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2015年創刊の『ドラッカー・フォーラム』も2018年４月で３周年を迎えますが、この節目で
学会における全体活動を踏まえ、企画編集方針、運営体制等をあらためて検討していくことに鑑
み、本号をもちまして一時休刊することにいたしました。ここに謹んでご案内いたします 。
『ドラッカー・フォーラム』の創刊にあたりましては、関東地区を中心とした各研究会の主宰各
位、ならびに研究会メンバーの皆様から多くのアドバイスや貴重なアイデアを頂きつつ、「実務家
のためのドラッカー」「全国のユニークな研究活動が地域を越えて共有」を、誌面づくりの中心
に据えて各号を重ねてまいりました。
そして、これまでの誌面づくりにおいては、北海道から九州にわたる全国各地の研究会の皆様
やドラッカーを実践する経営者・実務家の方々、春・秋の学会大会の企画・運営実行委員の
皆様、編集委員会メンバーなど多くの皆々様方からのお力添えをいただきながら継続してまいりま
した。これもひとえに、全国の学会関係各位からのご支援・ご厚情の賜と、あらためて深く感謝
を申し上げます。これまでご愛読頂きました学会会員の皆様にも、この場をお借りして厚く御礼を
申し上げます。
これまで3年間、最後まで誌面の充実に微力を尽くしてまいりました。皆様におかれましては、
変わらぬドラッカーへの思いとともに、本号を楽しんでいただけましたら幸甚に存じます。

ドラッカー学会 理事

花松 甲貴
休刊ご挨拶

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/

ご挨
拶

http://drucker-studies.com/
Drucker
Studies
ド ラ ッ カ ー 研 究



Message in a bottle

本稿は、2003年4月から5回に亘って、藤島秀記がドラッカーに書簡によるインタビューを行なったうちの、
第1回のものである。
当時、とくに自動車産業では国境を超えた企業合併の大波（Merger Wave）が吹き荒れていた。ダイムラー

とクライスラー、フォルクスワーゲンとロールスロイス、ルノーと日産、BMWとローバー、ルノーとサムソンなどい
ずれも国境を越えるものだった。そこで、こうした国境を超えた「合併の大波」が起こる背景について、ドラッカー
教授に訊いた。
まずこのマージャー・ウエーブを理解する前提を教授は以下のように述べた。

「現在の世界的不況（当時）を単なる景気後退現象と考えてはならない。長期に亘る構造的転換期なの
だ。企業合併の大波が押し寄せている現実こそが、何よりの証左である。このことは時代の変化として特
に重要だ。」

マージャー・ウエーブの意味するもの〈書簡より〉
「1998年にそのこと（構造転換期にあるということ）が、誰の目にも明らかになってきました。アメリカ産
業界を襲った企業合併の大波の持つ意味もそこにあります。このマージャー・ウエーブは今やアメリカのみ
ならず、ヨーロッパ諸国まで飲み込み、日本や韓国まで到着しました。産業では自動車、金融、家電、医薬品、
石油など、まさに過去40年以上に亘って目覚しい成果を上げてきた分野に集中しています。そして、それ
はまた偶然ではありません。第二次大戦後、世界経済をリードしてきた、これら産業が、今や成熟期から
衰退期に移行しようとしているのです。もはや人口増加と経済成長以上に伸びなくなってきたという事実、
そして実際にその相対的な重要性だけでなく、ひょっとしたら絶対的な重要性さえも低下し始めたというこ
とかも知れません。そこに先進国経済の“構造”に起きている過激なシフトが示されています」

「企業合併が多発するとは、いつの時代でも、その産業の経済的・競争的ポジションに」衰えがでてき
た証拠なのです。その産業が本来受け取る経済の可処分所得の取り分が減ってきた証拠に他なりませ
ん。このような場合、その産業にいる企業としては売上をあげ、かつ利益をあげるための手っ取り早い方
法は、同業他社の事業を奪うことです」

新車の買い替えが2倍に
本稿の冒頭にも書いたように、自動車産業で国際的産業再編成が始まったのは、ドラッカー教授も指摘する

ように、1998年のダイムラー（独）とクライスラー（米）の電撃的な合併が皮切りだった。
金融とくに銀行の合併となると、日本の場合どこがどこと合併したかわからなくなるほど、企業合併で絡み合っ

ている。これに「提携」まで加えるとしたら、その数は驚異的なものになるだろう。ドラッカー教授が指摘するご
とく、業界のポジションをめぐる戦いは、もはや国境を越えて同業他社の事業を巻き込む道しか生き残る道が残
されていないように思える。
こうした「合併の大波」が生まれる背景には、当然、市場そのものの矮小化が直接の原因となっていよう。ド

ラッカー教授は、アメリカの自動車市場に例をとって、その矮小化について次のように述べている。

「アメリカではこの40年間に、人口は50％増えました。また国民所得も2倍以上に増えています。しか
しアメリカ国内における自動車の販売台数は40年前と同じ水準で、良い年でも1500万台程度にとどまっ
ています。今日、アメリカ国民の自動車購入に回される名目個人所得の中での割合は、40年前の半分
以上にはなっていません。実に車に回すお金は、逆に減っているのが実態です。
これは40年前に比べて、新車の買い替えの期間が、2倍に長くなっていることが原因です。これはまさ
に、すべての先進国に共通した現象と言えるでしょう」

負の連鎖に注意せよ
市場のポジションをめぐる戦いは、2位以下の企業を飲み込み、より高いシェアを獲得しようとする。し
かし今日のデフレ経済下で起きている合併は、マーケット・チャレンジャー型のものは少ない。逆にスタ
ンディング・アローンが困難な企業同士が、業務請負プロセスの合理化を目的に合併するケースの方が多
いように見える。
こうした一見、独立性とオリジナリティを無視したかに見える企業合併を、ドラッカー教授は戒めている。

「合併の激しい産業に属する企業は、日々増大するプレッシャーの下にあります。
同時に現在のポジションを守った上に、さらに開発やマーケティングにも資本を投入しなければなら

ないのですから、膨大なコストがかかります。その結果、企業の利益は不可避的に縮少の一途を辿るこ
とになります。あげくにコストを削減することを主目的に、さらに合併の道を選び、合併の負の連鎖が続
くわけです。
したがって合併すれば力が付くわけではない。これは道理であることを心に留めておいて欲しい。合
併が成功裏にすすみ、長い歳月をかけて好成績を得たとしても、企業の後退を遅らせただけなのです。
合併とはあくまでも防衛策なのです。確かに2社が合併すれば、合併前の1社より規模は大きくなりま

す。しかしこのような合併においては、2＋2＝4ではなく、良くても3止まりでしょう。つまり『合併しか生
き残る道がない』という切迫感から一緒になったにもかかわらず、その結果は合併前より力がなくなり、
市場におけるポジションも前より小さくなっているのが現実なのです」

ブランド価値に負の影響
以上は、2003年秋にドラッカー教授と交わした書簡の要約です。今からすでに14年経過していますので、
当時といまでは企業を取り巻く環境がかなり変わってきています。1つはグローバリズムの進化。2つは
IT、ネットワーク化の驚異的進展。3つはドラッカー教授自身も語っているように大きな社会構造変化、と
くに第4次産業革命と言われているテクノロジーが及ぼす影響。
こうしたことが企業合併に影響を及ぼす影響は、当時と現在ではかなり異なってきていることも確かで
しょう。しかしドラッカー教授が説いたのは、安易な合併より提携、パートナーシップなど強みに特化し
た関係を推奨しています。
安易な合併については、伊藤邦雄一橋大学教授もブランド価値の点から、次のように警戒信号を発して
います。
「ブランド価値を高めるには、経営の質の変革すなわちイノベーションが必要なのであって、量や大きさで
はない。その証拠に、これまでブランド価値を8000億円あったA銀行と2000億円あったB銀行が合併した
ら、翌年、新会社のブランド価値は4000億円に縮小していた。同じことが他の合併企業にも共通して見ら
れる現象だ」と。
つまり安易な合併からは、企業価値は生まれないと結論づけています。
したがって時代が変わっても、ドラッカー教授のいう安易な企業合併への戒めは真理と言えるでしょう。

マージャー・ウエーブ
「合併の大波」が意味するもの

聞き手・藤島秀記

ドラッカー教授との対話Message in a Bottle
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Special reports（1）

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～大会報告

大会終了後、生協カフェテリアにて懇親会開催

閉会挨拶　肥塚浩　第12回大会開催実行委員長・立命館大学大学院教授

「ドラッカーの世界認識と現代」
講　演 寺島実郎　一般財団法人日本総合研究所会長・多摩大学学長

「糖尿病療養におけるドラッカー・マネジメント」
講　演 池田雅彦　三菱商事関西支社診療所長

「イノベーション志向社会が資本主義を変える」
講　演 坂本和一　立命館大学名誉教授・立命館アジア太平洋大学初代学長
代表挨拶　三浦一郎　立命館大学教授

「化粧品研究開発者の仕事」
第3報告　岸本秀一（金沢星稜大学教授）

「中食産業における顧客の創造―株式会社古市庵を事例として―」
第2報告　田中浩子（県立広島大学大学院教授）

「ドラッカーのマーケティング概念に関する一考察―商業経済論パラダイムとの比較を中心に―」
第1報告　西川英臣（立命館大学大学院博士課程後期課程院生）
司会　種子田譲（立命館大学教授）

第1分科会

「ネクスト・ソサエティと最晩年の思想」
第2報告　井坂康志（ものつくり大学特別客員教授）

「非営利組織（NPO）が拓く世界―社会と個人の変革」
第1報告　島田　恒（関西学院大学客員講師）
司会　奥村陽一（立命館大学大学院教授）

第2分科会

「ドラッカー・プレミアム―ドラッカーを実践する中小企業の現場レポート」
発表者　清水祥行（Dサポート株式会社 代表取締役）

第3分科会

午前中：分科会

午後：全体会

プログラム
参加者数： 66名
開催会場：立命館大学大阪いばらきキャンパス
開催日時：2017年11月11日（土）10時30分～16時40分
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Special reports（2）

第12回大会に行ってきました！
ドラッカー学会 企画編集委員 北村和敏

ピーター・ドラッカー没後12周年目にあたるこの日（11月11日）に、ドラッカー学会第12
回大会が学祖西園寺公望の「自由主義と国際主義」の精神のもと「自由にして清新」という学
府をもつ、立命館大学で開催されました。
立命館大学といえば京都のイメージですが、ここはＪＲ新大阪駅からすぐのＪＲ茨木駅沿
線に３年程前に建てられた“大阪いばらきキャンパス”です。都市型キャンパスという感じ
ですね。
この広大なキャンパスは、元はサッポロビール工場跡地だったそうです。地域の住民も
キャンパス内に自由に入れる、まさにオープンキャンパスなのです。この日もキャンパス内
で近隣の子ども連れの家族やジョギングする人が休日を過ごしていました。まさにドラッ
カー学会にふさわしい自由な気風の開催会場でした。
午前中は趣向を凝らし３つの分科会に分かれて、テーマごとに講師の発表と聴講者との活
発な質疑応答が行われました。午前中にもかかわらず３会場ともに超満員であり、主催者側
も席の確保を心配したのではないでしょうか。
午後の部は大会場に移り、立命館大学の肥塚浩副学長の司会のもと、ドラッカー学会三浦
一郎代表のご挨拶、そして立命館大学名誉教授で学会顧問の坂本和一先生から「イノベー
ション志向社会が資本主義を変える」と題した講演があり、これからの企業価値拡大には経
済性と公共性を同時に拡大するイノベーションこそが大切、という提言をして頂きました。
第二講演は学会員で三菱商事関西支社診療所長の池田雅彦先生から、実践活動として「糖尿
病療養におけるドラッカー・マネジメント」と題した興味深い講演がありました。患者の最
終ゴールを共有した治療の大切さを独自のドラッカー解釈のもと、実に楽しい持論を語ら
れ、会場は笑いであふれていました。
最後は日本を代表する評論家であり、全体知の思想家でもある、日本総合研究所会長・多
摩大学学長の寺島実郎先生の「ドラッカーの世界認識と現代」と題した講演でした。自由と
デモクラシーへのこだわりから、1938年に「経済人の終わり」を世に出したドラッカーの思
想を押さえた上で、近代の歴史をもっと勉強しなければ、ドラッカーが求めたあるべき資本
主義は語れないと、「ドラッカー読みのドラッカー知らず」にならないためにも近代史の知識
を持つことが大切だと熱く語って頂きました。
質疑応答では、“経営とは何か”の質問に対しては「経営とは時代認識である」。“今の経営
者に足りないことは”との質問には、「世界観、歴史観をもった全体知である」と実に明快な
ものでした。
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民営化されると、このような所有権の移転
による民営化に捕らわれずに、他にも様々
な民間の活用形態が模索されるようになっ
た。PFIは、そのような流れの中で出てきた
ものである。PFIでは、政府が公共サービ
スの供給責任を果たしながらも、民間のノ
ウハウや資金を活用する。公共部門が計
画立案し、サービスの量や質などの要求
水準を明示した上で、公正な競争によって選定された民間業
者が設計から建設・資金調達・維持管理までのライフサイク
ルを一体的に行う。従来は、採算性の低さや政治的理由によっ
て民営化の対象になり得なかった無料道路や庁舎、刑務所な
どの公共事業でも、PFIの導入が図られるようになった。そして、
このような手法は、英国だけではなく、90年代には世界各国
に広まっていった。
このようなPFIは日本でこそ、必要なものである。日本は、
1990年代以降財政を急激に悪化させ、今や危機的な状況に
なっている。官と民のあり方の抜本的見直しを含む、経済社
会の構造改革が不可欠となっている。事実、日本でもPFIの手
法が導入され、空港、有料道路、電力事業など、料金収入の
ある事業だけではなく、事業収入の乏しい病院や学校、刑務
所などでも、様 な々事業で活用されるようになってきた。
薄木氏は、民間企業にあって、PFIの事業計画を作り、公
的機関に対する提案書を作っている。PFIは事業のライフスタ
イルを一括して民間に委ねる仕組みであるため、各業務におい
て専門性を有する複数の企業が参画している。そして、これら
の企業の出資による特別目的会社（SPC）が新たに設立され、
これが事業主体になる。これらを調整し、採算性やリスクを考
えながら、事業計画を作っていなかければならない。事業計
画を作るには、関連した法律知識や契約の知識も必要である。
更に、資金調達がからむため、採算性やリスクなどで、金融機
関との折衝も必要になる。そのような専門知識を駆使しながら
事業計画を作らなければならない。薄木氏は、国家公務員の
宿舎や国立大学の研究施設などの事業計画を作った。また、
それだけではなく、施設運営の部署の業務にも携わった。顧
客である国や地方自治体などが契約を結んでいるコンサルタ
ントや弁護士とのひざ詰めの交渉にも関わった。異業種の会
社とコンソーシアムを組み、事業を企画し推進していく業務の
難しさと充実感を感じた。
その後、2009年4月には投資開発本部の総務部署、2013
年7月には同本部のアセットマネジメント部に行ったが、これら
はPFIと共通した「不動産投資の管理」に携わるものであった。
また、アセットマネジメント部では管理職として「役職」もつい
た。このように、入社してから10年から19年までのほぼ10年
間は、事業計画の作成や、投資した不動産の運営、取引など、
知識労働者の専門職として、充実した業務を行った。しかし、
専門職として長い間仕事に携わっていると、時には視野が限ら

