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「新しいベンチャー企業だけが、
イノベーションの主たる

あるいは唯一の担い手であったのでは、
われわれの社会は、
おそらく生き延びていくことはできない。
」

『未来企業 ̶生き残る組織の条件』

rucker Forum
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ご挨拶

自動車産業の破壊的イノベーション
経済産業省ホームページに「シリコンバレー D-Labプロジェ

本会理事

佐々木 英明

提供。

クトのレポート」
（本レポート）が掲載された。これを読んで

本レポートは、上記のように、これらのビッグトレンドが新

イノベーションの衝撃の大きさを再認識し、ドラッカーのこと

たな価値を創造している点に焦点を当てている。
「既存製品の

を考えた。

主要顧客が重視する性能の強化が大きな意味を持たなくな

本レポートの論旨は次の通り。まずテレビ、携帯電話、

り、新たな価値が重視される。新規参入者がほとんど常に勝

オーディオの産業で、それぞれ隆盛を誇った日本の多くの企

利する。
」
（関西学院大学 玉田俊平太教授）のコメントが日

業が数年で撤退にまで追い込まれたことを指摘した後、自動

本にとって不気味な将来を示唆しているようにも思える。

車産業において今破壊的イノベーションが起こりつつあり、そ

こうした新規参入者の筆頭候補が、ウーバー、アマゾン、テ

れが産業の未来を危うくすると指摘する一方、この変わり目を

スラなどのシリコンバレー企業であり、日本の企業の名はない。

生かして、
「日本の新しいモノ作りのきっかけを、シリコンバ

一方、日本の強みである製造技術や品質を活かして新たな企

レーから」と提唱している。

業との取引を展開すれば新たなチャンスがあると論じている。

モノ消費からコト消費への価値の転換が進み、今話題の、

翻ってドラッカー。イノベーションを生み出すための実践的

シェアリング・コネクテッド・電気自動車（ＥＶ）そして自動

なアプローチを展開した「イノベーションと企業家精神」を参

運転の４つのビッグトレンドが同時に起こっていることを破壊

照しても、やはり日本の自動車産業は破壊的イノベーションを

的イノベーションの前兆とみる。シェアリング：車の所有から

主導できず敗者になるのかと危惧される。一方「いやいやま

移動サービス購入への価値転換、自家用車台数の半減、渋

だゲームの帰趨は先が見えない。
」との期待も抱く。本レポー

滞緩和と駐車スペースの解放 ; コネクテッド：車をスマホ化し、

トが結んでいる(シリコンバレーに来て)、知って行動してとの

動くIT 機器にしてしまう、
ＥＶ: 環境面の優位性だけでなく、部

提言はドラッカーの言う、外に出て見て行動することに通じて

品数がエンジンに比べ圧倒的に少なく、車をコモディティ化し

いる。是非この前兆をとらえチャンスに変えて欲しいと願うば

系列破壊、自動運転：事故減少と老人や子供への移動手段

かりである。

▲

ドラッカー・フォーラム「デジタル版」はこちらです。 http://drucker-ws.org/projects/
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ネクスト・ソサエティ フォーラム２０１7
「われわれはいかに働き、どう生きるべきか」〜「強み」と共に生きる〜

Living with your strength
■ 大会テーマとねらい

今回は「強み」をテーマに掲げることにしました。

小林 広治（こばやし こうじ）
1972年生まれ。ドラッカー学会会員、渋沢ドラッ
カー研究会、公益資本主義推進協議会 東京支部
教育支援委員会 副委員長、特定非営利活動法人
KNOWS 正会員、フジサンケイグループ「イノ
ベーションズアイ」支援機関、早稲田大学校友会
広報学報委員・WasedaVision150特別委員

自分の「強み」を知ることは、より大きな成果を上げるための第一歩で
す。では、
「強み」
とは何か？ それは、
マーケティング的にいうと
「差別化」
です。では、
「差別化」とは何か？ それはつまるところ「自分」ということ
になります。なぜならば、
「自分」を定義しているのは、生まれ持っての能

photo by HIDENARI KOBAYASHI

力「DNA」と、生まれてから今までの経験と思考の積み重ね、つまり「歴史」です。この二つを組み合わせて定義された「自分」
と同じ他者はあり得るわけもなく、したがって他者との「差別化」は100％担保されます。つまり、
「強み」
とは何か？ の問いは、
そのまま「自分とは何か？」の問いに繋がります。
いままた時代は大きく変化しようとしています。
「転換期にあって重要なことは、基本と原則の確認」です。今回は学会員以外
の一般の方々も交え、
「ネクスト・ソサエティ」に転換しつつある現代において、その「基本」の根幹となす「自分」について、考
えを馳せる1日になれば幸いです。そして、おひとりひとりが自立し、それぞれの強みを発揮することで、よりよい社会が実現する。
そんな明るい未来に向けて、みなさまと一緒に小さな一歩を踏み出したいと考えています。
ドラッカー学会第12回総会大会実行委員長 小林

広治

大会実行委員長からのメッセージ
先日学会のメーリングリストにてご挨拶をさせて頂きました本

不安と迷いを感じることでしょう。その時に、ドラッカー教授の

大会実行委員長を拝命致しました株式会社キズナキャストの小

教えは、心のよりどころとして多く方の支えになると確信していま

林と申します。先日のご挨拶でもお伝えさせて頂きましたが、今

す。そのためには、一人でも多くの方にドラッカーの名前をまず

回の大会は、より社会に貢献できる学会を目指すべく、より開か

は知ってほしい、
そして、
ドラッカーの世界をのぞいてみてほしい。

れた学びの場にしたいという趣旨から「ネクスト・ソサエティ

そんな想いから、実は、表には出していませんが、実行委員会

フォーラム」
という名称で準備を進めております。そして、8年後

のミッションとして「君のドラノブに手をかける。
」を掲げていま

の学会20周年の2025年には、ドラッカー学会が社会の中心的

す。
ドラッカーの扉を開けてほしい、
という意図を井坂理事がシャ

存在となり、よりよい社会創り、よりよい未来創りを推進できる

レた表現にしてくださいました。
ドラッカー学会のみなさまと一緒に、500人開催という大きな

ようになればと夢想しているわけです。
そのために、今回は昨

目標を達成し、社会に対して小さな変化を起こしたいと思いま

年の約3倍の「500人 開

す。何卒お一人でも多くの方をお誘いの上ご参加くださいますよ

催」
という一見無謀とも思

うお願い申し上げます。
そして、子どもたちに自信を持ってつなぐことのできる明るい

えるような大きな目標を掲

未来を一緒に創っていきましょう！

げました。ドラッカー学会
実行委員長 小林、実行委員 五島・根岸

の社会における存在意義

※ご家族、ご親戚、ご友人、上司、同僚、部下の方をお誘いする
際には下記の割引コードをお伝えください。チケット申込サイト
Peatixにてご入力頂きますと1,000円引きとなります。是非、
「特
別なご招待」という演出にて、1人でも多くの方をお誘い頂けま
したら幸いです。

とは、ドラッカー教授の教えをより深く理解し、それを正しく世に
広めることだとわたしは考えます。また、
「知った責任」
「恩を受
けた責任」もあります。ドラッカーを知らなかったら仕方がありま
せん。しかし、わたしはドラッカーを知ってしまいました。また、

●割引コード：TOMOWARI

多くの恩恵も頂きました。

https://goo.gl/DxKrZ8

これから更に時代の変化は大きくなります。きっと多くの方が
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■日時、場所、登壇者
○日程：2017年5月13日（土）
学 会 総 会： 9 時30分 受付開始、10時00分〜開始（学会員のみ入場可）
フォーラム：10時00分 受付開始、10時25分入場開始、10時35分 開始
○場所：早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール
住所：169-0051 東京都新宿区西早稲田1丁目20−14
電話：03-5286-1755

○ファシリテーター・登壇者
●午前の部：10：35〜12：15

◇第1セッション「社会生態学とは何か−われわれの働く環境、生きる環境を知る」
ファシリテーター：佐藤等（佐藤等公認会計士事務所、学会理事）

◇第2セッション「ドラッカーの小さな学校−MSCの実践に向けて」
ファシリテーター：森岡謙仁（経営・ものづくり・ITアドバイザー、アーステミア代表取締役、学会理事）
◇第3セッション「マネジメントの基礎をつくる5つの質問−強みを生かす問い」
「ドラッカー塾」専任講師）
ファシリテーター：国永秀男（ポートエム代表取締役、

◇第4セッション「
『非営利組織の経営』を読む−
「できること」は何か」
ファシリテーター：鬼塚裕司（壱岐のこころ 理事・施設長、タネマキスト、長崎大会実行委員長）
◇第5セッション「女性が読む『経営者の条件』
−強みを生かす究極の方法」
ファシリテーター：吉田麻子（カラーディア代表、作家）

◇第6セッション「チャート写経勉強法でドラッカーを学ぶ−私の強み紹介」
ファシリテーター：安藤芳樹（広告プロデューサー）
●午後の部：13：10〜18：00

◇
［講演］
「われわれはいかに働きどう生きるべきか−ささやかな世界で強みを生かす」
登壇者：上田惇生（ものつくり大学名誉教、学会学術顧問）

◇
［対談］
「
『最高の授業』を世界の果てまで届けよう−強みを発揮するフィールドの見つけ方」
登壇者：税所篤快（NPO法人 E-education代表） 友成真一（早稲田大学大学院教授）
◇
［研究会事例報告] ドラッカー「マネジメント」研究会
登壇者：岡崎宏昭（研究会ＭＳＣ実践研究部会プロジェクトリーダー）、
若林良樹（研究会ＭＳＣ実践研究部会プロジェクトリーダー）

◇
［対談］
「奇跡を起こす読書会−強みを見出し、強みを使いこなす」
登壇者：佐藤等（佐藤等公認会計士事務所、学会理事） 吉田麻子（カラーディア代表、作家）

◇
［対談］
「持続可能な資本主義−いかにして強みを公益となすか」
登壇者：新井和宏（鎌倉投信 ファンドマネージャー） 北村和敏（三方よし研究家、学会企画編集委員）

◇
［全体総括］
「エッセンシャルマネジメントとしてのドラッカー思想の再生−なぜ、ふたたびドラッカーなのか？」
登壇者：西條剛央（早稲田大学大学院（MBA）客員准教授）／聞き手・井坂康志（ものつくり大学特別客員教授、学会理事）
※18時10分より同会場と同じ建物内の第一会議室にて懇親会を予定しております。

