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1. 何をしている研究会か
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」は、ドラッカー
学会では最初にできた研究会です。現主宰者の藤島秀記
氏（ドラッカー学会理事）を中心に、2007年9月7日に設立
された研究会です。次のようなことを目的に活動しています。

「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・経済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」

具体的な活動としては、会員それぞれが自己の専門領域
からテーマを決め、ドラッカー思想とマネジメントを学びな
がら課題の研究に取り組
む。成果物を研究会の場
で発表することで、会員か
ら貴重な示唆を受けると同
時に、会員にとっては情報・
知識等の共有化を行なっ
ています。
昨年からは「ドラッカー

の現代社会に対する考え
方」を学ぶために、読書会
を実施しています。毎月、発表者を決め、発表者が読後の
感想、現代的課題などを約2時間位に報告し、その後は活
発な議論が行われています。これまでに『すでに起こった未
来』を読了しました。現在は『明日を支配するもの』に取り組
んでいます。読書会については、さらに後述します。
今般、設立から10年経ったことを記念して、2017年10

月7日に10周年イベントを開催致しました。以下イベントの
内容の報告を致します。

2. 10周年記念イベントの概要
本イベントは、東京都港区高輪の高輪和彊館で、2017
年10月7日の10時から19時まで、開催されました。参加者
は60人ほど、ドラッカー学会員だけではなく、非学会員も含
めて、さまざまなな方に来訪していただきました。
イベントの趣旨は、この10年の研究会の成果を発表する

とともに、外部有識者を交えて、広く参加者に、ドラッカーの
窓から社会的課題を考えていただくことです。そこで、イベン
トの総合テーマを「Build on global community with 
diversity and inclusion」としました。現在、急速にグロー

バル化が進展している中で、現代の日
本は、より多様性と包括性を持ったコ
ミュニティの建設が求められています。
そこで、ドラッカーの窓から　グロー
バル、多様性、包括性など、現代社会
の課題を考えることにしました。
イベントは、2部構成で実施しました。第一部は、午前中
の研究会員の成果発表です。3人の研究会メンバーが、そ
れぞれのテーマで発表を致しました。第二部は午後に実施
した外部有識者の講演です。森岡謙仁氏、田中弥生氏、坂
本和一氏、野田一夫氏の4人にご講演いただきました。そし

て、講演終了後、懇親会
を実施致しました。

3. 研究会の成果発表
午前中の成果発表は、
研究会のメンバーが次の
ようなテーマで発表致しま
した。
●井坂康志……戦後の日
本社会を生活価値年表

で読み解く
●花松甲貴……人口構造で見た日本の未来 
●中野羊彦……チェンジリーダーの条件
井坂康志氏の発表は、現状の日本社会について分析した

ものであり、花松甲貴氏の発表は、未来の日本社会につい
て分析したもの、中野羊彦のテーマは、日本社会を変えてい
くリーダーの条件を分析したものです。いずれも、ドラッカー
の窓から、現代社会の問題や解決策を考察したテーマであ
り、研究会で発表・議論をしたものです。
成果発表では、これ以外に、昨年1年間の読書会の成果

を纏めた『ドラッカーの窓から考える』と題する175頁の小
冊子を造り、参加者に配布しました。昨年の読書会の本は
『すでに起こった未来』（1993）です。この本は、「ドラッカー
的分析、思考法が一番よく出ている作品」として選んだもの
です。読書会では、月に1回1人ずつ、研究会のメンバーが、
それぞれ自分に興味のある章について、発表をしました。発
表は、必ずしも各章の内容を忠実に紹介することではなく、
それに関連したテーマを選定し、自分の考えを反映させた
形で発表しています。今般、参加者に配布した小冊子は、

10人の研究会メ
ンバーが、読書
会で発表した成
果を纏めたもの
です。また、この
小冊子には、設
立当初から研究会の中心メンバーであり、故人となられた
大木英男氏の遺稿集も盛り込みました。

4. 外部のゲストの講演
午後は、次のようなテーマで外部の有識者に発表をして

いただきました。
●森岡謙仁氏……祝辞・マネジメントスコアカードについて
●田中弥生氏……非営利組織の役割と方向性
●坂本和一氏……多文化共生のグローバル・コミュニティ
（APU）を創る
●野田一夫氏……私のドラッカー
森岡謙仁氏は、ドラッカー・マネジメント研究会の主催者

であり、ドラッカー・マネジメント研究会は、当研究会と一緒
になって、ドラッカーが開発した「マネジメント・スコアカード」
の研究をしています。今般、当研究会の10周年に対する祝
辞をいただくとともに、マネジメント・スコアカードについて
講演をしていただきました。
田中弥生氏は、ドラッカーのもとで、NPO（非営利組織）

について、深く学ばれた方です。今般は、「1930年代のドイ
ツの状況とドラッカーの想い」「ドラッカーの非営利組織に
対する考え方」「現代日本の課題」などについて、熱く語って
頂きました。
坂本和一氏は、大分県の別府に、世界中から学生を集

めた「立命館アジア太平洋大学」を創設した方です。ご自
分のご経験を元に、「日本の大学のグローバル化」や「外
国人と日本人を混ぜて教育する意義」について、世界の人
と心がつながる話をして頂きました。
野田一夫氏は、ドラッ

カー学会学術顧問で、日本
にドラッカーを紹介し、ご自
身『現代の経営』の翻訳に
携われました。またドラッ
カーとの親交も深かった方
です。ご自分のご経験をも
とに、「本当のドラッカーの
想い」「日本人として今考え
るべきこと」などについて、
非常に興味深い話をして頂
きました。

　いずれも、グロー
バル、多様性、包
括性など、現代
社会の課題を考
える講演であり、
総合テーマである

「Build on global community with diversity and 
inclusion」に相応しい内容でした。

5. 和やかだった懇親会
外部のゲストの講演は17時に終了し、その後懇親会を開
催しました。約30名の方が参加し、森岡謙仁氏、坂本和一
氏、野田一夫氏などのゲストの方 も々ご参加いただきました。
懇親会では和やかに、ドラッカーに対する想いや、実践の経
験、研究会の裏話など、様 な々内容について意見交換をし、
話に花が咲きました。懇親会は盛会のうちに終了致しまし
た。

6. 新たな目標に向けスタート
本研究会の10周年イベントにより、本研究会の成果を世

に問うことができたと思います。また、外部講師の講演や講
師・参加者の互いの交流により、総合テーマのもとに、ドラッ
カーの窓から社会的課題を考える交流ができたと思います。
本イベントは、参加者からも好評であり、その後何人か、研
究会の入会の希望者が出てきました。
これからの、日本は、少子高齢化、グローバル化の進展
の中で、本イベントの総合テーマで考えたような、より多様
性と包括性を持ったコミュニティの建設が求められていま
す。本研究会の10周年イベントは一つの節目であり、これか
ら研究会は第二世代に入るのです。本研究会が採択した
「Build on global community with diversity and 
inclusion」を目標に、さらに研究・議論を積み重ねていき
たいと思います。

本研究会は、毎月第2土
曜 日（原 則）13：00～
16：00に、御茶ノ水にある
明治大学の会議室で15名
ほどで活動しています。興
味のある方は、下記メール
宛ご連絡下さい。

nakanoyo@jcom.zaq.ne.jp

（報告者：研究会幹事 中野羊彦）
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研究会紹介

実践する読書会
ページの間から「実践せよ！」とのドラッカー先生の声が立ちのぼってくるように感じることがあります。その立ちのぼる
声を探すかのように、私達新潟の読書会は進みます。心地よい緊張感に満ちた2時間なのです。
私を激励してくれる言葉、私の人生の方向を示してくれる言葉、良き経営をするためのヒントを与えてくれる言葉、そ

れでいいんだよ！と私の判断決断を肯定してくれる言葉、それじゃ駄目だよ！と私を叱ってくれる言葉などなど。
経営者として、エグゼクティヴとして、コンサルタントとして働く私達の人生を豊かにしてくれる言葉があふれているドラッ

カー先生の著作を読み進んでいきます。
一人で読んでいると読み飛ばしてしまうような「ドラッカー先生の言葉」を他のメンバーが「心に響いた」として取り上げると、自分の心も
呼応していく…。このような時間を「豊かな時間」と言わずんば何と言うべきでしょう？
当新潟読書会は、スタートしてまだ１年半。テキストとして取り上げた著書はまだ2冊目…『経営者の条件』『創造する経営者』… 16回目の読
書会を終え、そろそろ3冊目の検討を始めなければならない頃になりました。次のテキストの決定が待ち遠しい。
新潟の読書会ってどんな読書会？と問われたならば、私はこう答えましょう。「ドラッカー先生の思想哲学を、自らの仕事や人生のため

に実践する読書会！です」。

シュプリンゲン（飛び跳ねる）！
今回は、新潟SG「ドラッカー
読書会新潟」を訪問致しまし
た。上越新幹線の新潟駅万代
口を出ますと、瀬賀さんがお見
えになって、読書会の会場へ御
案内頂きました。
駅前の発着場（万代ターミナ

ル）でバスに乗りますと、すぐ六
車線の大変広 と々した道路（大

通り）に出ました。信濃川を渡る万代橋を過ぎたすぐのところある
「本町」バス停で降りますと、向かいに会場の新潟国際情報大
学中央キャンパスがあります。新潟駅より5分くらいのところです。
ホールに入ると、9代藝大学長の宮田亮平先生の有名なイ
ルカをモチーフにしたオブジェ“シュプリンゲン”が目にはいり
ます。なんだか、気が弾む思いで、記念写真となりました。2階
に上がると「コワーキング・ラボこくじょう」という凄く明るく、お
洒落な空間がありました。その一角の会議室が、ドラッカー新
潟読書会の定期開催場所で、6：30PMからのスタートです。

三本の矢
【最初の矢】
この会の代表であります瀬賀孝子さんです。早くから独立さ
れ、幅ひろい企業コンサル・サポートを展開される（株）WIT
代表取締役であります。
ドラッカーの読書歴はかなりとのことですが、御子息の居住
地であります仙台に行く折々に、仙台SGのドラッカー読書会

に参加され、近年とくにドラッカー著作を読込みこまれており
ます。この瀬賀さんの「是非、新潟でドラッカー読書会を起こ
したい。」との強い思いが読書会発足のきっかけになりました。
【フォローの矢】
瀬賀さんを、しっかりフォローされたのが、現在、企業での
従業員パワーアップの指導を手掛がけるシーザスコンサルティ
ング代表の佐藤真澄さんでした。
佐藤さんは、大手の物流会社勤務時代に管理業務から顧
客の幹部との会話機会の多い営業職に転じたおり、上長より
「ドラッカーを勉強しておけ。」との指導があって、ドラッカー著
作の読書歴が始まったとのことです。
こうした経緯を、お互いに全く知らない中で、偶然の機会で
瀬賀さんから佐藤さんにドラッカー新潟読書会創設の思いを、
何故か話されたということです。奇跡が起きたようです。
【纏めの矢】
さらに、三本の矢としての仕上げとして創設に携わったのが、

（株）ダイシン製作所の代表取締役として、日々の経営ドラッ
カーをフルに活用されている永尾久志さんであります。永尾さ
んは、かねてより佐藤等先生運営のDサポートにて、ドラッカー
の研鑽を積まれておりまして、佐藤等先生の紹介もあっての巡
り合われたとのことです。
こうして、「3本の矢」が揃って、2016年5月の設立パーティ
を皮切りに、ドラッカー学会での一番新しい読書会が、新潟
で開始されました。

実践する人の集まり
こうした恵まれた人の出会いをもとに、しっかりとした意思の
持って始まった読書会です。したがいまして、12名で始めた会

で数は多くはないのですが、小数精鋭で意識が高く、また実
務に責任者、幹部として関与されている方 で々構成される会と
なりました。まさにプロ集団による「実践する集まりとしてのド
ラッカー読書会」という雰囲気を強く感じさせる会です。
読書は2016年6月から始まり、毎月欠かさず開催され、毎

月第三月曜日の18：30～20：30で、今回（2017年10月）は、
第16回となります。
最初の7ケ月（2016年6月～ 12月）は、『経営者の条件』を

テキストに、2017年1月からは『創造する経営者』をデキスト
採用しています。このテキストの選択からしても読書会の実用
性・質の高さが感じられます。現在は、この『創造する経営者』
を毎回一章ごと読み進むことで運営されています。

『創造する経営者』第12章
皆様のレベルの高い研究会に気後れしながらも、10月の読
書会に参加して様子を拝見しました。本題の課題本に入る前
に、定例のお一人毎の近況報告がありました。仕事でのご苦
労、主宰するイベントの紹介等、大変内容の濃い、また幅の
広い話題が提供されました。この中で、取材で参加の私にも
近況報告の機会を頂き、オタオタしながらお話ししました。下
記の課題本の討議と合わせて、大変意義深いものでした。
『創造する経営者』は、Ⅰ部「事業の何たるか理解する」という
ことで、後のM・ポーター『競争優位の戦略』を先取りするよ
うな内容、Ⅱ部は「機会に焦点を合わせる」で、後にG・ハメル
等で一世を風靡する「コアコンピタンス」を先取りする深い内
容となっています。Ⅲ部は、「事業の業績を上げる」で、Ⅰ部、Ⅱ
部での実務論を成果ならしめるに、どのような基礎固めが必
要かという流れで、その入口が12章という、全体の“要になる
諭たけなわ”ところにお邪魔しました。
参加者の皆様はいくつものマーカーやメモを書きつけて本
章を熟読してのご参加でありました。まず、ファシリテーターの
方の捌きで、ひとり一人の方 が々、この章のポイント、重要な点，
疑問点、実務への応用の視点でご意見を述べられました。ま
た、夫 の々報告に、忌憚のないご意見が沢山出ておりまして、
かなり真剣勝負の感のある読書会でありました。

ミッションのイノベーション
この12章は、上記にありますとおり、全体を取りまとめるⅢ
部の入口の章で会社の定義、ミッションの設定の在り方が議

論になりますが、その中で瀬賀さんがご自身の半生を振り返り
ながら、大変印象に残るご意見を述べられましたのでご紹介
いたします。かいつまんだ概要ですので精度に欠けますが御容
赦下さい。

「私は、長いこと女性によるコンサルタント会社を運営してき
ました。
ミッションとしては、「新潟の働く女性を支援する」から「新
潟の働く人を支援する」に拡張してまいりました。社員の方々
は顧客からの信頼、技量が高まると、それぞれ独立して行
きます。それは良い事なので、私は会社（組織）を運営して
いた思いではありませんでした。振り返ってみると、私が立
てたミッションは、「会社としてのミッション」というより「自分
の社会貢献のミッション」でした。このことに悔いはないので
すが、組織運営者として、この「私ミッション」を「組織ミッ
ション」にイノベーションしていていれば、会社をもっともっ
と大きく出来たのかなとも思っております。」

「ミッション」とか「理念」というと、応接室に掲げられていたり、
色紙に書かれていたりが多いのですが、これほど生き生きとミッ
ションについてのお話を聞いたのは初めてでした。
自らの生き方としての目標、所属組織の目標、その背景には
時代や社会動向があるのかと思います。その夫 を々如何に考
え、日々の成果に活かすか、また、これを通して、ミッションを
改訂あるいはイノベーションしていくというドラッカーマネジメン
トの真髄に触れるものでした。このことを深く考えるヒントに満
ちた素晴らしお話しを頂きました。

一番新しい研究会
このあと、恒例の大変美味しい新潟のお酒をお供に居酒屋
で引き続き、人としての生き方、組織の在り方、新潟の名酒の
ことやら色 な々会話にも参加させて頂きました。
とても実直で、実用的で、真剣な、出来たばかり読書会でし
た。これから、その成果を総会などでもご披露頂き、どんどん
「飛び跳ねる」ことを御期待、確信申し上げます。
シュプリンゲン！！！

取材者：中島信／北村和敏（企画編集委員）
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ションについてのお話を聞いたのは初めてでした。
自らの生き方としての目標、所属組織の目標、その背景には
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ることがビジネスの基本である。また、生き方、あり方として、利他の精神に
も通じているから。

質問2）今一番、関心をもっていること
経営者、労働者とも、何のために働くかに気づいてもらうこと。
働き方改革の中、理念経営や従業員満足向上にフォーカスしている。

質問3）「読書会」で、得られたもの。また「読書会への期待」
ドラッカーの考え方を深められるとともに、メンバーそれぞれの考え方や捉
え方が、大変参考になり、沢山の気づきを頂いています。

井上 達也
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
「顧客が事業である」「知識が事業である」そして、「成果
をあげる」という言葉。

質問2）今一番、関心をもっていること
仕事、プライベートに拘わらず「継ぐ」ということ。

質問3）「読書会」で、得られたもの。また「読書会への期待」
ドラッカーの考え方が仕事のみならず趣味（学童野球の指導）にもつながる
という副産物を得た。さながら、「もし学童野球の監督がドラッカーのマネジ
メントを読んだら」を地で行っているような感覚。読書会では、当日の課題
（意見交換）から派生する参加者の実体験を大変興味深く伺っており、今
後も大いに期待しています。

佐藤 輝
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
『創造する経営者』より。”未来において何かを起こすため
に働く者は「これが本当に望んでいる事業だ」と胸を張っ
ていうことができなければならない”

質問2）今一番、関心を持っていること
ドラッカーの言葉・考え方の実践。内容の大小に捉われず一日一つでも良
いので仕事や私生活の中で実践し、周囲に起こる変化や生まれる成果を自
身の成長の糧として楽しんでいきたいです。

質問3）「読書会」で、得られたもの、また「読書会への期待」
著書の内容について、自分とは異なる多様な捉え方や考え方を吸収する事
で理解が驚くほど深まったり広がったりしています。読書会では参加者の皆
様から常に新鮮な気づきを頂き、刺激を受けています。毎月とても楽しみに
しています。

渡邊 力
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
「真摯」です。ドラッカー理論の底に流れる根本思想は、
この言葉ではないでしょうか。

質問2）今一番、関心をもっていること
現在、私が関与している会社（ジャスダック上場・外食産業）が、事業環境
の変化に対応仕切れず、業績が長期低迷しており、苦境を脱しきれずにお
ります。早期に抜本的な経営改善策を立案し、それに基づくアクションプロ
グラムを誠実に執行に着手する必要があります。その際、経営者にドラッ
カー理論の勉強会を提案していこうと考えています。