れることもある。そのような薄木氏に、入社
して19年たった2015年4月に転機が訪れ
る。ものつくり大学への出向である。

5.ものつくり大学での経験
ものつくり大学は新しい時代に理論と実
践力を兼ね備えたテクノロジストを養成す

ることを理念とする私立大学である。2001年に開学した。薄
木氏は、2015年4月から2017年3月まで2年間、ものつくり大
学に総務課長として出向し、総務、会計、施設係を取りまとめ、
学校法人の基本的運営を統括した。
ものつくり大学での業務は、薄木氏のキャリアに転機を与え
た。それまでは、民間の1つの営利企業の経験しかなかった。
しかし、ものつくり大学は、非営利組織の学校法人である。違
う性格・文化の組織での経験は、薄木氏にとって知識労働者
として成長していく上で大きな財産になった。
総務課長として部下を11人持ったが、民間の流儀をそのま

ま、非営利組織の学校法人に持ち込もうとするやり方では部
下の理解は得られにくい。逆に会議の数の多さと抽象的な表
現でのやりとりに戸惑いもあった。実務そのものは開学以来の
プロである係長クラスに任せた。その代わり、穏やかに新しい
ことに取り組んだ。優秀な学生を企業に紹介したり、出向元と
連携して建設業を目指す学生向けの業界の紹介授業を企画
するなど、前例のなかった形で、前向きの産学連携を推進した。
また、大学には「認証評価」という大学同士がお互いに経営
内容を審査する制度があり、薄木氏の在任中は、その7年に
一度の更新時期に当たっていた。ここでは、事業計画を作っ
た経験が役立った。先ず、これまでの中長期経営計画の実績
や報告書を作成した。そして、次の7年の中長期経営計画作り
のため、学長や法人幹部に対して、教学や施設改善、財務健
全化などを含む大学経営全体を見渡した新しい計画の骨子を
まとめるサポートをした。それ以外にも、民間企業の評価制度
を参考にしながら、職員の評価制度の10年ぶりの改定なども
行った。
薄木氏にとって、この出向は、建設、製造業界と大学の懸

け橋となりながら、民間企業の知識労働者として経験してきた
自分の強みを見直す良い機会になった。そして、PFIを発注す
る側のユーザーとしての公的機関のの事情、特に大学に対す
る理解が深まった。ものつくり大学の経営は、利益を求めず教
育活動と研究活動の場を提供しその成果を広く公平に開示す
る。PFIを推進する上で、このような非営利組織に対する理解
は重要である。薄木氏は更に、管理職として民間と共通する課
題解決や人材育成の基本、そして「強みを生かす」」ことの大
切さを学んだ。このように、ものつくり大学では非常に有意義
な経験をしたが、もう一つ大きな転機となったものがあった。
それはドラッカーとの再会である。

ドラッカーは、「これからは知識の時代になり、知識
労働者を育成し活用することが極めて重要になる」と
言っている。ここでは、ドラッカーを学び、知識労働者と
して活躍している薄木伸康氏の活動を紹介したい。薄
木氏は、建設会社の社員として、PFIの事業計画や提案
などを推し進めている人である。
PFIとは「Private Finance Initiative」事業の略で、
公共施設の設計や建設・運営に、民間の資金とノウハ
ウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う事
業のことである。ドラッカーは、公的事業でも民間でで
きるものは、民間で実施すべきことを説いているが、PFI
はその一翼を担うものである。しかし、このようなPFIを
推進するためには極めて高度なノウハウや専門的知識
が必要である。今回は、ドラッカーを活用しながら、専
門知識を持った知識労働者として成長し活躍している
薄木氏の活動を紹介する。

中野 羊彦（企画編集委員）

1. 薄木氏の生い立ち
薄木氏は、1971年1月に秋田市で生まれ、高校卒業まで
市内に住んでいた。1982年には東北新幹線が開業し、東北
でも次第に都市化、工業化が進んだ。1980年代後半のバブ
ルの時代には、秋田市にも再開発でビルが建った。そのような
中で、大学の学生時代には、技術革新の経済的な影響や製
造業の経営改善について勉強した。なかでも公共事業やイン

フラの整備に興味を持ち、大学院修士
課程に進み、公共投資の投資効果を
研究した。就職にあたっては、日本で
は社会資本を形成するインフラの整
備が必要だという想いから、インフラ
構築や都市開発の実務を行う民間

の業務に携わりたいと思った。
そこで、修士課程を卒業
後、1996年4月に大
手の建設会社である
清水建設に就職し
た。現在、希望がか
なってPFIでの事業
計画提案に携わって
いるが、学生時代か

考え抜く
②仕事の必要性に応じて、新しく学ぶテーマを考え、集中
して体系的に学んでいく

③仕事の仮説・検証を通じて、予期せぬことをあぶりだし、
変化を見つけ対応していく

などである。このようなドラッカーの記事を読んで、1年に1
つを目標に仕事に関連した資格取得の勉強を始めた。資格の
勉強を通じて、仕事に関連した専門知識を体系的に学ぶこと
ができる。
先ず、仕事で必要性を感じるごとに、建設業経理士、宅地
建物取引士などの勉強をそれぞれ集中的に行い、少しづつこ
れらの資格を取得していった。
また、会社で薦められた不動産証券化協会認定マスターに

も挑戦した。これは、不動産証券化の
専門家にふさわしい知識とスキルを体
系的に習得するものである。このような
資格の知識の習得は、業務の経験で習
得した知識とともに、PFIの提案をする
専門知識を形成するものになった。そし
て最後に税理士試験に挑戦した。証券
化された不動産の取引やSPCの事業計
画の提案には、税務の知識が不可欠で
ある。数年かけてどうにか合格した。薄
木氏はこのようにして、入社10数年間
で、知識労働者としての基礎力と専門

性の基盤を習得した。

4. 入社11年目からものつくり大学まで
薄木氏は、入社して10年経った2006年12月、投資開発本
部PFI推進部に入った。ここでの仕事は、事務系社員として
PFIの事業計画を作るものである。
このPFIは、ドラッカーの提唱する、「公的サービスの民営化」

という考え方に沿った事業である。ドラッカーは、組織肥大化
が進んでいた公的機関がイノベーションを行うことは、最も官
僚的な民間企業と比べてさえはるかに難しいと断言した。何故
ならば、①公的機関は成果ではなく予算に基づいて行動する、
②公的機関は非常に多くの利害関係者によって左右される、
③公的機関は、自らの使命を道義的な絶対として費用対効果
の対象とはみなさない、などの要因があるからである。従って、
公的機関は非効率になり易く、イノベーションも起きにくい。ド
ラッカーは、公的機関自体は必要としたが、同時にそれらは可
能な限り営利事業に転換しなければならないとした。
PFIは、1990年代初めころに、英国で生まれたものである。
PFIが生まれる少し前、1980年代に英国ではサッチャー政権
が誕生し、ドラッカーの「官から民へ」の考え方に沿って、「公
的機関の民営化」が次 に々行われた。しかし、めぼしい組織が

類作りや減損対応などの実務を行った。これにより、会社の決
算目標などの経営の方向性、毎回変わる会計基準、貸借対照
表の表記など、後に担当するPFIの事業計画にも活用できる
知識を学んだ。
以上が、入社して10年間の業務である。薄木氏はこれらに

より、知識労働者としての基礎力と専門性の基盤を学んだ。知
識労働者には、専門性だけではなく、それを遂行するための
基礎力とネットワークが必要である。基礎力とは、人と円滑な
コミュニケーションを行う「対人能力」、目標を持って計画的に
仕事を遂行する「対自己能力」、仕事について課題を設定する
「対課題能力」などの能力である。薄木氏は、この10年間で、
財務・経理・総務の知識、事業計画・不動産の知識など、専
門性の基盤となる基礎知識を学んだ。また、「顧客のニーズと
特性」「全社の方向性」「本社と支社との
関係」「現場の状況」「地域の住民」など
を認識したことにより、専門性を支える
「俯瞰力」も習得した。そして、社内で協
調性と指導性を発揮するための、組織
内の相互理解や共通の価値観・相互信
頼などを育んだ。

3. ドラッカーとの出会い
知識労働者として育つためには、単に
必要な業務をローテーションで経験す
るだけでは十分ではない。これらの経験に関連した体系的知
識の学習が必要である。
薄木氏は、入社して4年経った2000年夏にドラッカーに出
会った。開発営業本部にいた時、上司からドラッカーの本を
紹介された。2000年6月に出版されたばかりの『プロフェッショ
ナルの条件』だった。
実はその頃、入社して4年の時点で、自分の仕事の方向付

けについて悩んでいた。財務・現場事務・営業の事務系社員
としてのキャリアを積んできたが、これまでの経験で、事務系
社員は人間関係主体で動く。理屈よりも相性で動くと思った。
しかし、ドラッカーの本を読んで、これまでの経験だけでは、
学生時代の想いとは繋がらないと気付いた。『プロフェッショナ
ルの条件』には、「知識労働者としての生き方」が書いてある。
これを読んで、あらためてこれからの自分の方向性について考
えた。人間関係をベースにして知識を活かす事務系社員にな
りたいと思った。インフラ整備をもう少し広い目で考えてやって
みたいと思った。
『プロフェッショナルの条件』の中に「私の人生を変えた7つ
の経験」の記事がある。この記事では、ドラッカーが知識労働
者として成長するために、どのようにして学習したかが書いてあ
る。例えば、
①仕事が変化する毎に、新しい任務が要求していることを

ら、この分野に関連した想いを持っていた。

2. 入社してから10年目まで
そのようにして入社した薄木氏ではあったが、もちろん入社
当初からいきなりPFIに携わったわけではなかった。入社して
から10年間は、これとは別の様 な々業務を経験した。
知識労働者と言えば専門性が重要である。ドラッカーが言

う「知識労働者」とは
①体系的な専門知識を仕事に適用（体系的専門知識）
②自分の貢献すべきことを理解し他の人と協働しながら目
標を達成（セルフマネジメント）

③継続的に学び知識を更新（継続学習）
などの特性を持っている。薄木氏の場合には、入社後の10
年間は、上記①②③を遂行するための、基礎力と専門性の基
盤を磨いた期間であった。当時、会社には、1年半ごとにロー
テーションがあった。薄木氏は、入社1996年4月から2006年
11月までの10年の間に「本社の財務」「現場の事務」「開発の
営業」「支店の総務」「本社の経理」の5つの職種を経験した。
5つの職種の経験は次の通りである。
先ず、入社した96年4月から最初の1年半、本社の財務を
経験した。ここでは資金繰りや借入金の管理などの基本的な
業務に携わり、財務業務の基本や、人のつながり、社員同士
のコミュニケーションの重要性を学んだ。
2番目に、農業用水ダムの建設工事作業所で現場事務を経
験した。実際に現場宿舎に寝泊まりしては発注者との事務調
整、原価管理や職人の新規受け入れ、安全管理、近隣とのコ
ミュニケーションを実践した。一つの工事現場に関わる様 な々
立場の人と接し、様 な々人の考えを知ることができた。現場で
仕事を動かす大変さを認識した。
3番目に99年に開発営業本部に行った。臨海地区の開発
営業に携わり、担当者に臨海地区開発のための提案営業を
行った。ここでは、借地権と売却方式の違いなどの不動産知
識や、相手の出方を意識した会話のキャッチボールの重要性
などを学んだ。
4番目に2000年秋には、支店の総務に行った。ここでは、
請負契約の締結、庶務系の仕事全般、法務対応・訴訟対応
などを行った。ここで総務や法務などの実務を習得するととも
に、本社がどう見られているか、また地域性による違いなどが
分かった。
5番目に2004年5月に本社の経理に戻り、2006年11月ま

でいた。ここでは、有価証券報告書・決算短信などの決算書

実務家の視座

6. ドラッカーとの再会
ものつくり大学は、実はドラッカーと深い関わり合いを持っ
ている。ものつくり大学は、ドラッカーの書籍を翻訳しドラッ
カー学会の代表にもなった上田惇生氏が開学前から設立に
邁進した大学である。そして、彼がドラッカーとも意見を重ね
テクノロジスト養成のために創り上げた大学である。この大学
の英語名（Institute of Technologists）はドラッカーが命名し
た。
上田氏は2001年の開学時から「マネジメント・社会論」の
教鞭を取っていた。そして薄木氏が総務課長として着任した
2015年当時にも、上田氏の後任である井坂康志氏や林正氏
による「ドラッカーのマネジメント
論」の講義が行われていた。この講
義を勤務時間中に抜け出して聴き
にいった。
「ドラッカーのマネジメント論」
は、8回に分けて行われた。先ずは
ドラッカーの生い立ちや基本的な
考え方、マネジメント論の概要など
の講義があった。次に『経営者に
贈る五つの質問』をベースにして、
「われわれのミッションは何か？」
「顧客は誰か？」「顧客にとっての価
値は何か？」「成果は何か？」「計画は何か？」など、それぞれ
に関する考え方の講義があった。最後に、イノベーションや
マーケティングに関する講義があった。薄木氏は、ものつくり
大学の学生とともに、毎回出席し、レポート、感想を書いた。
薄木氏は、ドラッカーを学びながら、あらためて知識労働者

としての自分の仕事を振り返った。ドラッカーの考え方を学ぶ
だけでは、何事も始まらない。ドラッカーは、学んだことの実践
を自分に課していると思った。実践するためには、自分の強み
の発揮が重要である。組織に所属する一人一人が、実際の役
割や肩書に捉われず、自分の強みを知るための努力を惜しまな
いことが必要になる。そして、その強みを基盤としつつ、社風や
時代の価値観を意識しながら、独善的にならずに、組織の中
で成果を上げていかなければならないと思った。成果を上げ
るためには、ミッション・顧客・顧客価値などを考えることが重
要である。薄木氏は、ものつくり大学の総務課長として、もの
つくり大学の顧客は誰か、顧客として何を言いたいのかを考え
た。そして、このような振り返りを通じて、自分が組織や社会の
中で求められるニーズを常に把握しながら、前向きになって業
務に取り組んで行こうと、想いを新たにした。
ドラッカーとの付き合いは、ものづくり大学から会社に戻っ
た現在も続いている。ドラッカーの本は、他にも、『イノベーショ
ンの起業家精神』、『マネジメント』、『非営利組織の経営』など
を読んだ。井坂氏の講義の受講が縁で、渋沢ドラッカー研究