当日プログラム内容と見所
全体的には、本フォーラムのテーマであります「強み」にフォーカスした内容に統一しています。また、各パートともに、参加
者のみなさまが、できる限り自分ごととして捉えられるよう、対話形式や対談形式を採用し、深く考えるキッカケ、気軽に発言
できる場、そして同じ価値観を共有した信頼できる仲間作りの場をご提供したいと考えています。
「知」の日帰り温泉旅行で、新たな出会いをあなたに

お帰りの際には、温泉上がりのようなじわっとした心地の良い疲れとともに、1つでも活きたノウハウを持ち帰って頂き、より

よい明日を迎えて頂ければ幸いです。
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日本社会の課題解決と市民性の創造をめざして
〜エクセレントＮＰＯ大賞の活動に取り組む田中弥生氏に聞く〜

（取材者：中野羊彦）

ドラッカーは、1980年 代 以 降、次 第に非 営 利 組 織
（NPO）のマネジメントを重視するようになった。ここで
は、ドラッカーの下で非営利組織の経営・評価につい
て学び、日本で非営利組織の活動の向上に取り組んで
いる田中弥生氏に、ドラッカーの非営利組織に対する
考え方や、日本の非営利組織の現状について、お話を
伺った。田中氏は、日本の優れた非営利組織を増やす
ため、エクセレントNPO大賞の活動を推進されている。
田中弥生さんは、エクセレントNPO大賞の活動をされ

ありし日のドラッカーと田中氏

ていますが、そもそも非営利組織に関心を持つように

た。ディレクターは、この新著の映像化の企画書を作って

なったきっかけは何でしょうか。

いましたが、何度読んでも分からない章があると相談してき

私は、もともとは民間の企業に入

たのです。それが、非営利組織のことを記した章でした。私

り、国際広報の仕事をしていたので

は、この『新しい現実』を読んで、驚きました。今まで、自分

すが、その後転職し、国際教育に携

が従事してきた仕事そのものが書かれていたからです。そこ

わる財団法人に入りました。そこで見

には壮大な世界観の中で非営利組織の重要性が描かれて

たのが、アメリカの名だたる企業が社

いました。私はむさぼるようにその本を読み、この著者を日

会貢献をする姿でした。企業にはコ

本に呼ぼうと心に決めました。その後、1992年、ドラッカー
の財団のシンポジウムでドラッカーに会うことができました。

ミュニティアフェア部があり、寄付をするのが当たり前になっ

『新しい現実』の日本語版を持っていってサインを求め「日

ていました。
そこで、その財団に問題提起をし、アメリカの企業が地

本に来て下さい」と言いました。しかし、ドラッカーは当時

域社会のために何をしているのか、調査を行うことにしまし

80歳を超えており「もう年だから」と断られましたが、諦め

た。例えば、アップルの技術者が地域の人たちに算数を教

ませんでした。そして、1993年、東京でのドラッカーの講演

えたり、アメリカン・エクスプレスが、カード使用料の数パー

を実現させたのです。もちろん、テーマは非営利組織です。

セント自由の女神の修復に寄付するなどの事例の調査で

2年後、私はドラッカー教授が住む米国のカリフォルニア州

す。更に調べてみると、アメリカの地域貢献活動は、企業だ

クレアモントに居を構え、大学院で非営利組織を学ぶ機会

けで実施しているのではなく、パートナーがいることが分か

を得ることができました。

りました。それが非営利組織でした。

ドラッカーは、非営利組織に対してどのような考え方を

その後、アメリカのフォード財団で、インターンとして、ア

持っていたのでしょうか。

メリカの都市の貧困対策のプログラムを実地で学ぶ機会も

ドラッカーの思想の原点は、
「一人ひとりが位置と役割を

得ました。
そこで目にしたのも非営利組織でした。地域コミュ
ニティの再開発やホームレスの援助、コミュニティバスの運

持つ自由な社会」です。それは、青年ドラッカーが、ナチズ

営などを非営利組織が担っていたのです。

ムの全体主義を前に、憤り、嫌悪し、苦悩した末に、自ら導
き出した答えでした。何故ナチスが出てきたのか。それは、

なるほど、田中さんはそのようにして非営利組織の調査

社会が崩壊し、長期の失業などにより、人々が社会におけ

をしていたのですね。では、ドラッカーとはどのような

る位置づけと役割を失ったからです。人々は、
「自由」を捨

私が、財団法人に勤務しながら、アメリカ企業の社会貢

ナチスが出てきたのです。ドラッカーは『経済人の終わり』

形でかかわりを持つようになったのでしょうか。

ててでも、このような不安から抜け出ることを願い、そこから
を書いて、ナチスが出てきた要因を分析しましたが、次の著

献活動の調査やアジアのNGO支援をしていました。その
頃、あるテレビ局のディレクターから「わからない所がある

作『産業人の未来』では、人々に位置づけと役割を与える

ので教えてほしい」という電話がありました。そのディレク

自由な社会の統治原理を検討しました。人々に位置づけと

ターが持参したのが、ドラッカーの新著『新しい現実』でし

役割を与えるには、新しいコミュニティが必要です。当初は、
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そのようなコミュニティを与える場として企業に着目しました

南アジアやアフリカの非営利組織ともぴたり一致していまし

が、1980年代になり、知識社会が主流になると、コミュニ

た。彼が言う、非営利組織の考え方は、どれにもあてはまる

ティの場を非営利組織に見出すようになりました。社会的な

もので、普遍的なものだと考えました。そこで、こうした非営

課題の解決を使命に掲げ、ボランティアや寄付などを通じ

利組織が日本でも発展すると考えた私は、1995年に『非営

て活動する非営利組織です。

利組織の「自己評価法」
』の翻訳版を出版しました。

ドラッカーは、そのような非営利組織の役割を「人間変

田中さんが、
『非営利組織の「自己評価法」
』の翻訳版を

革機関」
「市民性創造」と名付けました。非営利組織は、企

出版した1995年頃の日本の非営利組織はどんな状態

業・政府にはできない、社会の様々な課題を解決します。

だったのでしょうか。

課題の対象となる人間を助け、人間をより良い方向に変革
するという意味で「人間変革機関」です。一方で、知識社

この本を出版した1995年には、阪神・淡路大震災や地

会になると、知識労働者は、社会に対する貢献の手ごたえ

下鉄サリン事件が起きていました。阪神・淡路大震災では、

を直接得たくなります。非営利組織は、そのような人たちを

震災被害の復興のために、非営利法人が最初にかけつけ、

市民として組織化し、社会の貢献につなげる「市民性創造」

大勢のボランティアが来ました。一方で地下鉄サリン事件

としての役割も持っています。非営利組織のリーダーは、ボ

では、高学歴の人たちが自分の目標を定められずに、悪質

ランティアやスタッフに、自らが社会に貢献していることを実

なカルト教団に入っていました。ドラッカーはそのような日

感し誇りを持ってもらう、つまり人々に「位置づけと役割を

本の状況を観察し、
『非営利組織の「自己評価法」
』の翻訳

実感してもらう」ためのマネジメントを行う努力をしています。

版に対して、日本人向けに長い序文を書きました。そして、

ドラッカーは、このことに気づき、非営利組織を重視するよ

この序文の中で、
「もし、日本が、一人ひとりの位置づけと

うになりました。

役割を持つ社会を築くことができなかったら、オウム事件に

ドラッカーは、非営利組織に対して、単に良き意図だけ

象徴されるように、秩序を失い病んでいく。しかし、ボラン

ではダメで成果を上げるマネジメントが重要であることを説

ティアと非営利組織の活躍を見れば、人々が位置づけと役

きました。当初、その考えは非営利組織に受け入れられま

割をもっていきいきと生きる社会を築く力が日本にはある。

せんでしたが、次第に主流になってきました。

日本は今後10年で非営利組織が発展していくだろう」と言
いました。果たして、日本では、阪神・淡路大震災がきっか

非営利組織のマネジメントは、企業のマネジメントとは

けになって、1998年に特定非営利活動促進法ができまし

違う難しさがあるでしょうね。

た。これは従来の公益法人の他に、今までボランティア活
動を実施してきた団体に、NPO法人という法人格を与え、

ドラッカーは、営利企業と非営利組織の違いとして「ボラ
ンティア」と「評価」をあげました。ボランティアは、雇用契

政府が支援しようというものです。そして、実際にこれを活

約に基づかず、あくまでも自由意志に基づいて働くので、あ

用したNPO法人が急速に増加していきました。しかしなが

る面では扱いが難しい人材です。しかし、非常に素晴らし

ら、私は日本のNPO法人の状況を見て「何かが違う」と感

い働きをする人材でもあります。ボランティアをマネージする

じました。

には、彼らの社会への貢献の想いを満たし、組織の使命へ

その「違い」とは何ですか。

の共感、明確な目的と任務、訓練、尊厳あるフィードバック

非営利組織は寄付やボランティアなどの市民性が基盤な

などを提供することが必要です。
次に評価ですが、非営利組織には、企業の「利潤」のよ

のに、実際には行政の委託業務の下請け化が進行してい

うな明確な「ものさし」がありません。そこでドラッカーは

るのです。市民の寄付金で成り立つNPO法人は少なく、そ

1993年に『非営利組織の「自己評価手法」
』を発表しまし

の多くが事業収入で占め、しかもそのかなりの部分を公的

た。その評価手法には5つの質問があります。

機関からの委託に頼っており、補助金を入れると収入の7
割以上を公的資金に依存しているというのが、平均像です。

①我々のミッションは何か

しかも、NPO法人の多くは、財務基盤は弱く、収入は、事

②顧客は誰か

務所が持てる分岐点と言われている年500万円以下のもの

③顧客にどのような価値を提供するか

が半数います。確かにNPO法人の数は増大していますが、

④我々の成果は何か

市民と結びつかず、市民社会を強くする原動力となるべき

⑤我々の計画は何か の5つです。

役割を十分に果たしているとは言えません。社会を構成す

これらの問いは、全体的な所から具体的施策へと考える

る個々人が市民となり、社会の課題を解決するのが、市民

ようにできており、ミッションと顧客・顧客価値を絶えず見

社会です。私たちは、有権者であり、納税者であり、生活

直し体系的に考えることで、具体的な成果・計画を吟味し

者です。私たちの行動が企業、政府のあり方にも跳ね返っ
てきます。有権者としての当事者意識の目覚めが必要であ

ていきます。
ドラッカーから学んだ非営利組織観は、米国の非営利

り、
「市民性」の創造が非常に重要なのです。日本では、確

組織だけではなく、それまでに私が共に仕事をしてきた東

かにNPO法人は増えましたが、何が望ましい非営利組織
5
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であるのか。その芯になる支柱がよく見えず、市民とのつな

