米

博士がドリス夫人と一緒に根津美術館館長にお会

国へ渡り、1959年、50歳の時に初来日をした。

いして展示会のお礼を述べた後、昼食の時間にド

初来日の際、京都の立石電機（現オムロン）を訪

ラッカー夫妻が宿泊先のホテル・オークラの中華料

問し、京都の文化に引き付けられて以来2年置き位

理店に部長とスタッフを招待した。

に来日して、日本の文化、経済、政治、企業組織な

昼食中に色々な話が交わされた。その中でスタッ

どを全て学びとっておられた。当時日本人の多くは

フの 一 人 が、
「ドラッカー 先 生、先 生 の 後 継 者

仕事以外には余裕がなく考えられなかったが、ド

（After Drucker）は、何方になりますか？」と質問

ラッカー博士は古代の墨絵や美術品に興味を持

をした。ドラッカー博士は急な予期しない質問だっ

ち、余暇を見つけてはドリス夫人を伴って、東京、

たので一瞬戸惑って「ドリス」と言った。ドリス夫人

京都、奈良その他の地方に行かれておられた。

は「ノー、ノー、私はマネジメントや、ピーターのやっ

このようにドラッカー博士は、ヨーロッパ、米国、

ていることは全然知らない」と笑い飛ばした。それで

日本を広く深く見聞し、実体験をされたという点で、

私は、
「クレアモント大学の教授か、誰かいません

20世紀を生き抜いた生き証人と言っても過言では

か？」と聞き返した。それでもドラッカー博士からの

ない。ノーベル賞を頂くに値する人物であったと思

答えが出なかったが、暫くして「コリンズかな、コリ

う。

ンズは 私 の 仕 事 をよく勉 強している。Collins,
【筆者注】文中のコリンズとは、ジム・コリンズ（Jim Collins）氏のことである。
スタンフォード大学大学院修了。スタンフォード大学経営大学院で教授を務めたのち、経営研究所を設立。企業経営本の世界的ベストセラー『ビジョナ
リー・カンパニー』シリーズの著者。
ドラッカー博士が信頼しており、博士の話の中によく出てくる経営・教育方面の研究者であり、博士の最も親しい友人の一人であることは確かである。
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書 評