会に入会し、上田氏にもお会いできた。
渋沢ドラッカー研究会の入会とも関連して、ドラッカーが絶
賛している明治の実業家、渋沢栄一の言葉を紐解いた。渋沢
栄一は、近代企業としての清水建設の黎明期に経営指南をし
た人物でもある。埼玉県行田市のものつくり大学から渋沢栄
一の生地で記念館がある埼玉県深谷市にも近かった。そのよ
うないくつかの縁が重なり、渋沢栄一の書籍を読んだのであ
る。渋沢栄一は、少数の資本家が労働者を雇用する純粋な資
本主義とは異なる合本主義を主張した。知恵を出し合って経
営を高めていく、現在の多くの日本企業の底流にある経営思
想の根幹を作り上げた。彼が提唱する企業経営は、ただの金
儲けのために行うのではない。「道徳と経済の合一」を主張し、

社会的な貢献を考えていた。そし
て、民間企業こそが利益を享受し
ながら、国家的な観点で公益性の
高い事業を営むべきことを説いて
いる。薄木氏は、そのような渋沢栄
一の思想に共感し、彼の行動に指
導力・力強さを感じた。そして、こ
の研究の成果を、「渋沢栄一の壮
年期における経営者の選択につい
て」と題して、ドラッカー学会の年
報『文明とマネジメント』Vol.13
（2016年版）で発表した。

7. PFIの仕事に戻って
2017年4月にものつくり大学から復職し、再びPFI推進部

に戻った。現在は、事業計画を作る責任者になっている。ここ
では体育館、音楽ホール、大学研究施設、国や地方の行政庁
舎などの公共施設の設計、施工、運営、維持管理を民間グルー
プが経験とノウハウを総動員して取り組むPFIによる整備運営
事業を提案している。そして、事業計画を中心とした提案書の
作成や落札後の事業運営のフォローをしている。この業務に
戻ったばかりで駆け出しに近いが、同時並行で営業部門や支
店などの指導もしている。
これからの日本は、財政困難が深刻になるだけではなく、人
口も急速に減少していく。そのような状況の中で、どのようにイ
ンフラを維持し、安全を担保するのかが問われている。インフ
ラを維持するために、どのように利用者を増やし活用するのか
も考えなければならない。また、インフラを維持・建設するため
の労働力の不足も顕在化している。従来のPFIでは、民間を
使ってコストをどれだけ減らすかという、バリュー・フォー・マ
ネー（費用対効果）だけに焦点が当たっていたが、今後はそれ
だけではなく、更なる民間の知恵やノウハウが求められる。官
と民との相互理解と連携が益々必要になり、ものつくり大学を
経験し、ユーザーの気持ちが分かる薄木氏のような人材は貴

重である。
薄木氏は、自分の顧客を意識し、相手のニーズ、求められ

ているものは何かを考えるようになった。色々な考えを持った
人を束ねるには、相手を顧客と見立てて対応する必要がある。
例えば、銀行が求めているニーズを察知し、融資の条件、
SPCの資本金・リザーブなどを営業部門に対して言えるように
なった。また、ユーザーである大学の気持ちを察知し、講義室、
研究室の使い方など、プロジェクト研究室について推測できる
ようになった。人の意見にオープンでいられるには、自分自身
のことをよく分かっていることが条件になる。自分の強みが分
かっている自信があれば、人の意見をよく聞くことができる。ド
ラッカーで学んだ、自分や人の強みを意識するようになった。
今、薄木氏は、自分のミッションとして、公共企業に対して
民間企業のノウハウを注ぎ込んでいく媒介者になることを意識
している。経営陣の意図を咀嚼し、部下や関係会社社員とも
方向をそろえ目標達成を目指す民間人としての職責を果たしつ
つ、顧客のニーズを満たす、公益性の高い仕事で世の中に貢
献したい。実務的な責任者であり、全関係者がハッピーにな
れるまで考えたい。PFIの世界で長期的に長い目で仕事をした
いと思った。そのような想いがあって、PFIについて公益性に焦
点をあて歴史的な考察をまとめた。そして、これを「イギリスで
のPFI導入の経緯と日本におけるPFIでの民間事業者の公益
性についての考察」と題して、ドラッカー学会の年報『文明とマ
ネジメント』Vol.14（2017年版）にて発表した。
知識労働者には3段階の成長レベルがある。最初に求めら

れるレベルの課題は、自己のマネジメントである。自分の専門
分野の基盤を作るために能力向上をめざして自己管理をし、
経験からチームワークやネットワークを大切にすることを学ぶ。
2段階目に求められるレベルの課題は、専門分野の確立と他
人のマネジメントである。これを満たすには、専門分野を確立
し、収支の計算や業績の評価などもできるようにならなければ
ならない。専門分野の水準は他の分野の活動を援助できる水
準でなければならない。3段階目に求められるレベルの課題は、
ビジネスのマネジメントと社会貢献の意識である。他人をマネ
ジメントする能力というよりは、組織の能力の向上に向けられ
る。自分の言葉でビジネスについてのビジョンを語り、社会貢
献を意識するのが3段階目である。3段階目になると、単に会
社から課された業務を実施するだけではなく、社会貢献の想
いで行動するようになる。薄木氏は、最初の10年で第1段階
を確立した。次の10年で第2段階を確立した。今、ドラッカー
を学び、3段階目に入っている。

8.地域への貢献
ドラッカーは、『プロフェッショナルの条件』の中で、ある専
門分野で20年の経験をした、45歳前後の知識労働者につい

ては、パラレルキャリア、または第二の人生の準備をすることを
薦めている。薄木氏は、ものつくり大学から会社に帰任した時
点で、入社して21年、46歳になっていた。そこで、ドラッカー
の考えを受けて、会社に関する仕事に加えて、社会貢献のた
めの別の仕事も考えるようになった。
今、薄木氏は地元の秋田への貢献ができないかと考えてい

る。人口減や高齢化という社会構造の変化に直面する秋田に
何らかのお礼ができないか。地元と東京の人と企業を繋げる
ボランティアをしたい。という思いを実践しようとする首都圏在
住の経営者を中心とした集まり「秋田産業サポータークラブ」
の会員になって活動している。また、さらに草の根的な秋田支
援の非営利型NPO組織立ち上げのメンバーに加わり、秋田
県人と東京の人との交流を促す活動を始めようとしている。ま
た、しばらく先のことになるが税理士業免許を活かし、秋田の
中小企業が元気になる、成長するような貢献をしたい。それを
手がかりとして、業務経験を活かして秋田のみならず、日本の
地域社会を元気づけるような地方企業のお手伝いをしたい。
薄木氏は、学生時代に「日本では社会資本を形成するインフ

ラの整備が必要だ」という想いから、大手建設会社に就職した。
そして、今、PFI担当の役職者となり、その想いを体現しながら
活躍している。そして更に、セカンドキャリアとして、地域社会へ
の貢献にも活動を広げようとしている。そのような成長の裏には、
ドラッカーの学びがあった。まさに、薄木氏の生き方は、ドラッ
カーの想定する知識労働者の一つの典型例と言っても良いかも
しれない。財政の悪化や人口減、地域の衰退が懸念される中で、
日本の課題の解決のために、一歩一歩進んでいる。

ドラッカーの教えを胸に、PFIに携わる薄木伸康さん
中野 羊彦（企画編集委員）
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民営化されると、このような所有権の移転
による民営化に捕らわれずに、他にも様々
な民間の活用形態が模索されるようになっ
た。PFIは、そのような流れの中で出てきた
ものである。PFIでは、政府が公共サービ
スの供給責任を果たしながらも、民間のノ
ウハウや資金を活用する。公共部門が計
画立案し、サービスの量や質などの要求
水準を明示した上で、公正な競争によって選定された民間業
者が設計から建設・資金調達・維持管理までのライフサイク
ルを一体的に行う。従来は、採算性の低さや政治的理由によっ
て民営化の対象になり得なかった無料道路や庁舎、刑務所な
どの公共事業でも、PFIの導入が図られるようになった。そして、
このような手法は、英国だけではなく、90年代には世界各国
に広まっていった。
このようなPFIは日本でこそ、必要なものである。日本は、
1990年代以降財政を急激に悪化させ、今や危機的な状況に
なっている。官と民のあり方の抜本的見直しを含む、経済社
会の構造改革が不可欠となっている。事実、日本でもPFIの手
法が導入され、空港、有料道路、電力事業など、料金収入の
ある事業だけではなく、事業収入の乏しい病院や学校、刑務
所などでも、様 な々事業で活用されるようになってきた。
薄木氏は、民間企業にあって、PFIの事業計画を作り、公
的機関に対する提案書を作っている。PFIは事業のライフスタ
イルを一括して民間に委ねる仕組みであるため、各業務におい
て専門性を有する複数の企業が参画している。そして、これら
の企業の出資による特別目的会社（SPC）が新たに設立され、
これが事業主体になる。これらを調整し、採算性やリスクを考
えながら、事業計画を作っていなかければならない。事業計
画を作るには、関連した法律知識や契約の知識も必要である。
更に、資金調達がからむため、採算性やリスクなどで、金融機
関との折衝も必要になる。そのような専門知識を駆使しながら
事業計画を作らなければならない。薄木氏は、国家公務員の
宿舎や国立大学の研究施設などの事業計画を作った。また、
それだけではなく、施設運営の部署の業務にも携わった。顧
客である国や地方自治体などが契約を結んでいるコンサルタ
ントや弁護士とのひざ詰めの交渉にも関わった。異業種の会
社とコンソーシアムを組み、事業を企画し推進していく業務の
難しさと充実感を感じた。
その後、2009年4月には投資開発本部の総務部署、2013
年7月には同本部のアセットマネジメント部に行ったが、これら
はPFIと共通した「不動産投資の管理」に携わるものであった。
また、アセットマネジメント部では管理職として「役職」もつい
た。このように、入社してから10年から19年までのほぼ10年
間は、事業計画の作成や、投資した不動産の運営、取引など、
知識労働者の専門職として、充実した業務を行った。しかし、
専門職として長い間仕事に携わっていると、時には視野が限ら

れることもある。そのような薄木氏に、入社
して19年たった2015年4月に転機が訪れ
る。ものつくり大学への出向である。

5.ものつくり大学での経験
ものつくり大学は新しい時代に理論と実
践力を兼ね備えたテクノロジストを養成す

ることを理念とする私立大学である。2001年に開学した。薄
木氏は、2015年4月から2017年3月まで2年間、ものつくり大
学に総務課長として出向し、総務、会計、施設係を取りまとめ、
学校法人の基本的運営を統括した。
ものつくり大学での業務は、薄木氏のキャリアに転機を与え
た。それまでは、民間の1つの営利企業の経験しかなかった。
しかし、ものつくり大学は、非営利組織の学校法人である。違
う性格・文化の組織での経験は、薄木氏にとって知識労働者
として成長していく上で大きな財産になった。
総務課長として部下を11人持ったが、民間の流儀をそのま

ま、非営利組織の学校法人に持ち込もうとするやり方では部
下の理解は得られにくい。逆に会議の数の多さと抽象的な表
現でのやりとりに戸惑いもあった。実務そのものは開学以来の
プロである係長クラスに任せた。その代わり、穏やかに新しい
ことに取り組んだ。優秀な学生を企業に紹介したり、出向元と
連携して建設業を目指す学生向けの業界の紹介授業を企画
するなど、前例のなかった形で、前向きの産学連携を推進した。
また、大学には「認証評価」という大学同士がお互いに経営
内容を審査する制度があり、薄木氏の在任中は、その7年に
一度の更新時期に当たっていた。ここでは、事業計画を作っ
た経験が役立った。先ず、これまでの中長期経営計画の実績
や報告書を作成した。そして、次の7年の中長期経営計画作り
のため、学長や法人幹部に対して、教学や施設改善、財務健
全化などを含む大学経営全体を見渡した新しい計画の骨子を
まとめるサポートをした。それ以外にも、民間企業の評価制度
を参考にしながら、職員の評価制度の10年ぶりの改定なども
行った。
薄木氏にとって、この出向は、建設、製造業界と大学の懸

け橋となりながら、民間企業の知識労働者として経験してきた
自分の強みを見直す良い機会になった。そして、PFIを発注す
る側のユーザーとしての公的機関のの事情、特に大学に対す
る理解が深まった。ものつくり大学の経営は、利益を求めず教
育活動と研究活動の場を提供しその成果を広く公平に開示す
る。PFIを推進する上で、このような非営利組織に対する理解
は重要である。薄木氏は更に、管理職として民間と共通する課
題解決や人材育成の基本、そして「強みを生かす」」ことの大
切さを学んだ。このように、ものつくり大学では非常に有意義
な経験をしたが、もう一つ大きな転機となったものがあった。
それはドラッカーとの再会である。

ドラッカーは、「これからは知識の時代になり、知識
労働者を育成し活用することが極めて重要になる」と
言っている。ここでは、ドラッカーを学び、知識労働者と
して活躍している薄木伸康氏の活動を紹介したい。薄
木氏は、建設会社の社員として、PFIの事業計画や提案
などを推し進めている人である。
PFIとは「Private Finance Initiative」事業の略で、
公共施設の設計や建設・運営に、民間の資金とノウハ
ウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う事
業のことである。ドラッカーは、公的事業でも民間でで
きるものは、民間で実施すべきことを説いているが、PFI
はその一翼を担うものである。しかし、このようなPFIを
推進するためには極めて高度なノウハウや専門的知識
が必要である。今回は、ドラッカーを活用しながら、専
門知識を持った知識労働者として成長し活躍している
薄木氏の活動を紹介する。

中野 羊彦（企画編集委員）

1. 薄木氏の生い立ち
薄木氏は、1971年1月に秋田市で生まれ、高校卒業まで
市内に住んでいた。1982年には東北新幹線が開業し、東北
でも次第に都市化、工業化が進んだ。1980年代後半のバブ
ルの時代には、秋田市にも再開発でビルが建った。そのような
中で、大学の学生時代には、技術革新の経済的な影響や製
造業の経営改善について勉強した。なかでも公共事業やイン

フラの整備に興味を持ち、大学院修士
課程に進み、公共投資の投資効果を
研究した。就職にあたっては、日本で
は社会資本を形成するインフラの整
備が必要だという想いから、インフラ
構築や都市開発の実務を行う民間

の業務に携わりたいと思った。
そこで、修士課程を卒業
後、1996年4月に大
手の建設会社である
清水建設に就職し
た。現在、希望がか
なってPFIでの事業
計画提案に携わって
いるが、学生時代か

考え抜く
②仕事の必要性に応じて、新しく学ぶテーマを考え、集中
して体系的に学んでいく

③仕事の仮説・検証を通じて、予期せぬことをあぶりだし、
変化を見つけ対応していく

などである。このようなドラッカーの記事を読んで、1年に1
つを目標に仕事に関連した資格取得の勉強を始めた。資格の
勉強を通じて、仕事に関連した専門知識を体系的に学ぶこと
ができる。
先ず、仕事で必要性を感じるごとに、建設業経理士、宅地
建物取引士などの勉強をそれぞれ集中的に行い、少しづつこ
れらの資格を取得していった。
また、会社で薦められた不動産証券化協会認定マスターに