ら、市民と非営利組織の循環を見るために、クラウドファン

がりをうまく築ききれていないのではないかと思いました。

ディングを2次審査に入れました。自己評価やクラウドファ
ンディングは、応募組織にとっては、かなり大変な作業にな

田中さんは、日本の非営利組織の現状を変えたいと

りますので、モチベーションの高い組織が応募してきます。

思ったのですね。

（直近の第4回エクセレントNPO大賞の受賞団体は、別添
の通り）

もう一度原点に立ち返り、望ましい非営利の姿を明らか
にし、非営利組織がそれを目指して切磋琢磨しあう環境を、

田中さんの今後の抱負について教えて下さい。

市民社会の中に作りたい。そういう想いで、2009年に、非
営利組織評価基準検討会を立ち上げました。非営利組織

今後も、エクセレントNPO大賞を継続実施していきたい

評価基準検討会は、NPO、NGOの実践者と、研究者たち

と思います。但し、これらの活動の最終目的は、非営利組

からなる混成チームです。この検討会で最初に行ったのは、

織をよくすることだけではありません。非営利組織の質の向

優れた非営利組織に関する定義づくりでした。

上による競争が起き、より多くの人が非営利組織に参加す

「自らの使命のもとに、社会の課題に挑み、広く市民の参加

る好循環を作り、市民社会の足腰を強くするのが目的です。

を得て、課題の解決に向けて成果を出している。そのため

今は優れた非営利組織を選び出す段階ですが、もっと市

に必要な、責任ある活動母体と

民と非営利組織との交流、循環

して一定の組織的安定性と刷新

を図りたいと思います。企業で働

性を維持している。
」というのが、

いている人たちも巻き込みたいと

その定義です。そして、これをエ

思います。例えば、今あるNPO

クセレントNPOと名付けました。

法人は、市民性の創造だけでは

次に評価基準を作りました。ここ

なく、課題解決力の強化も求め

で言う評価とは、望ましい非営

られています。それには、企業で

利組織として何を目指すのか判

働いている優秀な人たちも必要

断するためのよりどころを示すと

です。企業の中で、次の人生を
考えている人たちとマッチングし

いう意味です。

たい、働き方改革という大きなビ

それは、どのような評価基準

ですか。

ジョンのもとでやりたいと思いま

第 4 回エクセレント NPO 大賞表彰式

す。現在、私は、自分が関連して

エクセレントNPOの3つの条件は、
「市民性」
「課題解決

いる非営利組織に寄付を出して頂いている企業に対して、

力」
「組織力」です。そして、この3つのテーマをもとにして、

塾を開いています。いろいろな人たちとつながりを作りなが

33の基準を作りました。
「市民性」とは、寄付やボランティ

ら、巻き込んでいきたいですね。

アといった組織への参加の募集を市民に公開し、市民の参

最後に、ドラッカーフォーラムの読者に対してメッセー

加を促していくということです。
「課題解決力」とは、社会的

ジがありますか。

な課題に対して、その原因を視野に入れた解決策を提案

ドラッカーの思想の原点は、
「一人ひとりが位置と役割を

し、実行することによって、人々の生活の質や行動様式を
大きく変化させていくことをさします。
「組織力」とは、組織

持つ自由な社会」です。そして、そのような位置づけと役割

の使命、目的を達成するために一定の持続性をもって活動

を与えるコミュニティとして、非営利組織の重要性をあげま

し、更に創意工夫力や課題発見力を発揮して、活動や組織

した。日本は、江戸時代には、地域の消防組織や寺子屋な

を刷新していくことをさします。そして、実際に「エクセレント

ど、人々の自発的な相互扶助組織が発達していた国でした。

NPO大賞」では、このような評価基準をもとに、応募してき

しかし、現在は福祉国家化や高度成長のため、政府や公

た非営利組織を評価し表彰します。

的機関に頼るようになっています。今後は、それだけでは機
能しなくなり、自発的な相互扶助の仕組みが必要になって

「エクセレントNPO大賞」では、具体的にどのように評

くると思います。例えば、今後は人口減などにより、人の消

価するのでしょうか。

滅地域がどんどん増加していくことが予想されます。これら

この賞に応募するためには、非営利組織自体が、自己評

の地域には公的サービスが届かず、住民が寄り添ってやっ

価を書くことが必要になります。このこと自体が、当該組織

ていくしかありません。複雑な課題解決のためには、政府

に対する教育効果を持っています。応募してきた非営利組

や企業に頼らない自発的な市民による活動が必要になって

織については、先ず「市民性」
「社会変革性」
「組織安定性」

くるのです。皆さんも是非そのようなことに関心を持ってい

をそれぞれ評価し、市民賞、課題解決賞、組織力賞を設け

ただき、非営利組織の活動にも参加していただきたいと思

て、該当組織を表彰します。更に、総合的に優れたものを「エ

います。

クセレントNPO大賞」として表彰します。今年度の第4回か
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第4回エクセレントNPO大賞の受賞団体
■エクセレント大賞
SOS子供の村 JAPAN

【代表者：福重淳一郎、設立：2006年、福岡県福岡市】
SOS子どもの村JAPANは、
「すべての子どもに愛ある家庭を」をスローガンに、世界135か
国で活動している国際NGO「SOS子どもの村インターナショナル」の日本初の子どもの村と
して2006年に福岡に設立された。様々な家庭状況を背景に親と離れて暮らさなければなら
ない子ども達を、子供の権利尊重を基本に里親家庭で育て「家庭養育のモデル」を実践し
ている。また、養育困難な家庭の子どものショートステイや、休日や夜間の相談事業、地域
の里親支援も行う。

■市民賞
社会福祉法人 さぽうと21

【代表者：吹浦忠正、設立：1992年、東京都品川区】
日本で暮らす難民や、中国帰国者、日系定住者等を対象に、30年以上、自立支援の活動を
している。
「就業支援」
（年間約50名）及び、日本語や学校教科等の「学習支援」
（登録学習
者約100名）を実施、
「就学支援」では延べ3000名以上の進学を支え、多くの「外国につ
ながる若者」が社会の貴重な人材として成長している。
「学習支援」では外国出身者が学び
の機会を得て社会参加をしている。

ACE

【代表者：岩附由香、設立：1997年、東京都台東区】
ACE（エース）は、児童労働のない世界をめざす、日本生まれの国際協力NGOである。
1997年に設立されて以降、児童労働問題に特化した活動を続けている。持続可能な開発
目標（SDGs）に明記された「2025年までにすべての形態の児童労働をなくす」という目標の
達成をめざし、現在はインドやガーナで児童労働をしている子ども・家族への直接支援を行
うほか、政府へのアドボカシー、企業との協働、市民の啓発と参加機会の提供をしている。

■課題解決賞
SOS子供の村 JAPAN

エクセレント大賞として選定

■組織力賞
杜の伝言板 ゆるる

【代表者：大久保朝江、設立：1996年、宮城県仙台市】
豊かで住みよい地域づくりの実現のために、宮城県内のNPOやボランティアが活動しやすい
環境づくりに向けて活動している。ボランティアや市民活動団体の情報誌「月刊杜の伝言板
ゆるる」の発行やNPO支援WEBサイト「みやぎのNPO情報ネット」の運用などでの情報発
信支援のほか、
「高校生のNPOで夏ボラ体験」
「NPO訪問バスツァー」などの人材開拓、
NPOのためのマネジメント講座や相談対応などを実施している。

取 材 後 記

田中弥生氏への取材で、改めて感じたことは、非営利組織の重要性である。また、ドラッカーが晩年、非営利組織の意義を強調していた
理由も、この取材でよく分かった。
最近は、企業でも、
ＣＳＶのように事業を通じた社会の課題解決が、前面に出るようになってきた。日本は企業社会であるが、これからは、
企業、非営利組織、政府が、互いに良い所を出し合いながら、連携して、課題解決に取り組むようになるのではないだろうか。
私は、もともと企業の人間であり、社会の課題に対しては、企業の仕事を通じて貢献すれば良いと考えていた。しかし、これからは、もっ
と視野を広く持ち、企業、企業外の活動、様々な分野で、多元的に社会の課題解決に関わりたいと思った。 （中野羊彦 企画編集委員）

田中弥生

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構教授、エクセレントNPOをめざそう市民会議理事、
言論NPO理事、前日本NPO学会会長、ドラッカー学会員

東京大学社会基盤学専攻 寄附講座国際プロジェクト客員准教授、
（株）ニコン、笹川平和財団、国際協力銀行をへて現職。国際公共政策博士（大

阪大学）
、政策メディア修士（慶応大学）
。財務省財政制度等審議会委員、内閣官房行政改革推進会議民間議員、総務省政策評価審議会委員、
外務省ODA評価有識者委員、政府税制調査会特別参考人、参議院行政改革委員会参考人などをつとめる。前日本NPO学会会長。専門は非営
利組織論と評価論。ピーター・F・ドラッカー氏に師事。主な著書に『NPOと社会をつなぐ 〜 NPOを変える評価とインターメディアリ〜』
（東京

大学出版会 2005年）
、
『NPO 幻想と現実 〜それは本当に人々を幸福にしているのか』
（同友館、1999年）
、
『アジアの国家とNGO』
（重冨

真一編、分担執筆、明石書店2001年）
、訳書にドラッカー / スターン著『非営利組織の成果重視マネジメント 〜 NPO、公益法人、自治体の自

己評価手法〜』
（ダイヤモンド社、2000年）
、
『NPO新時代―市民性創造のために』
（明石書店、2008年）
、
『ドラッカー 2020年の日本人への「予
言」
』
（集英社、2012年）ほか

「エクセレントNPO」をめざそう市民会議ウェブサイト：http://www.excellent-npo.net/index.php/ja/
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京都研究グループ「京都読書会」のご紹介
（取材者：中島 信）