質問3）「読書会」で、得られたもの。また「読書会への期待」
ひとりで読書するより、1冊を読了する時間はかかりますが、参加者の皆さ
まと議論しながら行うので、内容解釈の明確化と記憶の定着化に大いに役
立ちます。
結局のところ、ドラッカーの著作集の理解は、読書会形式が効率的かもし
れません。

永尾久志
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
事業の目的は顧客の創造である。

質問2）今一番、関心をもっていること
企業の存続
事業全般（既存事業の継続、新事業の可能性及び方向性）

質問3）　「読書会」で、得られたもの。　また「読書会への期待」
他の方々のドラッカーへの視点だけでなく、自らの事業のお話しを伺うこと
はとても刺激であり、ためになります。

ドラッカー読書会新潟メンバー紹介

瀬賀 孝子
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
「卓越性だけが利益をもたらす」
「事業を成功させる三つのアプローチには共通するものが
一つある。それは強みを生かすことである。問題ではなく
機会を求めることである。避けるべきリスクではなく実現すべき成果に重点
を置くことである」
『創造する経営者』
「予期せぬ成功ほどイノベーションの機会となるものはない。これほどリスク
が小さく苦労の少ないイノベーションはない」
『イノベーションと企業家精神』
質問2）今一番、関心をもっていること
現在の私の心境は「日暮れて道遠し」である。
しかしまだ残された時間はまだ多くあるはずだ。もう一花咲かせたい。
やりたいことの「構想」はできている。
実現に向けた一歩をいつ踏み出すか？
いつ踏み出せるか？

質問3）「読書会」で、得られたもの。また「読書会への期待」
新潟という地域で「ドラッカー読書会」は成立しないのではないか？と疑念
を持ちながらも長い時間を待った。昨年に同志を見つけてスタートした。
毎回、一人で読むより「深い理解や気づき」を得られる。スタートできて本
当に良かった。ほそぉ～く、ながぁ～く続けたい！

梶原 敏甲
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
選択と集中

質問2）今一番、関心をもっていること
凡人でもイノベーションを起こすこと

質問3）「読書会」で、得られたもの。また「読書会への期待」
流れに従うのではなく、意識して仕事をすること

佐藤 真澄
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
企業とは、外部にある資源すなわち知識を、外部におけ
る成果すなわち経済的な価値に転換するプロセスである。

質問2）今一番、関心をもっていること
AIやシンギュラリティの環境と共存していくため、人が人らしく働くには何を
目指すべきか。

質問3）「読書会」で、得られたもの。また「読書会への期待」
仲間。知識の深掘り。挑戦への意欲。

松木 宏美
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
今　読んでいる本の中では「機会は見つけるものという。
機会はやって来るものとは言わない。…運では事業はつく
れない。事業の機会を体系的に発見し、それを開拓する
企業だけが、繁栄し成長する」です。ドラッカー先生の読書会は、今年度初
参加なのでまだまだ修行中の身です。これからどんどん好きな言葉が見つ
けられるようにしたいです。

質問2）今一番、関心をもっていること
この度、きものコンサルタントの資格を受験し、装道の会員になりましたの
で、和服の着装のお手伝いが出来るようになることと、和裁を習う予定なの
でその事です。

質問3）「読書会」で、得られたもの。また「読書会への期待」
私の狭い世界ではなく、参加される方々の広く深いお考えとか、解釈の違
いとか懐の深さとか得られるものは大きいです。赤本2冊目ですが、現在の
社会現象も説明できるようなドラッカー先生のお言葉は奥が深いです。どん
どん読み進んで、目からうろこが落ちまくることを期待しております。

池野 比呂史
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
『経営者の条件』の本で、八つの習慣のうち、「「私は」で
なく、「われわれは」で考える」
自らのニーズと機会ではなく、組織のニーズと機会を考え
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様々な工夫をしてバス事業を発展させてきた。赤字事業を何
とか立て直して、地元の人の生活の足を維持したい」と思った。
これは、第三の経営理念である「社会貢献」を体現することに
なる。イーグルバスが引き継いだのは、埼玉県南西部の日高
市と飯能市を結ぶおよそ35ｋｍの路線であった。

3. 「顧客第一」と「信用」（事業遂行の指針）
イーグルバスの、第四の経営理念は「顧客第一」であり、第
五の経営理念は「信用」である。ドラッカーは「真摯さ」が重要
と言ったが、イーグルバスは、これらの経営理念「顧客第一」
と「信用」を真摯に実行している。1998年に利用者対応や社
員教育を担当するＣＳ推進室という部署を設け、会社全体の
サービス力の強化に取り組んだ。また、業務品質向上の一環
としてＩＳＯ9001（品質マネジメント）、ＩＳＯ14001（環境マネ
ジメント）への取り組みも開始し、2002年に認証取得した。イー
グルバスでは、バス運行の品質を「安全」と「顧客満足」に分
けている。これは「顧客第一」と「信用」の二つの経営理念を
体現するものと言って良い。安全は事故ゼロが最高だが、顧
客満足は拡大していく。これらは際限なく追及していくべきもの
である。
前節で、イーグルバスが日高市の不採算路線を引き受けた

ことを紹介したが、この不採算路線の再建の取り組みも、この
ような「顧客第一」と「信用」を実践したものであった。2006
年にこの赤字路線バスを引き受けた谷島社長は、この時初め
て、生活路線バス事業と他のバス事業が根本的に違うことを
知った。「たいへんな世界に足を踏み入れてしまった」というの
が正直な感想であったと言う。これまでやっていた送迎バスや
観光バスはお客様と相対の契約なので、価格が折り合えば仕
事を受ける。だから必ず利益が出る。しかし、路線バスは顧客
がゼロであっても、365日、稼働率100%。予備のバスや運転
士も必要であり、ものすごくコストがかかる。このため、引き受
けた日高・飯能路線は赤字が膨れ上がり、初年度だけで
2,000万円にも昇った。日高路線に続き2路線を引き受けた事
で、長年続けてきた黒字経営も赤字に転落した。

谷島社長は、「乗客が減ったのは、バスへのニーズがないの
ではなく、利用しづらいからではないか」と考えた。まさに「顧
客第一」の発想である。ドラッカーは「顧客の声を聴け」という
が、イーグルバスは、実際に顧客や地域住民にアンケートを取
り、バスに対する不安を洗い出した。アンケートはかなり詳細
に作り、単に「バスが遅れていた」という感覚的なものではなく、
「何月何日、どの停留所の何時何分の便がどれくらい遅れてい
た」というレベルまで調査することを重視した。およそ700通の
回答から、いろいろな問題点が浮かび上がってきた。
バスの運行状況を「見える化」するために、ＩＴを活用した。
路線バスのあらゆるデータを収集して目に見える形で把握し、
ＰＤＣＡサイクルで改善する。バスの乗降客を数えるセンサー
を設置、さらにＧＰＳセンサーで位置を確認し、運行記録を
データ化した。このＩＴシステムは埼玉大学と産学協同で開発
したものである。これにより、「いかに乗客ゼロの区間が多いか、
ダイヤの時間と実際の運行時間とずれているか」などが分かる
ようになった。このような「見える化」により、実際に運行ルー
トの変更やダイヤの改善を行った。そして改善の結果を、また
データで確認し、ＰＤＣＡの改善サイクルを着実に回した。例え
ば、病院から500m離れているイーグルバスの停留所に乗客
が突然増えたので調べると、他社の路線が撤退するため病院
を通るバスが減少したことが分かり、運行ルートを変更しバス
停を病院のそばに移動させた。また、宮沢湖温泉では、行楽
シーズンには乗り降りに時間がかかりバスの遅れの原因に
なっていたのに鑑み、これに合わせたダイヤ改正を行なった。
しかし、単なるデータ任せにはしない。谷島社長は言う。「あ
る時間帯の乗客数が平均よりもかなり少ないと、データ的には
削減対象となりますが、実はこの便を利用するのは、毎週通院
するお年寄りかもしれません。表面の数字だけで判断すると、
こうした交通弱者を切り捨てる可能性があり、公共交通本来
の使命を果たせなくなる。データは条件であり、読むのは人間
の心なのです。相手を想いやる心を持った社員が必要です。ま
た、現場の運転手の協力も不可欠です」。
バスの運行の改善には当然運転手の声を聴いているが、そ
れだけではなく、実際のサービスの向上は運転手が率先実行

ドラッカーは、企業の目的を「顧客の創造」ととらえ、
「企業は、顧客や社会のニーズの解決に貢献するために
存在する」と唱えた。今回は、ドラッカー経営を実践し
ている企業としてイーグルバスを紹介する。イーグルバ
スは、埼玉県川越市を拠点とした、地域密着型のバス
会社である。今回は、そのイーグルバスの谷島賢社長に
お話を伺った。
イーグルバスは、５つの経営理念を持っている。「創
客」「革新」「社会貢献」「顧客第一」「信用」である。い
ずれも、ドラッカーの考え方に沿った理念である。ここ
では、谷島社長の話を再構成して、５つの経営理念に
沿った形で、イーグルバスの活動を紹介する。

1. 「創客」と「革新」（事業活動の原点）
イーグルバスの５
つの経営理念のうち、
第一に出てくるのが
「創客」である。ドラッ
カーは、「企業の目的
は顧客の創造であ
る」と言った。イーグ

ルバスの経営理念「創客」は、ドラッカーの言う「顧客の創造」
と同じである。イーグルバスの歴史は、まさに「顧客の創造」の
歴史と言っても良い。
谷島社長は、1978年に東急観光に就職したが、1980年に
父親とともにイーグルバスを設立した。「大学を出て東急観光
（当時）に勤務していた私は、父から『バス事業をやるから帰っ
てこい』と言われ、家業に就きました」と谷島社長は入社のきっ
かけを語っている。イーグルバスは、当初から観光バス事業を
やりたかった。しかし、当時は観光バスの免許はなかなかとれ
なかった。そこで、許可制の送迎バスから事業を始めた。バス
3台で特別支援学校のスクールバス事業を始め、医療・福祉
施設の送迎の福祉バスや企業の送迎バスなどで、10年の実
績を積んだ。そして、1989年に観光バスの免許を取得した。
観光バス事業は、当初は、業績も順調であったが、1991年
頃からバブル経済の崩壊が始まり、受注量が急減した。当時
の流行語は「安・近・短」。ゴージャスな旅行は下火となり、な
るべくお金をかけずに近場で短時間楽しむという風潮が支配

が起きていた。ダンピングが常態化し、そのしわ寄せは乗務員
の長時間勤務という形で現れるようになった。労働基準法違
反が構造的に起きていた。谷島社長はこれを見て、「これは危
ない、運転士の犠牲はまずい」と思った。コンプライアンスが
確立してこそ、企業の成長が図れると考えた。そこで、当時大
手旅行会社から注文を受けていたツァーバス事業からの撤退
を決断した。これは厳しい決断だった。売り上げが落ちるだけ
ではなく、営業部長が辞め、運転士の多くが他社に引き抜か
れた。ドラッカーは、「事業の定義に合わなくなったものを体系
的に廃棄せよ」と言っている。谷島社長は、戦略的に、競争が
厳しくなったツァーバス事業から、より公共性の高い他のバス
事業への転換を図った。2003年に、路線バスができる一般乗
合旅客自動車運送許可を取得し、川越と羽田空港を結ぶ路
線を運行する高速バス事業に参入した。
イーグルバスに対して、更なる社会貢献を求める事態が
2006年に訪れた。川越市の隣、日高市では、大手バス会社
が2005年に路線バスを撤退することが決まり、困った自治体
がイーグルバスに運行を依頼してきたのだ。高齢化や地方の
過疎化と共に、路線バスの不採算路線からの撤退が続く時代
がやってきた。路線バスの事業者数は約2,200社あるが、その
うち赤字の事業者は7割、地方に限って言うと9割近くが赤字
である。埼玉県でも、高齢化・過疎化が進行する地域では、
赤字が深刻化し大手バス会社が撤退し始めていた。
赤字路線の引き受けについて谷島社長は悩んだ。路線バス

は赤字とはいえ、地元の高齢者たちにとってはなくてはならな
い生活の足である。しかも、イーグルバスのメーンの車庫は日
高市に近い。この地が、交通空白地帯になるのを何とか止め
たい。しかし、一方で引き受ける事業は、大手バス会社が、厳
しい状況になって撤退せざるを得なくなった赤字事業である。
しかもイーグルバスは、このような生活路線バスを運営した経
験がない。半年間悩んだが、最終的に、バス事業者としての
公共性、社会的貢献を考え、引き受けることにした。「今までも、

ない。路線バスにもかかわらず、運転手による観光ガイドも実
施している。運賃は一回分180円、乗り放題の一日乗車券
500円である。路線バスとして通勤や通学の足としても利用さ
れているが、同時に観光客の吸引にもなっている。このブーム
は、現在に至るまで発展的に持続し、「小江戸・川越」の名は、
全国に轟くまでになった。今や、「小江戸」の名で親しまれ、メ
ディアにも頻繁に取り上げられて、街は観光客で賑わっている。
イーグルバスは、こうした「創客」と「革新」により、経営危機を
乗り越えた。

2.「社会貢献」（谷島社長の想い）
イーグルバスの第三の経営理念は「社会貢献」である。ここ
に谷島社長の想いが現れている。
谷島社長は、経営を本格的に学びたいと思い、2003年から
05年にかけて、英国ウェールズ大学大学院に学びMBAを取
得した。そこで、もろもろの経営書を読んだ。その過程で出会っ
たのが、ドラッカーである。MBAの科目は刺激的ではあるが、
金融工学など、なんでも金に換算する。キャッシュフローが目
的になっている。すべての価値をキャッシュフローの現在価値
に換算している。谷島社長は、そのような考え方に違和感を
持った。それでは、バス経営などは割にあわないことになってし
まう。実際には、バス事業は何十万の人の生活を支えている。
MBAの考えは自分の考えと相容れないと思った。その時に、
谷島社長の心に響いたのが、ドラッカーの著作である。ドラッ
カーは、「企業は社会的な存在だ」と言い、そして「事業を通じ
て社会に貢献せよ」とも言っている。そんなドラッカーの本を読
んで心が癒され、また自分の経営の方針に安心感を覚えた。
社会との関係で行けば、コンプライアンスが重要である。谷
島社長は、コンプライアンスを考え、当時観光バス部門の売り
上げの半分を占めていたバスツァーからの撤退を決断した。
2000年の規制緩和以降、ツァーバス業界は激烈な過当競争

的になってきたのである。
顧客の変化により、従来
の観光バスの仕事がなく
なった。新たな顧客を作
らなければならない。まさ
に「創客」が必要である。
この時に必要なのが、
イーグルバスの第二の経
営理念である「革新」で
ある。ドラッカーは、事業
の基本は「変化をチャンスに変えることだ」と言った。「新たに
顧客を創造する」ためには、顧客動向の変化を捉え、これを
チャンスに活かす「革新」がなければならない。
川越市を見渡すと、百貨店がある商店街は賑わっていた反
面、蔵の立ち並ぶ旧市街は、“シャッター街”化が進行してい
た。しかし、一方で電線の地中化などの整備が進み、蔵の街は、
現在の東京ではなくしたような「小江戸」的な、古いが魅力的
な面影を残していた。こうした状況を見て、谷島社長は、1991
年に、蔵の街を巡る、団体貸切制の小江戸観光バスツアーを
始めた。顧客の旅行ニーズは、お金をかけずに近場で短時間
楽しむ「安・近・短」に変化している。これに合わせて、1日で
小江戸の雰囲気を手軽に楽しめる川越観光バスツァーを始め
たのである。
中型のデラックスなバスを使い、10人から15人という少人
数の貸し切りで実施する。出迎え、お送りをする、観光の専門
の人が案内する、食事を選べる、昼食をはさんで川越の観光
地を一通り回れるようにする。CMも流す。これらの工夫が受
けて顧客が集まった。まさに変化をチャンスに変える「革新」
で「創客」を行った。
この成功をベースに、今度は、個人客向けの路線バス「小
江戸巡回バス」を企画した。また、1995年からは、川越市旧
市街にある名所を巡るレトロな観光路線バスを運行し始めた。
これらの取り組みは、それまでは一つの地方都市だった川越
市を、美しい旧市街を持つ観光地として知名度向上させるの
に大きく貢献した。
「蔵の街に四角いバスは“無粋”だと思い、1997年には、昭和
を髣髴させるボンネットバスを導入した。そうしたら、蔵の街と
マッチして絵になるということで、メディアに大々的に取り上げ
られ、“あのバスに乗りたい”というお客様が殺到し、観光地と
して俄かに活気づいたのです」と谷島社長。
このレトロバスが人気なのは外観がめずらしいからだけでは

実務家の視座

している。たとえば、送迎バスのある路線で渋滞が発生する時
間帯ではダイヤが乱れ、運転手は厳しい運行をこなしていた。
営業が運転手のことを想い、お客様に折衝して、運行を間引
いて運転間隔に余裕を持たせる案を考えた所、運転手から「こ
の時間帯はお客様が多く、急いでいるお客様に迷惑をかけま
す。そこは自分たちの努力でカバーするので、ピークが過ぎた
所で時間に余裕を作って下さい」という声が上がった。「顧客
第一」や「信用」という経営理念が、社内に浸透し、それがサー
ビスの向上を支えている。
このようなＰＤＣＡの改善の結果、3年目からは成果が目に
見えて出始めた。この日高・飯能路線の2006年時点と2014
年を比較すると、毎月5,000人、年間
6万人、率で25%の利用客の増加を
果たすことができた。顧客満足度調
査を見ても、引き受けた時点では満
足度が50%未満だったのに、改善後
には83%に跳ね上がった。
2007年には、ときがわ町のバス路
線を引き継ぎ、2010年に再編を実施
した。以前の町営バスの時代は、バ
スが2時間に１便で不便なため、利
用客が減少し、町の負担になってい
た。便利になれば客は増える。町の
中心にバスの「せせらぎバスセン
ター」という中継ポイントを作った。こ
こにバスを集約し、乗り換え機能を
持たせることで、効率の悪い長距離
路線を折り返しの短距離路線に変更
した。その結果、車両台数を増やさ
ずに運行本数の増加に成功した。2
時間に1便が1時間に1便になって便利になった。更にバス停
から遠い人にも気を配った。予約した時だけ、臨時のバス停に
出迎えるデマンドバスを作った。料金は通常の路線バスと同じ
計算で行う。このバスは、他のバスと乗り継ぎしやすいように、
中継ポイントまで運ぶ。こうした取り組みで、ときがわ町のバス
路線の利用客は再編前に比べて1.2倍になった。