も挑戦した。これは、不動産証券化の
専門家にふさわしい知識とスキルを体
系的に習得するものである。このような
資格の知識の習得は、業務の経験で習
得した知識とともに、PFIの提案をする
専門知識を形成するものになった。そし
て最後に税理士試験に挑戦した。証券
化された不動産の取引やSPCの事業計
画の提案には、税務の知識が不可欠で
ある。数年かけてどうにか合格した。薄
木氏はこのようにして、入社10数年間
で、知識労働者としての基礎力と専門

性の基盤を習得した。

4. 入社11年目からものつくり大学まで
薄木氏は、入社して10年経った2006年12月、投資開発本
部PFI推進部に入った。ここでの仕事は、事務系社員として
PFIの事業計画を作るものである。
このPFIは、ドラッカーの提唱する、「公的サービスの民営化」

という考え方に沿った事業である。ドラッカーは、組織肥大化
が進んでいた公的機関がイノベーションを行うことは、最も官
僚的な民間企業と比べてさえはるかに難しいと断言した。何故
ならば、①公的機関は成果ではなく予算に基づいて行動する、
②公的機関は非常に多くの利害関係者によって左右される、
③公的機関は、自らの使命を道義的な絶対として費用対効果
の対象とはみなさない、などの要因があるからである。従って、
公的機関は非効率になり易く、イノベーションも起きにくい。ド
ラッカーは、公的機関自体は必要としたが、同時にそれらは可
能な限り営利事業に転換しなければならないとした。
PFIは、1990年代初めころに、英国で生まれたものである。
PFIが生まれる少し前、1980年代に英国ではサッチャー政権
が誕生し、ドラッカーの「官から民へ」の考え方に沿って、「公
的機関の民営化」が次 に々行われた。しかし、めぼしい組織が

類作りや減損対応などの実務を行った。これにより、会社の決
算目標などの経営の方向性、毎回変わる会計基準、貸借対照
表の表記など、後に担当するPFIの事業計画にも活用できる
知識を学んだ。
以上が、入社して10年間の業務である。薄木氏はこれらに

より、知識労働者としての基礎力と専門性の基盤を学んだ。知
識労働者には、専門性だけではなく、それを遂行するための
基礎力とネットワークが必要である。基礎力とは、人と円滑な
コミュニケーションを行う「対人能力」、目標を持って計画的に
仕事を遂行する「対自己能力」、仕事について課題を設定する
「対課題能力」などの能力である。薄木氏は、この10年間で、
財務・経理・総務の知識、事業計画・不動産の知識など、専
門性の基盤となる基礎知識を学んだ。また、「顧客のニーズと
特性」「全社の方向性」「本社と支社との
関係」「現場の状況」「地域の住民」など
を認識したことにより、専門性を支える
「俯瞰力」も習得した。そして、社内で協
調性と指導性を発揮するための、組織
内の相互理解や共通の価値観・相互信
頼などを育んだ。

3. ドラッカーとの出会い
知識労働者として育つためには、単に
必要な業務をローテーションで経験す
るだけでは十分ではない。これらの経験に関連した体系的知
識の学習が必要である。
薄木氏は、入社して4年経った2000年夏にドラッカーに出
会った。開発営業本部にいた時、上司からドラッカーの本を
紹介された。2000年6月に出版されたばかりの『プロフェッショ
ナルの条件』だった。
実はその頃、入社して4年の時点で、自分の仕事の方向付

けについて悩んでいた。財務・現場事務・営業の事務系社員
としてのキャリアを積んできたが、これまでの経験で、事務系
社員は人間関係主体で動く。理屈よりも相性で動くと思った。
しかし、ドラッカーの本を読んで、これまでの経験だけでは、
学生時代の想いとは繋がらないと気付いた。『プロフェッショナ
ルの条件』には、「知識労働者としての生き方」が書いてある。
これを読んで、あらためてこれからの自分の方向性について考
えた。人間関係をベースにして知識を活かす事務系社員にな
りたいと思った。インフラ整備をもう少し広い目で考えてやって
みたいと思った。
『プロフェッショナルの条件』の中に「私の人生を変えた7つ
の経験」の記事がある。この記事では、ドラッカーが知識労働
者として成長するために、どのようにして学習したかが書いてあ
る。例えば、
①仕事が変化する毎に、新しい任務が要求していることを

ら、この分野に関連した想いを持っていた。

2. 入社してから10年目まで
そのようにして入社した薄木氏ではあったが、もちろん入社
当初からいきなりPFIに携わったわけではなかった。入社して
から10年間は、これとは別の様 な々業務を経験した。
知識労働者と言えば専門性が重要である。ドラッカーが言

う「知識労働者」とは
①体系的な専門知識を仕事に適用（体系的専門知識）
②自分の貢献すべきことを理解し他の人と協働しながら目
標を達成（セルフマネジメント）

③継続的に学び知識を更新（継続学習）
などの特性を持っている。薄木氏の場合には、入社後の10
年間は、上記①②③を遂行するための、基礎力と専門性の基
盤を磨いた期間であった。当時、会社には、1年半ごとにロー
テーションがあった。薄木氏は、入社1996年4月から2006年
11月までの10年の間に「本社の財務」「現場の事務」「開発の
営業」「支店の総務」「本社の経理」の5つの職種を経験した。
5つの職種の経験は次の通りである。
先ず、入社した96年4月から最初の1年半、本社の財務を
経験した。ここでは資金繰りや借入金の管理などの基本的な
業務に携わり、財務業務の基本や、人のつながり、社員同士
のコミュニケーションの重要性を学んだ。
2番目に、農業用水ダムの建設工事作業所で現場事務を経
験した。実際に現場宿舎に寝泊まりしては発注者との事務調
整、原価管理や職人の新規受け入れ、安全管理、近隣とのコ
ミュニケーションを実践した。一つの工事現場に関わる様 な々
立場の人と接し、様 な々人の考えを知ることができた。現場で
仕事を動かす大変さを認識した。
3番目に99年に開発営業本部に行った。臨海地区の開発
営業に携わり、担当者に臨海地区開発のための提案営業を
行った。ここでは、借地権と売却方式の違いなどの不動産知
識や、相手の出方を意識した会話のキャッチボールの重要性
などを学んだ。
4番目に2000年秋には、支店の総務に行った。ここでは、
請負契約の締結、庶務系の仕事全般、法務対応・訴訟対応
などを行った。ここで総務や法務などの実務を習得するととも
に、本社がどう見られているか、また地域性による違いなどが
分かった。
5番目に2004年5月に本社の経理に戻り、2006年11月ま

でいた。ここでは、有価証券報告書・決算短信などの決算書

実務家の視座

6. ドラッカーとの再会
ものつくり大学は、実はドラッカーと深い関わり合いを持っ
ている。ものつくり大学は、ドラッカーの書籍を翻訳しドラッ
カー学会の代表にもなった上田惇生氏が開学前から設立に
邁進した大学である。そして、彼がドラッカーとも意見を重ね
テクノロジスト養成のために創り上げた大学である。この大学
の英語名（Institute of Technologists）はドラッカーが命名し
た。
上田氏は2001年の開学時から「マネジメント・社会論」の
教鞭を取っていた。そして薄木氏が総務課長として着任した
2015年当時にも、上田氏の後任である井坂康志氏や林正氏
による「ドラッカーのマネジメント
論」の講義が行われていた。この講
義を勤務時間中に抜け出して聴き
にいった。
「ドラッカーのマネジメント論」
は、8回に分けて行われた。先ずは
ドラッカーの生い立ちや基本的な
考え方、マネジメント論の概要など
の講義があった。次に『経営者に
贈る五つの質問』をベースにして、
「われわれのミッションは何か？」
「顧客は誰か？」「顧客にとっての価
値は何か？」「成果は何か？」「計画は何か？」など、それぞれ
に関する考え方の講義があった。最後に、イノベーションや
マーケティングに関する講義があった。薄木氏は、ものつくり
大学の学生とともに、毎回出席し、レポート、感想を書いた。
薄木氏は、ドラッカーを学びながら、あらためて知識労働者

としての自分の仕事を振り返った。ドラッカーの考え方を学ぶ
だけでは、何事も始まらない。ドラッカーは、学んだことの実践
を自分に課していると思った。実践するためには、自分の強み
の発揮が重要である。組織に所属する一人一人が、実際の役
割や肩書に捉われず、自分の強みを知るための努力を惜しまな
いことが必要になる。そして、その強みを基盤としつつ、社風や
時代の価値観を意識しながら、独善的にならずに、組織の中
で成果を上げていかなければならないと思った。成果を上げ
るためには、ミッション・顧客・顧客価値などを考えることが重
要である。薄木氏は、ものつくり大学の総務課長として、もの
つくり大学の顧客は誰か、顧客として何を言いたいのかを考え
た。そして、このような振り返りを通じて、自分が組織や社会の
中で求められるニーズを常に把握しながら、前向きになって業
務に取り組んで行こうと、想いを新たにした。
ドラッカーとの付き合いは、ものづくり大学から会社に戻っ
た現在も続いている。ドラッカーの本は、他にも、『イノベーショ
ンの起業家精神』、『マネジメント』、『非営利組織の経営』など
を読んだ。井坂氏の講義の受講が縁で、渋沢ドラッカー研究

会に入会し、上田氏にもお会いできた。
渋沢ドラッカー研究会の入会とも関連して、ドラッカーが絶
賛している明治の実業家、渋沢栄一の言葉を紐解いた。渋沢
栄一は、近代企業としての清水建設の黎明期に経営指南をし
た人物でもある。埼玉県行田市のものつくり大学から渋沢栄
一の生地で記念館がある埼玉県深谷市にも近かった。そのよ
うないくつかの縁が重なり、渋沢栄一の書籍を読んだのであ
る。渋沢栄一は、少数の資本家が労働者を雇用する純粋な資
本主義とは異なる合本主義を主張した。知恵を出し合って経
営を高めていく、現在の多くの日本企業の底流にある経営思
想の根幹を作り上げた。彼が提唱する企業経営は、ただの金
儲けのために行うのではない。「道徳と経済の合一」を主張し、

社会的な貢献を考えていた。そし
て、民間企業こそが利益を享受し
ながら、国家的な観点で公益性の
高い事業を営むべきことを説いて
いる。薄木氏は、そのような渋沢栄
一の思想に共感し、彼の行動に指
導力・力強さを感じた。そして、こ
の研究の成果を、「渋沢栄一の壮
年期における経営者の選択につい
て」と題して、ドラッカー学会の年
報『文明とマネジメント』Vol.13
（2016年版）で発表した。

7. PFIの仕事に戻って
2017年4月にものつくり大学から復職し、再びPFI推進部

に戻った。現在は、事業計画を作る責任者になっている。ここ
では体育館、音楽ホール、大学研究施設、国や地方の行政庁
舎などの公共施設の設計、施工、運営、維持管理を民間グルー
プが経験とノウハウを総動員して取り組むPFIによる整備運営
事業を提案している。そして、事業計画を中心とした提案書の
作成や落札後の事業運営のフォローをしている。この業務に
戻ったばかりで駆け出しに近いが、同時並行で営業部門や支
店などの指導もしている。
これからの日本は、財政困難が深刻になるだけではなく、人
口も急速に減少していく。そのような状況の中で、どのようにイ
ンフラを維持し、安全を担保するのかが問われている。インフ
ラを維持するために、どのように利用者を増やし活用するのか
も考えなければならない。また、インフラを維持・建設するため
の労働力の不足も顕在化している。従来のPFIでは、民間を
使ってコストをどれだけ減らすかという、バリュー・フォー・マ
ネー（費用対効果）だけに焦点が当たっていたが、今後はそれ
だけではなく、更なる民間の知恵やノウハウが求められる。官
と民との相互理解と連携が益々必要になり、ものつくり大学を
経験し、ユーザーの気持ちが分かる薄木氏のような人材は貴

重である。
薄木氏は、自分の顧客を意識し、相手のニーズ、求められ

ているものは何かを考えるようになった。色々な考えを持った
人を束ねるには、相手を顧客と見立てて対応する必要がある。
例えば、銀行が求めているニーズを察知し、融資の条件、
SPCの資本金・リザーブなどを営業部門に対して言えるように
なった。また、ユーザーである大学の気持ちを察知し、講義室、
研究室の使い方など、プロジェクト研究室について推測できる
ようになった。人の意見にオープンでいられるには、自分自身
のことをよく分かっていることが条件になる。自分の強みが分
かっている自信があれば、人の意見をよく聞くことができる。ド
ラッカーで学んだ、自分や人の強みを意識するようになった。
今、薄木氏は、自分のミッションとして、公共企業に対して
民間企業のノウハウを注ぎ込んでいく媒介者になることを意識
している。経営陣の意図を咀嚼し、部下や関係会社社員とも
方向をそろえ目標達成を目指す民間人としての職責を果たしつ
つ、顧客のニーズを満たす、公益性の高い仕事で世の中に貢
献したい。実務的な責任者であり、全関係者がハッピーにな
れるまで考えたい。PFIの世界で長期的に長い目で仕事をした
いと思った。そのような想いがあって、PFIについて公益性に焦
点をあて歴史的な考察をまとめた。そして、これを「イギリスで
のPFI導入の経緯と日本におけるPFIでの民間事業者の公益
性についての考察」と題して、ドラッカー学会の年報『文明とマ
ネジメント』Vol.14（2017年版）にて発表した。
知識労働者には3段階の成長レベルがある。最初に求めら

れるレベルの課題は、自己のマネジメントである。自分の専門
分野の基盤を作るために能力向上をめざして自己管理をし、
経験からチームワークやネットワークを大切にすることを学ぶ。
2段階目に求められるレベルの課題は、専門分野の確立と他
人のマネジメントである。これを満たすには、専門分野を確立
し、収支の計算や業績の評価などもできるようにならなければ
ならない。専門分野の水準は他の分野の活動を援助できる水
準でなければならない。3段階目に求められるレベルの課題は、
ビジネスのマネジメントと社会貢献の意識である。他人をマネ
ジメントする能力というよりは、組織の能力の向上に向けられ
る。自分の言葉でビジネスについてのビジョンを語り、社会貢
献を意識するのが3段階目である。3段階目になると、単に会
社から課された業務を実施するだけではなく、社会貢献の想
いで行動するようになる。薄木氏は、最初の10年で第1段階
を確立した。次の10年で第2段階を確立した。今、ドラッカー
を学び、3段階目に入っている。

8.地域への貢献
ドラッカーは、『プロフェッショナルの条件』の中で、ある専
門分野で20年の経験をした、45歳前後の知識労働者につい

ては、パラレルキャリア、または第二の人生の準備をすることを
薦めている。薄木氏は、ものつくり大学から会社に帰任した時
点で、入社して21年、46歳になっていた。そこで、ドラッカー
の考えを受けて、会社に関する仕事に加えて、社会貢献のた
めの別の仕事も考えるようになった。
今、薄木氏は地元の秋田への貢献ができないかと考えてい