できる大切な時間です。

2010年7月10日に、第一回を立ち上げた本読書会も間も
なく、満 7年を迎えることになります。この間、さまざまなメン

歴史と伝統のある京都の地で開催する読書会として、経済

バーの出入りがありましたが、今では毎回出席してくれるレギュ

的合理性だけでなく、ときに心性や霊性といった東洋的思想

ラーメンバーを中心に7 〜 8名で開催しています。メンバーの

の垣間見ることのできるドラッカーの教えを、
「伝統とイノベー

職業はさまざまで、それぞれの立場、視点から多様でユニーク

ション」が共存する京都という土地柄が育む独特の視点から

な意見を交わしています。

理解して、今後も独自色のある読書会を催してゆきたいと思っ
ています。

素敵なメンバーとの興の入った対話の時間は、一つの新し

皆様お近くにお越しの折に機会がござ

い意見が聞く人たちの思考を刺激し、刺激されたそれぞれの

いましたら、ぜひ覗いてみてください。

思考がまた新たな意見を生み出すというように、一つの意味を
繋ぎながら、
自分の頭の中、
そして人と人の間でどんどん広がっ
てゆくという、思考創造の場へとわれわれを導いてくれます。毎

京都ＳＧ
「京都読書会」主宰者

回の読書会の終わりには何かしらの新たな気づきを得ることの

中村 道一

も自身の経験や人生の軌跡を相互に尊重し合える場」である

7年前、勉強会のなかった京都で「ないものは創ってしまお
う」と、中村さんと共に「2人でも組織」
「学びを実践へ」
「京都

こと。加えて特筆すべきは、京都ならではの「体験型勉強会」
。

らしさ」をキーワードに「マネジメントと心磨き」を目指す京都

伝統・文化の世界で、進化を遂げて来た方々から学ぶ機会を

勉強会を発足。

得るもので、京都文化・伝統の世界はまさにイノベーションの
連続です。ドラッカーの学びをマネジメント実践の成果として、

わずか2人でも、バックボーンには、多数の方とのつながり

「伝統・文化の精神性、柔軟性、創造性」から「心磨き」へと、

や生きてきた軌跡といった「目に見えない組織」が存在します。

京都勉強会の根本を踏襲しつつ、同じこと

互いの「強み」を活かし、補完的役割を担う中、NKEの安藤
取締役はじめ、現在事務局として連絡、進行と一手に担う管

の繰り返しではない、各々のイノベーション

理グループリーダー橋本さんが土台を固められ、今に継続さ

につなげていきたいと思います。

れてきました。
会の魅力は、ドラッカー熟知を当然とせず、メンバーそれぞ

京都SG「京都読書会」主宰者

れの立場で問題意識や見解を持って話合い、
「初めての方で

向井 弘美

京都読書会を訪ねてきました！
『P.F.ドラッカー―理想企業を求めて』と
「ドラッカー学会 京都研究グループ」

リーの推薦の辞があって、この本をして「ドラッカーの39

『P.F.ドラッカー―理想企業を求めて』は、ドラッカーさ

の会話、書作を学び、私なりに知ったドラッカーさんを偉大

んの要請で、著者のエリザベス・ハース・イーダスハイム

たらしめているもの」として以下の5つにまとめています。

冊と70年の洞察の真髄を明らかにした。
」として結んであり
ますが、この結びの前に、
「P＆Gを率い、またドラッカーと

（マッキンゼーから独立してコンサルタント会社を設立）が

• 顧客重視

1年4 ヵ月にわたって、ドラッカーさんをインタビューして

• 実践重視

纏めたものです。この本の最初にP＆GのCEO、A・G・ライ
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ドラッカーに出会う

• 本質をつかむ洞察
• 責任の重視

現在、NKE株式会社の中村社長が、先代が社長の時代、役

• 人間重視

員の任につき、今までの実務から経営を担うあたり、どのよ
うにしたらよいかに迷い、経営指南書、ビジネス書を求めて

実務の只中でドラッカーの多くに触れた人々の思いが詰

本屋さんに入りました。色々と思案、物色している中で、偶

まった素晴らしい本です。
とは言え、日本では少しマイナーでドラッカー自身の著

然、ドラッカー『経営者の条件』を手に取り、購入したとの

作ではないので、研究会テキストとしての採用は、少し戸惑

ことです。これが、ドラッカーさんとの運命の出会いになり

うかと思います。

ました。

ところが、この本を研究会発足の最初の読書会テキスト

まさにマネジメント実践の最中で、ドラッカーさんに感

に取り上げた研究会があります。それが、今回取材させて頂

銘を受けた中村社長は、引き続き『現代の経営』
、
『創造する

きました「ドラッカー学会京都研究グループ」です。

経営者』
『イノベーションと企業家精神』と、ドラッカー経営
論の王道を読み進まれました。
『現代の経営』を、取材時お手

長岡京

元にお持ちでしたが、多くの付箋があり、ともかく徹底的に
読み、日々のマネジメント実践に活用している様子が沸々

奈良の都（平城京）から、京の都（平安京）に遷都する少し

と湧き出ておりました。実は、その『現代の経営』が、上下と

前、桓武天皇が、僧侶をはじめ、様々な勢力が権力を持ち始

も2冊目で、1冊目は、読み過ぎて、本綴が崩れて、再購入さ

めて、互いに既得権を相争う平城京から、新しい時代を目指

れたということで2度驚きました。

して、京都の南西の場所を都としたのが長岡京。近年は、京

本研究会を、中村社長と立ち上げたのが向井様です。向井

都、大阪、奈良を結ぶ地として、様々な方面から注目されて

様も大学職員、新聞社勤務の後、公益法人のトップの元で企

います。

画・広報を担当された折に、法人トップが示す理念や方向性

長岡京駅は、京都駅から4駅目で10分ほどです。この長

の何たるかを内外に発信して行かねばならず、トップの真

岡京駅前ターミナルに、今回訪問した京都研究会の月例会

意や意図を汲み取るのに大変苦労する中で、ドラッカー学

が開催されている、長岡京市中央生涯学習センターがあり

会の上野周雄様の御推薦もあって『経営者の条件』を読み、

ます。長岡京市は、会を主宰しておられます中村社長、向

まさに自分のための本だと感銘を受けたのが、ドラッカー

井様の本社、職場があります。大変便利なセンターで、研

さんとの出会いということでした。ドラッカーさんの本を

究会が使用している部屋も大変広くて、ゆうゆうと活用で

読むにつれ、単に企業だけでなく、子供でも家庭の主婦でも

きるものでありました。また、皆様が仕事を終えてから、余

学生でも、あらゆる立場、あらゆるシーンに活かせる、また

裕を持って参加できるようにと、19時30分からの開催に

「万人の帝王学」であると深く魅了されたそうです。

なっています。
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ドラッカー京都研究グループの立ち上げ
中村様、向井様も、長岡京が本社、勤務地であり、研究会、
勉強会等で同席する機会があるたび、ドラッカー理解を深
める研究会、勉強会がないものか、と探ってみたものの、見
つからなかったということです。その折、ドラッカー学会員
の上野周雄様のアドバイスや、佐藤等様のお薦めもあって、
共同で京都研究グループをスタートしたということでした。
ほどなく、NKE取締役の安藤様が参加、管理グループリー
ダーの橋本様が幹事として、一手に全般の進行・管理を担当

なり定性的な要素も含む章への挑戦でありました。

され、互いを補完できる、素晴らしいコアメンバーが生まれ

研究会に参加されている方々は、ドラッカー著作は皆様、

たとのことです。

腹に落としての参加なので、改めて、テキストの逐次読解に
入るのではなく、実務を通してのアドリブ討論に入ります。

実践すること

皆様お互いの持ち味を知りつくされているので、特段な司
会、ファシリテーターがいなくても論議はドンドンすすむ、

「現場の問題に悩み抜く」からの、ドラッカーの学びが基本

ベテラン揃いのジャズバンドの乗りで会は進みます。取材

なので、研究目的は「学び、実践し、成果を生む」ことに集中

のはずの私も触発されて、昔の経験での話しやら、昨今の製

している勉強会です。今まで使用したテキストの最初が、

造会社支援の現場活動の思いを発言して、思わず討議に参

『P.F.ドラッカー―理想企業を求めて』であったのは偶然で

加してしまうほど、フリーで創造性に富む会でありました。

はなく、その後は、主宰の中村社長の読書歴も相まって、

とはいえ、対象の章について、詳細な脚注資料を手作りで

・2011年9月〜 『現代の経営』

用意するなど、きめの細かいところも見逃せないものでし

・2014年4月〜 『イノベーションと企業家精神』

た。

・2015年7月〜 『経営者の条件』

伝統とイノベーション

・2016年7月〜 『創造する経営者』
と、バリバリの経営実務書が並んでいます。
ただ、単に仕事への利用ということだけでなく、ドラッ

これからも、このフリーで柔軟な討論をもって、お互い触

カーさんの真髄に迫ろうとの“こだわり”も兼ね備えての研

発しあい、それぞれの立場で新しい創造という研究スタイ

究で、必要によっては、必ず原文をリファーし、テキストす

ルを大事にした上で、外部の特別講師を招いた研究会も増

べてにわたり、原文を用意して研究されています。

やして行きたいとのご意向でした。
また、以前から実行される、
「京都ならではの伝統・文化

発想すること

からイノベーションを学ぶ」という機会や、昨年から始めた
「企業訪問」も、より数多く実施して行きたいという抱負で

取材にお伺いしたとき、テキストは『創造する経営者』第

ありました。

6章「顧客が事業である」でした。それまでの数章が、社内の

京都での特徴は、やはり老舗事業者が多くあり、伝承され

計数分析による企業力UPから、大きく外に目をむけた、か

る文化・伝統も多いということですが、こうした老舗や伝統
も、長く続くものほど、イノベーションへの取り組みが熱心
であるとのことです。キッチリと守るべき芯と伝統、これと、
大胆なイノベーションの組み合わせが、事業継続・文化伝承
の肝との話で、“はっと”させられました。
ドラッカーさんが、深い関心を持った明治維新、また、日
本画をはじめ、ドラッカーさんが、その発想の源の一つにし
た、日本伝統文化の中心舞台の京都。この息吹の只中で、創
造を求める、ドラッカー学会 京都研究グループ。
「伝統とイ
ノベーション」を一つのキーワードに、大きく発展するもの
と確信した次第です。今後のますますのご活動、及びそこか
らの色々な発信に、期待を申し上げます。
中島 信（企画編集委員）
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五島 優子 さん