4. 地域や社会の発展と課題解決をめざして
以上、イーグルバスの５つの経営理念に合わせて、イーグル

バスの取り組みを紹介したが、イーグルバスは、地域や社会に
貢献するために、更なる取り組みを推進している。谷島社長は
「地域に必要とされることをやることが究極の経営戦略ではな
いかと思います。まず地域がよくならなければ企業は絶対に成
長できない」と言う。ここでは、谷島社長が取り組んでいる社
会貢献活動を３つ紹介する。第一が「観光の振興」、第二が
「過疎地の再生」、第三が「ノウハウの提供」である。

第一が「観光の振興」である。谷島社長は、「イーグルバス
を発展させるためにも、川越を人が集まる魅力的な町にするこ
とが重要である」と言う。谷島社長は、川越市の観光協会の
理事も務め、川越に観光客を呼ぶ活動をしている。2011年に
は川越の「着物の日」の発起人になった。2011年の東日本大
震災で、川越は春祭りを自粛したが、このままでは疲弊すると
思い、「着物の日」を提唱したのである。毎月18日は着物の日
であり、この日に着物を着ていると様々な特典がある。また、
蔵の街をライトアップする小江戸川越ライトアップにも積極的
にかかわった。
今、川越市は外国人観光客も呼び込もうとしている。谷島

社長は、「英語の通じる街」実行委員
会の会長にもなっている。実行委員
会は「英語でニッポンを語ろう！コン
テスト」を開き、予想以上の盛況と
なった。イーグルバスでは、また、運
転手向けオリジナルの英語教材も
作った。
イーグルバスの羽田―川越の路線
バスは、外国人の観光客の増加に役
立っているが、谷島社長は更に進め
て、バスを使って地域同士を交流さ
せることも考えている。例えば川越と
京都を結ぶ高速バスを運行している。
「小江戸」から「みやび」へという趣向
である。京都のお菓子屋のおたべと
提携し、イーグルバスのチケットを
持っていくと生八つ橋を出してもらえ
るようにもした。谷島社長は、このよ
うに地域の「観光の振興」活動を積

極的に推進している。
第二が「過疎地の再生」である。その一つとして、現在取り
組んでいるのが、東秩父村におけるハブ停留所を利用した地
域おこしである。東秩父村は、人口が3,000人足らず。高齢化
率も38％と非常に高い、典型的な過疎の村である。全国ワー
スト20番目の消滅可能都市とされていた。しかし、一方で、東
秩父村は初心者向けが充実したハイキングの人気スポットで
ある。また、それ以外にも、和紙の里、ふれあい牧場、みかん園、
フィッシングセンターなど、多くの観光スポットがある。これらを
有効に使えないか。
そこで、谷島社長が目を付けたのが、和紙の里である。東
秩父村は1,300年の伝統を持つ和紙作りの里であり、細川紙
という紙を作っている。これは、2014年ユネスコの無形文化
遺産に登録された。観光客はここで和紙作りの体験もできる。
谷島社長は、村に対して、ときがわ町のハブ＆スポークを進化
させた小さな拠点構想を提案した。イーグルバスと村営バスを
統合し、ハブ停留所を作って、移動を便利にする。これは観光

客の利便性を高めるだけではない。この中継ポイントに、行政
サービス、観光案内所、レストラン、直売所など、地域住民にとっ
ても、観光客にとっても便利な施設を作れば、村の人の利便
性に大きく貢献する。地元の人の雇用も生まれる。これを村と
共同で進める一大プロジェクトにした。2016年10月には、和
紙の里に、バスのハブセンター、ＪＡ（農協）農産物直売所、道
の駅、飲食店などが集約された複合施設がオープンし、日本
のモデルとなった。
谷島社長は、2011年に、関東運輸局から初代の「地域公
共交通マイスター」に任命された。「地域公共交通マイスター」
は、地域公共交通の利便性向上に実績・知識・熱意のある
人が任命される。このマイスターには、各地域がこれらの諸課
題に取り組む際に相談にのり、支援をする役割が期待されて
いる。
第三が「ノウハウの提供」である。イーグルバスが開発した、

ＩＴを使ったバス路線の再生のノウハウは、他のバス会社にも
活用できるものである。谷島社長は、「バスの力で日本全国に
活気を取り戻すため、同業他社に対して “見える化のコンサル
ティング ”を強化していきたい」と考えている。すでに北海道や
山口県にある一部のバス会社や自治体に支援を始めた。2015
年には、コンサルティング会社を設立し、これもまた新しい収
益源にしていく考えである。
また、イーグルバスの “ノウハウの提供 ”は、日本国内にと

どまらない。ラオス政府の依頼により、ラオスのバス運営の支
援も始めた。JICA（国際協力機構）のプロジェクトに応募し、
ラオスの国営バス公社にバス事業改善システムを納入した。ラ
オスにもハブのバスセンターをつくり、これらのハブを面的につ
なぐ。他の地域にもハブを作り、ラオスのバス運営の仕組みと
して整える。バスの運行だけではなく、町づくりのノウハウも入
れていきたい。今後は、他の東南アジア諸国も支援をしていく
つもりである。
以上、①地域の観光の振興、②過疎地の再生、③グローバ

ルなノウハウの提供など、谷島社長が取り組んでいる3つの課
題を紹介した。これらの課題は、３つとも高齢化していく日本
の課題解決のキーワードになるものである。そして、このような
イーグルバスの取り組みは、他の地域の課題解決のモデルとも
なり得るものである。谷島社長は、2015年11月21日開催の「ド
ラッカー学会 10周年 ものつくり大学大会」において、「地域を
結ぶ　人を結ぶ　心を結ぶ」と題し、それまでのイーグルバス
の取り組みを発表した。

5. 地域を結ぶ、人を結ぶ、心を結ぶ
イーグルバスの事業の定義は「地域を結ぶ、人を結ぶ、心

を結ぶ」である。単なるバス事業にとどまらず、地域を結び、人
を結び、心を結ぶことにより、社会の課題解決に貢献する。現
在、イーグルバスグループは、バス事業だけではなく、介護事

業、観光事業、コンサルティング事業なども手掛けている。
谷島社長は次のように言う。「自社の利益だけを考えていて

はダメ。我々のような公共交通事業者は、地域のために何が
できるか、目を向けることが大切です。地域に貢献して、そこに
人が集まり地域が活性化することで、ようやく我々の会社がよ
くなるのです。自分たちが勝ち組になるという意識を変えて、地
域貢献をめざすことによって新しいビジネスチャンスも生まれる
と思います」。
まさに、その言葉通りに実践してきたイーグルバス、これから

もドラッカーの考えを体現した５つの経営理念「創客」「革新」
「社会貢献」「顧客第一」「信用」に基づいて、更なる活躍が期
待される。

（取材：中野羊彦、上野周雄）
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バス事業を軸に地域や社会の活性化に貢献するイーグルバス
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様々な工夫をしてバス事業を発展させてきた。赤字事業を何
とか立て直して、地元の人の生活の足を維持したい」と思った。
これは、第三の経営理念である「社会貢献」を体現することに
なる。イーグルバスが引き継いだのは、埼玉県南西部の日高
市と飯能市を結ぶおよそ35ｋｍの路線であった。

3. 「顧客第一」と「信用」（事業遂行の指針）
イーグルバスの、第四の経営理念は「顧客第一」であり、第
五の経営理念は「信用」である。ドラッカーは「真摯さ」が重要
と言ったが、イーグルバスは、これらの経営理念「顧客第一」
と「信用」を真摯に実行している。1998年に利用者対応や社
員教育を担当するＣＳ推進室という部署を設け、会社全体の
サービス力の強化に取り組んだ。また、業務品質向上の一環
としてＩＳＯ9001（品質マネジメント）、ＩＳＯ14001（環境マネ
ジメント）への取り組みも開始し、2002年に認証取得した。イー
グルバスでは、バス運行の品質を「安全」と「顧客満足」に分
けている。これは「顧客第一」と「信用」の二つの経営理念を
体現するものと言って良い。安全は事故ゼロが最高だが、顧
客満足は拡大していく。これらは際限なく追及していくべきもの
である。
前節で、イーグルバスが日高市の不採算路線を引き受けた

ことを紹介したが、この不採算路線の再建の取り組みも、この
ような「顧客第一」と「信用」を実践したものであった。2006
年にこの赤字路線バスを引き受けた谷島社長は、この時初め
て、生活路線バス事業と他のバス事業が根本的に違うことを
知った。「たいへんな世界に足を踏み入れてしまった」というの
が正直な感想であったと言う。これまでやっていた送迎バスや
観光バスはお客様と相対の契約なので、価格が折り合えば仕
事を受ける。だから必ず利益が出る。しかし、路線バスは顧客
がゼロであっても、365日、稼働率100%。予備のバスや運転
士も必要であり、ものすごくコストがかかる。このため、引き受
けた日高・飯能路線は赤字が膨れ上がり、初年度だけで
2,000万円にも昇った。日高路線に続き2路線を引き受けた事
で、長年続けてきた黒字経営も赤字に転落した。

谷島社長は、「乗客が減ったのは、バスへのニーズがないの
ではなく、利用しづらいからではないか」と考えた。まさに「顧
客第一」の発想である。ドラッカーは「顧客の声を聴け」という
が、イーグルバスは、実際に顧客や地域住民にアンケートを取
り、バスに対する不安を洗い出した。アンケートはかなり詳細
に作り、単に「バスが遅れていた」という感覚的なものではなく、
「何月何日、どの停留所の何時何分の便がどれくらい遅れてい
た」というレベルまで調査することを重視した。およそ700通の
回答から、いろいろな問題点が浮かび上がってきた。
バスの運行状況を「見える化」するために、ＩＴを活用した。
路線バスのあらゆるデータを収集して目に見える形で把握し、
ＰＤＣＡサイクルで改善する。バスの乗降客を数えるセンサー
を設置、さらにＧＰＳセンサーで位置を確認し、運行記録を
データ化した。このＩＴシステムは埼玉大学と産学協同で開発
したものである。これにより、「いかに乗客ゼロの区間が多いか、
ダイヤの時間と実際の運行時間とずれているか」などが分かる
ようになった。このような「見える化」により、実際に運行ルー
トの変更やダイヤの改善を行った。そして改善の結果を、また
データで確認し、ＰＤＣＡの改善サイクルを着実に回した。例え
ば、病院から500m離れているイーグルバスの停留所に乗客
が突然増えたので調べると、他社の路線が撤退するため病院
を通るバスが減少したことが分かり、運行ルートを変更しバス
停を病院のそばに移動させた。また、宮沢湖温泉では、行楽
シーズンには乗り降りに時間がかかりバスの遅れの原因に
なっていたのに鑑み、これに合わせたダイヤ改正を行なった。
しかし、単なるデータ任せにはしない。谷島社長は言う。「あ
る時間帯の乗客数が平均よりもかなり少ないと、データ的には
削減対象となりますが、実はこの便を利用するのは、毎週通院
するお年寄りかもしれません。表面の数字だけで判断すると、
こうした交通弱者を切り捨てる可能性があり、公共交通本来
の使命を果たせなくなる。データは条件であり、読むのは人間
の心なのです。相手を想いやる心を持った社員が必要です。ま
た、現場の運転手の協力も不可欠です」。
バスの運行の改善には当然運転手の声を聴いているが、そ
れだけではなく、実際のサービスの向上は運転手が率先実行

ドラッカーは、企業の目的を「顧客の創造」ととらえ、
「企業は、顧客や社会のニーズの解決に貢献するために
存在する」と唱えた。今回は、ドラッカー経営を実践し
ている企業としてイーグルバスを紹介する。イーグルバ
スは、埼玉県川越市を拠点とした、地域密着型のバス
会社である。今回は、そのイーグルバスの谷島賢社長に
お話を伺った。
イーグルバスは、５つの経営理念を持っている。「創
客」「革新」「社会貢献」「顧客第一」「信用」である。い
ずれも、ドラッカーの考え方に沿った理念である。ここ
では、谷島社長の話を再構成して、５つの経営理念に
沿った形で、イーグルバスの活動を紹介する。

1. 「創客」と「革新」（事業活動の原点）
イーグルバスの５
つの経営理念のうち、
第一に出てくるのが
「創客」である。ドラッ
カーは、「企業の目的
は顧客の創造であ
る」と言った。イーグ

ルバスの経営理念「創客」は、ドラッカーの言う「顧客の創造」
と同じである。イーグルバスの歴史は、まさに「顧客の創造」の
歴史と言っても良い。
谷島社長は、1978年に東急観光に就職したが、1980年に
父親とともにイーグルバスを設立した。「大学を出て東急観光
（当時）に勤務していた私は、父から『バス事業をやるから帰っ
てこい』と言われ、家業に就きました」と谷島社長は入社のきっ
かけを語っている。イーグルバスは、当初から観光バス事業を
やりたかった。しかし、当時は観光バスの免許はなかなかとれ
なかった。そこで、許可制の送迎バスから事業を始めた。バス
3台で特別支援学校のスクールバス事業を始め、医療・福祉
施設の送迎の福祉バスや企業の送迎バスなどで、10年の実
績を積んだ。そして、1989年に観光バスの免許を取得した。
観光バス事業は、当初は、業績も順調であったが、1991年
頃からバブル経済の崩壊が始まり、受注量が急減した。当時
の流行語は「安・近・短」。ゴージャスな旅行は下火となり、な
るべくお金をかけずに近場で短時間楽しむという風潮が支配

が起きていた。ダンピングが常態化し、そのしわ寄せは乗務員
の長時間勤務という形で現れるようになった。労働基準法違
反が構造的に起きていた。谷島社長はこれを見て、「これは危
ない、運転士の犠牲はまずい」と思った。コンプライアンスが
確立してこそ、企業の成長が図れると考えた。そこで、当時大
手旅行会社から注文を受けていたツァーバス事業からの撤退
を決断した。これは厳しい決断だった。売り上げが落ちるだけ
ではなく、営業部長が辞め、運転士の多くが他社に引き抜か
れた。ドラッカーは、「事業の定義に合わなくなったものを体系
的に廃棄せよ」と言っている。谷島社長は、戦略的に、競争が
厳しくなったツァーバス事業から、より公共性の高い他のバス
事業への転換を図った。2003年に、路線バスができる一般乗
合旅客自動車運送許可を取得し、川越と羽田空港を結ぶ路
線を運行する高速バス事業に参入した。
イーグルバスに対して、更なる社会貢献を求める事態が
2006年に訪れた。川越市の隣、日高市では、大手バス会社
が2005年に路線バスを撤退することが決まり、困った自治体
がイーグルバスに運行を依頼してきたのだ。高齢化や地方の
過疎化と共に、路線バスの不採算路線からの撤退が続く時代
がやってきた。路線バスの事業者数は約2,200社あるが、その
うち赤字の事業者は7割、地方に限って言うと9割近くが赤字
である。埼玉県でも、高齢化・過疎化が進行する地域では、
赤字が深刻化し大手バス会社が撤退し始めていた。
赤字路線の引き受けについて谷島社長は悩んだ。路線バス

は赤字とはいえ、地元の高齢者たちにとってはなくてはならな
い生活の足である。しかも、イーグルバスのメーンの車庫は日
高市に近い。この地が、交通空白地帯になるのを何とか止め
たい。しかし、一方で引き受ける事業は、大手バス会社が、厳
しい状況になって撤退せざるを得なくなった赤字事業である。
しかもイーグルバスは、このような生活路線バスを運営した経
験がない。半年間悩んだが、最終的に、バス事業者としての
公共性、社会的貢献を考え、引き受けることにした。「今までも、

ない。路線バスにもかかわらず、運転手による観光ガイドも実
施している。運賃は一回分180円、乗り放題の一日乗車券
500円である。路線バスとして通勤や通学の足としても利用さ
れているが、同時に観光客の吸引にもなっている。このブーム
は、現在に至るまで発展的に持続し、「小江戸・川越」の名は、
全国に轟くまでになった。今や、「小江戸」の名で親しまれ、メ
ディアにも頻繁に取り上げられて、街は観光客で賑わっている。
イーグルバスは、こうした「創客」と「革新」により、経営危機を
乗り越えた。

2.「社会貢献」（谷島社長の想い）
イーグルバスの第三の経営理念は「社会貢献」である。ここ
に谷島社長の想いが現れている。
谷島社長は、経営を本格的に学びたいと思い、2003年から
05年にかけて、英国ウェールズ大学大学院に学びMBAを取
得した。そこで、もろもろの経営書を読んだ。その過程で出会っ
たのが、ドラッカーである。MBAの科目は刺激的ではあるが、
金融工学など、なんでも金に換算する。キャッシュフローが目
的になっている。すべての価値をキャッシュフローの現在価値
に換算している。谷島社長は、そのような考え方に違和感を
持った。それでは、バス経営などは割にあわないことになってし
まう。実際には、バス事業は何十万の人の生活を支えている。
MBAの考えは自分の考えと相容れないと思った。その時に、
谷島社長の心に響いたのが、ドラッカーの著作である。ドラッ
カーは、「企業は社会的な存在だ」と言い、そして「事業を通じ
て社会に貢献せよ」とも言っている。そんなドラッカーの本を読
んで心が癒され、また自分の経営の方針に安心感を覚えた。
社会との関係で行けば、コンプライアンスが重要である。谷
島社長は、コンプライアンスを考え、当時観光バス部門の売り
上げの半分を占めていたバスツァーからの撤退を決断した。
2000年の規制緩和以降、ツァーバス業界は激烈な過当競争