る。人口減や高齢化という社会構造の変化に直面する秋田に
何らかのお礼ができないか。地元と東京の人と企業を繋げる
ボランティアをしたい。という思いを実践しようとする首都圏在
住の経営者を中心とした集まり「秋田産業サポータークラブ」
の会員になって活動している。また、さらに草の根的な秋田支
援の非営利型NPO組織立ち上げのメンバーに加わり、秋田
県人と東京の人との交流を促す活動を始めようとしている。ま
た、しばらく先のことになるが税理士業免許を活かし、秋田の
中小企業が元気になる、成長するような貢献をしたい。それを
手がかりとして、業務経験を活かして秋田のみならず、日本の
地域社会を元気づけるような地方企業のお手伝いをしたい。
薄木氏は、学生時代に「日本では社会資本を形成するインフ

ラの整備が必要だ」という想いから、大手建設会社に就職した。
そして、今、PFI担当の役職者となり、その想いを体現しながら
活躍している。そして更に、セカンドキャリアとして、地域社会へ
の貢献にも活動を広げようとしている。そのような成長の裏には、
ドラッカーの学びがあった。まさに、薄木氏の生き方は、ドラッ
カーの想定する知識労働者の一つの典型例と言っても良いかも
しれない。財政の悪化や人口減、地域の衰退が懸念される中で、
日本の課題の解決のために、一歩一歩進んでいる。

7



民営化されると、このような所有権の移転
による民営化に捕らわれずに、他にも様々
な民間の活用形態が模索されるようになっ
た。PFIは、そのような流れの中で出てきた
ものである。PFIでは、政府が公共サービ
スの供給責任を果たしながらも、民間のノ
ウハウや資金を活用する。公共部門が計
画立案し、サービスの量や質などの要求
水準を明示した上で、公正な競争によって選定された民間業
者が設計から建設・資金調達・維持管理までのライフサイク
ルを一体的に行う。従来は、採算性の低さや政治的理由によっ
て民営化の対象になり得なかった無料道路や庁舎、刑務所な
どの公共事業でも、PFIの導入が図られるようになった。そして、
このような手法は、英国だけではなく、90年代には世界各国
に広まっていった。
このようなPFIは日本でこそ、必要なものである。日本は、
1990年代以降財政を急激に悪化させ、今や危機的な状況に
なっている。官と民のあり方の抜本的見直しを含む、経済社
会の構造改革が不可欠となっている。事実、日本でもPFIの手
法が導入され、空港、有料道路、電力事業など、料金収入の
ある事業だけではなく、事業収入の乏しい病院や学校、刑務
所などでも、様 な々事業で活用されるようになってきた。
薄木氏は、民間企業にあって、PFIの事業計画を作り、公
的機関に対する提案書を作っている。PFIは事業のライフスタ
イルを一括して民間に委ねる仕組みであるため、各業務におい
て専門性を有する複数の企業が参画している。そして、これら
の企業の出資による特別目的会社（SPC）が新たに設立され、
これが事業主体になる。これらを調整し、採算性やリスクを考
えながら、事業計画を作っていなかければならない。事業計
画を作るには、関連した法律知識や契約の知識も必要である。
更に、資金調達がからむため、採算性やリスクなどで、金融機
関との折衝も必要になる。そのような専門知識を駆使しながら
事業計画を作らなければならない。薄木氏は、国家公務員の
宿舎や国立大学の研究施設などの事業計画を作った。また、
それだけではなく、施設運営の部署の業務にも携わった。顧
客である国や地方自治体などが契約を結んでいるコンサルタ
ントや弁護士とのひざ詰めの交渉にも関わった。異業種の会
社とコンソーシアムを組み、事業を企画し推進していく業務の
難しさと充実感を感じた。
その後、2009年4月には投資開発本部の総務部署、2013
年7月には同本部のアセットマネジメント部に行ったが、これら
はPFIと共通した「不動産投資の管理」に携わるものであった。
また、アセットマネジメント部では管理職として「役職」もつい
た。このように、入社してから10年から19年までのほぼ10年
間は、事業計画の作成や、投資した不動産の運営、取引など、
知識労働者の専門職として、充実した業務を行った。しかし、
専門職として長い間仕事に携わっていると、時には視野が限ら

れることもある。そのような薄木氏に、入社
して19年たった2015年4月に転機が訪れ
る。ものつくり大学への出向である。

5.ものつくり大学での経験
ものつくり大学は新しい時代に理論と実
践力を兼ね備えたテクノロジストを養成す

ることを理念とする私立大学である。2001年に開学した。薄
木氏は、2015年4月から2017年3月まで2年間、ものつくり大
学に総務課長として出向し、総務、会計、施設係を取りまとめ、
学校法人の基本的運営を統括した。
ものつくり大学での業務は、薄木氏のキャリアに転機を与え
た。それまでは、民間の1つの営利企業の経験しかなかった。
しかし、ものつくり大学は、非営利組織の学校法人である。違
う性格・文化の組織での経験は、薄木氏にとって知識労働者
として成長していく上で大きな財産になった。
総務課長として部下を11人持ったが、民間の流儀をそのま

ま、非営利組織の学校法人に持ち込もうとするやり方では部
下の理解は得られにくい。逆に会議の数の多さと抽象的な表
現でのやりとりに戸惑いもあった。実務そのものは開学以来の
プロである係長クラスに任せた。その代わり、穏やかに新しい
ことに取り組んだ。優秀な学生を企業に紹介したり、出向元と
連携して建設業を目指す学生向けの業界の紹介授業を企画
するなど、前例のなかった形で、前向きの産学連携を推進した。
また、大学には「認証評価」という大学同士がお互いに経営
内容を審査する制度があり、薄木氏の在任中は、その7年に
一度の更新時期に当たっていた。ここでは、事業計画を作っ
た経験が役立った。先ず、これまでの中長期経営計画の実績
や報告書を作成した。そして、次の7年の中長期経営計画作り
のため、学長や法人幹部に対して、教学や施設改善、財務健
全化などを含む大学経営全体を見渡した新しい計画の骨子を
まとめるサポートをした。それ以外にも、民間企業の評価制度
を参考にしながら、職員の評価制度の10年ぶりの改定なども
行った。
薄木氏にとって、この出向は、建設、製造業界と大学の懸

け橋となりながら、民間企業の知識労働者として経験してきた
自分の強みを見直す良い機会になった。そして、PFIを発注す
る側のユーザーとしての公的機関のの事情、特に大学に対す
る理解が深まった。ものつくり大学の経営は、利益を求めず教
育活動と研究活動の場を提供しその成果を広く公平に開示す
る。PFIを推進する上で、このような非営利組織に対する理解
は重要である。薄木氏は更に、管理職として民間と共通する課
題解決や人材育成の基本、そして「強みを生かす」」ことの大
切さを学んだ。このように、ものつくり大学では非常に有意義
な経験をしたが、もう一つ大きな転機となったものがあった。
それはドラッカーとの再会である。

ドラッカーは、「これからは知識の時代になり、知識
労働者を育成し活用することが極めて重要になる」と
言っている。ここでは、ドラッカーを学び、知識労働者と
して活躍している薄木伸康氏の活動を紹介したい。薄
木氏は、建設会社の社員として、PFIの事業計画や提案
などを推し進めている人である。
PFIとは「Private Finance Initiative」事業の略で、
公共施設の設計や建設・運営に、民間の資金とノウハ
ウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う事
業のことである。ドラッカーは、公的事業でも民間でで
きるものは、民間で実施すべきことを説いているが、PFI
はその一翼を担うものである。しかし、このようなPFIを
推進するためには極めて高度なノウハウや専門的知識
が必要である。今回は、ドラッカーを活用しながら、専
門知識を持った知識労働者として成長し活躍している
薄木氏の活動を紹介する。

中野 羊彦（企画編集委員）

1. 薄木氏の生い立ち
薄木氏は、1971年1月に秋田市で生まれ、高校卒業まで
市内に住んでいた。1982年には東北新幹線が開業し、東北
でも次第に都市化、工業化が進んだ。1980年代後半のバブ
ルの時代には、秋田市にも再開発でビルが建った。そのような
中で、大学の学生時代には、技術革新の経済的な影響や製
造業の経営改善について勉強した。なかでも公共事業やイン

フラの整備に興味を持ち、大学院修士
課程に進み、公共投資の投資効果を
研究した。就職にあたっては、日本で
は社会資本を形成するインフラの整
備が必要だという想いから、インフラ
構築や都市開発の実務を行う民間

の業務に携わりたいと思った。
そこで、修士課程を卒業
後、1996年4月に大
手の建設会社である
清水建設に就職し
た。現在、希望がか
なってPFIでの事業
計画提案に携わって
いるが、学生時代か

考え抜く
②仕事の必要性に応じて、新しく学ぶテーマを考え、集中
して体系的に学んでいく

③仕事の仮説・検証を通じて、予期せぬことをあぶりだし、
変化を見つけ対応していく

などである。このようなドラッカーの記事を読んで、1年に1
つを目標に仕事に関連した資格取得の勉強を始めた。資格の
勉強を通じて、仕事に関連した専門知識を体系的に学ぶこと
ができる。
先ず、仕事で必要性を感じるごとに、建設業経理士、宅地
建物取引士などの勉強をそれぞれ集中的に行い、少しづつこ
れらの資格を取得していった。
また、会社で薦められた不動産証券化協会認定マスターに

も挑戦した。これは、不動産証券化の
専門家にふさわしい知識とスキルを体
系的に習得するものである。このような
資格の知識の習得は、業務の経験で習
得した知識とともに、PFIの提案をする
専門知識を形成するものになった。そし
て最後に税理士試験に挑戦した。証券
化された不動産の取引やSPCの事業計
画の提案には、税務の知識が不可欠で
ある。数年かけてどうにか合格した。薄
木氏はこのようにして、入社10数年間
で、知識労働者としての基礎力と専門

性の基盤を習得した。

4. 入社11年目からものつくり大学まで
薄木氏は、入社して10年経った2006年12月、投資開発本
部PFI推進部に入った。ここでの仕事は、事務系社員として
PFIの事業計画を作るものである。
このPFIは、ドラッカーの提唱する、「公的サービスの民営化」

という考え方に沿った事業である。ドラッカーは、組織肥大化
が進んでいた公的機関がイノベーションを行うことは、最も官
僚的な民間企業と比べてさえはるかに難しいと断言した。何故
ならば、①公的機関は成果ではなく予算に基づいて行動する、
②公的機関は非常に多くの利害関係者によって左右される、
③公的機関は、自らの使命を道義的な絶対として費用対効果
の対象とはみなさない、などの要因があるからである。従って、
公的機関は非効率になり易く、イノベーションも起きにくい。ド
ラッカーは、公的機関自体は必要としたが、同時にそれらは可
能な限り営利事業に転換しなければならないとした。
PFIは、1990年代初めころに、英国で生まれたものである。
PFIが生まれる少し前、1980年代に英国ではサッチャー政権
が誕生し、ドラッカーの「官から民へ」の考え方に沿って、「公
的機関の民営化」が次 に々行われた。しかし、めぼしい組織が

類作りや減損対応などの実務を行った。これにより、会社の決
算目標などの経営の方向性、毎回変わる会計基準、貸借対照
表の表記など、後に担当するPFIの事業計画にも活用できる
知識を学んだ。
以上が、入社して10年間の業務である。薄木氏はこれらに

より、知識労働者としての基礎力と専門性の基盤を学んだ。知
識労働者には、専門性だけではなく、それを遂行するための
基礎力とネットワークが必要である。基礎力とは、人と円滑な
コミュニケーションを行う「対人能力」、目標を持って計画的に
仕事を遂行する「対自己能力」、仕事について課題を設定する
「対課題能力」などの能力である。薄木氏は、この10年間で、
財務・経理・総務の知識、事業計画・不動産の知識など、専
門性の基盤となる基礎知識を学んだ。また、「顧客のニーズと
特性」「全社の方向性」「本社と支社との
関係」「現場の状況」「地域の住民」など
を認識したことにより、専門性を支える
「俯瞰力」も習得した。そして、社内で協
調性と指導性を発揮するための、組織
内の相互理解や共通の価値観・相互信
頼などを育んだ。

3. ドラッカーとの出会い
知識労働者として育つためには、単に
必要な業務をローテーションで経験す
るだけでは十分ではない。これらの経験に関連した体系的知
識の学習が必要である。
薄木氏は、入社して4年経った2000年夏にドラッカーに出
会った。開発営業本部にいた時、上司からドラッカーの本を
紹介された。2000年6月に出版されたばかりの『プロフェッショ
ナルの条件』だった。
実はその頃、入社して4年の時点で、自分の仕事の方向付

けについて悩んでいた。財務・現場事務・営業の事務系社員
としてのキャリアを積んできたが、これまでの経験で、事務系
社員は人間関係主体で動く。理屈よりも相性で動くと思った。
しかし、ドラッカーの本を読んで、これまでの経験だけでは、
学生時代の想いとは繋がらないと気付いた。『プロフェッショナ
ルの条件』には、「知識労働者としての生き方」が書いてある。
これを読んで、あらためてこれからの自分の方向性について考
えた。人間関係をベースにして知識を活かす事務系社員にな
りたいと思った。インフラ整備をもう少し広い目で考えてやって
みたいと思った。
『プロフェッショナルの条件』の中に「私の人生を変えた7つ
の経験」の記事がある。この記事では、ドラッカーが知識労働
者として成長するために、どのようにして学習したかが書いてあ
る。例えば、
①仕事が変化する毎に、新しい任務が要求していることを

ら、この分野に関連した想いを持っていた。

2. 入社してから10年目まで
そのようにして入社した薄木氏ではあったが、もちろん入社
当初からいきなりPFIに携わったわけではなかった。入社して
から10年間は、これとは別の様 な々業務を経験した。
知識労働者と言えば専門性が重要である。ドラッカーが言

う「知識労働者」とは
①体系的な専門知識を仕事に適用（体系的専門知識）
②自分の貢献すべきことを理解し他の人と協働しながら目
標を達成（セルフマネジメント）

③継続的に学び知識を更新（継続学習）
などの特性を持っている。薄木氏の場合には、入社後の10
年間は、上記①②③を遂行するための、基礎力と専門性の基
盤を磨いた期間であった。当時、会社には、1年半ごとにロー
テーションがあった。薄木氏は、入社1996年4月から2006年
11月までの10年の間に「本社の財務」「現場の事務」「開発の
営業」「支店の総務」「本社の経理」の5つの職種を経験した。
5つの職種の経験は次の通りである。
先ず、入社した96年4月から最初の1年半、本社の財務を
経験した。ここでは資金繰りや借入金の管理などの基本的な
業務に携わり、財務業務の基本や、人のつながり、社員同士
のコミュニケーションの重要性を学んだ。
2番目に、農業用水ダムの建設工事作業所で現場事務を経
験した。実際に現場宿舎に寝泊まりしては発注者との事務調
整、原価管理や職人の新規受け入れ、安全管理、近隣とのコ
ミュニケーションを実践した。一つの工事現場に関わる様 な々
立場の人と接し、様 な々人の考えを知ることができた。現場で
仕事を動かす大変さを認識した。
3番目に99年に開発営業本部に行った。臨海地区の開発
営業に携わり、担当者に臨海地区開発のための提案営業を
行った。ここでは、借地権と売却方式の違いなどの不動産知
識や、相手の出方を意識した会話のキャッチボールの重要性
などを学んだ。
4番目に2000年秋には、支店の総務に行った。ここでは、
請負契約の締結、庶務系の仕事全般、法務対応・訴訟対応
などを行った。ここで総務や法務などの実務を習得するととも
に、本社がどう見られているか、また地域性による違いなどが
分かった。
5番目に2004年5月に本社の経理に戻り、2006年11月ま