「京都読書会」
メンバー紹介

質問① ドラッカーさんの言葉（書籍）で、一番大
事にしているもの
言葉：考え抜くこと、実践すること、フィードバック
すること
書籍：
『経営者の条件』

京都でドラッカーを学ぶ

質問② 今一番、関心をもっていること

メンバーを紹介します！

自ら生み出すこと、創り出すこと

質問③「読書会」で、得られたもの。また、
「読書会への期待」

山田 悟士 さん

得られたもの：自らすてきな仕事を生み出している人たちとの出会い
期待：もっともっと世の中にすてきな人や仕事が増え、それが普通に
なること
だれもがいきいきと働き過ごすことが普通の世の中になること

質問① ドラッカーさんの言葉（書籍）で、一番大
事にしているもの
会社は、社会に悪い影響を与えないようにして、
社会に貢献することを考えなければならない。

海東 英和 さん

質問② 今一番、関心をもっていること

質問① ドラッカーさんの言葉（書籍）で、一番大
事にしているもの

長い将来に渡って、社会から必要とされ、元気な
会社なり家庭なり個人なりであり続けるためには、今何ができるか？

「凡人をして、非凡なことをなさしめる」ことが組織
の目的である

質問③「読書会」で、得られたもの。また、
「読書会への期待」

1 ヶ月をかけて一章を読み込める機会が得られてうれしく思っていま
す。まだ1年程度参加させていただいているだけなので、皆さんのお
話についていけるようにがんばっていきたい、と思っています。

質問② 今一番、関心をもっていること

かばたの郷を豊かにする活動の組織化と運営
質問③「読書会」で、得られたもの。また、
「読書会への期待」

自分の見えていない角度からの論調が聞ける、企業活動の中での噛み
砕きが経験してこなかった世界を垣間見せて頂ける、異なった立場、
若者、女性の意見を直に聴け、ハッとする瞬間を多く得られている。

山﨑 陽介 さん
質問① ドラッカーさんの言葉（書籍）で、一番大
事にしているもの

向井 弘美 さん

ドラッカーさんの直接の言葉ではありませんが「管
理を人間的なものにする」です。

質問① ドラッカーさんの言葉（書籍）で、一番大
事にしているもの

質問② 今一番、関心をもっていること

働きがいと利益を両立する組織をどう作るか、が
目下の関心事です。

「強みを発揮させ、弱みを無意味にする。
」これが
最高に元気の出る言葉だと思います。

質問③「読書会」で、得られたもの。また、
「読書会への期待」

質問② 今一番、関心をもっていること

違う業種・人生を歩んで来られた方と、同じテーマについて話せるこ
とが楽しいです。自分ひとりでは得られなかった気づきがあることが魅
力です。

仕事以外にも何にでも合致するドラッカーの思考
は、成功の基本だと思います。ビジネスでのマネジメントだけでなく、
あらゆる活動にどのように活かせるかが、おもしろく、また年齢ととも
に、在り方、生き方系のドラッカーに関心ありです。

池田 雅彦 さん

質問③「読書会」で、得られたもの。また、
「読書会への期待」

たった2人から初めた研究会でしたが、7年も継続できた力、お互い
の強みを活かし、補完し合えるコアメンバーがいて下さったことが、得
られた実績であり、かけがえのない宝です。
「もしドラ」ブームの大人数を経て、現在まで。参加者は、企業家、コ
ンサル、個人事業主、サラリーマン、大学生、主婦、自治会長、医師、
行政関係、ドラッカーファン、セクター、立場、役職などを超えた人が
この場に集い、真剣に取り組んできました。
設立コンセプトにありますように、学びを実践に活かし、自己を高め、
京都という強みを活かした研究会であるように、今後も素晴らしいメ
ンバーと共に、揺るがぬ信念を持ちつつ、とにかくワクワク楽しい会が
継続できることが一番です。

質問① ドラッカーさんの言葉（書籍）で、一番大
事にしているもの
言葉：“Listen ﬁrst, speak last”
書籍：エッセンシャル版『マネジメント』
質問② 今一番、関心をもっていること
1型糖尿病の患者会のマネジメント

質問③「読書会」で、得られたもの。また、
「読書会への期待」
得られたもの：居場所・友人
期待：使命を全うするし，発展的に解散する

全国研究会の
イベントご案内
●日

2017年６月17日（土）横浜にて、ドラッカー学会「英語でドラッカーを学ぶ会」十周年記念シンポジウムが
開催されます。参加者には抽選でドラッカー関連図書の原著を差し上げます。

時： 2017年6月17日（土）13：30 〜17：00
懇親会17：30〜

●テーマ：「ドラッカーの原著を読む楽しさ」
（仮題）
●会

場： 横浜開港記念会館6号室（定員：110名）

●お申込み方法：2017年５月１日（月）〜
ドラッカー学会ウェブサイトのイベント案内及びFacebookのイベント案内で
５月１日（月）の週から受け付けます。
●お問い合わせ先：「英語でドラッカーを学ぶ会」事務局 上野
携帯電話：090-2400-6110 メールアドレス：ueno@drucker-ws.org
●その他：詳細プログラムは、５月１日（月）にご案内いたします。
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「 100 年企業の山城屋を 1000 年永続する企業に育てる」
この想いを胸に、ドラッカー経営に取り組む真田千奈美さん
1. 真田の事業の変遷
ドラッカーを学び、ドラッカーを経営に活かしている経営者
は多い。今回は、食品メーカー、真田（京都府宇治市）に嫁ぎ、
経営を切り盛りしている真田千奈美氏を紹介する。真田は「山
城屋」ブランドで、約200種類の乾物を製造、販売をしている
会社である。
真田家は、1500年初頭に甲斐から香川県へ移り、江戸時
代初期から米問屋を営んできた。その歴史はイノベーションの

ほどのメーカーとして再スタートを行った。

歴史と言っても良い。真田家が大きく飛躍するのが1900年、

千奈美氏は、1982年に佳武氏と結婚した。千奈美氏の実

真田サダ氏が彦次郎氏を養子縁組婚姻した事によるもので

家も商売人の家であり、千奈美氏の祖母が見合いの相手を決

あった。第一のイノベーションは、1904年に東本願寺から「山

めた結果である。祖母の、見合い相手の選択の条件は、単に

城屋」の屋号を賜り、煮干し問屋を開業したことである。サダ

商売人の家というだけではなく、
「女性に商売の仕事をさせて

氏が、貧しい漁師に対して常に立派な御殿、夜具、ご馳走、

くれる家か」ということであった。真田は、真田悦子氏が経営し

酒を用意して、煮干の収穫を待った。そのためこぞって山城屋

ており、女性に仕事をさせてくれる家であった。そこで見合い

に煮干しが集まり、昭和初期に全盛期を迎えた。しかし、第二

を行なった。佳武氏とも気が合ったので結婚した。結婚した途

次世界大戦の空襲や農地改革によってほとんど財産をなくし、

端、1983年に問屋からメーカーに業態転換するというイノベー

サダ氏は小さな乾物問屋としてゼロから再スタートをした。

ションを行った。
この時、イノベーションを起こしたと同時に、未来に不安を
持った社員の多くが辞めた。千奈美氏は、悦子氏から、
「あん
たしか仕事をする人はおらん」と言われた。社員が辞めたため、
千奈美氏は結婚してほどなく、メーカーになった時点から会社
の仕事に関わることができた。
その後、事業は順調に伸びた。強みのあった乾物分野の
知識を生かし、当時まだ珍しかった「金ごま」を「京いりご
ま」の名前で商品化し、大ヒットさせるなど、高付加価値路
線で軌道に乗った。2005年には36億円の売り上げにまで
成長した。