的になってきたのである。
顧客の変化により、従来
の観光バスの仕事がなく
なった。新たな顧客を作
らなければならない。まさ
に「創客」が必要である。
この時に必要なのが、
イーグルバスの第二の経
営理念である「革新」で
ある。ドラッカーは、事業
の基本は「変化をチャンスに変えることだ」と言った。「新たに
顧客を創造する」ためには、顧客動向の変化を捉え、これを
チャンスに活かす「革新」がなければならない。
川越市を見渡すと、百貨店がある商店街は賑わっていた反
面、蔵の立ち並ぶ旧市街は、“シャッター街”化が進行してい
た。しかし、一方で電線の地中化などの整備が進み、蔵の街は、
現在の東京ではなくしたような「小江戸」的な、古いが魅力的
な面影を残していた。こうした状況を見て、谷島社長は、1991
年に、蔵の街を巡る、団体貸切制の小江戸観光バスツアーを
始めた。顧客の旅行ニーズは、お金をかけずに近場で短時間
楽しむ「安・近・短」に変化している。これに合わせて、1日で
小江戸の雰囲気を手軽に楽しめる川越観光バスツァーを始め
たのである。
中型のデラックスなバスを使い、10人から15人という少人
数の貸し切りで実施する。出迎え、お送りをする、観光の専門
の人が案内する、食事を選べる、昼食をはさんで川越の観光
地を一通り回れるようにする。CMも流す。これらの工夫が受
けて顧客が集まった。まさに変化をチャンスに変える「革新」
で「創客」を行った。
この成功をベースに、今度は、個人客向けの路線バス「小
江戸巡回バス」を企画した。また、1995年からは、川越市旧
市街にある名所を巡るレトロな観光路線バスを運行し始めた。
これらの取り組みは、それまでは一つの地方都市だった川越
市を、美しい旧市街を持つ観光地として知名度向上させるの
に大きく貢献した。
「蔵の街に四角いバスは“無粋”だと思い、1997年には、昭和
を髣髴させるボンネットバスを導入した。そうしたら、蔵の街と
マッチして絵になるということで、メディアに大々的に取り上げ
られ、“あのバスに乗りたい”というお客様が殺到し、観光地と
して俄かに活気づいたのです」と谷島社長。
このレトロバスが人気なのは外観がめずらしいからだけでは

実務家の視座

している。たとえば、送迎バスのある路線で渋滞が発生する時
間帯ではダイヤが乱れ、運転手は厳しい運行をこなしていた。
営業が運転手のことを想い、お客様に折衝して、運行を間引
いて運転間隔に余裕を持たせる案を考えた所、運転手から「こ
の時間帯はお客様が多く、急いでいるお客様に迷惑をかけま
す。そこは自分たちの努力でカバーするので、ピークが過ぎた
所で時間に余裕を作って下さい」という声が上がった。「顧客
第一」や「信用」という経営理念が、社内に浸透し、それがサー
ビスの向上を支えている。
このようなＰＤＣＡの改善の結果、3年目からは成果が目に
見えて出始めた。この日高・飯能路線の2006年時点と2014
年を比較すると、毎月5,000人、年間
6万人、率で25%の利用客の増加を
果たすことができた。顧客満足度調
査を見ても、引き受けた時点では満
足度が50%未満だったのに、改善後
には83%に跳ね上がった。
2007年には、ときがわ町のバス路
線を引き継ぎ、2010年に再編を実施
した。以前の町営バスの時代は、バ
スが2時間に１便で不便なため、利
用客が減少し、町の負担になってい
た。便利になれば客は増える。町の
中心にバスの「せせらぎバスセン
ター」という中継ポイントを作った。こ
こにバスを集約し、乗り換え機能を
持たせることで、効率の悪い長距離
路線を折り返しの短距離路線に変更
した。その結果、車両台数を増やさ
ずに運行本数の増加に成功した。2
時間に1便が1時間に1便になって便利になった。更にバス停
から遠い人にも気を配った。予約した時だけ、臨時のバス停に
出迎えるデマンドバスを作った。料金は通常の路線バスと同じ
計算で行う。このバスは、他のバスと乗り継ぎしやすいように、
中継ポイントまで運ぶ。こうした取り組みで、ときがわ町のバス
路線の利用客は再編前に比べて1.2倍になった。

4. 地域や社会の発展と課題解決をめざして
以上、イーグルバスの５つの経営理念に合わせて、イーグル

バスの取り組みを紹介したが、イーグルバスは、地域や社会に
貢献するために、更なる取り組みを推進している。谷島社長は
「地域に必要とされることをやることが究極の経営戦略ではな
いかと思います。まず地域がよくならなければ企業は絶対に成
長できない」と言う。ここでは、谷島社長が取り組んでいる社
会貢献活動を３つ紹介する。第一が「観光の振興」、第二が
「過疎地の再生」、第三が「ノウハウの提供」である。

第一が「観光の振興」である。谷島社長は、「イーグルバス
を発展させるためにも、川越を人が集まる魅力的な町にするこ
とが重要である」と言う。谷島社長は、川越市の観光協会の
理事も務め、川越に観光客を呼ぶ活動をしている。2011年に
は川越の「着物の日」の発起人になった。2011年の東日本大
震災で、川越は春祭りを自粛したが、このままでは疲弊すると
思い、「着物の日」を提唱したのである。毎月18日は着物の日
であり、この日に着物を着ていると様々な特典がある。また、
蔵の街をライトアップする小江戸川越ライトアップにも積極的
にかかわった。
今、川越市は外国人観光客も呼び込もうとしている。谷島

社長は、「英語の通じる街」実行委員
会の会長にもなっている。実行委員
会は「英語でニッポンを語ろう！コン
テスト」を開き、予想以上の盛況と
なった。イーグルバスでは、また、運
転手向けオリジナルの英語教材も
作った。
イーグルバスの羽田―川越の路線
バスは、外国人の観光客の増加に役
立っているが、谷島社長は更に進め
て、バスを使って地域同士を交流さ
せることも考えている。例えば川越と
京都を結ぶ高速バスを運行している。
「小江戸」から「みやび」へという趣向
である。京都のお菓子屋のおたべと
提携し、イーグルバスのチケットを
持っていくと生八つ橋を出してもらえ
るようにもした。谷島社長は、このよ
うに地域の「観光の振興」活動を積

極的に推進している。
第二が「過疎地の再生」である。その一つとして、現在取り
組んでいるのが、東秩父村におけるハブ停留所を利用した地
域おこしである。東秩父村は、人口が3,000人足らず。高齢化
率も38％と非常に高い、典型的な過疎の村である。全国ワー
スト20番目の消滅可能都市とされていた。しかし、一方で、東
秩父村は初心者向けが充実したハイキングの人気スポットで
ある。また、それ以外にも、和紙の里、ふれあい牧場、みかん園、
フィッシングセンターなど、多くの観光スポットがある。これらを
有効に使えないか。
そこで、谷島社長が目を付けたのが、和紙の里である。東
秩父村は1,300年の伝統を持つ和紙作りの里であり、細川紙
という紙を作っている。これは、2014年ユネスコの無形文化
遺産に登録された。観光客はここで和紙作りの体験もできる。
谷島社長は、村に対して、ときがわ町のハブ＆スポークを進化
させた小さな拠点構想を提案した。イーグルバスと村営バスを
統合し、ハブ停留所を作って、移動を便利にする。これは観光

客の利便性を高めるだけではない。この中継ポイントに、行政
サービス、観光案内所、レストラン、直売所など、地域住民にとっ
ても、観光客にとっても便利な施設を作れば、村の人の利便
性に大きく貢献する。地元の人の雇用も生まれる。これを村と
共同で進める一大プロジェクトにした。2016年10月には、和
紙の里に、バスのハブセンター、ＪＡ（農協）農産物直売所、道
の駅、飲食店などが集約された複合施設がオープンし、日本
のモデルとなった。
谷島社長は、2011年に、関東運輸局から初代の「地域公
共交通マイスター」に任命された。「地域公共交通マイスター」
は、地域公共交通の利便性向上に実績・知識・熱意のある
人が任命される。このマイスターには、各地域がこれらの諸課
題に取り組む際に相談にのり、支援をする役割が期待されて
いる。
第三が「ノウハウの提供」である。イーグルバスが開発した、

ＩＴを使ったバス路線の再生のノウハウは、他のバス会社にも
活用できるものである。谷島社長は、「バスの力で日本全国に
活気を取り戻すため、同業他社に対して “見える化のコンサル
ティング ”を強化していきたい」と考えている。すでに北海道や
山口県にある一部のバス会社や自治体に支援を始めた。2015
年には、コンサルティング会社を設立し、これもまた新しい収
益源にしていく考えである。
また、イーグルバスの “ノウハウの提供 ”は、日本国内にと

どまらない。ラオス政府の依頼により、ラオスのバス運営の支
援も始めた。JICA（国際協力機構）のプロジェクトに応募し、
ラオスの国営バス公社にバス事業改善システムを納入した。ラ
オスにもハブのバスセンターをつくり、これらのハブを面的につ
なぐ。他の地域にもハブを作り、ラオスのバス運営の仕組みと
して整える。バスの運行だけではなく、町づくりのノウハウも入
れていきたい。今後は、他の東南アジア諸国も支援をしていく
つもりである。
以上、①地域の観光の振興、②過疎地の再生、③グローバ

ルなノウハウの提供など、谷島社長が取り組んでいる3つの課
題を紹介した。これらの課題は、３つとも高齢化していく日本
の課題解決のキーワードになるものである。そして、このような
イーグルバスの取り組みは、他の地域の課題解決のモデルとも
なり得るものである。谷島社長は、2015年11月21日開催の「ド
ラッカー学会 10周年 ものつくり大学大会」において、「地域を
結ぶ　人を結ぶ　心を結ぶ」と題し、それまでのイーグルバス
の取り組みを発表した。

5. 地域を結ぶ、人を結ぶ、心を結ぶ
イーグルバスの事業の定義は「地域を結ぶ、人を結ぶ、心

を結ぶ」である。単なるバス事業にとどまらず、地域を結び、人
を結び、心を結ぶことにより、社会の課題解決に貢献する。現
在、イーグルバスグループは、バス事業だけではなく、介護事

業、観光事業、コンサルティング事業なども手掛けている。
谷島社長は次のように言う。「自社の利益だけを考えていて

はダメ。我々のような公共交通事業者は、地域のために何が
できるか、目を向けることが大切です。地域に貢献して、そこに
人が集まり地域が活性化することで、ようやく我々の会社がよ
くなるのです。自分たちが勝ち組になるという意識を変えて、地
域貢献をめざすことによって新しいビジネスチャンスも生まれる
と思います」。
まさに、その言葉通りに実践してきたイーグルバス、これから

もドラッカーの考えを体現した５つの経営理念「創客」「革新」
「社会貢献」「顧客第一」「信用」に基づいて、更なる活躍が期
待される。

（取材：中野羊彦、上野周雄）
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様々な工夫をしてバス事業を発展させてきた。赤字事業を何
とか立て直して、地元の人の生活の足を維持したい」と思った。
これは、第三の経営理念である「社会貢献」を体現することに
なる。イーグルバスが引き継いだのは、埼玉県南西部の日高
市と飯能市を結ぶおよそ35ｋｍの路線であった。

3. 「顧客第一」と「信用」（事業遂行の指針）
イーグルバスの、第四の経営理念は「顧客第一」であり、第
五の経営理念は「信用」である。ドラッカーは「真摯さ」が重要
と言ったが、イーグルバスは、これらの経営理念「顧客第一」
と「信用」を真摯に実行している。1998年に利用者対応や社
員教育を担当するＣＳ推進室という部署を設け、会社全体の
サービス力の強化に取り組んだ。また、業務品質向上の一環
としてＩＳＯ9001（品質マネジメント）、ＩＳＯ14001（環境マネ
ジメント）への取り組みも開始し、2002年に認証取得した。イー
グルバスでは、バス運行の品質を「安全」と「顧客満足」に分
けている。これは「顧客第一」と「信用」の二つの経営理念を
体現するものと言って良い。安全は事故ゼロが最高だが、顧
客満足は拡大していく。これらは際限なく追及していくべきもの
である。
前節で、イーグルバスが日高市の不採算路線を引き受けた

ことを紹介したが、この不採算路線の再建の取り組みも、この
ような「顧客第一」と「信用」を実践したものであった。2006
年にこの赤字路線バスを引き受けた谷島社長は、この時初め
て、生活路線バス事業と他のバス事業が根本的に違うことを
知った。「たいへんな世界に足を踏み入れてしまった」というの
が正直な感想であったと言う。これまでやっていた送迎バスや
観光バスはお客様と相対の契約なので、価格が折り合えば仕
事を受ける。だから必ず利益が出る。しかし、路線バスは顧客
がゼロであっても、365日、稼働率100%。予備のバスや運転
士も必要であり、ものすごくコストがかかる。このため、引き受
けた日高・飯能路線は赤字が膨れ上がり、初年度だけで
2,000万円にも昇った。日高路線に続き2路線を引き受けた事
で、長年続けてきた黒字経営も赤字に転落した。

谷島社長は、「乗客が減ったのは、バスへのニーズがないの
ではなく、利用しづらいからではないか」と考えた。まさに「顧
客第一」の発想である。ドラッカーは「顧客の声を聴け」という
が、イーグルバスは、実際に顧客や地域住民にアンケートを取
り、バスに対する不安を洗い出した。アンケートはかなり詳細
に作り、単に「バスが遅れていた」という感覚的なものではなく、
「何月何日、どの停留所の何時何分の便がどれくらい遅れてい
た」というレベルまで調査することを重視した。およそ700通の
回答から、いろいろな問題点が浮かび上がってきた。
バスの運行状況を「見える化」するために、ＩＴを活用した。
路線バスのあらゆるデータを収集して目に見える形で把握し、
ＰＤＣＡサイクルで改善する。バスの乗降客を数えるセンサー
を設置、さらにＧＰＳセンサーで位置を確認し、運行記録を
データ化した。このＩＴシステムは埼玉大学と産学協同で開発
したものである。これにより、「いかに乗客ゼロの区間が多いか、
ダイヤの時間と実際の運行時間とずれているか」などが分かる
ようになった。このような「見える化」により、実際に運行ルー
トの変更やダイヤの改善を行った。そして改善の結果を、また
データで確認し、ＰＤＣＡの改善サイクルを着実に回した。例え
ば、病院から500m離れているイーグルバスの停留所に乗客
が突然増えたので調べると、他社の路線が撤退するため病院
を通るバスが減少したことが分かり、運行ルートを変更しバス
停を病院のそばに移動させた。また、宮沢湖温泉では、行楽
シーズンには乗り降りに時間がかかりバスの遅れの原因に
なっていたのに鑑み、これに合わせたダイヤ改正を行なった。
しかし、単なるデータ任せにはしない。谷島社長は言う。「あ
る時間帯の乗客数が平均よりもかなり少ないと、データ的には
削減対象となりますが、実はこの便を利用するのは、毎週通院
するお年寄りかもしれません。表面の数字だけで判断すると、
こうした交通弱者を切り捨てる可能性があり、公共交通本来
の使命を果たせなくなる。データは条件であり、読むのは人間
の心なのです。相手を想いやる心を持った社員が必要です。ま
た、現場の運転手の協力も不可欠です」。
バスの運行の改善には当然運転手の声を聴いているが、そ
れだけではなく、実際のサービスの向上は運転手が率先実行

ドラッカーは、企業の目的を「顧客の創造」ととらえ、
「企業は、顧客や社会のニーズの解決に貢献するために
存在する」と唱えた。今回は、ドラッカー経営を実践し
ている企業としてイーグルバスを紹介する。イーグルバ
スは、埼玉県川越市を拠点とした、地域密着型のバス
会社である。今回は、そのイーグルバスの谷島賢社長に
お話を伺った。
イーグルバスは、５つの経営理念を持っている。「創
客」「革新」「社会貢献」「顧客第一」「信用」である。い
ずれも、ドラッカーの考え方に沿った理念である。ここ
では、谷島社長の話を再構成して、５つの経営理念に
沿った形で、イーグルバスの活動を紹介する。

1. 「創客」と「革新」（事業活動の原点）
イーグルバスの５
つの経営理念のうち、
第一に出てくるのが
「創客」である。ドラッ
カーは、「企業の目的
は顧客の創造であ
る」と言った。イーグ

ルバスの経営理念「創客」は、ドラッカーの言う「顧客の創造」
と同じである。イーグルバスの歴史は、まさに「顧客の創造」の
歴史と言っても良い。
谷島社長は、1978年に東急観光に就職したが、1980年に
父親とともにイーグルバスを設立した。「大学を出て東急観光
（当時）に勤務していた私は、父から『バス事業をやるから帰っ
てこい』と言われ、家業に就きました」と谷島社長は入社のきっ
かけを語っている。イーグルバスは、当初から観光バス事業を
やりたかった。しかし、当時は観光バスの免許はなかなかとれ
なかった。そこで、許可制の送迎バスから事業を始めた。バス
3台で特別支援学校のスクールバス事業を始め、医療・福祉
施設の送迎の福祉バスや企業の送迎バスなどで、10年の実
績を積んだ。そして、1989年に観光バスの免許を取得した。
観光バス事業は、当初は、業績も順調であったが、1991年
頃からバブル経済の崩壊が始まり、受注量が急減した。当時
の流行語は「安・近・短」。ゴージャスな旅行は下火となり、な
るべくお金をかけずに近場で短時間楽しむという風潮が支配

が起きていた。ダンピングが常態化し、そのしわ寄せは乗務員
の長時間勤務という形で現れるようになった。労働基準法違
反が構造的に起きていた。谷島社長はこれを見て、「これは危
ない、運転士の犠牲はまずい」と思った。コンプライアンスが
確立してこそ、企業の成長が図れると考えた。そこで、当時大
手旅行会社から注文を受けていたツァーバス事業からの撤退
を決断した。これは厳しい決断だった。売り上げが落ちるだけ
ではなく、営業部長が辞め、運転士の多くが他社に引き抜か
れた。ドラッカーは、「事業の定義に合わなくなったものを体系
的に廃棄せよ」と言っている。谷島社長は、戦略的に、競争が
厳しくなったツァーバス事業から、より公共性の高い他のバス
事業への転換を図った。2003年に、路線バスができる一般乗
合旅客自動車運送許可を取得し、川越と羽田空港を結ぶ路
線を運行する高速バス事業に参入した。
イーグルバスに対して、更なる社会貢献を求める事態が
2006年に訪れた。川越市の隣、日高市では、大手バス会社
が2005年に路線バスを撤退することが決まり、困った自治体
がイーグルバスに運行を依頼してきたのだ。高齢化や地方の
過疎化と共に、路線バスの不採算路線からの撤退が続く時代
がやってきた。路線バスの事業者数は約2,200社あるが、その
うち赤字の事業者は7割、地方に限って言うと9割近くが赤字
である。埼玉県でも、高齢化・過疎化が進行する地域では、
赤字が深刻化し大手バス会社が撤退し始めていた。
赤字路線の引き受けについて谷島社長は悩んだ。路線バス

は赤字とはいえ、地元の高齢者たちにとってはなくてはならな
い生活の足である。しかも、イーグルバスのメーンの車庫は日
高市に近い。この地が、交通空白地帯になるのを何とか止め
たい。しかし、一方で引き受ける事業は、大手バス会社が、厳
しい状況になって撤退せざるを得なくなった赤字事業である。
しかもイーグルバスは、このような生活路線バスを運営した経
験がない。半年間悩んだが、最終的に、バス事業者としての
公共性、社会的貢献を考え、引き受けることにした。「今までも、