でいた。ここでは、有価証券報告書・決算短信などの決算書

実務家の視座

6. ドラッカーとの再会
ものつくり大学は、実はドラッカーと深い関わり合いを持っ
ている。ものつくり大学は、ドラッカーの書籍を翻訳しドラッ
カー学会の代表にもなった上田惇生氏が開学前から設立に
邁進した大学である。そして、彼がドラッカーとも意見を重ね
テクノロジスト養成のために創り上げた大学である。この大学
の英語名（Institute of Technologists）はドラッカーが命名し
た。
上田氏は2001年の開学時から「マネジメント・社会論」の
教鞭を取っていた。そして薄木氏が総務課長として着任した
2015年当時にも、上田氏の後任である井坂康志氏や林正氏
による「ドラッカーのマネジメント
論」の講義が行われていた。この講
義を勤務時間中に抜け出して聴き
にいった。
「ドラッカーのマネジメント論」
は、8回に分けて行われた。先ずは
ドラッカーの生い立ちや基本的な
考え方、マネジメント論の概要など
の講義があった。次に『経営者に
贈る五つの質問』をベースにして、
「われわれのミッションは何か？」
「顧客は誰か？」「顧客にとっての価
値は何か？」「成果は何か？」「計画は何か？」など、それぞれ
に関する考え方の講義があった。最後に、イノベーションや
マーケティングに関する講義があった。薄木氏は、ものつくり
大学の学生とともに、毎回出席し、レポート、感想を書いた。
薄木氏は、ドラッカーを学びながら、あらためて知識労働者

としての自分の仕事を振り返った。ドラッカーの考え方を学ぶ
だけでは、何事も始まらない。ドラッカーは、学んだことの実践
を自分に課していると思った。実践するためには、自分の強み
の発揮が重要である。組織に所属する一人一人が、実際の役
割や肩書に捉われず、自分の強みを知るための努力を惜しまな
いことが必要になる。そして、その強みを基盤としつつ、社風や
時代の価値観を意識しながら、独善的にならずに、組織の中
で成果を上げていかなければならないと思った。成果を上げ
るためには、ミッション・顧客・顧客価値などを考えることが重
要である。薄木氏は、ものつくり大学の総務課長として、もの
つくり大学の顧客は誰か、顧客として何を言いたいのかを考え
た。そして、このような振り返りを通じて、自分が組織や社会の
中で求められるニーズを常に把握しながら、前向きになって業
務に取り組んで行こうと、想いを新たにした。
ドラッカーとの付き合いは、ものづくり大学から会社に戻っ
た現在も続いている。ドラッカーの本は、他にも、『イノベーショ
ンの起業家精神』、『マネジメント』、『非営利組織の経営』など
を読んだ。井坂氏の講義の受講が縁で、渋沢ドラッカー研究

会に入会し、上田氏にもお会いできた。
渋沢ドラッカー研究会の入会とも関連して、ドラッカーが絶
賛している明治の実業家、渋沢栄一の言葉を紐解いた。渋沢
栄一は、近代企業としての清水建設の黎明期に経営指南をし
た人物でもある。埼玉県行田市のものつくり大学から渋沢栄
一の生地で記念館がある埼玉県深谷市にも近かった。そのよ
うないくつかの縁が重なり、渋沢栄一の書籍を読んだのであ
る。渋沢栄一は、少数の資本家が労働者を雇用する純粋な資
本主義とは異なる合本主義を主張した。知恵を出し合って経
営を高めていく、現在の多くの日本企業の底流にある経営思
想の根幹を作り上げた。彼が提唱する企業経営は、ただの金
儲けのために行うのではない。「道徳と経済の合一」を主張し、

社会的な貢献を考えていた。そし
て、民間企業こそが利益を享受し
ながら、国家的な観点で公益性の
高い事業を営むべきことを説いて
いる。薄木氏は、そのような渋沢栄
一の思想に共感し、彼の行動に指
導力・力強さを感じた。そして、こ
の研究の成果を、「渋沢栄一の壮
年期における経営者の選択につい
て」と題して、ドラッカー学会の年
報『文明とマネジメント』Vol.13
（2016年版）で発表した。

7. PFIの仕事に戻って
2017年4月にものつくり大学から復職し、再びPFI推進部

に戻った。現在は、事業計画を作る責任者になっている。ここ
では体育館、音楽ホール、大学研究施設、国や地方の行政庁
舎などの公共施設の設計、施工、運営、維持管理を民間グルー
プが経験とノウハウを総動員して取り組むPFIによる整備運営
事業を提案している。そして、事業計画を中心とした提案書の
作成や落札後の事業運営のフォローをしている。この業務に
戻ったばかりで駆け出しに近いが、同時並行で営業部門や支
店などの指導もしている。
これからの日本は、財政困難が深刻になるだけではなく、人
口も急速に減少していく。そのような状況の中で、どのようにイ
ンフラを維持し、安全を担保するのかが問われている。インフ
ラを維持するために、どのように利用者を増やし活用するのか
も考えなければならない。また、インフラを維持・建設するため
の労働力の不足も顕在化している。従来のPFIでは、民間を
使ってコストをどれだけ減らすかという、バリュー・フォー・マ
ネー（費用対効果）だけに焦点が当たっていたが、今後はそれ
だけではなく、更なる民間の知恵やノウハウが求められる。官
と民との相互理解と連携が益々必要になり、ものつくり大学を
経験し、ユーザーの気持ちが分かる薄木氏のような人材は貴

重である。
薄木氏は、自分の顧客を意識し、相手のニーズ、求められ

ているものは何かを考えるようになった。色々な考えを持った
人を束ねるには、相手を顧客と見立てて対応する必要がある。
例えば、銀行が求めているニーズを察知し、融資の条件、
SPCの資本金・リザーブなどを営業部門に対して言えるように
なった。また、ユーザーである大学の気持ちを察知し、講義室、
研究室の使い方など、プロジェクト研究室について推測できる
ようになった。人の意見にオープンでいられるには、自分自身
のことをよく分かっていることが条件になる。自分の強みが分
かっている自信があれば、人の意見をよく聞くことができる。ド
ラッカーで学んだ、自分や人の強みを意識するようになった。
今、薄木氏は、自分のミッションとして、公共企業に対して
民間企業のノウハウを注ぎ込んでいく媒介者になることを意識
している。経営陣の意図を咀嚼し、部下や関係会社社員とも
方向をそろえ目標達成を目指す民間人としての職責を果たしつ
つ、顧客のニーズを満たす、公益性の高い仕事で世の中に貢
献したい。実務的な責任者であり、全関係者がハッピーにな
れるまで考えたい。PFIの世界で長期的に長い目で仕事をした
いと思った。そのような想いがあって、PFIについて公益性に焦
点をあて歴史的な考察をまとめた。そして、これを「イギリスで
のPFI導入の経緯と日本におけるPFIでの民間事業者の公益
性についての考察」と題して、ドラッカー学会の年報『文明とマ
ネジメント』Vol.14（2017年版）にて発表した。
知識労働者には3段階の成長レベルがある。最初に求めら

れるレベルの課題は、自己のマネジメントである。自分の専門
分野の基盤を作るために能力向上をめざして自己管理をし、
経験からチームワークやネットワークを大切にすることを学ぶ。
2段階目に求められるレベルの課題は、専門分野の確立と他
人のマネジメントである。これを満たすには、専門分野を確立
し、収支の計算や業績の評価などもできるようにならなければ
ならない。専門分野の水準は他の分野の活動を援助できる水
準でなければならない。3段階目に求められるレベルの課題は、
ビジネスのマネジメントと社会貢献の意識である。他人をマネ
ジメントする能力というよりは、組織の能力の向上に向けられ
る。自分の言葉でビジネスについてのビジョンを語り、社会貢
献を意識するのが3段階目である。3段階目になると、単に会
社から課された業務を実施するだけではなく、社会貢献の想
いで行動するようになる。薄木氏は、最初の10年で第1段階
を確立した。次の10年で第2段階を確立した。今、ドラッカー
を学び、3段階目に入っている。

8.地域への貢献
ドラッカーは、『プロフェッショナルの条件』の中で、ある専
門分野で20年の経験をした、45歳前後の知識労働者につい

ては、パラレルキャリア、または第二の人生の準備をすることを
薦めている。薄木氏は、ものつくり大学から会社に帰任した時
点で、入社して21年、46歳になっていた。そこで、ドラッカー
の考えを受けて、会社に関する仕事に加えて、社会貢献のた
めの別の仕事も考えるようになった。
今、薄木氏は地元の秋田への貢献ができないかと考えてい

る。人口減や高齢化という社会構造の変化に直面する秋田に
何らかのお礼ができないか。地元と東京の人と企業を繋げる
ボランティアをしたい。という思いを実践しようとする首都圏在
住の経営者を中心とした集まり「秋田産業サポータークラブ」
の会員になって活動している。また、さらに草の根的な秋田支
援の非営利型NPO組織立ち上げのメンバーに加わり、秋田
県人と東京の人との交流を促す活動を始めようとしている。ま
た、しばらく先のことになるが税理士業免許を活かし、秋田の
中小企業が元気になる、成長するような貢献をしたい。それを
手がかりとして、業務経験を活かして秋田のみならず、日本の
地域社会を元気づけるような地方企業のお手伝いをしたい。
薄木氏は、学生時代に「日本では社会資本を形成するインフ

ラの整備が必要だ」という想いから、大手建設会社に就職した。
そして、今、PFI担当の役職者となり、その想いを体現しながら
活躍している。そして更に、セカンドキャリアとして、地域社会へ
の貢献にも活動を広げようとしている。そのような成長の裏には、
ドラッカーの学びがあった。まさに、薄木氏の生き方は、ドラッ
カーの想定する知識労働者の一つの典型例と言っても良いかも
しれない。財政の悪化や人口減、地域の衰退が懸念される中で、
日本の課題の解決のために、一歩一歩進んでいる。
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民営化されると、このような所有権の移転
による民営化に捕らわれずに、他にも様々
な民間の活用形態が模索されるようになっ
た。PFIは、そのような流れの中で出てきた
ものである。PFIでは、政府が公共サービ
スの供給責任を果たしながらも、民間のノ
ウハウや資金を活用する。公共部門が計
画立案し、サービスの量や質などの要求
水準を明示した上で、公正な競争によって選定された民間業
者が設計から建設・資金調達・維持管理までのライフサイク
ルを一体的に行う。従来は、採算性の低さや政治的理由によっ
て民営化の対象になり得なかった無料道路や庁舎、刑務所な
どの公共事業でも、PFIの導入が図られるようになった。そして、
このような手法は、英国だけではなく、90年代には世界各国
に広まっていった。
このようなPFIは日本でこそ、必要なものである。日本は、
1990年代以降財政を急激に悪化させ、今や危機的な状況に
なっている。官と民のあり方の抜本的見直しを含む、経済社
会の構造改革が不可欠となっている。事実、日本でもPFIの手
法が導入され、空港、有料道路、電力事業など、料金収入の
ある事業だけではなく、事業収入の乏しい病院や学校、刑務
所などでも、様 な々事業で活用されるようになってきた。
薄木氏は、民間企業にあって、PFIの事業計画を作り、公
的機関に対する提案書を作っている。PFIは事業のライフスタ
イルを一括して民間に委ねる仕組みであるため、各業務におい
て専門性を有する複数の企業が参画している。そして、これら
の企業の出資による特別目的会社（SPC）が新たに設立され、
これが事業主体になる。これらを調整し、採算性やリスクを考
えながら、事業計画を作っていなかければならない。事業計
画を作るには、関連した法律知識や契約の知識も必要である。
更に、資金調達がからむため、採算性やリスクなどで、金融機
関との折衝も必要になる。そのような専門知識を駆使しながら
事業計画を作らなければならない。薄木氏は、国家公務員の
宿舎や国立大学の研究施設などの事業計画を作った。また、
それだけではなく、施設運営の部署の業務にも携わった。顧
客である国や地方自治体などが契約を結んでいるコンサルタ
ントや弁護士とのひざ詰めの交渉にも関わった。異業種の会
社とコンソーシアムを組み、事業を企画し推進していく業務の
難しさと充実感を感じた。
その後、2009年4月には投資開発本部の総務部署、2013
年7月には同本部のアセットマネジメント部に行ったが、これら
はPFIと共通した「不動産投資の管理」に携わるものであった。
また、アセットマネジメント部では管理職として「役職」もつい
た。このように、入社してから10年から19年までのほぼ10年
間は、事業計画の作成や、投資した不動産の運営、取引など、
知識労働者の専門職として、充実した業務を行った。しかし、
専門職として長い間仕事に携わっていると、時には視野が限ら

れることもある。そのような薄木氏に、入社
して19年たった2015年4月に転機が訪れ
る。ものつくり大学への出向である。

5.ものつくり大学での経験
ものつくり大学は新しい時代に理論と実
践力を兼ね備えたテクノロジストを養成す

ることを理念とする私立大学である。2001年に開学した。薄
木氏は、2015年4月から2017年3月まで2年間、ものつくり大
学に総務課長として出向し、総務、会計、施設係を取りまとめ、
学校法人の基本的運営を統括した。
ものつくり大学での業務は、薄木氏のキャリアに転機を与え
た。それまでは、民間の1つの営利企業の経験しかなかった。
しかし、ものつくり大学は、非営利組織の学校法人である。違
う性格・文化の組織での経験は、薄木氏にとって知識労働者
として成長していく上で大きな財産になった。
総務課長として部下を11人持ったが、民間の流儀をそのま

ま、非営利組織の学校法人に持ち込もうとするやり方では部
下の理解は得られにくい。逆に会議の数の多さと抽象的な表
現でのやりとりに戸惑いもあった。実務そのものは開学以来の
プロである係長クラスに任せた。その代わり、穏やかに新しい
ことに取り組んだ。優秀な学生を企業に紹介したり、出向元と
連携して建設業を目指す学生向けの業界の紹介授業を企画
するなど、前例のなかった形で、前向きの産学連携を推進した。
また、大学には「認証評価」という大学同士がお互いに経営
内容を審査する制度があり、薄木氏の在任中は、その7年に
一度の更新時期に当たっていた。ここでは、事業計画を作っ
た経験が役立った。先ず、これまでの中長期経営計画の実績
や報告書を作成した。そして、次の7年の中長期経営計画作り
のため、学長や法人幹部に対して、教学や施設改善、財務健
全化などを含む大学経営全体を見渡した新しい計画の骨子を
まとめるサポートをした。それ以外にも、民間企業の評価制度
を参考にしながら、職員の評価制度の10年ぶりの改定なども
行った。
薄木氏にとって、この出向は、建設、製造業界と大学の懸