ここで更なるイノベーションが起きる。1958年にはスーパー

2. ドラッカーとの出会いと経営者としての覚醒

マーケットの幕開けに目をつけ、周囲の反対を押し切って四国

しかし、その真田も、2006年から2期連続の減収に陥った。

から大阪に進出した。それまで、香川県の小さな乾物問屋だっ
たのが、大阪のスーパーの専門問屋となった。
このイノベーショ

それまで25年間、右肩上がりで伸び続けていたのに……。当

ンのけん引役だった中興の祖が、サダ氏が、商才のある女性

時はまったく理由が分からなかった。更なるイノベーションが

として目をつけ、孫・和夫氏の嫁として迎えた真田悦子氏だっ

必要であった。
千奈美氏は打開策を考え、
「京の乾物屋」
としてのブランドの

た。千奈美氏の義母にあたる、
更に1983年には問屋からメーカーに業態転換した。これも

確立が、一つの方向性ではないかと思い至った。山城屋は京

イノベーションである。これは、千奈美氏の夫、取締役の真田

都の東本願寺から屋号を頂いた。本社を移転してはどうか。当

佳武氏が主導した。
「大手スーパーの購買力が高まるなか、う

時の真田には3つの大きなヒット商品があった。
「京いりごま」に

ちのような中小卸は生き残れない」と考えた。そこで、それまで

加え、
「京きな粉」
、そして副菜の材料になる乾物と調味料をセッ

の大口の取引をやめ、売上高30億円の問屋から売上高5億円

トにした「京のおばんざい」シリーズ。いずれも商品名に「京」を

12

実 務 家の視 座

何か、社員と話し合った。これにより、山城屋の商品基準が明

冠している。しかし、本社工場は大阪府守口市にあった。

確になった。社員の心が一つになった。

「本社移転で、名実ともに京都ブランドになろう」
。この妻の提
案に、社長になっていた佳武氏が乗り、早速、京都府内に土

3. 商品アイテムの絞り込みと生産者との連携

地を手当てした。しかし、それだけで京都ブランドが確立され
るわけではない。

企業の経営を考える時、ドラッカーが必ず出す問いがある。

京都ブランドの会社として、いかに経営を立て直すか。そう

「我々の事業は何か」である。乾物メーカーとしての真田の強

悩んでいたとき、千奈美氏はたまたま電車で、立命館大学の

みは何か、真田を特徴づけるものとは何なのか。

MBA（経営学修士）コースの広告を目にする。
「経営を一から
学び直してみよう」
。そう考えて2008年春、入学した。そこでド

深く突き詰めて考え、
「我々が手掛けるのは良き生産者とと

ラッカーと親交が深かった上田惇生氏の授業を受けた。千奈

もにある事業」だという結論に至った。江戸時代は米問屋を営

美氏は、土曜日と日曜日に立命館大学に通ったが、土曜日の

んでいた真田家。その後、取り扱う商品こそ変化したが、
「生

6月より上田先生の授業があった。千奈美氏は、ここで初めて

産者を大事にする」方針を貫いてきた。メーカーへの転身が消

ドラッカーと出会った。ドラッカーに「何によって憶えられたい

費者に支持されたのも、良い原材料を確保できたからだ。我々

か」という基本的な問いがある。このドラッカーの問いが千奈

の事業とは、
「良き生産者との協業により、品質重視のこだわ

美氏の心に強く響いた。

りの乾物を、適正な価格でお届けする」ことである。
そう考えると、2期連続減収の原因も見えてきた。スーパー

千奈美氏は、自分の生きる意味をあらためて考えた。それま
での千奈美氏は、肩書きこそ専務だったが子育てにも追われ、

に対する売り上げ拡大のため、価格競争に巻き込まれた。そ

経営陣としての意識は必ずしも高くはなかった。経理も行って

のため、必ずしも高品質とは言えない商品が出てきた。そして、

いたが、家計簿をつけているような感覚だった。その中で「自

それらの商品が価格争いに負けて徐々に売り上げが下がり始

分は何をもって覚えられたいか」を真剣に考えた。そして、山

めていた。千奈美氏の心に響いたドラッカー言葉が、もう一つ

城屋を1000年企業にしようと思った。
「私は嫁だ。何か特別

ある、それは、
「次のものを入れるために今あるものを捨てろ」

なことをやろうとするのではなく、同族会社でうまくいく方向性

という言葉だった。新しい商品を開発するためには、事業に合

を考えよう。息子が後を継ぐ、社員が暴走するのを防ぐ、この

わない商品や昨日の商品は捨てなければならない。千奈美氏

ためにも、山城屋を1000年企業にすることを指針にしよう」と

は、自社のコンセプトに合わない商品は廃止した。300アイテ

思った。嫁ぎ先の真田は、山城屋として創業して 113年になる。

ムの商品を200に絞った。

その歴史は、多くの先人たちに支えられてきた。その一人に自

同時に実施したのが、良き生産者の発掘による新商品の開

分も名を連ねたい――。
「自分の役割は、100年企業の山城屋

発である。千奈美氏は、ストーリー性がある生産地を探し出し，

を1000年永続する企業に育てること。その礎をつくった者とし

生命を与え，乾物文化を守って行くことが、真田の大きな役割

て後世に憶えられたい」と思った。1000年続くための行動は

であると考えている。現在、日本の農業や水産業などの第一次
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産業は転換期にある。それまで日本の生産者が守り育ててい

中の変化をとらえ、どのように乾物文化を残し育てていくか。そ

た各地の特産品も、海外の安い一次産品や生産者自身の高

して、どのように事業につなげていくか。

齢化により、衰退していくものが多い。しかし、一方で日本の

乾物の水戻しが不便、料理方法がわからないとの顧客が増

高品質の一次産品を望んでいる消費者も数多くいる。真田は

加している．乾物のインスタント食品としては、2003 年に開発

お客様の声を聴いて、それを生産者に作って頂く。真田は消

した乾物とだし（出汁）のセットである伝統的インスタント「京

費者（食品製造者として）のための目利きをする。これが真田

のおばんざい」があるが、さらにシニア夫婦2人家族対象に、

の役割である。このため、全国各地の生産者の情報収集に励

国産原料のみ使用・化学調味料無添加だし付の高品質セット

んだ。その結果、滋賀県甲賀市の干瓢、明石海峡産わかめ、

乾物を開発した。このように、インスタントという方向性を出し

長崎県の五島灘の湯がき大根など、数多くの生産者を真田が

ながら、家族構成の変化に合わせた商品の開発をしていく。

発掘して育てた、そしてこれらの商品をスーパーに売った。

更に、日本人の食生活の変化を考えると、
「ふりかけるだけ、

現在、日本の第一次産業の再生のキーワードとして、
「農

混ぜるだけで食べられる」なども商品開発の一つの方向性に

商工連携」や「6次産業化」がある。
「農商工連携」とは、真

なる。売り上げの柱である「京いりごま」をさらに簡単に使用で

田のように加工、商品企画、販売を持っている中小企業と、

きる商品として「ごま和えの素」を発売した。好評の金ごまに化

農林漁業者が有機的に連携して、新しい商品・サービスを

学調味料不使用による天然調味料を混合した商品だ。ふりか

作り出すことである。
「6次産業化」とは、農畜産物、水産物

けるだけの他にマヨネーズと和える等、お客様から食べ方のご

などの第一次産業だけでなく、食品加工（第二次産業）、流

提案を頂けるほどの美味しさが好評となった。

通、販売（第三次産業）にも農業

また、千奈美氏自身が伝道師と

者が主体的かつ総合的に関わるこ

なり，乾物についての講演活動を

とによって、第一次産業を活性化

様々な地域で行なっている。30代

させようというものである。第一次

の主婦が集まる乾物学習会・乾物

産業の1と第二次産業の2、第三

料理教室も開催した。興味を持っ

次産業の3を足し算すると「6」に

ている人が多く、古い乾物を現代

なることをもじって「6次産業化」と

風料理にアレンジし、栄養価と共に

言っている。
「農 商 工 連 携」
「6次

美味しさを伝え続けている。市・府

産業化」いずれも、単に生産者が

からも依頼され、また、スーパーで

生産物を作って単純に売るだけで

も料理教室をやり始めた。乾物料

はなく、加工や販売などと有機的に連携し、付加価値を高め

理教室を広げ、新しい料理方法を工夫し、乾物文化を伝え続

ようという施策であり、政府が旗を振って進めている。

けて行きたい．さらに、離乳食・子供食にもチャレンジする。
フェ

真田は、政府の施策に沿った農商工連携や6次産業化にも

イスブックによる料理レシピの公開し、若いお母さんによる乾

取り組んでいる。農商工連携により京都府与謝野町でのごま・

物料理の紹介などの発信を続けている．

大豆・唐辛子などの生産に取り組んだ．こうして「京都産金ご

真田の新たな取り組みとして、新しい店舗の設置がある。単

ま」
「京きな粉チョコレート」
「京唐辛子」
「京七味」
「京一味」

に、スーパー等に売るだけではなく、真田が作ったものを直に

などの商品が生まれた．これらは、京都だけの農産物を使い、

お客様に届けたい。2010年には「きな粉・京都産金ごま・京

京都ブランドとして販売している。また、2014年7月には，
「農

野菜」の開発で中小企業庁の農商工連携事業の認定を受け、

産物の工業加工」として、乾燥野菜工場を京都府 与謝野町

2011年3月に「きなこ」の販売拠点として、京都八坂にきなこ

に竣工し、野菜の6次産業化も進めている。

専門店「きなこ家」をオープンした。千奈美氏の長女の寛子氏
がその新店舗の店長を務めている。寛子氏は，若い世代が関

4. 時代の変化に合わせた乾物文化の継承と育成

心を持つきなこの新しい使い方を考えれば、きっと受け入れら
れるはずだと考えた。
「世界に広げよう日本の宝きな粉」を掲

ドラッカーは、世の中の変化を体系的にとらえ、変化をチャ

げ、構想から半年で「きなこ家」をオープンさせた。寛子氏の

ンスに変えるイノベーションを行えと言っている。乾物自体は

狙いは当たり、
「きなこ家」には若い世代が多く訪れ，店内は

次第に売れなくなってきている。家庭での調理に時間を掛ける

賑わいを見せ続けている。

人が減少し、惣菜などが量販店の売れ筋商品になったためで

また、寛子氏は、併設する乾物屋「京山城屋」の店長も兼

ある。しかし、乾物は、日本の食文化の極めて重要なものの一

任し、京七味の商品開発も考えた。京都産一味をはじめとす

つである。日本は、様々な野菜、海草、魚があり、更に乾物造

る京七味の美味しさは格別で、売り方を工夫すれば必ずチャ

りの天候にも恵まれ、乾物文化が発達している国である。乾物

ンスがある。そこで、デザインに加えて京都産・味にこだわり商

にすることにより生のものより栄養価が増す食品も多い。世の

品を作った。
「京七味ふりかけ」は、ふりかけるだけで乾物を
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食せ，料理が美味しくなるふりかけタイプの七味調味料だ。更

署を経験させている。新しい仕事に挑戦することで、職場の活

に、外国人 観光客対象に英語表記なども取り入れ店舗改革

性化や本人のやる気の持続に役立つ。マンネリ化した職場を

を続けている。2016年より「京七味つくり体験」をリニューア

新鮮な目で見ることで多くの無駄を省くことができる。期間限

ルし、多くの観光客に楽しんで頂けるようになった。現在、寛

定のため厳しい仕事にも耐えることができ新たな知識が身に

子氏は乾物の通信販売も手がけている。2013年以来，通信

付く。立場の違った部署の考えが容易に理解できるようになり、

販売サイト「乾物.jp」革新の陣頭指揮を執っている。

最善の方法で譲り合うことが可能となる。
社員の育成、活性化のためには、ITの革新も重要である。

5. イノベーションを起こすための人財教育とIT革新

社員全員の意思疎通のためインターネットによるチャッター（日

ドラッカーは、知識労働者を育成・活用し、いかに生産性

なり，都度のコメントが可能になった。すべての社員の考えを

の向上とイノベーションを起こすかが、重要だと言っている。

同時に見ることができるため、時間のある限り読み、感想を発

千奈美氏は、
「これからの乾物屋のイノベーションは若者たち

信する。毎日の積み重ねこそが相互理解に繋がる。IT革新が

報の公開）やポータルサイト（日常行動の公開）ができるように

の創造性で決まる。若手社員の教育こそが重要である」と考え

これからの人材教育の鍵となっている。他人の仕事を理解す

ている。
「伝統と創造」掲げ、日本一の乾物屋として存続する

ることでコミュニケーションが図れ、さらにイノベーションに繋

ために何を成すべきかを教育する。

がる。

プロジェクトによる新商品の開発では、ただ一品のヒット商

ITは、また、真田が商売の強さを保っていくためにも必要で

品が今後の明暗を左右する。
「常にこだわった商品を創る」と

ある。大手スーパーなどの顧客はITを使ってビジネスを行って

いうコンセプトの下に，
「お客様のために何ができるか」を若手

いる。大手スーパーから見ると、大規模加工食品メーカーも真

社員達に考えさせることが必要である。そのために、自らの欲

田も一緒である。顧客が導入しているレベルのITを、こちらも

する商品を創り上げることを課題とし、年に一度の発表会を開

実施しないと商売にならない。ITができないと問屋まかせにな

催している。これは年ごとにまとまりを見せ、各人が自分の考え

り、主導権を失う。

をまとめ、商品化できるようになってきた。最近では、単なる新

このようなIT経営の中心を担っているのが、千奈美氏の長

商品だけではなく、
「商品開発のためのインターネット・ITの

男、英明氏である。英明氏は、真田が京都に移転をする段階

活用施策」
、
「経費の圧縮施策」
、
「東京への物流方法の検討」

で入社し、最初工場から入ってIT化を担い、東京で関東への

などの発表も行われるようになっている。

拡販を行い、本社で経営の観点からIT化の推進を行った。こ

また、会社全体を知ってもらうため、総合職全社員を2年に

のように各所を経験していくことで、仕事をステップアップして

一度担当変更させている。真田は、正社員19名、パート社員

きた。その結果、英明氏は、会社全体の業務とIT経営の中心

50名、合計70名程度の会社である。19名の正社員には各部

を担うようになった。そして、そのような流れに沿う形で、昨年
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（2016年）の12月には、佳武氏から英明氏への社長の交代が