ない。路線バスにもかかわらず、運転手による観光ガイドも実
施している。運賃は一回分180円、乗り放題の一日乗車券
500円である。路線バスとして通勤や通学の足としても利用さ
れているが、同時に観光客の吸引にもなっている。このブーム
は、現在に至るまで発展的に持続し、「小江戸・川越」の名は、
全国に轟くまでになった。今や、「小江戸」の名で親しまれ、メ
ディアにも頻繁に取り上げられて、街は観光客で賑わっている。
イーグルバスは、こうした「創客」と「革新」により、経営危機を
乗り越えた。

2.「社会貢献」（谷島社長の想い）
イーグルバスの第三の経営理念は「社会貢献」である。ここ
に谷島社長の想いが現れている。
谷島社長は、経営を本格的に学びたいと思い、2003年から
05年にかけて、英国ウェールズ大学大学院に学びMBAを取
得した。そこで、もろもろの経営書を読んだ。その過程で出会っ
たのが、ドラッカーである。MBAの科目は刺激的ではあるが、
金融工学など、なんでも金に換算する。キャッシュフローが目
的になっている。すべての価値をキャッシュフローの現在価値
に換算している。谷島社長は、そのような考え方に違和感を
持った。それでは、バス経営などは割にあわないことになってし
まう。実際には、バス事業は何十万の人の生活を支えている。
MBAの考えは自分の考えと相容れないと思った。その時に、
谷島社長の心に響いたのが、ドラッカーの著作である。ドラッ
カーは、「企業は社会的な存在だ」と言い、そして「事業を通じ
て社会に貢献せよ」とも言っている。そんなドラッカーの本を読
んで心が癒され、また自分の経営の方針に安心感を覚えた。
社会との関係で行けば、コンプライアンスが重要である。谷
島社長は、コンプライアンスを考え、当時観光バス部門の売り
上げの半分を占めていたバスツァーからの撤退を決断した。
2000年の規制緩和以降、ツァーバス業界は激烈な過当競争

的になってきたのである。
顧客の変化により、従来
の観光バスの仕事がなく
なった。新たな顧客を作
らなければならない。まさ
に「創客」が必要である。
この時に必要なのが、
イーグルバスの第二の経
営理念である「革新」で
ある。ドラッカーは、事業
の基本は「変化をチャンスに変えることだ」と言った。「新たに
顧客を創造する」ためには、顧客動向の変化を捉え、これを
チャンスに活かす「革新」がなければならない。
川越市を見渡すと、百貨店がある商店街は賑わっていた反
面、蔵の立ち並ぶ旧市街は、“シャッター街”化が進行してい
た。しかし、一方で電線の地中化などの整備が進み、蔵の街は、
現在の東京ではなくしたような「小江戸」的な、古いが魅力的
な面影を残していた。こうした状況を見て、谷島社長は、1991
年に、蔵の街を巡る、団体貸切制の小江戸観光バスツアーを
始めた。顧客の旅行ニーズは、お金をかけずに近場で短時間
楽しむ「安・近・短」に変化している。これに合わせて、1日で
小江戸の雰囲気を手軽に楽しめる川越観光バスツァーを始め
たのである。
中型のデラックスなバスを使い、10人から15人という少人
数の貸し切りで実施する。出迎え、お送りをする、観光の専門
の人が案内する、食事を選べる、昼食をはさんで川越の観光
地を一通り回れるようにする。CMも流す。これらの工夫が受
けて顧客が集まった。まさに変化をチャンスに変える「革新」
で「創客」を行った。
この成功をベースに、今度は、個人客向けの路線バス「小
江戸巡回バス」を企画した。また、1995年からは、川越市旧
市街にある名所を巡るレトロな観光路線バスを運行し始めた。
これらの取り組みは、それまでは一つの地方都市だった川越
市を、美しい旧市街を持つ観光地として知名度向上させるの
に大きく貢献した。
「蔵の街に四角いバスは“無粋”だと思い、1997年には、昭和
を髣髴させるボンネットバスを導入した。そうしたら、蔵の街と
マッチして絵になるということで、メディアに大々的に取り上げ
られ、“あのバスに乗りたい”というお客様が殺到し、観光地と
して俄かに活気づいたのです」と谷島社長。
このレトロバスが人気なのは外観がめずらしいからだけでは

実務家の視座

している。たとえば、送迎バスのある路線で渋滞が発生する時
間帯ではダイヤが乱れ、運転手は厳しい運行をこなしていた。
営業が運転手のことを想い、お客様に折衝して、運行を間引
いて運転間隔に余裕を持たせる案を考えた所、運転手から「こ
の時間帯はお客様が多く、急いでいるお客様に迷惑をかけま
す。そこは自分たちの努力でカバーするので、ピークが過ぎた
所で時間に余裕を作って下さい」という声が上がった。「顧客
第一」や「信用」という経営理念が、社内に浸透し、それがサー
ビスの向上を支えている。
このようなＰＤＣＡの改善の結果、3年目からは成果が目に
見えて出始めた。この日高・飯能路線の2006年時点と2014
年を比較すると、毎月5,000人、年間
6万人、率で25%の利用客の増加を
果たすことができた。顧客満足度調
査を見ても、引き受けた時点では満
足度が50%未満だったのに、改善後
には83%に跳ね上がった。
2007年には、ときがわ町のバス路
線を引き継ぎ、2010年に再編を実施
した。以前の町営バスの時代は、バ
スが2時間に１便で不便なため、利
用客が減少し、町の負担になってい
た。便利になれば客は増える。町の
中心にバスの「せせらぎバスセン
ター」という中継ポイントを作った。こ
こにバスを集約し、乗り換え機能を
持たせることで、効率の悪い長距離
路線を折り返しの短距離路線に変更
した。その結果、車両台数を増やさ
ずに運行本数の増加に成功した。2
時間に1便が1時間に1便になって便利になった。更にバス停
から遠い人にも気を配った。予約した時だけ、臨時のバス停に
出迎えるデマンドバスを作った。料金は通常の路線バスと同じ
計算で行う。このバスは、他のバスと乗り継ぎしやすいように、
中継ポイントまで運ぶ。こうした取り組みで、ときがわ町のバス
路線の利用客は再編前に比べて1.2倍になった。

4. 地域や社会の発展と課題解決をめざして
以上、イーグルバスの５つの経営理念に合わせて、イーグル

バスの取り組みを紹介したが、イーグルバスは、地域や社会に
貢献するために、更なる取り組みを推進している。谷島社長は
「地域に必要とされることをやることが究極の経営戦略ではな
いかと思います。まず地域がよくならなければ企業は絶対に成
長できない」と言う。ここでは、谷島社長が取り組んでいる社
会貢献活動を３つ紹介する。第一が「観光の振興」、第二が
「過疎地の再生」、第三が「ノウハウの提供」である。

第一が「観光の振興」である。谷島社長は、「イーグルバス
を発展させるためにも、川越を人が集まる魅力的な町にするこ
とが重要である」と言う。谷島社長は、川越市の観光協会の
理事も務め、川越に観光客を呼ぶ活動をしている。2011年に
は川越の「着物の日」の発起人になった。2011年の東日本大
震災で、川越は春祭りを自粛したが、このままでは疲弊すると
思い、「着物の日」を提唱したのである。毎月18日は着物の日
であり、この日に着物を着ていると様々な特典がある。また、
蔵の街をライトアップする小江戸川越ライトアップにも積極的
にかかわった。
今、川越市は外国人観光客も呼び込もうとしている。谷島

社長は、「英語の通じる街」実行委員
会の会長にもなっている。実行委員
会は「英語でニッポンを語ろう！コン
テスト」を開き、予想以上の盛況と
なった。イーグルバスでは、また、運
転手向けオリジナルの英語教材も
作った。
イーグルバスの羽田―川越の路線
バスは、外国人の観光客の増加に役
立っているが、谷島社長は更に進め
て、バスを使って地域同士を交流さ
せることも考えている。例えば川越と
京都を結ぶ高速バスを運行している。
「小江戸」から「みやび」へという趣向
である。京都のお菓子屋のおたべと
提携し、イーグルバスのチケットを
持っていくと生八つ橋を出してもらえ
るようにもした。谷島社長は、このよ
うに地域の「観光の振興」活動を積

極的に推進している。
第二が「過疎地の再生」である。その一つとして、現在取り
組んでいるのが、東秩父村におけるハブ停留所を利用した地
域おこしである。東秩父村は、人口が3,000人足らず。高齢化
率も38％と非常に高い、典型的な過疎の村である。全国ワー
スト20番目の消滅可能都市とされていた。しかし、一方で、東
秩父村は初心者向けが充実したハイキングの人気スポットで
ある。また、それ以外にも、和紙の里、ふれあい牧場、みかん園、
フィッシングセンターなど、多くの観光スポットがある。これらを
有効に使えないか。
そこで、谷島社長が目を付けたのが、和紙の里である。東
秩父村は1,300年の伝統を持つ和紙作りの里であり、細川紙
という紙を作っている。これは、2014年ユネスコの無形文化
遺産に登録された。観光客はここで和紙作りの体験もできる。
谷島社長は、村に対して、ときがわ町のハブ＆スポークを進化
させた小さな拠点構想を提案した。イーグルバスと村営バスを
統合し、ハブ停留所を作って、移動を便利にする。これは観光

客の利便性を高めるだけではない。この中継ポイントに、行政
サービス、観光案内所、レストラン、直売所など、地域住民にとっ
ても、観光客にとっても便利な施設を作れば、村の人の利便
性に大きく貢献する。地元の人の雇用も生まれる。これを村と
共同で進める一大プロジェクトにした。2016年10月には、和
紙の里に、バスのハブセンター、ＪＡ（農協）農産物直売所、道
の駅、飲食店などが集約された複合施設がオープンし、日本
のモデルとなった。
谷島社長は、2011年に、関東運輸局から初代の「地域公
共交通マイスター」に任命された。「地域公共交通マイスター」
は、地域公共交通の利便性向上に実績・知識・熱意のある
人が任命される。このマイスターには、各地域がこれらの諸課
題に取り組む際に相談にのり、支援をする役割が期待されて
いる。
第三が「ノウハウの提供」である。イーグルバスが開発した、

ＩＴを使ったバス路線の再生のノウハウは、他のバス会社にも
活用できるものである。谷島社長は、「バスの力で日本全国に
活気を取り戻すため、同業他社に対して “見える化のコンサル
ティング ”を強化していきたい」と考えている。すでに北海道や
山口県にある一部のバス会社や自治体に支援を始めた。2015
年には、コンサルティング会社を設立し、これもまた新しい収
益源にしていく考えである。
また、イーグルバスの “ノウハウの提供 ”は、日本国内にと

どまらない。ラオス政府の依頼により、ラオスのバス運営の支
援も始めた。JICA（国際協力機構）のプロジェクトに応募し、
ラオスの国営バス公社にバス事業改善システムを納入した。ラ
オスにもハブのバスセンターをつくり、これらのハブを面的につ
なぐ。他の地域にもハブを作り、ラオスのバス運営の仕組みと
して整える。バスの運行だけではなく、町づくりのノウハウも入
れていきたい。今後は、他の東南アジア諸国も支援をしていく
つもりである。
以上、①地域の観光の振興、②過疎地の再生、③グローバ

ルなノウハウの提供など、谷島社長が取り組んでいる3つの課
題を紹介した。これらの課題は、３つとも高齢化していく日本
の課題解決のキーワードになるものである。そして、このような
イーグルバスの取り組みは、他の地域の課題解決のモデルとも
なり得るものである。谷島社長は、2015年11月21日開催の「ド
ラッカー学会 10周年 ものつくり大学大会」において、「地域を
結ぶ　人を結ぶ　心を結ぶ」と題し、それまでのイーグルバス
の取り組みを発表した。

5. 地域を結ぶ、人を結ぶ、心を結ぶ
イーグルバスの事業の定義は「地域を結ぶ、人を結ぶ、心

を結ぶ」である。単なるバス事業にとどまらず、地域を結び、人
を結び、心を結ぶことにより、社会の課題解決に貢献する。現
在、イーグルバスグループは、バス事業だけではなく、介護事

業、観光事業、コンサルティング事業なども手掛けている。
谷島社長は次のように言う。「自社の利益だけを考えていて

はダメ。我々のような公共交通事業者は、地域のために何が
できるか、目を向けることが大切です。地域に貢献して、そこに
人が集まり地域が活性化することで、ようやく我々の会社がよ
くなるのです。自分たちが勝ち組になるという意識を変えて、地
域貢献をめざすことによって新しいビジネスチャンスも生まれる
と思います」。
まさに、その言葉通りに実践してきたイーグルバス、これから

もドラッカーの考えを体現した５つの経営理念「創客」「革新」
「社会貢献」「顧客第一」「信用」に基づいて、更なる活躍が期
待される。

（取材：中野羊彦、上野周雄）
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様々な工夫をしてバス事業を発展させてきた。赤字事業を何
とか立て直して、地元の人の生活の足を維持したい」と思った。
これは、第三の経営理念である「社会貢献」を体現することに
なる。イーグルバスが引き継いだのは、埼玉県南西部の日高
市と飯能市を結ぶおよそ35ｋｍの路線であった。

3. 「顧客第一」と「信用」（事業遂行の指針）
イーグルバスの、第四の経営理念は「顧客第一」であり、第
五の経営理念は「信用」である。ドラッカーは「真摯さ」が重要
と言ったが、イーグルバスは、これらの経営理念「顧客第一」
と「信用」を真摯に実行している。1998年に利用者対応や社
員教育を担当するＣＳ推進室という部署を設け、会社全体の
サービス力の強化に取り組んだ。また、業務品質向上の一環
としてＩＳＯ9001（品質マネジメント）、ＩＳＯ14001（環境マネ
ジメント）への取り組みも開始し、2002年に認証取得した。イー
グルバスでは、バス運行の品質を「安全」と「顧客満足」に分
けている。これは「顧客第一」と「信用」の二つの経営理念を
体現するものと言って良い。安全は事故ゼロが最高だが、顧
客満足は拡大していく。これらは際限なく追及していくべきもの
である。
前節で、イーグルバスが日高市の不採算路線を引き受けた

ことを紹介したが、この不採算路線の再建の取り組みも、この
ような「顧客第一」と「信用」を実践したものであった。2006
年にこの赤字路線バスを引き受けた谷島社長は、この時初め
て、生活路線バス事業と他のバス事業が根本的に違うことを
知った。「たいへんな世界に足を踏み入れてしまった」というの
が正直な感想であったと言う。これまでやっていた送迎バスや
観光バスはお客様と相対の契約なので、価格が折り合えば仕
事を受ける。だから必ず利益が出る。しかし、路線バスは顧客
がゼロであっても、365日、稼働率100%。予備のバスや運転
士も必要であり、ものすごくコストがかかる。このため、引き受
けた日高・飯能路線は赤字が膨れ上がり、初年度だけで
2,000万円にも昇った。日高路線に続き2路線を引き受けた事
で、長年続けてきた黒字経営も赤字に転落した。

谷島社長は、「乗客が減ったのは、バスへのニーズがないの
ではなく、利用しづらいからではないか」と考えた。まさに「顧
客第一」の発想である。ドラッカーは「顧客の声を聴け」という
が、イーグルバスは、実際に顧客や地域住民にアンケートを取
り、バスに対する不安を洗い出した。アンケートはかなり詳細
に作り、単に「バスが遅れていた」という感覚的なものではなく、
「何月何日、どの停留所の何時何分の便がどれくらい遅れてい
た」というレベルまで調査することを重視した。およそ700通の
回答から、いろいろな問題点が浮かび上がってきた。
バスの運行状況を「見える化」するために、ＩＴを活用した。
路線バスのあらゆるデータを収集して目に見える形で把握し、
ＰＤＣＡサイクルで改善する。バスの乗降客を数えるセンサー
を設置、さらにＧＰＳセンサーで位置を確認し、運行記録を
データ化した。このＩＴシステムは埼玉大学と産学協同で開発
したものである。これにより、「いかに乗客ゼロの区間が多いか、
ダイヤの時間と実際の運行時間とずれているか」などが分かる
ようになった。このような「見える化」により、実際に運行ルー
トの変更やダイヤの改善を行った。そして改善の結果を、また
データで確認し、ＰＤＣＡの改善サイクルを着実に回した。例え
ば、病院から500m離れているイーグルバスの停留所に乗客
が突然増えたので調べると、他社の路線が撤退するため病院
を通るバスが減少したことが分かり、運行ルートを変更しバス
停を病院のそばに移動させた。また、宮沢湖温泉では、行楽
シーズンには乗り降りに時間がかかりバスの遅れの原因に
なっていたのに鑑み、これに合わせたダイヤ改正を行なった。
しかし、単なるデータ任せにはしない。谷島社長は言う。「あ
る時間帯の乗客数が平均よりもかなり少ないと、データ的には
削減対象となりますが、実はこの便を利用するのは、毎週通院
するお年寄りかもしれません。表面の数字だけで判断すると、
こうした交通弱者を切り捨てる可能性があり、公共交通本来
の使命を果たせなくなる。データは条件であり、読むのは人間
の心なのです。相手を想いやる心を持った社員が必要です。ま
た、現場の運転手の協力も不可欠です」。
バスの運行の改善には当然運転手の声を聴いているが、そ
れだけではなく、実際のサービスの向上は運転手が率先実行

ドラッカーは、企業の目的を「顧客の創造」ととらえ、
「企業は、顧客や社会のニーズの解決に貢献するために
存在する」と唱えた。今回は、ドラッカー経営を実践し
ている企業としてイーグルバスを紹介する。イーグルバ
スは、埼玉県川越市を拠点とした、地域密着型のバス
会社である。今回は、そのイーグルバスの谷島賢社長に
お話を伺った。
イーグルバスは、５つの経営理念を持っている。「創
客」「革新」「社会貢献」「顧客第一」「信用」である。い
ずれも、ドラッカーの考え方に沿った理念である。ここ
では、谷島社長の話を再構成して、５つの経営理念に
沿った形で、イーグルバスの活動を紹介する。

1. 「創客」と「革新」（事業活動の原点）
イーグルバスの５
つの経営理念のうち、
第一に出てくるのが
「創客」である。ドラッ
カーは、「企業の目的
は顧客の創造であ
る」と言った。イーグ