け橋となりながら、民間企業の知識労働者として経験してきた
自分の強みを見直す良い機会になった。そして、PFIを発注す
る側のユーザーとしての公的機関のの事情、特に大学に対す
る理解が深まった。ものつくり大学の経営は、利益を求めず教
育活動と研究活動の場を提供しその成果を広く公平に開示す
る。PFIを推進する上で、このような非営利組織に対する理解
は重要である。薄木氏は更に、管理職として民間と共通する課
題解決や人材育成の基本、そして「強みを生かす」」ことの大
切さを学んだ。このように、ものつくり大学では非常に有意義
な経験をしたが、もう一つ大きな転機となったものがあった。
それはドラッカーとの再会である。

ドラッカーは、「これからは知識の時代になり、知識
労働者を育成し活用することが極めて重要になる」と
言っている。ここでは、ドラッカーを学び、知識労働者と
して活躍している薄木伸康氏の活動を紹介したい。薄
木氏は、建設会社の社員として、PFIの事業計画や提案
などを推し進めている人である。
PFIとは「Private Finance Initiative」事業の略で、
公共施設の設計や建設・運営に、民間の資金とノウハ
ウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う事
業のことである。ドラッカーは、公的事業でも民間でで
きるものは、民間で実施すべきことを説いているが、PFI
はその一翼を担うものである。しかし、このようなPFIを
推進するためには極めて高度なノウハウや専門的知識
が必要である。今回は、ドラッカーを活用しながら、専
門知識を持った知識労働者として成長し活躍している
薄木氏の活動を紹介する。

中野 羊彦（企画編集委員）

1. 薄木氏の生い立ち
薄木氏は、1971年1月に秋田市で生まれ、高校卒業まで
市内に住んでいた。1982年には東北新幹線が開業し、東北
でも次第に都市化、工業化が進んだ。1980年代後半のバブ
ルの時代には、秋田市にも再開発でビルが建った。そのような
中で、大学の学生時代には、技術革新の経済的な影響や製
造業の経営改善について勉強した。なかでも公共事業やイン

フラの整備に興味を持ち、大学院修士
課程に進み、公共投資の投資効果を
研究した。就職にあたっては、日本で
は社会資本を形成するインフラの整
備が必要だという想いから、インフラ
構築や都市開発の実務を行う民間

の業務に携わりたいと思った。
そこで、修士課程を卒業
後、1996年4月に大
手の建設会社である
清水建設に就職し
た。現在、希望がか
なってPFIでの事業
計画提案に携わって
いるが、学生時代か

考え抜く
②仕事の必要性に応じて、新しく学ぶテーマを考え、集中
して体系的に学んでいく

③仕事の仮説・検証を通じて、予期せぬことをあぶりだし、
変化を見つけ対応していく

などである。このようなドラッカーの記事を読んで、1年に1
つを目標に仕事に関連した資格取得の勉強を始めた。資格の
勉強を通じて、仕事に関連した専門知識を体系的に学ぶこと
ができる。
先ず、仕事で必要性を感じるごとに、建設業経理士、宅地
建物取引士などの勉強をそれぞれ集中的に行い、少しづつこ
れらの資格を取得していった。
また、会社で薦められた不動産証券化協会認定マスターに

も挑戦した。これは、不動産証券化の
専門家にふさわしい知識とスキルを体
系的に習得するものである。このような
資格の知識の習得は、業務の経験で習
得した知識とともに、PFIの提案をする
専門知識を形成するものになった。そし
て最後に税理士試験に挑戦した。証券
化された不動産の取引やSPCの事業計
画の提案には、税務の知識が不可欠で
ある。数年かけてどうにか合格した。薄
木氏はこのようにして、入社10数年間
で、知識労働者としての基礎力と専門

性の基盤を習得した。

4. 入社11年目からものつくり大学まで
薄木氏は、入社して10年経った2006年12月、投資開発本
部PFI推進部に入った。ここでの仕事は、事務系社員として
PFIの事業計画を作るものである。
このPFIは、ドラッカーの提唱する、「公的サービスの民営化」

という考え方に沿った事業である。ドラッカーは、組織肥大化
が進んでいた公的機関がイノベーションを行うことは、最も官
僚的な民間企業と比べてさえはるかに難しいと断言した。何故
ならば、①公的機関は成果ではなく予算に基づいて行動する、
②公的機関は非常に多くの利害関係者によって左右される、
③公的機関は、自らの使命を道義的な絶対として費用対効果
の対象とはみなさない、などの要因があるからである。従って、
公的機関は非効率になり易く、イノベーションも起きにくい。ド
ラッカーは、公的機関自体は必要としたが、同時にそれらは可
能な限り営利事業に転換しなければならないとした。
PFIは、1990年代初めころに、英国で生まれたものである。
PFIが生まれる少し前、1980年代に英国ではサッチャー政権
が誕生し、ドラッカーの「官から民へ」の考え方に沿って、「公
的機関の民営化」が次 に々行われた。しかし、めぼしい組織が

類作りや減損対応などの実務を行った。これにより、会社の決
算目標などの経営の方向性、毎回変わる会計基準、貸借対照
表の表記など、後に担当するPFIの事業計画にも活用できる
知識を学んだ。
以上が、入社して10年間の業務である。薄木氏はこれらに

より、知識労働者としての基礎力と専門性の基盤を学んだ。知
識労働者には、専門性だけではなく、それを遂行するための
基礎力とネットワークが必要である。基礎力とは、人と円滑な
コミュニケーションを行う「対人能力」、目標を持って計画的に
仕事を遂行する「対自己能力」、仕事について課題を設定する
「対課題能力」などの能力である。薄木氏は、この10年間で、
財務・経理・総務の知識、事業計画・不動産の知識など、専
門性の基盤となる基礎知識を学んだ。また、「顧客のニーズと
特性」「全社の方向性」「本社と支社との
関係」「現場の状況」「地域の住民」など
を認識したことにより、専門性を支える
「俯瞰力」も習得した。そして、社内で協
調性と指導性を発揮するための、組織
内の相互理解や共通の価値観・相互信
頼などを育んだ。

3. ドラッカーとの出会い
知識労働者として育つためには、単に
必要な業務をローテーションで経験す
るだけでは十分ではない。これらの経験に関連した体系的知
識の学習が必要である。
薄木氏は、入社して4年経った2000年夏にドラッカーに出
会った。開発営業本部にいた時、上司からドラッカーの本を
紹介された。2000年6月に出版されたばかりの『プロフェッショ
ナルの条件』だった。
実はその頃、入社して4年の時点で、自分の仕事の方向付

けについて悩んでいた。財務・現場事務・営業の事務系社員
としてのキャリアを積んできたが、これまでの経験で、事務系
社員は人間関係主体で動く。理屈よりも相性で動くと思った。
しかし、ドラッカーの本を読んで、これまでの経験だけでは、
学生時代の想いとは繋がらないと気付いた。『プロフェッショナ
ルの条件』には、「知識労働者としての生き方」が書いてある。
これを読んで、あらためてこれからの自分の方向性について考
えた。人間関係をベースにして知識を活かす事務系社員にな
りたいと思った。インフラ整備をもう少し広い目で考えてやって
みたいと思った。
『プロフェッショナルの条件』の中に「私の人生を変えた7つ
の経験」の記事がある。この記事では、ドラッカーが知識労働
者として成長するために、どのようにして学習したかが書いてあ
る。例えば、
①仕事が変化する毎に、新しい任務が要求していることを

ら、この分野に関連した想いを持っていた。

2. 入社してから10年目まで
そのようにして入社した薄木氏ではあったが、もちろん入社
当初からいきなりPFIに携わったわけではなかった。入社して
から10年間は、これとは別の様 な々業務を経験した。
知識労働者と言えば専門性が重要である。ドラッカーが言

う「知識労働者」とは
①体系的な専門知識を仕事に適用（体系的専門知識）
②自分の貢献すべきことを理解し他の人と協働しながら目
標を達成（セルフマネジメント）

③継続的に学び知識を更新（継続学習）
などの特性を持っている。薄木氏の場合には、入社後の10
年間は、上記①②③を遂行するための、基礎力と専門性の基
盤を磨いた期間であった。当時、会社には、1年半ごとにロー
テーションがあった。薄木氏は、入社1996年4月から2006年
11月までの10年の間に「本社の財務」「現場の事務」「開発の
営業」「支店の総務」「本社の経理」の5つの職種を経験した。
5つの職種の経験は次の通りである。
先ず、入社した96年4月から最初の1年半、本社の財務を
経験した。ここでは資金繰りや借入金の管理などの基本的な
業務に携わり、財務業務の基本や、人のつながり、社員同士
のコミュニケーションの重要性を学んだ。
2番目に、農業用水ダムの建設工事作業所で現場事務を経
験した。実際に現場宿舎に寝泊まりしては発注者との事務調
整、原価管理や職人の新規受け入れ、安全管理、近隣とのコ
ミュニケーションを実践した。一つの工事現場に関わる様 な々
立場の人と接し、様 な々人の考えを知ることができた。現場で
仕事を動かす大変さを認識した。
3番目に99年に開発営業本部に行った。臨海地区の開発
営業に携わり、担当者に臨海地区開発のための提案営業を
行った。ここでは、借地権と売却方式の違いなどの不動産知
識や、相手の出方を意識した会話のキャッチボールの重要性
などを学んだ。
4番目に2000年秋には、支店の総務に行った。ここでは、
請負契約の締結、庶務系の仕事全般、法務対応・訴訟対応
などを行った。ここで総務や法務などの実務を習得するととも
に、本社がどう見られているか、また地域性による違いなどが
分かった。
5番目に2004年5月に本社の経理に戻り、2006年11月ま

でいた。ここでは、有価証券報告書・決算短信などの決算書

6. ドラッカーとの再会
ものつくり大学は、実はドラッカーと深い関わり合いを持っ
ている。ものつくり大学は、ドラッカーの書籍を翻訳しドラッ
カー学会の代表にもなった上田惇生氏が開学前から設立に
邁進した大学である。そして、彼がドラッカーとも意見を重ね
テクノロジスト養成のために創り上げた大学である。この大学
の英語名（Institute of Technologists）はドラッカーが命名し
た。
上田氏は2001年の開学時から「マネジメント・社会論」の
教鞭を取っていた。そして薄木氏が総務課長として着任した
2015年当時にも、上田氏の後任である井坂康志氏や林正氏
による「ドラッカーのマネジメント
論」の講義が行われていた。この講
義を勤務時間中に抜け出して聴き
にいった。
「ドラッカーのマネジメント論」
は、8回に分けて行われた。先ずは
ドラッカーの生い立ちや基本的な
考え方、マネジメント論の概要など
の講義があった。次に『経営者に
贈る五つの質問』をベースにして、
「われわれのミッションは何か？」
「顧客は誰か？」「顧客にとっての価
値は何か？」「成果は何か？」「計画は何か？」など、それぞれ
に関する考え方の講義があった。最後に、イノベーションや
マーケティングに関する講義があった。薄木氏は、ものつくり
大学の学生とともに、毎回出席し、レポート、感想を書いた。
薄木氏は、ドラッカーを学びながら、あらためて知識労働者

としての自分の仕事を振り返った。ドラッカーの考え方を学ぶ
だけでは、何事も始まらない。ドラッカーは、学んだことの実践
を自分に課していると思った。実践するためには、自分の強み
の発揮が重要である。組織に所属する一人一人が、実際の役
割や肩書に捉われず、自分の強みを知るための努力を惜しまな
いことが必要になる。そして、その強みを基盤としつつ、社風や
時代の価値観を意識しながら、独善的にならずに、組織の中
で成果を上げていかなければならないと思った。成果を上げ
るためには、ミッション・顧客・顧客価値などを考えることが重
要である。薄木氏は、ものつくり大学の総務課長として、もの
つくり大学の顧客は誰か、顧客として何を言いたいのかを考え
た。そして、このような振り返りを通じて、自分が組織や社会の
中で求められるニーズを常に把握しながら、前向きになって業
務に取り組んで行こうと、想いを新たにした。
ドラッカーとの付き合いは、ものづくり大学から会社に戻っ
た現在も続いている。ドラッカーの本は、他にも、『イノベーショ
ンの起業家精神』、『マネジメント』、『非営利組織の経営』など
を読んだ。井坂氏の講義の受講が縁で、渋沢ドラッカー研究

会に入会し、上田氏にもお会いできた。
渋沢ドラッカー研究会の入会とも関連して、ドラッカーが絶
賛している明治の実業家、渋沢栄一の言葉を紐解いた。渋沢
栄一は、近代企業としての清水建設の黎明期に経営指南をし
た人物でもある。埼玉県行田市のものつくり大学から渋沢栄
一の生地で記念館がある埼玉県深谷市にも近かった。そのよ
うないくつかの縁が重なり、渋沢栄一の書籍を読んだのであ
る。渋沢栄一は、少数の資本家が労働者を雇用する純粋な資
本主義とは異なる合本主義を主張した。知恵を出し合って経
営を高めていく、現在の多くの日本企業の底流にある経営思
想の根幹を作り上げた。彼が提唱する企業経営は、ただの金
儲けのために行うのではない。「道徳と経済の合一」を主張し、

社会的な貢献を考えていた。そし
て、民間企業こそが利益を享受し
ながら、国家的な観点で公益性の
高い事業を営むべきことを説いて
いる。薄木氏は、そのような渋沢栄
一の思想に共感し、彼の行動に指
導力・力強さを感じた。そして、こ
の研究の成果を、「渋沢栄一の壮
年期における経営者の選択につい
て」と題して、ドラッカー学会の年
報『文明とマネジメント』Vol.13
（2016年版）で発表した。

7. PFIの仕事に戻って
2017年4月にものつくり大学から復職し、再びPFI推進部

に戻った。現在は、事業計画を作る責任者になっている。ここ
では体育館、音楽ホール、大学研究施設、国や地方の行政庁
舎などの公共施設の設計、施工、運営、維持管理を民間グルー
プが経験とノウハウを総動員して取り組むPFIによる整備運営
事業を提案している。そして、事業計画を中心とした提案書の
作成や落札後の事業運営のフォローをしている。この業務に
戻ったばかりで駆け出しに近いが、同時並行で営業部門や支
店などの指導もしている。
これからの日本は、財政困難が深刻になるだけではなく、人
口も急速に減少していく。そのような状況の中で、どのようにイ
ンフラを維持し、安全を担保するのかが問われている。インフ
ラを維持するために、どのように利用者を増やし活用するのか
も考えなければならない。また、インフラを維持・建設するため
の労働力の不足も顕在化している。従来のPFIでは、民間を
使ってコストをどれだけ減らすかという、バリュー・フォー・マ
ネー（費用対効果）だけに焦点が当たっていたが、今後はそれ
だけではなく、更なる民間の知恵やノウハウが求められる。官
と民との相互理解と連携が益々必要になり、ものつくり大学を
経験し、ユーザーの気持ちが分かる薄木氏のような人材は貴