し、一方で真田のこだわりを海外に伝えようとするのは難しい。

実現した。

心が通じあう営業にならないと難しい。その意味で語学は重

このように、ドラッカーの教えによる経営と様々なイノベー

要である。

ションのお陰で、真田の売り上げは順調に推移している。顧客

江戸時代初期の米問屋から続いてきた真田家。その歴史は

の望む常にこだわった商品を創り続けると共に、社内イノベー

イノベーションの歴史と言っても良い。そして、その背後には常

ションを続けることが1000年企業実現の源である。千奈美氏

に女性の活躍があった。千奈美氏もまた、
「乾物文化の普及」

は、2014年には、ドラッカー学会の年報に、これまでの経営

や「日本の農業生産者の育成」などの社会貢献をしながら、真

施策をまとめて「山城屋おんな経営記 ― 1000年企業を目指

田が更に1000年続くための礎を作る者として、歩み続けている。

して」と題した記事を発表した。
株式会社真田 プロフィール

6. 今後の抱負

事 業 内 容：乾物製品の製造、および販売
屋

真田は2014年に創業110周年を迎えた。記念式典では、

号：山城屋

創業・設立：創業1904年９月・設立1972年５月
代表取締役：真田英明

日本各地から参加いただいた約50社の優良仕入先に対して

所 在 地：京都市東山区八坂塔上田町81-2

「山城屋は乾物で1000年企業を目指す」と宣言した。新商品

資 本 金：4000万円

を開発する度に取引するようになり各地の乾物を守っている人

従 業 員：70人

たちに、
「本場の物，本物の味」を大切にする真田の考えを理

真田 千奈美氏 略歴

解いただく。このような人たちと企業価値を共有することが、こ

（株）京山城屋代表取締役，
（株）真田専務取締役．

れからの1000年を決定する。

1982年 真田佳武氏と結婚
（株）真田専務取締役

真田のDNAとは何だろうか。
「生産者が大切、その思いを
持たないと成り立たない」というのが、その一つであるが、もう

2010年 立命館大学経営大学院卒業、MBA取得

一つは、
「女性の活躍…おんなに仕事を任せてくれる」というも

2014年 （株）京山城屋代表取締役
ドラッカー学会年報「文明とマネジメント」Vol.11に「山城屋
おんな経営記―1000年企業を目指して」を執筆

のがある。2014年のドラッカー学会の年報記事「山城屋おん
な経営記 ― 1000年企業を目指して」には、サダ氏、悦子氏、

京山城屋ウェブサイト：https://www.yamashiroya.co.jp/

千奈美氏、寛子氏など、歴代の女性の活躍が出てくる。千奈
美氏は、この年2014年には、京山城屋を株式会社京山城屋
と定め，株式会社京山城屋の代表取締役に就任した。そして、

取材後記

店舗運営・きなこ家・通信販売・こだわりの店舗への直取引

真田千奈美氏への取材で感じたことは、真田（山城屋）を1000年企業にし
たいと言う、熱い思いであった。真田の歴史は、質の高い生産者と連携しな
がら、こだわりの品質の商品をお客様に届けようという歴史であり、そのよ
うな中で、先人の努力や女性の活躍の状況がよく伝わってきた。
日本は今、農業が衰退の危機にあり、食生活も急激に変化している。その
ような中で、今、千奈美氏が推し進めようとしている「乾物文化の普及」や
「日本の農業生産者の育成」は素晴らしいし、時宜に適っている。また、それ
を絶えざるイノベーションや人財育成をしながら、実施している点も素晴
らしい。私は、真田のような企業がもっと増えて欲しいと思うし、是非1000
年続いて欲しいと願っている。
（企画編集委員 中野羊彦）

を始めた．
千奈美氏は、
「人生には3つの段階がある」と言う。それは
「①生まれてから結婚まで」
「②子育てと仕事」
「③どのように
世の中に役立つかを考える」である。今、千奈美氏は③の「ど
のように世の中に役立つかを考える」入口にいると認識してい
る。千奈美氏の考えている社会に対する貢献は、
「乾物文化の
普及」であり、
「日本の農業生産者の育成」である。更に言え
ば、
「1000年企業になるために、次の後継者を育てる」ことも

（株）真田は、500年ほど前に甲斐から高松に移り、江戸時代の米問屋か
ら時代の変化に合わせて業態を変え、現在に至っている。長い歴史の中
で培ったDNAが世代を超えて息づいている。
真田真奈美さんは、このDNAをしっかり次世代に引き継ぎ、お孫さん
に引き継ぐべく礎を築いている。日本では女性の経営者は少ないが、山
城屋さん100余年の歴史の中では女性が目覚ましい活躍をされている。
女性の目線が、新たなイノベーションを生み、DNAが引き継がれていく
のだと感じた。
今回の取材で学んだ企業経営のキーワードは、継続的イノベーション、
女性の起用、明確な自社の位置づけと役割、明確な目標（1000年企業）で
ある。
真田さん、お忙しい中を誠に有難うございました。
（企画編集委員 上野周雄）

重要である。
千奈美氏は、ドラッカーから問いかけられた「何によって憶
えられたいか」に対して．
「自分の役割は、100年企業の山城
屋を1000年永続する企業に育てること。その礎をつくった者と
して後世に憶えられたい」と答えた。1000年永続する企業の
礎となるのは、人の育成である。息子・娘が育った今、千奈美
氏の後継者に対する関心は、
「孫をどのように育てていくか」に
ある。千奈美氏は「孫には語学を学ばせたい」と考えている。
「乾物文化の普及」や「日本の農業生産者の育成」を推進しよ
うとすれば、グローバル化は避けて通れない課題である。しか
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随想随筆

書斎

井坂 康志

ドラッカー学会理事

植栽のはるか彼方に、白く峻険な山並みを目にするこ

蔵庫があった。初夏のまだらの影が海の底のようにゆっ

とができた。生活感といえるものはていねいに取り払わ

くりと床を這っている。20センチほどの段があってプー

れていたけれど、哲人の発する残り香のようなものはそ

ルに面した居間へと続く。

こはかとなく漂っている。

籐の椅子は今もそのままだ。世界と自分をしっくりと

確かにかの哲人が身を置いたささやかな一隅だっ

なじませるように哲人がゆったりと身を沈める。

た。

あのとき彼は人生最後の数か月をこの籐椅子にもた

自宅は平屋である。ただに質素という以上の何かが

れて過ごした。自らの歩んだ20世紀の追憶になずむよ

ある。私の知るイメージで近いものをあげれば、能舞台

うに、一対の目をひたすら中空に漂わせていた。バロッ

かもしれない。意識的に形成された場と霊妙な何かが

ク調の音楽が静かに流れている。コレクションからのも

出会うときに発せられる静寂な質朴さである。

のというが、誰の作曲によるものかは特定できない。

12年前に訪れたときと比べれば、塀が取り払われ、

部屋は五部屋ほどしかない。動線はどこへでもつな

いくぶん明るい色調に塗り替えられてはいる。書き物に

がっている。誰かが言ったように、山小屋に通じる。い

疲れるとタイプライターの手を休めて、哲人は窓の外の

や本当に山小屋だったのかもしれないなと思う。山小

風景を目にしたのだろうか。

屋の本質は自由にある。哲人なら、実存と言うかもしれ

表から埃っぽいブラウンの扉を開ける。何の中間地

ない。この世界では誰もが二つの世界を生きている。

帯もなく、一気に哲人の生活空間の人となる。10畳ほ

市民として、そして個として。

どの台所を兼ねた食卓があったはずだ。今はU字にソ

山小屋が自由なのは個のみを考えてデザインされて

ファが配されている。確か右手に小さなクリーム色の冷

いるからだ。個以外のものは一切意味をもたない。動
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線はどこへでもつながっている。鴨長明や吉田兼好が