ルバスの経営理念「創客」は、ドラッカーの言う「顧客の創造」
と同じである。イーグルバスの歴史は、まさに「顧客の創造」の
歴史と言っても良い。
谷島社長は、1978年に東急観光に就職したが、1980年に
父親とともにイーグルバスを設立した。「大学を出て東急観光
（当時）に勤務していた私は、父から『バス事業をやるから帰っ
てこい』と言われ、家業に就きました」と谷島社長は入社のきっ
かけを語っている。イーグルバスは、当初から観光バス事業を
やりたかった。しかし、当時は観光バスの免許はなかなかとれ
なかった。そこで、許可制の送迎バスから事業を始めた。バス
3台で特別支援学校のスクールバス事業を始め、医療・福祉
施設の送迎の福祉バスや企業の送迎バスなどで、10年の実
績を積んだ。そして、1989年に観光バスの免許を取得した。
観光バス事業は、当初は、業績も順調であったが、1991年
頃からバブル経済の崩壊が始まり、受注量が急減した。当時
の流行語は「安・近・短」。ゴージャスな旅行は下火となり、な
るべくお金をかけずに近場で短時間楽しむという風潮が支配

が起きていた。ダンピングが常態化し、そのしわ寄せは乗務員
の長時間勤務という形で現れるようになった。労働基準法違
反が構造的に起きていた。谷島社長はこれを見て、「これは危
ない、運転士の犠牲はまずい」と思った。コンプライアンスが
確立してこそ、企業の成長が図れると考えた。そこで、当時大
手旅行会社から注文を受けていたツァーバス事業からの撤退
を決断した。これは厳しい決断だった。売り上げが落ちるだけ
ではなく、営業部長が辞め、運転士の多くが他社に引き抜か
れた。ドラッカーは、「事業の定義に合わなくなったものを体系
的に廃棄せよ」と言っている。谷島社長は、戦略的に、競争が
厳しくなったツァーバス事業から、より公共性の高い他のバス
事業への転換を図った。2003年に、路線バスができる一般乗
合旅客自動車運送許可を取得し、川越と羽田空港を結ぶ路
線を運行する高速バス事業に参入した。
イーグルバスに対して、更なる社会貢献を求める事態が
2006年に訪れた。川越市の隣、日高市では、大手バス会社
が2005年に路線バスを撤退することが決まり、困った自治体
がイーグルバスに運行を依頼してきたのだ。高齢化や地方の
過疎化と共に、路線バスの不採算路線からの撤退が続く時代
がやってきた。路線バスの事業者数は約2,200社あるが、その
うち赤字の事業者は7割、地方に限って言うと9割近くが赤字
である。埼玉県でも、高齢化・過疎化が進行する地域では、
赤字が深刻化し大手バス会社が撤退し始めていた。
赤字路線の引き受けについて谷島社長は悩んだ。路線バス

は赤字とはいえ、地元の高齢者たちにとってはなくてはならな
い生活の足である。しかも、イーグルバスのメーンの車庫は日
高市に近い。この地が、交通空白地帯になるのを何とか止め
たい。しかし、一方で引き受ける事業は、大手バス会社が、厳
しい状況になって撤退せざるを得なくなった赤字事業である。
しかもイーグルバスは、このような生活路線バスを運営した経
験がない。半年間悩んだが、最終的に、バス事業者としての
公共性、社会的貢献を考え、引き受けることにした。「今までも、

ない。路線バスにもかかわらず、運転手による観光ガイドも実
施している。運賃は一回分180円、乗り放題の一日乗車券
500円である。路線バスとして通勤や通学の足としても利用さ
れているが、同時に観光客の吸引にもなっている。このブーム
は、現在に至るまで発展的に持続し、「小江戸・川越」の名は、
全国に轟くまでになった。今や、「小江戸」の名で親しまれ、メ
ディアにも頻繁に取り上げられて、街は観光客で賑わっている。
イーグルバスは、こうした「創客」と「革新」により、経営危機を
乗り越えた。

2.「社会貢献」（谷島社長の想い）
イーグルバスの第三の経営理念は「社会貢献」である。ここ
に谷島社長の想いが現れている。
谷島社長は、経営を本格的に学びたいと思い、2003年から
05年にかけて、英国ウェールズ大学大学院に学びMBAを取
得した。そこで、もろもろの経営書を読んだ。その過程で出会っ
たのが、ドラッカーである。MBAの科目は刺激的ではあるが、
金融工学など、なんでも金に換算する。キャッシュフローが目
的になっている。すべての価値をキャッシュフローの現在価値
に換算している。谷島社長は、そのような考え方に違和感を
持った。それでは、バス経営などは割にあわないことになってし
まう。実際には、バス事業は何十万の人の生活を支えている。
MBAの考えは自分の考えと相容れないと思った。その時に、
谷島社長の心に響いたのが、ドラッカーの著作である。ドラッ
カーは、「企業は社会的な存在だ」と言い、そして「事業を通じ
て社会に貢献せよ」とも言っている。そんなドラッカーの本を読
んで心が癒され、また自分の経営の方針に安心感を覚えた。
社会との関係で行けば、コンプライアンスが重要である。谷
島社長は、コンプライアンスを考え、当時観光バス部門の売り
上げの半分を占めていたバスツァーからの撤退を決断した。
2000年の規制緩和以降、ツァーバス業界は激烈な過当競争

的になってきたのである。
顧客の変化により、従来
の観光バスの仕事がなく
なった。新たな顧客を作
らなければならない。まさ
に「創客」が必要である。
この時に必要なのが、
イーグルバスの第二の経
営理念である「革新」で
ある。ドラッカーは、事業
の基本は「変化をチャンスに変えることだ」と言った。「新たに
顧客を創造する」ためには、顧客動向の変化を捉え、これを
チャンスに活かす「革新」がなければならない。
川越市を見渡すと、百貨店がある商店街は賑わっていた反
面、蔵の立ち並ぶ旧市街は、“シャッター街”化が進行してい
た。しかし、一方で電線の地中化などの整備が進み、蔵の街は、
現在の東京ではなくしたような「小江戸」的な、古いが魅力的
な面影を残していた。こうした状況を見て、谷島社長は、1991
年に、蔵の街を巡る、団体貸切制の小江戸観光バスツアーを
始めた。顧客の旅行ニーズは、お金をかけずに近場で短時間
楽しむ「安・近・短」に変化している。これに合わせて、1日で
小江戸の雰囲気を手軽に楽しめる川越観光バスツァーを始め
たのである。
中型のデラックスなバスを使い、10人から15人という少人
数の貸し切りで実施する。出迎え、お送りをする、観光の専門
の人が案内する、食事を選べる、昼食をはさんで川越の観光
地を一通り回れるようにする。CMも流す。これらの工夫が受
けて顧客が集まった。まさに変化をチャンスに変える「革新」
で「創客」を行った。
この成功をベースに、今度は、個人客向けの路線バス「小
江戸巡回バス」を企画した。また、1995年からは、川越市旧
市街にある名所を巡るレトロな観光路線バスを運行し始めた。
これらの取り組みは、それまでは一つの地方都市だった川越
市を、美しい旧市街を持つ観光地として知名度向上させるの
に大きく貢献した。
「蔵の街に四角いバスは“無粋”だと思い、1997年には、昭和
を髣髴させるボンネットバスを導入した。そうしたら、蔵の街と
マッチして絵になるということで、メディアに大々的に取り上げ
られ、“あのバスに乗りたい”というお客様が殺到し、観光地と
して俄かに活気づいたのです」と谷島社長。
このレトロバスが人気なのは外観がめずらしいからだけでは

している。たとえば、送迎バスのある路線で渋滞が発生する時
間帯ではダイヤが乱れ、運転手は厳しい運行をこなしていた。
営業が運転手のことを想い、お客様に折衝して、運行を間引
いて運転間隔に余裕を持たせる案を考えた所、運転手から「こ
の時間帯はお客様が多く、急いでいるお客様に迷惑をかけま
す。そこは自分たちの努力でカバーするので、ピークが過ぎた
所で時間に余裕を作って下さい」という声が上がった。「顧客
第一」や「信用」という経営理念が、社内に浸透し、それがサー
ビスの向上を支えている。
このようなＰＤＣＡの改善の結果、3年目からは成果が目に
見えて出始めた。この日高・飯能路線の2006年時点と2014
年を比較すると、毎月5,000人、年間
6万人、率で25%の利用客の増加を
果たすことができた。顧客満足度調
査を見ても、引き受けた時点では満
足度が50%未満だったのに、改善後
には83%に跳ね上がった。
2007年には、ときがわ町のバス路
線を引き継ぎ、2010年に再編を実施
した。以前の町営バスの時代は、バ
スが2時間に１便で不便なため、利
用客が減少し、町の負担になってい
た。便利になれば客は増える。町の
中心にバスの「せせらぎバスセン
ター」という中継ポイントを作った。こ
こにバスを集約し、乗り換え機能を
持たせることで、効率の悪い長距離
路線を折り返しの短距離路線に変更
した。その結果、車両台数を増やさ
ずに運行本数の増加に成功した。2
時間に1便が1時間に1便になって便利になった。更にバス停
から遠い人にも気を配った。予約した時だけ、臨時のバス停に
出迎えるデマンドバスを作った。料金は通常の路線バスと同じ
計算で行う。このバスは、他のバスと乗り継ぎしやすいように、
中継ポイントまで運ぶ。こうした取り組みで、ときがわ町のバス
路線の利用客は再編前に比べて1.2倍になった。

4. 地域や社会の発展と課題解決をめざして
以上、イーグルバスの５つの経営理念に合わせて、イーグル

バスの取り組みを紹介したが、イーグルバスは、地域や社会に
貢献するために、更なる取り組みを推進している。谷島社長は
「地域に必要とされることをやることが究極の経営戦略ではな
いかと思います。まず地域がよくならなければ企業は絶対に成
長できない」と言う。ここでは、谷島社長が取り組んでいる社
会貢献活動を３つ紹介する。第一が「観光の振興」、第二が
「過疎地の再生」、第三が「ノウハウの提供」である。

第一が「観光の振興」である。谷島社長は、「イーグルバス
を発展させるためにも、川越を人が集まる魅力的な町にするこ
とが重要である」と言う。谷島社長は、川越市の観光協会の
理事も務め、川越に観光客を呼ぶ活動をしている。2011年に
は川越の「着物の日」の発起人になった。2011年の東日本大
震災で、川越は春祭りを自粛したが、このままでは疲弊すると
思い、「着物の日」を提唱したのである。毎月18日は着物の日
であり、この日に着物を着ていると様々な特典がある。また、
蔵の街をライトアップする小江戸川越ライトアップにも積極的
にかかわった。
今、川越市は外国人観光客も呼び込もうとしている。谷島

社長は、「英語の通じる街」実行委員
会の会長にもなっている。実行委員
会は「英語でニッポンを語ろう！コン
テスト」を開き、予想以上の盛況と
なった。イーグルバスでは、また、運
転手向けオリジナルの英語教材も
作った。
イーグルバスの羽田―川越の路線
バスは、外国人の観光客の増加に役
立っているが、谷島社長は更に進め
て、バスを使って地域同士を交流さ
せることも考えている。例えば川越と
京都を結ぶ高速バスを運行している。
「小江戸」から「みやび」へという趣向
である。京都のお菓子屋のおたべと
提携し、イーグルバスのチケットを
持っていくと生八つ橋を出してもらえ
るようにもした。谷島社長は、このよ
うに地域の「観光の振興」活動を積

極的に推進している。
第二が「過疎地の再生」である。その一つとして、現在取り
組んでいるのが、東秩父村におけるハブ停留所を利用した地
域おこしである。東秩父村は、人口が3,000人足らず。高齢化
率も38％と非常に高い、典型的な過疎の村である。全国ワー
スト20番目の消滅可能都市とされていた。しかし、一方で、東
秩父村は初心者向けが充実したハイキングの人気スポットで
ある。また、それ以外にも、和紙の里、ふれあい牧場、みかん園、
フィッシングセンターなど、多くの観光スポットがある。これらを
有効に使えないか。
そこで、谷島社長が目を付けたのが、和紙の里である。東
秩父村は1,300年の伝統を持つ和紙作りの里であり、細川紙
という紙を作っている。これは、2014年ユネスコの無形文化
遺産に登録された。観光客はここで和紙作りの体験もできる。
谷島社長は、村に対して、ときがわ町のハブ＆スポークを進化
させた小さな拠点構想を提案した。イーグルバスと村営バスを
統合し、ハブ停留所を作って、移動を便利にする。これは観光

客の利便性を高めるだけではない。この中継ポイントに、行政
サービス、観光案内所、レストラン、直売所など、地域住民にとっ
ても、観光客にとっても便利な施設を作れば、村の人の利便
性に大きく貢献する。地元の人の雇用も生まれる。これを村と
共同で進める一大プロジェクトにした。2016年10月には、和
紙の里に、バスのハブセンター、ＪＡ（農協）農産物直売所、道
の駅、飲食店などが集約された複合施設がオープンし、日本
のモデルとなった。
谷島社長は、2011年に、関東運輸局から初代の「地域公
共交通マイスター」に任命された。「地域公共交通マイスター」
は、地域公共交通の利便性向上に実績・知識・熱意のある
人が任命される。このマイスターには、各地域がこれらの諸課
題に取り組む際に相談にのり、支援をする役割が期待されて
いる。
第三が「ノウハウの提供」である。イーグルバスが開発した、

ＩＴを使ったバス路線の再生のノウハウは、他のバス会社にも
活用できるものである。谷島社長は、「バスの力で日本全国に
活気を取り戻すため、同業他社に対して “見える化のコンサル
ティング ”を強化していきたい」と考えている。すでに北海道や
山口県にある一部のバス会社や自治体に支援を始めた。2015
年には、コンサルティング会社を設立し、これもまた新しい収
益源にしていく考えである。
また、イーグルバスの “ノウハウの提供 ”は、日本国内にと

どまらない。ラオス政府の依頼により、ラオスのバス運営の支
援も始めた。JICA（国際協力機構）のプロジェクトに応募し、
ラオスの国営バス公社にバス事業改善システムを納入した。ラ
オスにもハブのバスセンターをつくり、これらのハブを面的につ
なぐ。他の地域にもハブを作り、ラオスのバス運営の仕組みと
して整える。バスの運行だけではなく、町づくりのノウハウも入
れていきたい。今後は、他の東南アジア諸国も支援をしていく
つもりである。
以上、①地域の観光の振興、②過疎地の再生、③グローバ

ルなノウハウの提供など、谷島社長が取り組んでいる3つの課
題を紹介した。これらの課題は、３つとも高齢化していく日本
の課題解決のキーワードになるものである。そして、このような
イーグルバスの取り組みは、他の地域の課題解決のモデルとも
なり得るものである。谷島社長は、2015年11月21日開催の「ド
ラッカー学会 10周年 ものつくり大学大会」において、「地域を
結ぶ　人を結ぶ　心を結ぶ」と題し、それまでのイーグルバス
の取り組みを発表した。

5. 地域を結ぶ、人を結ぶ、心を結ぶ
イーグルバスの事業の定義は「地域を結ぶ、人を結ぶ、心

を結ぶ」である。単なるバス事業にとどまらず、地域を結び、人
を結び、心を結ぶことにより、社会の課題解決に貢献する。現
在、イーグルバスグループは、バス事業だけではなく、介護事

業、観光事業、コンサルティング事業なども手掛けている。
谷島社長は次のように言う。「自社の利益だけを考えていて

はダメ。我々のような公共交通事業者は、地域のために何が
できるか、目を向けることが大切です。地域に貢献して、そこに
人が集まり地域が活性化することで、ようやく我々の会社がよ
くなるのです。自分たちが勝ち組になるという意識を変えて、地
域貢献をめざすことによって新しいビジネスチャンスも生まれる
と思います」。
まさに、その言葉通りに実践してきたイーグルバス、これから

もドラッカーの考えを体現した５つの経営理念「創客」「革新」
「社会貢献」「顧客第一」「信用」に基づいて、更なる活躍が期
待される。

（取材：中野羊彦、上野周雄）
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様々な工夫をしてバス事業を発展させてきた。赤字事業を何
とか立て直して、地元の人の生活の足を維持したい」と思った。
これは、第三の経営理念である「社会貢献」を体現することに
なる。イーグルバスが引き継いだのは、埼玉県南西部の日高
市と飯能市を結ぶおよそ35ｋｍの路線であった。

3. 「顧客第一」と「信用」（事業遂行の指針）
イーグルバスの、第四の経営理念は「顧客第一」であり、第
五の経営理念は「信用」である。ドラッカーは「真摯さ」が重要
と言ったが、イーグルバスは、これらの経営理念「顧客第一」
と「信用」を真摯に実行している。1998年に利用者対応や社
員教育を担当するＣＳ推進室という部署を設け、会社全体の
サービス力の強化に取り組んだ。また、業務品質向上の一環
としてＩＳＯ9001（品質マネジメント）、ＩＳＯ14001（環境マネ
ジメント）への取り組みも開始し、2002年に認証取得した。イー
グルバスでは、バス運行の品質を「安全」と「顧客満足」に分
けている。これは「顧客第一」と「信用」の二つの経営理念を
体現するものと言って良い。安全は事故ゼロが最高だが、顧
客満足は拡大していく。これらは際限なく追及していくべきもの
である。
前節で、イーグルバスが日高市の不採算路線を引き受けた

ことを紹介したが、この不採算路線の再建の取り組みも、この
ような「顧客第一」と「信用」を実践したものであった。2006
年にこの赤字路線バスを引き受けた谷島社長は、この時初め
て、生活路線バス事業と他のバス事業が根本的に違うことを
知った。「たいへんな世界に足を踏み入れてしまった」というの
が正直な感想であったと言う。これまでやっていた送迎バスや
観光バスはお客様と相対の契約なので、価格が折り合えば仕
事を受ける。だから必ず利益が出る。しかし、路線バスは顧客
がゼロであっても、365日、稼働率100%。予備のバスや運転
士も必要であり、ものすごくコストがかかる。このため、引き受
けた日高・飯能路線は赤字が膨れ上がり、初年度だけで
2,000万円にも昇った。日高路線に続き2路線を引き受けた事
で、長年続けてきた黒字経営も赤字に転落した。