明日を支配するもの

P・F・
ドラッカー 著

上田 惇生 訳

ドラッカーの世界は広大すぎる。いわゆる、“ドラッカー山

1999年、ドラッカー 90才の発刊

である。米国版の書名は『Manage-

脈”を縦走するのは容易いことではない。単独で挑むには過

Century』
。読者への「行動への呼

故に、チームのメンバと共に一つひとつの山（課題本）を克

酷すぎる。

ment Challenges for The 21st

服していく
『読書会』は、ドラッカーを学ぶのに最も適している

びかけ」をねらいとしている。

「すでに起こった未来」が危機感

コミュニティと言える。私がファシリテータを務めさせていただ

読んだ時は、そうなのかぁ〜の連

日を支配するもの』も極めて難易度の高い山だ。
「ビジネスの

いている、通称：ヤクドラ読書会（福岡・薬院）の課題図書『明

と共に述べられている。発刊当時に

前提が変わった」と痛烈に突きつけられ最初は戸惑っていた

続であった。しかし2016 年にあら

ためて読むと、ドラッカーにしか見えず凡人の

読書会メンバも、回を重ねるごとに“チェンジ”している（現在、

はっきりと顕在化していることがわかる。ドラッ

ここではそのリアルな声を紹介したい。

EU 離脱も、米国のトランプ現象も、パナマ文

は、読み始めた当初は読みづらさを感じました。しかし、その

働き方改革問題もすっきりと理解できる。

マネジメント」を提示していることに気づいた時から、本書を

第5章『知識労働の生産性が社会を変える』まで終了）
。
よって、

私には見えなかった「すでに起こった未来」が

田中史王氏「ドラッカーの著書の中で他と趣の異なる本書

カーの指摘どおり急激に顕在化した。英国の

読みづらさは、他では示されることが少なかった「未来志向の

書問題も、日本の企業のガバナンス問題も、
21世紀の現実が変わり経営戦略の前提が

読む面白さが始まりました」

1. 先進国における少子化

葉が、廃棄。情報を整理し、体系化し、そして捨てる。私の中

右寺武志氏「ドラッカーと向き合って「目からウロコ」な言

変わる。

では衝撃だった。チェンジ・リーダーの第一条件として「体系

2. 支出配分の変化

3. コーポレート・ガバナンスの変容

的破棄」は、素直に納得できたことだった」

5. 政治の論理と乖離

ラッカーのメッセージは変化の激しい現代社会の中でもがき

この「21世紀の現実」に対応し生き残るため

たらしめんことを常に忘れないようにしたい」

平山猛氏「できることは変化の先頭にたつことだけというド

4. グローバル競争の激化

苦しむ私たちを鼓舞してくれる。自らを「チェンジ・リーダー」

以上が主な「明日」である。

中村卓也氏「時代の大転換期を迎える中で、本書は、自分

には、各企業が、一人ひとりが「真のチェンジ

の仕事の仕方やリーダーとして進むべき方向性が間違ってい

リーダー」になることが必要である。そして各企

ないことを裏付けてくれている。読書会での学びを通じて、ド

業が、一人ひとりが「知識労働の生産性」を向

上させなければならない。一人ひとりが「自らを

ラッカーの日本に対する期待に少しでも応えていきたい」

組まねばならない。

は無いとあるが、読み進むほどにその先見性に驚かされる。

が激励され「必ずできる」という気持ちになって

そしてさらには警世の書では無く、一人個人の実践行動を求

この危機は必ず乗り越えられるという自信が湧

るメンバであり、それぞれの組織、それぞれ自身にとってどの

吉村慎一氏「
『明日を支配するもの』は予測本や未来本で

マネジメントする」という「明日の生き方」に取り

1999年に発行された書が2017年の今日に於いてでもある。

ドラッカーの著作の素敵なところは、読む人

めるもののようである。読書会ではそれぞれが異業種に属す

くることである。危機をしっかり認識しながら、

ような意味を持つのか、語り合い確かめ合っている。変化に

いてくるのである。嬉しいことに、この「明日を
支配するもの」には、
「日本」の事例が多く登場

支配されるのでは無く、明日を支配するために」

本よ、頑張れ!そして再度世界をリードする国と

して即使えるほど軽いものではないが、
「それぞれのドラッ

かように、
『明日を支配するもの』は “実用書”だ。1度通読

する。日本の危機をきちんと指摘しながらも「日

カー」は、明日の自分へ示唆を与えてくれる。

成れ!」とのドラッカーの声が聞こえてきそうだ。
まだ遅くはない! 繰り返し熟読して頭に、体

書評者

に染み込ませ、それぞれの持ち場で行動し、こ

田中 史王（たなか ふみお）株式会社森の家取締役 右寺 武志（みぎてら
平山 猛（ひらやま たけし）株式
会社トライローグ代表取締役 中村 卓也（なかむら たくや）福岡市役所
吉村 慎一（よしむら しんいち）社会福祉法人猪位金福祉会法人本部
事務長 鬼塚 裕司（おにづか ひろし）学会会員、
タネマキスト

の激しい転換期を乗り越えたい。

たけし）
株式会社トンカチ代表取締役

瀬賀 孝子（せが たかこ）
学会会員、
読書会新潟主宰、
（株）
WIT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?

井神 充洋さん

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

『決断の条件』
のケーススタディ

皆様の日々の研究や、実践によって成り立っています。

に一緒に取り組んでいただける方
を募集します。

今回の長崎大会の特集はいかがでしたでしょうか。
非西洋の世界において、初めて近代化を成し遂げた日本は、幕末から
明治にかけて九州・山口とその関連地域が牽引役を担いました。その過程
においては、
「西洋の技術書や西洋の事例の模倣により（直接ではなく）
二次的に知識を得て伝統的な匠の技と組み合わせ、
産業化を進めた。
（
」内
閣官房産業遺産の世界遺産登録推進室 平成27年5月4日）とありますよ
うに、西洋近代との出会いと影響を自らの経験の一部とするかたちで、日
本は日本的な日本であり続けてきました。とりわけ長崎は近隣の中国や東
南アジア諸国と長い交流を持ち、鎖国時代も西洋の窓として知識・文化・
技術などの大潮流を受け止めてきました。そして自らが近代産業化の先駆
けとなって時代の荒波を乗り越えながら、長崎独自の文化を築き上げてき
ました。ドラッカーは「日本がおこなったのは西洋の日本化だった」と言い
ました。2016年の秋、長崎大会がおこなったのは、
「ドラッカーの長崎化
だった」と言えるのかもしれません。
（ドラッカー学会理事 花松甲貴）
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