くれたのだ。心から尊敬したくなる。ふと思い出す。東京

一時の仮庵を結んだように。個であろうと決意すること

のどこかの広告看板である。
「形は心」とあった。仏壇

は自由のはじめである。そんな人ならいかなる形態の神

の広告だったろうか。形は現象化した内面なのだとそれ

学も必要ない。信じることだけが、個として生きるのに

は主張していた。

必要にして十分な条件だった。

考えれば、哲人の本名は印刷人だった（昔見た映画

あらためて思う。哲人は瀟洒な邸宅を願わなかった

に、小型印刷機を爆弾でも扱うようにそっと森の奥に埋

のではない。願う必要をもたなかったのだ。だからこそ

める場面があった。あれは何の映画だったろう）
。薄ク

哲人は個であることを死ぬまでやめなかったのだ。

リーム色のシンプルな手動印刷機は哲人にとっての最

書斎は入って右手にある。机の脇にはタイプライター

も手近な武器でもあったのだ。ならば、さしずめ書斎は

が重たく置かれている。あの同じ欧州の時代を過ごした

世界最強の兵舎であり、武器庫であり、参謀本部だろ

ハンナ・アレントは、日本からの来客に対して、オムレツ

う。

をつくるのは労働、タイプライターを叩くのは仕事と話し

ここで――まさにここで――哲人はみずからの時代

たという（
『人間の条件』
）
。

と戦った。一つひとつのキーは、迫撃砲もかなわない意

6畳ほど、台所とはほとんど隣り合っていて、ものを考

識の爆発を全世界で呼び起こした。しかも人の心とい

えることと生活とが区別されていない。労働と仕事の間

う最も扱いにくい見果てぬ暗い暗渠でその戦いは戦わ

にさしたる垣根は見あたらない。きっと夫人のたてる

れたのだ。フランス革命の兵士や、人民解放軍もかな

コーヒーや料理されたオムレツの香りはやわらかに舞い

わないほど勇猛果敢に、繊細かつ有効に。

込み知の室を満たしたことだろう。

タイプライターを眺めてみる。心の中で語りかけてみ

哲人がいくぶん前屈みに、細い指先で叩く姿が目に

る。彼は（あるいは彼女）は、哲人の内面とともにあった。

浮かぶ。練達の射撃手のように時々眼鏡の位置を調整

何を聞いたのだろう。何を見たのだろう。

し、にらむような真剣な眼で、口をとがらせて、真剣に

もちろん、彼は何も語ろうとはしない。本物の戦争を

粟粒のような文字列に視力のすべては注がれる。口の

目にした人がそれを決して語りたがらないように。ある

中で何かをつぶやく。見えない誰かと対話するように。

いは語らないことのみを通して秘密を共有するように。

このタイプライターが、哲人の内面世界を可視化して

（渋沢ドラッカー研究会主催クレアモント・ツアー（2月22日〜 25日）に参加して）

Drucker Studies ホームページ開設のご案内
ドラッカーを初歩から学べる本格的な入門サイト「Drucker Studies」をオープ
ンいたしました。質・量ともに専門書に比肩するコンテンツを公開しておりま
す。学会ホームページからもリンクが貼られております。会員のみなさまにお
かれまして、日々の学びにお役立てていただけることを願っております。

http://drucker-studies.com/
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わたしとドラッカー

会員エッセイ

ドラッカー読書会は私の居場所
三菱商事 関西支社 診療所診 療所長

2010年2月、
「
『もしドラ』って本が流行っている」とラジ

池田 雅彦

ぱいになります。ドラッカー読書会（勉強会）は、私にとっ

オで聞いたのがすべての始まりでした。その日の昼休みに

て「居場所（うるべき所）
」だと感じています。

本屋で『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの

『明日を支配するもの』には、
「うるべき所」は「強み」
「仕

『マネジメント』を読んだら』を手にし、読み始めました。帰

事の仕方」
「価値観」により明らかにされると記されていま

路の電車内では“ボロ泣き”するほど感動しました。
「自ら

す。私にとって「私の強み」は「ドラッカーを好きなこと」で

の生活に落とし込んで読む」という“ドラッカーの読み方”

す。たとえ“こじつけ” や“曲解”であったとしても、
「私のド

は、あの日『もしドラ』から教えていただきました。2010年

ラッカー」は、いつも私のそばに寄り添い、
「私の意思決

9月には、1型糖尿病患者のセルフマネジメントに関して

定」にヒントを与えてくれます。
「仕事の仕方」は、各会に

「もし、DM VOX（1型糖尿病患者会の名称）のメンバー

より異なりますが、
「ドラッカーを読んで、考えて、意見を

がドラッカーの『マネジメント』を読んだら」というタイトル

聞いて、述べる」というスタイルは共通しています。多彩な

で講演をさせていただきました。その模様は、週刊ダイヤ

職種、異なった経験、知識を持つ方々の会話は、多くの

モンドで紹介していただきました。そのおかげで全国の1

気づきや学びを与えて下さいます。いずれの会も誰が教

型糖尿病患者会から講演依頼を頂戴しました。講演スラ

師で、誰が生徒だという分け隔てのない「Brainstorming

イドを医療関係者のSNSにアップしたら、月間ダウンロー

の場」です。そして、参加者のみなさんは、integrityです。

ド数全国2位になりました。講演内容は、学会誌や商業

このintegrityという
「価値観」こそ、私に尊敬する心や心地

誌に論文として掲載していただきました。そんな経過で、

よさを与えてくれている根源であると考えています。以上よ

私のドラッカーに対する興味はどんどん膨らみました。大

り、
ドラッカーの読書会（勉強会）は、
私にとって「居場所（う

阪Study Group（SG）読書会をはじめとして、京都SG読

るべき所）
」であると感じるようになりました。さらには「良い

書会、ドラッカー読書会 in 関西、朝のドラッカー勉強会

読書会」
「悪い読書会」があるのではなく、あるのは“私が”

in 梅田、ドラッカー Skype勉強会、澁澤ドラッカー研究

読書会の良さを「見いだすことができる」か「見いだすこと

会、医療介護版ドラッカー研究グループ、ドラッカー学会

ができないか」があるだけだという考えに至りました。

など、多くの会に参加させていただきました。今では1週

私は「居場所」で、
「考え方をトレーニングすること」を

間に2回は、誰かとドラッカーについて語り合っているとい

心がけています。ドラッカーの『マネジメント』は、特定の

うペースです。
┐(́-｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

プロジェクトやミッションを遂行するときだけに機能するも

なにが私をこんなに夢中にさせるのでしょうか。
「ドラッ

のでははく、森羅万象、日々のあらゆる意志決定の“より

カーの洞察力･文章力」や「上田惇生先生の翻訳」がすば

どころ”になると考えています。また、ドラッカーの『マネジ

らしいことは論をまちません。しかし、それだけでは説明で

メント』は、読めば読むほど「ファシリテーション」
「コーチ

きない魅力を感じています。ドラッカーの『マネジメント』

ング」
「コールド･リーディング」
「コミュニケーション」
「アド

だけにハマっているのでははく、ドラッカーの「読書会（勉

ラー心理学」
「易経」などなど、ドラッカー理論を実践する

強会）
」にハマっているのかもしれません。

ための周辺知識としてのLiberal Artsへの興味をひろげて

参加させていただいたドラッカーの読書会（勉強会）に

くれます。

共通して感じることは、どの会にも「私が心から尊敬でき

私にとってドラッカーの『マネジメント』は「科学」よりも

る方」が集まっていらっしゃるということです。同じ文章を

「宗教」に、
「経営学」よりも「哲学」に近いdisciplineです。

読んでも、解釈や反応が異なることはしばしばです。しか

今後とも参加者のみなさんに感謝しつつ、
「自らの成果」

し、そこで「悪い感情」は、まったく芽生えず、むしろ、新し

に向かって研鑽を積みたいと考えています。

い考え方に接することができたという“ワクワク感”でいっ
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『マネジメント―課題、責任、実践』
（上）
P・F・
ドラッカー 著 上田 惇生 訳
本書は1973年、ドラッカー 63歳の時の著

3つ目は、
「自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的

作であり、
「マネジメント」を体系化し、集大成

な貢献を行う。
」で社会的課題の解決を事業化して社会貢献する発想は

した3分冊の大作である。上巻のサブタイトル

最近話題のポーターのCSV（共通価値の創造）に通ずる概念であり、ド

は「マネジメントの役割」であり、
「自らの組織

ラッカーの慧眼に改めて驚かされる。

をして社会に貢献させる上で3つの役割があ

とにかく、本書はドラッカーの青年期までの生立ちから来る「平和で幸
福な社会は自立した組織が専制に代わるものとして機能し、成果を上げ

る」と言っている。
1つ目は、
「自らの組織に特有の目的とミッ
ションを果たす。
」で公的機関を含むすべての
組織に共通した「事業の定義」
、
「8つの領域目

ることによって実現する」という根本思想で貫かれているという点を見逃
さず、読み込むことが大切である。
因みに私の所属する東京SGのドラッカー「マネジメント」研究会では
本書を課題図書にした「ミニ読書会」を開いており、まさに研究会メン

標設定」
、
「戦略計画立案」などの重要性を説いている。
2つ目は、
「仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果を上げさせる。
」
で組織の最大の資産たる人的資源の活用方法（職務設計、働く人と働
くことのマネジメントなど）を中心に、現在わが国の課題でもある「働き方
改革」の方向性を説いている。

バーのバイブル的な存在となっている。

伊藤 年一（いとう としかず）
IT経営コンサルタント、
ITコーディネーター
ドラッカー
「マネジメント」
研究会総合運営委員

Self Introduction

何をもって憶えられたいか
What do you want to be remembered for?

山田 浩三さん

中川 衛さん

2017 年度にドラッカー

障がいをお持ちの方への就職支援
を行っています。平成 23 年、合同
会社 Human To Human
らの声をいただきました。
を起業しました。

学会に入会された方か

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。

工藤 康司さん

宮崎 雅啓さん
ドラッカー先生の理論を学び直し、
自分の仕事や人生に活かして
いきたいと思ってます。

研究分野は、CSR 論、地域活性化
論、競争戦略論です。企業と地域
の関係性について関心が
あります。

志賀 美春さん
孫武が体系化した武学とドラッ

平成 23 年の佐藤等先生の講演
会受講を機に、
山形で読書会を
行っています。
どうぞよろし
くお願いします。

カーの理論をアウフヘーベンさせ、
良い世の中作りに貢献した
いと思っています。

今回の京都特集はいかがでしたでしょうか。とてもユニークな人々によるドラッカー・スタディも、伝統の老舗である京山城屋様の経営
でも共通しているのは、
「京都らしさのイノベーションの作法」です。その作法とはドラッカーの考え方を用いれば、ひとつめに、
「変化する
現実を正面から見つめて未来を創ろう」
、ふたつ目には、
「目の前の問題にさし当たっては万能薬を探すのではなく、地に足をつけて着実
に対処しよう」
、そして、
「未来を創りあげるうえで、これまで長年、積み重ねてきた伝統の知恵を使いこなそう」
、という正統保守の考え方
に重なりましょう。急速でグローバルな環境変化への対応を強く訴えながらも、一貫した価値観やミッション、軸を持ち、歴史と伝統を
極めて重視するイノベーションこそ京都らしさであると思いました。
あと、5月13日（土）にはネクスト・ソサエティ・フォーラム2017、5月22日（月）には野田一夫先生の90歳記念講演会＆パーティと、
盛大なイベントが立て続けに開催されます。ドラッカリアンの皆様にとって、とてもエキサイティングな時になりましょう。
（ドラッカー学会理事 花松甲貴）
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