谷島社長は、「乗客が減ったのは、バスへのニーズがないの
ではなく、利用しづらいからではないか」と考えた。まさに「顧
客第一」の発想である。ドラッカーは「顧客の声を聴け」という
が、イーグルバスは、実際に顧客や地域住民にアンケートを取
り、バスに対する不安を洗い出した。アンケートはかなり詳細
に作り、単に「バスが遅れていた」という感覚的なものではなく、
「何月何日、どの停留所の何時何分の便がどれくらい遅れてい
た」というレベルまで調査することを重視した。およそ700通の
回答から、いろいろな問題点が浮かび上がってきた。
バスの運行状況を「見える化」するために、ＩＴを活用した。
路線バスのあらゆるデータを収集して目に見える形で把握し、
ＰＤＣＡサイクルで改善する。バスの乗降客を数えるセンサー
を設置、さらにＧＰＳセンサーで位置を確認し、運行記録を
データ化した。このＩＴシステムは埼玉大学と産学協同で開発
したものである。これにより、「いかに乗客ゼロの区間が多いか、
ダイヤの時間と実際の運行時間とずれているか」などが分かる
ようになった。このような「見える化」により、実際に運行ルー
トの変更やダイヤの改善を行った。そして改善の結果を、また
データで確認し、ＰＤＣＡの改善サイクルを着実に回した。例え
ば、病院から500m離れているイーグルバスの停留所に乗客
が突然増えたので調べると、他社の路線が撤退するため病院
を通るバスが減少したことが分かり、運行ルートを変更しバス
停を病院のそばに移動させた。また、宮沢湖温泉では、行楽
シーズンには乗り降りに時間がかかりバスの遅れの原因に
なっていたのに鑑み、これに合わせたダイヤ改正を行なった。
しかし、単なるデータ任せにはしない。谷島社長は言う。「あ
る時間帯の乗客数が平均よりもかなり少ないと、データ的には
削減対象となりますが、実はこの便を利用するのは、毎週通院
するお年寄りかもしれません。表面の数字だけで判断すると、
こうした交通弱者を切り捨てる可能性があり、公共交通本来
の使命を果たせなくなる。データは条件であり、読むのは人間
の心なのです。相手を想いやる心を持った社員が必要です。ま
た、現場の運転手の協力も不可欠です」。
バスの運行の改善には当然運転手の声を聴いているが、そ
れだけではなく、実際のサービスの向上は運転手が率先実行

ドラッカーは、企業の目的を「顧客の創造」ととらえ、
「企業は、顧客や社会のニーズの解決に貢献するために
存在する」と唱えた。今回は、ドラッカー経営を実践し
ている企業としてイーグルバスを紹介する。イーグルバ
スは、埼玉県川越市を拠点とした、地域密着型のバス
会社である。今回は、そのイーグルバスの谷島賢社長に
お話を伺った。
イーグルバスは、５つの経営理念を持っている。「創
客」「革新」「社会貢献」「顧客第一」「信用」である。い
ずれも、ドラッカーの考え方に沿った理念である。ここ
では、谷島社長の話を再構成して、５つの経営理念に
沿った形で、イーグルバスの活動を紹介する。

1. 「創客」と「革新」（事業活動の原点）
イーグルバスの５
つの経営理念のうち、
第一に出てくるのが
「創客」である。ドラッ
カーは、「企業の目的
は顧客の創造であ
る」と言った。イーグ

ルバスの経営理念「創客」は、ドラッカーの言う「顧客の創造」
と同じである。イーグルバスの歴史は、まさに「顧客の創造」の
歴史と言っても良い。
谷島社長は、1978年に東急観光に就職したが、1980年に
父親とともにイーグルバスを設立した。「大学を出て東急観光
（当時）に勤務していた私は、父から『バス事業をやるから帰っ
てこい』と言われ、家業に就きました」と谷島社長は入社のきっ
かけを語っている。イーグルバスは、当初から観光バス事業を
やりたかった。しかし、当時は観光バスの免許はなかなかとれ
なかった。そこで、許可制の送迎バスから事業を始めた。バス
3台で特別支援学校のスクールバス事業を始め、医療・福祉
施設の送迎の福祉バスや企業の送迎バスなどで、10年の実
績を積んだ。そして、1989年に観光バスの免許を取得した。
観光バス事業は、当初は、業績も順調であったが、1991年
頃からバブル経済の崩壊が始まり、受注量が急減した。当時
の流行語は「安・近・短」。ゴージャスな旅行は下火となり、な
るべくお金をかけずに近場で短時間楽しむという風潮が支配

が起きていた。ダンピングが常態化し、そのしわ寄せは乗務員
の長時間勤務という形で現れるようになった。労働基準法違
反が構造的に起きていた。谷島社長はこれを見て、「これは危
ない、運転士の犠牲はまずい」と思った。コンプライアンスが
確立してこそ、企業の成長が図れると考えた。そこで、当時大
手旅行会社から注文を受けていたツァーバス事業からの撤退
を決断した。これは厳しい決断だった。売り上げが落ちるだけ
ではなく、営業部長が辞め、運転士の多くが他社に引き抜か
れた。ドラッカーは、「事業の定義に合わなくなったものを体系
的に廃棄せよ」と言っている。谷島社長は、戦略的に、競争が
厳しくなったツァーバス事業から、より公共性の高い他のバス
事業への転換を図った。2003年に、路線バスができる一般乗
合旅客自動車運送許可を取得し、川越と羽田空港を結ぶ路
線を運行する高速バス事業に参入した。
イーグルバスに対して、更なる社会貢献を求める事態が
2006年に訪れた。川越市の隣、日高市では、大手バス会社
が2005年に路線バスを撤退することが決まり、困った自治体
がイーグルバスに運行を依頼してきたのだ。高齢化や地方の
過疎化と共に、路線バスの不採算路線からの撤退が続く時代
がやってきた。路線バスの事業者数は約2,200社あるが、その
うち赤字の事業者は7割、地方に限って言うと9割近くが赤字
である。埼玉県でも、高齢化・過疎化が進行する地域では、
赤字が深刻化し大手バス会社が撤退し始めていた。
赤字路線の引き受けについて谷島社長は悩んだ。路線バス

は赤字とはいえ、地元の高齢者たちにとってはなくてはならな
い生活の足である。しかも、イーグルバスのメーンの車庫は日
高市に近い。この地が、交通空白地帯になるのを何とか止め
たい。しかし、一方で引き受ける事業は、大手バス会社が、厳
しい状況になって撤退せざるを得なくなった赤字事業である。
しかもイーグルバスは、このような生活路線バスを運営した経
験がない。半年間悩んだが、最終的に、バス事業者としての
公共性、社会的貢献を考え、引き受けることにした。「今までも、

ない。路線バスにもかかわらず、運転手による観光ガイドも実
施している。運賃は一回分180円、乗り放題の一日乗車券
500円である。路線バスとして通勤や通学の足としても利用さ
れているが、同時に観光客の吸引にもなっている。このブーム
は、現在に至るまで発展的に持続し、「小江戸・川越」の名は、
全国に轟くまでになった。今や、「小江戸」の名で親しまれ、メ
ディアにも頻繁に取り上げられて、街は観光客で賑わっている。
イーグルバスは、こうした「創客」と「革新」により、経営危機を
乗り越えた。

2.「社会貢献」（谷島社長の想い）
イーグルバスの第三の経営理念は「社会貢献」である。ここ
に谷島社長の想いが現れている。
谷島社長は、経営を本格的に学びたいと思い、2003年から
05年にかけて、英国ウェールズ大学大学院に学びMBAを取
得した。そこで、もろもろの経営書を読んだ。その過程で出会っ
たのが、ドラッカーである。MBAの科目は刺激的ではあるが、
金融工学など、なんでも金に換算する。キャッシュフローが目
的になっている。すべての価値をキャッシュフローの現在価値
に換算している。谷島社長は、そのような考え方に違和感を
持った。それでは、バス経営などは割にあわないことになってし
まう。実際には、バス事業は何十万の人の生活を支えている。
MBAの考えは自分の考えと相容れないと思った。その時に、
谷島社長の心に響いたのが、ドラッカーの著作である。ドラッ
カーは、「企業は社会的な存在だ」と言い、そして「事業を通じ
て社会に貢献せよ」とも言っている。そんなドラッカーの本を読
んで心が癒され、また自分の経営の方針に安心感を覚えた。
社会との関係で行けば、コンプライアンスが重要である。谷
島社長は、コンプライアンスを考え、当時観光バス部門の売り
上げの半分を占めていたバスツァーからの撤退を決断した。
2000年の規制緩和以降、ツァーバス業界は激烈な過当競争

的になってきたのである。
顧客の変化により、従来
の観光バスの仕事がなく
なった。新たな顧客を作
らなければならない。まさ
に「創客」が必要である。
この時に必要なのが、
イーグルバスの第二の経
営理念である「革新」で
ある。ドラッカーは、事業
の基本は「変化をチャンスに変えることだ」と言った。「新たに
顧客を創造する」ためには、顧客動向の変化を捉え、これを
チャンスに活かす「革新」がなければならない。
川越市を見渡すと、百貨店がある商店街は賑わっていた反
面、蔵の立ち並ぶ旧市街は、“シャッター街”化が進行してい
た。しかし、一方で電線の地中化などの整備が進み、蔵の街は、
現在の東京ではなくしたような「小江戸」的な、古いが魅力的
な面影を残していた。こうした状況を見て、谷島社長は、1991
年に、蔵の街を巡る、団体貸切制の小江戸観光バスツアーを
始めた。顧客の旅行ニーズは、お金をかけずに近場で短時間
楽しむ「安・近・短」に変化している。これに合わせて、1日で
小江戸の雰囲気を手軽に楽しめる川越観光バスツァーを始め
たのである。
中型のデラックスなバスを使い、10人から15人という少人
数の貸し切りで実施する。出迎え、お送りをする、観光の専門
の人が案内する、食事を選べる、昼食をはさんで川越の観光
地を一通り回れるようにする。CMも流す。これらの工夫が受
けて顧客が集まった。まさに変化をチャンスに変える「革新」
で「創客」を行った。
この成功をベースに、今度は、個人客向けの路線バス「小
江戸巡回バス」を企画した。また、1995年からは、川越市旧
市街にある名所を巡るレトロな観光路線バスを運行し始めた。
これらの取り組みは、それまでは一つの地方都市だった川越
市を、美しい旧市街を持つ観光地として知名度向上させるの
に大きく貢献した。
「蔵の街に四角いバスは“無粋”だと思い、1997年には、昭和
を髣髴させるボンネットバスを導入した。そうしたら、蔵の街と
マッチして絵になるということで、メディアに大々的に取り上げ
られ、“あのバスに乗りたい”というお客様が殺到し、観光地と
して俄かに活気づいたのです」と谷島社長。
このレトロバスが人気なのは外観がめずらしいからだけでは

している。たとえば、送迎バスのある路線で渋滞が発生する時
間帯ではダイヤが乱れ、運転手は厳しい運行をこなしていた。
営業が運転手のことを想い、お客様に折衝して、運行を間引
いて運転間隔に余裕を持たせる案を考えた所、運転手から「こ
の時間帯はお客様が多く、急いでいるお客様に迷惑をかけま
す。そこは自分たちの努力でカバーするので、ピークが過ぎた
所で時間に余裕を作って下さい」という声が上がった。「顧客
第一」や「信用」という経営理念が、社内に浸透し、それがサー
ビスの向上を支えている。
このようなＰＤＣＡの改善の結果、3年目からは成果が目に
見えて出始めた。この日高・飯能路線の2006年時点と2014
年を比較すると、毎月5,000人、年間
6万人、率で25%の利用客の増加を
果たすことができた。顧客満足度調
査を見ても、引き受けた時点では満
足度が50%未満だったのに、改善後
には83%に跳ね上がった。
2007年には、ときがわ町のバス路
線を引き継ぎ、2010年に再編を実施
した。以前の町営バスの時代は、バ
スが2時間に１便で不便なため、利
用客が減少し、町の負担になってい
た。便利になれば客は増える。町の
中心にバスの「せせらぎバスセン
ター」という中継ポイントを作った。こ
こにバスを集約し、乗り換え機能を
持たせることで、効率の悪い長距離
路線を折り返しの短距離路線に変更
した。その結果、車両台数を増やさ
ずに運行本数の増加に成功した。2
時間に1便が1時間に1便になって便利になった。更にバス停
から遠い人にも気を配った。予約した時だけ、臨時のバス停に
出迎えるデマンドバスを作った。料金は通常の路線バスと同じ
計算で行う。このバスは、他のバスと乗り継ぎしやすいように、
中継ポイントまで運ぶ。こうした取り組みで、ときがわ町のバス
路線の利用客は再編前に比べて1.2倍になった。

4. 地域や社会の発展と課題解決をめざして
以上、イーグルバスの５つの経営理念に合わせて、イーグル

バスの取り組みを紹介したが、イーグルバスは、地域や社会に
貢献するために、更なる取り組みを推進している。谷島社長は
「地域に必要とされることをやることが究極の経営戦略ではな
いかと思います。まず地域がよくならなければ企業は絶対に成
長できない」と言う。ここでは、谷島社長が取り組んでいる社
会貢献活動を３つ紹介する。第一が「観光の振興」、第二が
「過疎地の再生」、第三が「ノウハウの提供」である。

第一が「観光の振興」である。谷島社長は、「イーグルバス
を発展させるためにも、川越を人が集まる魅力的な町にするこ
とが重要である」と言う。谷島社長は、川越市の観光協会の
理事も務め、川越に観光客を呼ぶ活動をしている。2011年に
は川越の「着物の日」の発起人になった。2011年の東日本大
震災で、川越は春祭りを自粛したが、このままでは疲弊すると
思い、「着物の日」を提唱したのである。毎月18日は着物の日
であり、この日に着物を着ていると様々な特典がある。また、
蔵の街をライトアップする小江戸川越ライトアップにも積極的
にかかわった。
今、川越市は外国人観光客も呼び込もうとしている。谷島

社長は、「英語の通じる街」実行委員
会の会長にもなっている。実行委員
会は「英語でニッポンを語ろう！コン
テスト」を開き、予想以上の盛況と
なった。イーグルバスでは、また、運
転手向けオリジナルの英語教材も
作った。
イーグルバスの羽田―川越の路線
バスは、外国人の観光客の増加に役
立っているが、谷島社長は更に進め
て、バスを使って地域同士を交流さ
せることも考えている。例えば川越と
京都を結ぶ高速バスを運行している。
「小江戸」から「みやび」へという趣向
である。京都のお菓子屋のおたべと
提携し、イーグルバスのチケットを
持っていくと生八つ橋を出してもらえ
るようにもした。谷島社長は、このよ
うに地域の「観光の振興」活動を積

極的に推進している。
第二が「過疎地の再生」である。その一つとして、現在取り
組んでいるのが、東秩父村におけるハブ停留所を利用した地
域おこしである。東秩父村は、人口が3,000人足らず。高齢化
率も38％と非常に高い、典型的な過疎の村である。全国ワー
スト20番目の消滅可能都市とされていた。しかし、一方で、東
秩父村は初心者向けが充実したハイキングの人気スポットで
ある。また、それ以外にも、和紙の里、ふれあい牧場、みかん園、
フィッシングセンターなど、多くの観光スポットがある。これらを
有効に使えないか。
そこで、谷島社長が目を付けたのが、和紙の里である。東
秩父村は1,300年の伝統を持つ和紙作りの里であり、細川紙
という紙を作っている。これは、2014年ユネスコの無形文化
遺産に登録された。観光客はここで和紙作りの体験もできる。
谷島社長は、村に対して、ときがわ町のハブ＆スポークを進化
させた小さな拠点構想を提案した。イーグルバスと村営バスを
統合し、ハブ停留所を作って、移動を便利にする。これは観光

客の利便性を高めるだけではない。この中継ポイントに、行政
サービス、観光案内所、レストラン、直売所など、地域住民にとっ
ても、観光客にとっても便利な施設を作れば、村の人の利便
性に大きく貢献する。地元の人の雇用も生まれる。これを村と
共同で進める一大プロジェクトにした。2016年10月には、和
紙の里に、バスのハブセンター、ＪＡ（農協）農産物直売所、道
の駅、飲食店などが集約された複合施設がオープンし、日本
のモデルとなった。
谷島社長は、2011年に、関東運輸局から初代の「地域公
共交通マイスター」に任命された。「地域公共交通マイスター」
は、地域公共交通の利便性向上に実績・知識・熱意のある
人が任命される。このマイスターには、各地域がこれらの諸課
題に取り組む際に相談にのり、支援をする役割が期待されて
いる。
第三が「ノウハウの提供」である。イーグルバスが開発した、

ＩＴを使ったバス路線の再生のノウハウは、他のバス会社にも
活用できるものである。谷島社長は、「バスの力で日本全国に
活気を取り戻すため、同業他社に対して “見える化のコンサル
ティング ”を強化していきたい」と考えている。すでに北海道や
山口県にある一部のバス会社や自治体に支援を始めた。2015
年には、コンサルティング会社を設立し、これもまた新しい収
益源にしていく考えである。
また、イーグルバスの “ノウハウの提供 ”は、日本国内にと

どまらない。ラオス政府の依頼により、ラオスのバス運営の支
援も始めた。JICA（国際協力機構）のプロジェクトに応募し、
ラオスの国営バス公社にバス事業改善システムを納入した。ラ
オスにもハブのバスセンターをつくり、これらのハブを面的につ
なぐ。他の地域にもハブを作り、ラオスのバス運営の仕組みと
して整える。バスの運行だけではなく、町づくりのノウハウも入
れていきたい。今後は、他の東南アジア諸国も支援をしていく
つもりである。
以上、①地域の観光の振興、②過疎地の再生、③グローバ

ルなノウハウの提供など、谷島社長が取り組んでいる3つの課
題を紹介した。これらの課題は、３つとも高齢化していく日本
の課題解決のキーワードになるものである。そして、このような
イーグルバスの取り組みは、他の地域の課題解決のモデルとも
なり得るものである。谷島社長は、2015年11月21日開催の「ド
ラッカー学会 10周年 ものつくり大学大会」において、「地域を
結ぶ　人を結ぶ　心を結ぶ」と題し、それまでのイーグルバス
の取り組みを発表した。

5. 地域を結ぶ、人を結ぶ、心を結ぶ
イーグルバスの事業の定義は「地域を結ぶ、人を結ぶ、心

を結ぶ」である。単なるバス事業にとどまらず、地域を結び、人
を結び、心を結ぶことにより、社会の課題解決に貢献する。現
在、イーグルバスグループは、バス事業だけではなく、介護事

業、観光事業、コンサルティング事業なども手掛けている。
谷島社長は次のように言う。「自社の利益だけを考えていて

はダメ。我々のような公共交通事業者は、地域のために何が
できるか、目を向けることが大切です。地域に貢献して、そこに
人が集まり地域が活性化することで、ようやく我々の会社がよ
くなるのです。自分たちが勝ち組になるという意識を変えて、地
域貢献をめざすことによって新しいビジネスチャンスも生まれる
と思います」。
まさに、その言葉通りに実践してきたイーグルバス、これから

もドラッカーの考えを体現した５つの経営理念「創客」「革新」
「社会貢献」「顧客第一」「信用」に基づいて、更なる活躍が期
待される。

（取材：中野羊彦、上野周雄）

プロフィール

谷島 賢（やじま まさる）
1954 年埼玉県生まれ。
イーグルバス株式会社・イーグルトラベル株式会社・イメディカ株式会社・
株式会社イデア総合研究所の代表取締役社長。 

2011 年 関東運輸局選定の初代『地域公共交通マイスター』に選出。 
2012 年 日経BP社が表彰する第 11 回「日本イノベーター大賞」優秀賞受賞。 
2014 年 平成 26 年度情報化月間（経済産業省、総務省、文部科学省、国土

交通省主催）情報化促進 貢献企業として国土交通大臣表彰を受賞。 
2016 年 地域情報化大賞 2015（総務省）にて、奨励賞を受賞。 
2017 年 平成 28 年度「彩の国経営革新モデル企業」（埼玉県）に指定。 
2017 年 第 9 回経営者「環境力」大賞（日刊工業新聞社、環境文明 21 主催）

受賞。 2017 年、川越商工会議所「ベストアクション」表彰

2005年 英国国立ウェールズ大学院（MBA）　
2013 年 埼玉大学大学院理工学研究科博士（学術）理工学博士 Ph.D. 
2014 年 筑波大学大学院客員教授

イーグルバスグループ概要：
http：//www.new-wing.co.jp/group/outline.html

実務家の視座

取材後記
今回取材をして特に感じたのは、イーグルバスの取り組みが、日本の課

題解決のモデルの１つになるのではないかということだ。観光振興、過疎
地の活性化、グローバルなノウハウの提供は、日本企業の１つの方向性を
示している。

また、イーグルバスの経営理念「創客」「革新」「社会貢献」「顧客第一」「信
用」も素晴らしい。この経営理念を体現することが、地に足のついた革新を
生んでいる。私は、このようなドラッカーの考えを体現して、日本の課題
解決に取組んでいる企業を、もっと紹介したい。今回、取材で川越の町を
初めて訪問した。確かに小江戸の雰囲気を漂わせる良い町であり、お土産
もいくつか買った。また、川越の町をゆっくりと訪問したいと思う。

（企画編集委員 中野羊彦）

イーグルバスの谷島社長のお話は、以前何度か講演などで伺っているが、
相対してお話を伺うのは今回が初めてであった。研究熱心で研究者の印象
がありますが、其れもそのはず、社長職の傍ら、MBAを取られ、その後ご
自身の仕事に関わる研究で博士号を取られました。

一方、川越市を小江戸として発展させ、赤字バス路線を復活黒字化させ
るなど、戦略的かつ論理的に物事をとらえ、川越市を活性化させた敏腕経
営者でもあります。

今回お話を伺って、新たな発見は、川越市を愛し、近隣の人々を巻き込み、人々
との絆を大切にしているからこそ、今日の成功があるのだということです。

経営は、サイエンスではなく、アートだと改めて感じたインタビューでした。
（企画編集委員 上野周雄）
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わたしとドラッカー

井坂さんと出会ったのは2012年10月24日。あ
る非営利団体の経営者講演会の講師控え室でし
た。井坂さんは午後の部を担当。私は午前の部を
担当する講師のコーディネーターとしてその場に居
合わせました。初対面の井坂さんの印象は、知性
的な恥ずかしがり屋の青年といった印象。その後
しばらくは年賀状のみのやり取りが続き、2年後に
その団体の方を介して再会します。
再会の目的は、当社で主催する講演会にご登壇

いただきたい旨のご相談と、井坂さんからは「ドラッ
カーをより多くの人に知ってもらうためにイベントを
開催したい」とのお話。その際「どのような人が集
まるイベントにしたいのでしょうか」と問いかけたと
ころ、井坂さんは「ドラッカーのことを知らない、武
器のない人に武器を持ってもらうために」と答えら
れました。
「武器」という言葉がとても強く心に響き、井坂
さんの第一印象とは異なる、芯の強さを垣間見た
瞬間でした。
井坂さんが「武器のない人に武器を」と話をさ

れた頃から、私の本業である企業を対象とした研
修企画・運営事業に寄せられる、企業からのご相
談や担当者から次のような言葉がよく聞かれるよう
になりました。「トップの方針が現場に伝わらない。
管理職が機能していないのではないだろうか…」
その後2016年に入り井坂さんから「以前お話し
ていたドラッカーを知っていただくためのコミュニ
ティをささやかながら運営しています。よかったらご
参加ください」とのお声がけをいただき「渋沢栄

一・ドラッカー研究会（通称、渋ドラ）」に参加し
始めます。
コミュニティで登壇されるのは、ドラッカー理論
の実践と研究をされている第一人者の方ばかり。
その方々のお話を伺うと、私が書籍を読んで理解
したつもりになっていたことがとても浅はかであっ
たと、とても恥ずかしくなりました。同時に、「武器
のない人に武器を」の言葉に含まれるものの大き
さがようやくわかり始めました。
今、経営者や管理職として活躍する人は40代

から50代。ちょうど私と同世代です。その世代の
社会人としての価値観が形成される20代～ 30代
の時期、世の中は、高度成長期、バブル期、ITバ
ブル期でした。つまり「短期間でトレンドが大きく
変わる」真っただ中。そのような環境において成果
を上げるためには「流行に乗ることが必要」とされ、
その世代は皆が知っている情報は「とりあえず押さ
えておく」という習性を無意識のうちに身に付けま
した。即ち、例えば影響力のある経営者が「ドラッ
カーは素晴らしい」と言えば、ドラッカーの書籍を
読みます。しかし、「ではどんなところが素晴らしい
ですか？」、「あなたはそれをビジネスにどのような
形で取り入れていますか？」と問われると、ほとん
どの人が答えられません。「読んだ」以上のモノを
得ていないからです。
このような40代～ 50代が育ってきた環境を理
解した上で「トップの方針が伝わらない。管理職が
機能していない」という事象を見ると、その理由が
見えてくるのではないでしょうか。

では、管理職を機能させていくために必要なも
のは何か。私は、管理職に日々立ち返る（自問自
答できる）習慣を身に付けてもらうためのものが必
要だと考えています。例えば、個人の人生を豊か
にしていくための教えとして聖書と教会、釈尊の教
えと寺院というように、書籍と場がワンセットで存
在します。それと同じように、組織を通じてひとり一
人が豊かな人生を送るための教えに、ドラッカー
の書籍とドラッカーの考え方を共有し体験を通じ
て発展させていく場（コミュニティ）を設けていって
はどうだろうか。特に、『マネジメントの基本と原則』
は、その内容を自身が置かれている状況に照らして
みることで、その時々で大きな示唆を得られる1冊
だと確信します。既に、ドラッカー学会内では読書
会や分科会などでその取り組みによる効果がある
ので、それを、企業や地域社会にもっと紹介し、マ
ネジメントコミュニティとして展開していくことがで
きれば、私が「渋ドラ」でドラッカーの教えは実践
することで多くのものが得られることに気付いたよ

うに、経営者や管理職も多くのことに気付き成果
が上げやすくなるのではないか、そう思うのです。
本稿を書きながら、自分もやってみようか。そん

な気持ちになってきました。実現の一歩を踏み出し
始めたとき、皆様のお力をお借りできれば嬉しいで
す。
平和な世の中を維持・発展させひとり一人が自
分らしく豊かな人生を送っていくためには、戦わず
して勝つ知恵が必要です。それこそ、井坂さんの
おっしゃる「武器のない人に武器を」の真の意味
ではないか。時節柄そんなことを考えながら本稿を
締めくくらせていただきます。
末筆になりますが、非会員でありながらこのよう

な機会をいただきましたこと感謝申し上げます。

『マネジメントー基本と原則』と
マネジメントコミュニティ

ノンカスタマーの視点

原田 由美子
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わたしとドラッカー

井坂さんと出会ったのは2012年10月24日。あ
る非営利団体の経営者講演会の講師控え室でし
た。井坂さんは午後の部を担当。私は午前の部を
担当する講師のコーディネーターとしてその場に居
合わせました。初対面の井坂さんの印象は、知性
的な恥ずかしがり屋の青年といった印象。その後
しばらくは年賀状のみのやり取りが続き、2年後に
その団体の方を介して再会します。
再会の目的は、当社で主催する講演会にご登壇

いただきたい旨のご相談と、井坂さんからは「ドラッ
カーをより多くの人に知ってもらうためにイベントを
開催したい」とのお話。その際「どのような人が集
まるイベントにしたいのでしょうか」と問いかけたと
ころ、井坂さんは「ドラッカーのことを知らない、武
器のない人に武器を持ってもらうために」と答えら
れました。
「武器」という言葉がとても強く心に響き、井坂
さんの第一印象とは異なる、芯の強さを垣間見た
瞬間でした。
井坂さんが「武器のない人に武器を」と話をさ

れた頃から、私の本業である企業を対象とした研
修企画・運営事業に寄せられる、企業からのご相
談や担当者から次のような言葉がよく聞かれるよう
になりました。「トップの方針が現場に伝わらない。
管理職が機能していないのではないだろうか…」
その後2016年に入り井坂さんから「以前お話し
ていたドラッカーを知っていただくためのコミュニ
ティをささやかながら運営しています。よかったらご
参加ください」とのお声がけをいただき「渋沢栄

一・ドラッカー研究会（通称、渋ドラ）」に参加し
始めます。
コミュニティで登壇されるのは、ドラッカー理論
の実践と研究をされている第一人者の方ばかり。
その方々のお話を伺うと、私が書籍を読んで理解
したつもりになっていたことがとても浅はかであっ
たと、とても恥ずかしくなりました。同時に、「武器
のない人に武器を」の言葉に含まれるものの大き
さがようやくわかり始めました。
今、経営者や管理職として活躍する人は40代

から50代。ちょうど私と同世代です。その世代の
社会人としての価値観が形成される20代～ 30代
の時期、世の中は、高度成長期、バブル期、ITバ
ブル期でした。つまり「短期間でトレンドが大きく
変わる」真っただ中。そのような環境において成果
を上げるためには「流行に乗ることが必要」とされ、
その世代は皆が知っている情報は「とりあえず押さ
えておく」という習性を無意識のうちに身に付けま
した。即ち、例えば影響力のある経営者が「ドラッ
カーは素晴らしい」と言えば、ドラッカーの書籍を
読みます。しかし、「ではどんなところが素晴らしい
ですか？」、「あなたはそれをビジネスにどのような
形で取り入れていますか？」と問われると、ほとん
どの人が答えられません。「読んだ」以上のモノを
得ていないからです。
このような40代～ 50代が育ってきた環境を理
解した上で「トップの方針が伝わらない。管理職が
機能していない」という事象を見ると、その理由が
見えてくるのではないでしょうか。

では、管理職を機能させていくために必要なも
のは何か。私は、管理職に日々立ち返る（自問自
答できる）習慣を身に付けてもらうためのものが必
要だと考えています。例えば、個人の人生を豊か
にしていくための教えとして聖書と教会、釈尊の教
えと寺院というように、書籍と場がワンセットで存
在します。それと同じように、組織を通じてひとり一
人が豊かな人生を送るための教えに、ドラッカー
の書籍とドラッカーの考え方を共有し体験を通じ
て発展させていく場（コミュニティ）を設けていって
はどうだろうか。特に、『マネジメントの基本と原則』
は、その内容を自身が置かれている状況に照らして
みることで、その時々で大きな示唆を得られる1冊
だと確信します。既に、ドラッカー学会内では読書
会や分科会などでその取り組みによる効果がある
ので、それを、企業や地域社会にもっと紹介し、マ
ネジメントコミュニティとして展開していくことがで
きれば、私が「渋ドラ」でドラッカーの教えは実践
することで多くのものが得られることに気付いたよ

うに、経営者や管理職も多くのことに気付き成果
が上げやすくなるのではないか、そう思うのです。
本稿を書きながら、自分もやってみようか。そん

な気持ちになってきました。実現の一歩を踏み出し
始めたとき、皆様のお力をお借りできれば嬉しいで
す。
平和な世の中を維持・発展させひとり一人が自
分らしく豊かな人生を送っていくためには、戦わず
して勝つ知恵が必要です。それこそ、井坂さんの
おっしゃる「武器のない人に武器を」の真の意味
ではないか。時節柄そんなことを考えながら本稿を
締めくくらせていただきます。
末筆になりますが、非会員でありながらこのよう

な機会をいただきましたこと感謝申し上げます。

原田 由美子（はらだゆみこ）
大手生命保険会社営業職を経て27歳より企業を対象にした人材
育成体系立案支援、研修企画・開発・運営のコーディネーター
にキャリアチェンジ。2006年リーダーおよびマネジメント層の
育成を主軸としたSix Stars Consulting(株)設立。代表取締役に
就任。2016年キャリアコンサルタント（国家資格）取得。現在は
一人ひとりが自身の「理想」を描き、組織活動を通じ成長・発展
させていくことで、自身と周囲に好影響を発揮していく「イン
ナーブランディング」をテーマに活動中。
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書 評

上野 周雄（うえの ちかお）

英語でドラッカーを学ぶ会 主宰

ドラッカー第2作目の小説は、ア
メリカのカトリック大学を舞台に、や
り手で自信家の学長であるハイン
ツ・ジマーマン神父を主人公として
書かれたマネジメントの本と言って
も良いだろう。
この『善への誘惑』の原題“The 

Temptation to Do Good”を直訳すると「良
いことをする誘惑」である。
ある無能な助教授に手を貸したことから端
を発した問題が時を経て大きな嵐となり、その
嵐に巻き込まれ、苦しみ揺れ動くハインツ・ジ
マーマン神父と彼の周りの多様な人間模様と
組織の抱える問題が絡み合いストーリーが展
開する。
現代の営利組織の経営にも共通する、リー

ダーシップの課題、予算、経営方針や経営戦
略、社員や役員とのコンフリクト、倫理的問題
など、まさにそのものである。
ドラッカーがこの作品で訴えたかったことは、
訳者である小林薫先生の言葉を借りるならば、
「少なくもその一つは、これまでの組織経営と
効率の論地の蹉跌、そしてそれを自己否定す
ることにより、さらに、乗り越えての新しいマネ
ジメントを模索する苦悩、そしてより大いなる
存在の下に会っての人間の限界とその突抜の
探求ではなかろうか…」（「訳者あとがき」より）、
まったく同感である。
私にとってマネジメントのケースとして、考え

させられる内容であった。しかし小説としては、

なかなかすんなりと読めずに難しかった、とい
うのが素直な感想である。
キリスト教団体の組織や大学の仕組み、人
種や異教徒の問題、異なった宗教観など、ア
メリカでこのような問題に接したことの無い日
本人には分り難い。解説的文章がストーリー
の邪魔にもなる。ハインツ・ジマーマン神父（主
人公）の姿勢の前提が不明確のまま話が進み、
また対話や独り言の部分も分かり難く、読ん
でいて時々混乱もした。このような小説を読む
には、慣れが必要かも知れない。　
無能な人間を採用し、時を経て辞めさせら

れなくなり、周囲の人間を巻き込んで様々な
問題が起こった、現実にありそうな話である。
様 な々問題は起こったが、主人公の行った「良
いこと」は、結果として、倫理的に正しかった
のか、苦しみから解放されたかったからなのか、
自己満足（おごり）からだったのか…。
軽い気持ちで行う判断、あるいは「良いこと

をする誘惑」に負けておこなう判断が、将来
様 な々トラブルを巻き起こす可能性があるとい
うことである。自分が「良いこと」として行おうと
することは、倫理的に正しいのか、される側に
は如何なのか、本当に「良いこと」なのだろうか、
考えなければならない。あなたならどうします
か？

P・F・ドラッカー 著　小林 薫 訳
『善への誘惑』
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2005年11月11日はドラッカーの命日でありますが、今年のこの日にドラッカー学会の秋大会「ドラッカー
学会第12回大会in立命館大学大阪いばらきキャンパス」が開催されました。当日は多方面にわたる研究者・
実務家の方々による「理論」と「実践」が織り交ざった色彩豊かな分科会報告がおこなわれ、午後からはド
ラッカー学会顧問の坂本和一先生、当学会員で三菱商事関西支社診療所長の池田雅彦氏、一般財団法人
日本総合研究所会長の寺島実郎氏による講演が開催され、現代社会における現実的な課題に根ざしなが
らも未来志向なお話を拝聴できました。
今回の講演のキーワードは「イノベーション」「マネジメント」「世界認識」で示されましょう。まず「イノベー

ションを通じていかに、新しい資本主義の文脈を形づけていくことができるのか」そして、「現場で働く一人ひ
とりが、いかに学び、仕事に取り組み、職責を果たしていくのか」さらには、「近代史を今一度見つめなおし、
いかに文明の局面を認識して、行動へと変えていけるか」について、三つの講演が一つのつながりを持った
ストーリーとして、それぞれを紡ぎあげて考えることを要求するような機会であったと感じます。
今回の『ドラッカー・フォーラム』では、10年の長き間、活動を続けてこられた「ドラッカーの窓から明日を
考える研究会」が蓄積してきた滋養豊かな研究報告と関係する著名人の講演、また1年半前に新たに立ち上
がった「ドラッカー新潟読書会」の個性に富んだ躍動感あふれる活動をはじめ、ドラッカー経営をまさに実践
するイーグルバスの谷島社長が語る地域・社会発展への思い、ドラッカーのコミュニティから学び、影響の輪
を広げる原田氏のご経験談といった記事をお届けすることができました。今号を楽しんでお読みいただけた
なら幸いでございます。
また、本誌も2018年で3周年を迎えますが、このあたりで充電期間を設けて今後の誌面づくりにむけたビ
ジョンと計画について議論を開始できればと考えております。その際は学会関係各位には変わらぬご支援・
ご高配を賜りますよう、この場を持ってお願いする次第です。

（ドラッカー学会理事　花松甲貴）
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