重である。
薄木氏は、自分の顧客を意識し、相手のニーズ、求められ

ているものは何かを考えるようになった。色々な考えを持った
人を束ねるには、相手を顧客と見立てて対応する必要がある。
例えば、銀行が求めているニーズを察知し、融資の条件、
SPCの資本金・リザーブなどを営業部門に対して言えるように
なった。また、ユーザーである大学の気持ちを察知し、講義室、
研究室の使い方など、プロジェクト研究室について推測できる
ようになった。人の意見にオープンでいられるには、自分自身
のことをよく分かっていることが条件になる。自分の強みが分
かっている自信があれば、人の意見をよく聞くことができる。ド
ラッカーで学んだ、自分や人の強みを意識するようになった。
今、薄木氏は、自分のミッションとして、公共企業に対して
民間企業のノウハウを注ぎ込んでいく媒介者になることを意識
している。経営陣の意図を咀嚼し、部下や関係会社社員とも
方向をそろえ目標達成を目指す民間人としての職責を果たしつ
つ、顧客のニーズを満たす、公益性の高い仕事で世の中に貢
献したい。実務的な責任者であり、全関係者がハッピーにな
れるまで考えたい。PFIの世界で長期的に長い目で仕事をした
いと思った。そのような想いがあって、PFIについて公益性に焦
点をあて歴史的な考察をまとめた。そして、これを「イギリスで
のPFI導入の経緯と日本におけるPFIでの民間事業者の公益
性についての考察」と題して、ドラッカー学会の年報『文明とマ
ネジメント』Vol.14（2017年版）にて発表した。
知識労働者には3段階の成長レベルがある。最初に求めら

れるレベルの課題は、自己のマネジメントである。自分の専門
分野の基盤を作るために能力向上をめざして自己管理をし、
経験からチームワークやネットワークを大切にすることを学ぶ。
2段階目に求められるレベルの課題は、専門分野の確立と他
人のマネジメントである。これを満たすには、専門分野を確立
し、収支の計算や業績の評価などもできるようにならなければ
ならない。専門分野の水準は他の分野の活動を援助できる水
準でなければならない。3段階目に求められるレベルの課題は、
ビジネスのマネジメントと社会貢献の意識である。他人をマネ
ジメントする能力というよりは、組織の能力の向上に向けられ
る。自分の言葉でビジネスについてのビジョンを語り、社会貢
献を意識するのが3段階目である。3段階目になると、単に会
社から課された業務を実施するだけではなく、社会貢献の想
いで行動するようになる。薄木氏は、最初の10年で第1段階
を確立した。次の10年で第2段階を確立した。今、ドラッカー
を学び、3段階目に入っている。

8.地域への貢献
ドラッカーは、『プロフェッショナルの条件』の中で、ある専
門分野で20年の経験をした、45歳前後の知識労働者につい

ては、パラレルキャリア、または第二の人生の準備をすることを
薦めている。薄木氏は、ものつくり大学から会社に帰任した時
点で、入社して21年、46歳になっていた。そこで、ドラッカー
の考えを受けて、会社に関する仕事に加えて、社会貢献のた
めの別の仕事も考えるようになった。
今、薄木氏は地元の秋田への貢献ができないかと考えてい

る。人口減や高齢化という社会構造の変化に直面する秋田に
何らかのお礼ができないか。地元と東京の人と企業を繋げる
ボランティアをしたい。という思いを実践しようとする首都圏在
住の経営者を中心とした集まり「秋田産業サポータークラブ」
の会員になって活動している。また、さらに草の根的な秋田支
援の非営利型NPO組織立ち上げのメンバーに加わり、秋田
県人と東京の人との交流を促す活動を始めようとしている。ま
た、しばらく先のことになるが税理士業免許を活かし、秋田の
中小企業が元気になる、成長するような貢献をしたい。それを
手がかりとして、業務経験を活かして秋田のみならず、日本の
地域社会を元気づけるような地方企業のお手伝いをしたい。
薄木氏は、学生時代に「日本では社会資本を形成するインフ

ラの整備が必要だ」という想いから、大手建設会社に就職した。
そして、今、PFI担当の役職者となり、その想いを体現しながら
活躍している。そして更に、セカンドキャリアとして、地域社会へ
の貢献にも活動を広げようとしている。そのような成長の裏には、
ドラッカーの学びがあった。まさに、薄木氏の生き方は、ドラッ
カーの想定する知識労働者の一つの典型例と言っても良いかも
しれない。財政の悪化や人口減、地域の衰退が懸念される中で、
日本の課題の解決のために、一歩一歩進んでいる。
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民営化されると、このような所有権の移転
による民営化に捕らわれずに、他にも様々
な民間の活用形態が模索されるようになっ
た。PFIは、そのような流れの中で出てきた
ものである。PFIでは、政府が公共サービ
スの供給責任を果たしながらも、民間のノ
ウハウや資金を活用する。公共部門が計
画立案し、サービスの量や質などの要求
水準を明示した上で、公正な競争によって選定された民間業
者が設計から建設・資金調達・維持管理までのライフサイク
ルを一体的に行う。従来は、採算性の低さや政治的理由によっ
て民営化の対象になり得なかった無料道路や庁舎、刑務所な
どの公共事業でも、PFIの導入が図られるようになった。そして、
このような手法は、英国だけではなく、90年代には世界各国
に広まっていった。
このようなPFIは日本でこそ、必要なものである。日本は、
1990年代以降財政を急激に悪化させ、今や危機的な状況に
なっている。官と民のあり方の抜本的見直しを含む、経済社
会の構造改革が不可欠となっている。事実、日本でもPFIの手
法が導入され、空港、有料道路、電力事業など、料金収入の
ある事業だけではなく、事業収入の乏しい病院や学校、刑務
所などでも、様 な々事業で活用されるようになってきた。
薄木氏は、民間企業にあって、PFIの事業計画を作り、公
的機関に対する提案書を作っている。PFIは事業のライフスタ
イルを一括して民間に委ねる仕組みであるため、各業務におい
て専門性を有する複数の企業が参画している。そして、これら
の企業の出資による特別目的会社（SPC）が新たに設立され、
これが事業主体になる。これらを調整し、採算性やリスクを考
えながら、事業計画を作っていなかければならない。事業計
画を作るには、関連した法律知識や契約の知識も必要である。
更に、資金調達がからむため、採算性やリスクなどで、金融機
関との折衝も必要になる。そのような専門知識を駆使しながら
事業計画を作らなければならない。薄木氏は、国家公務員の
宿舎や国立大学の研究施設などの事業計画を作った。また、
それだけではなく、施設運営の部署の業務にも携わった。顧
客である国や地方自治体などが契約を結んでいるコンサルタ
ントや弁護士とのひざ詰めの交渉にも関わった。異業種の会
社とコンソーシアムを組み、事業を企画し推進していく業務の
難しさと充実感を感じた。
その後、2009年4月には投資開発本部の総務部署、2013
年7月には同本部のアセットマネジメント部に行ったが、これら
はPFIと共通した「不動産投資の管理」に携わるものであった。
また、アセットマネジメント部では管理職として「役職」もつい
た。このように、入社してから10年から19年までのほぼ10年
間は、事業計画の作成や、投資した不動産の運営、取引など、
知識労働者の専門職として、充実した業務を行った。しかし、
専門職として長い間仕事に携わっていると、時には視野が限ら

れることもある。そのような薄木氏に、入社
して19年たった2015年4月に転機が訪れ
る。ものつくり大学への出向である。

5.ものつくり大学での経験
ものつくり大学は新しい時代に理論と実
践力を兼ね備えたテクノロジストを養成す

ることを理念とする私立大学である。2001年に開学した。薄
木氏は、2015年4月から2017年3月まで2年間、ものつくり大
学に総務課長として出向し、総務、会計、施設係を取りまとめ、
学校法人の基本的運営を統括した。
ものつくり大学での業務は、薄木氏のキャリアに転機を与え
た。それまでは、民間の1つの営利企業の経験しかなかった。
しかし、ものつくり大学は、非営利組織の学校法人である。違
う性格・文化の組織での経験は、薄木氏にとって知識労働者
として成長していく上で大きな財産になった。
総務課長として部下を11人持ったが、民間の流儀をそのま

ま、非営利組織の学校法人に持ち込もうとするやり方では部
下の理解は得られにくい。逆に会議の数の多さと抽象的な表
現でのやりとりに戸惑いもあった。実務そのものは開学以来の
プロである係長クラスに任せた。その代わり、穏やかに新しい
ことに取り組んだ。優秀な学生を企業に紹介したり、出向元と
連携して建設業を目指す学生向けの業界の紹介授業を企画
するなど、前例のなかった形で、前向きの産学連携を推進した。
また、大学には「認証評価」という大学同士がお互いに経営
内容を審査する制度があり、薄木氏の在任中は、その7年に
一度の更新時期に当たっていた。ここでは、事業計画を作っ
た経験が役立った。先ず、これまでの中長期経営計画の実績
や報告書を作成した。そして、次の7年の中長期経営計画作り
のため、学長や法人幹部に対して、教学や施設改善、財務健
全化などを含む大学経営全体を見渡した新しい計画の骨子を
まとめるサポートをした。それ以外にも、民間企業の評価制度
を参考にしながら、職員の評価制度の10年ぶりの改定なども
行った。
薄木氏にとって、この出向は、建設、製造業界と大学の懸

け橋となりながら、民間企業の知識労働者として経験してきた
自分の強みを見直す良い機会になった。そして、PFIを発注す
る側のユーザーとしての公的機関のの事情、特に大学に対す
る理解が深まった。ものつくり大学の経営は、利益を求めず教
育活動と研究活動の場を提供しその成果を広く公平に開示す
る。PFIを推進する上で、このような非営利組織に対する理解
は重要である。薄木氏は更に、管理職として民間と共通する課
題解決や人材育成の基本、そして「強みを生かす」」ことの大
切さを学んだ。このように、ものつくり大学では非常に有意義
な経験をしたが、もう一つ大きな転機となったものがあった。
それはドラッカーとの再会である。

ドラッカーは、「これからは知識の時代になり、知識
労働者を育成し活用することが極めて重要になる」と
言っている。ここでは、ドラッカーを学び、知識労働者と
して活躍している薄木伸康氏の活動を紹介したい。薄
木氏は、建設会社の社員として、PFIの事業計画や提案
などを推し進めている人である。
PFIとは「Private Finance Initiative」事業の略で、
公共施設の設計や建設・運営に、民間の資金とノウハ
ウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う事
業のことである。ドラッカーは、公的事業でも民間でで
きるものは、民間で実施すべきことを説いているが、PFI
はその一翼を担うものである。しかし、このようなPFIを
推進するためには極めて高度なノウハウや専門的知識
が必要である。今回は、ドラッカーを活用しながら、専
門知識を持った知識労働者として成長し活躍している
薄木氏の活動を紹介する。

中野 羊彦（企画編集委員）

1. 薄木氏の生い立ち
薄木氏は、1971年1月に秋田市で生まれ、高校卒業まで
市内に住んでいた。1982年には東北新幹線が開業し、東北
でも次第に都市化、工業化が進んだ。1980年代後半のバブ
ルの時代には、秋田市にも再開発でビルが建った。そのような
中で、大学の学生時代には、技術革新の経済的な影響や製
造業の経営改善について勉強した。なかでも公共事業やイン

フラの整備に興味を持ち、大学院修士
課程に進み、公共投資の投資効果を
研究した。就職にあたっては、日本で
は社会資本を形成するインフラの整
備が必要だという想いから、インフラ
構築や都市開発の実務を行う民間

の業務に携わりたいと思った。
そこで、修士課程を卒業
後、1996年4月に大
手の建設会社である
清水建設に就職し
た。現在、希望がか
なってPFIでの事業
計画提案に携わって
いるが、学生時代か

考え抜く
②仕事の必要性に応じて、新しく学ぶテーマを考え、集中
して体系的に学んでいく

③仕事の仮説・検証を通じて、予期せぬことをあぶりだし、
変化を見つけ対応していく

などである。このようなドラッカーの記事を読んで、1年に1
つを目標に仕事に関連した資格取得の勉強を始めた。資格の
勉強を通じて、仕事に関連した専門知識を体系的に学ぶこと
ができる。
先ず、仕事で必要性を感じるごとに、建設業経理士、宅地
建物取引士などの勉強をそれぞれ集中的に行い、少しづつこ
れらの資格を取得していった。
また、会社で薦められた不動産証券化協会認定マスターに

も挑戦した。これは、不動産証券化の
専門家にふさわしい知識とスキルを体
系的に習得するものである。このような
資格の知識の習得は、業務の経験で習
得した知識とともに、PFIの提案をする
専門知識を形成するものになった。そし
て最後に税理士試験に挑戦した。証券
化された不動産の取引やSPCの事業計
画の提案には、税務の知識が不可欠で
ある。数年かけてどうにか合格した。薄
木氏はこのようにして、入社10数年間
で、知識労働者としての基礎力と専門

性の基盤を習得した。

4. 入社11年目からものつくり大学まで
薄木氏は、入社して10年経った2006年12月、投資開発本
部PFI推進部に入った。ここでの仕事は、事務系社員として
PFIの事業計画を作るものである。
このPFIは、ドラッカーの提唱する、「公的サービスの民営化」

という考え方に沿った事業である。ドラッカーは、組織肥大化
が進んでいた公的機関がイノベーションを行うことは、最も官
僚的な民間企業と比べてさえはるかに難しいと断言した。何故
ならば、①公的機関は成果ではなく予算に基づいて行動する、
②公的機関は非常に多くの利害関係者によって左右される、
③公的機関は、自らの使命を道義的な絶対として費用対効果
の対象とはみなさない、などの要因があるからである。従って、
公的機関は非効率になり易く、イノベーションも起きにくい。ド
ラッカーは、公的機関自体は必要としたが、同時にそれらは可
能な限り営利事業に転換しなければならないとした。
PFIは、1990年代初めころに、英国で生まれたものである。
PFIが生まれる少し前、1980年代に英国ではサッチャー政権
が誕生し、ドラッカーの「官から民へ」の考え方に沿って、「公
的機関の民営化」が次 に々行われた。しかし、めぼしい組織が

類作りや減損対応などの実務を行った。これにより、会社の決
算目標などの経営の方向性、毎回変わる会計基準、貸借対照
表の表記など、後に担当するPFIの事業計画にも活用できる
知識を学んだ。
以上が、入社して10年間の業務である。薄木氏はこれらに

より、知識労働者としての基礎力と専門性の基盤を学んだ。知
識労働者には、専門性だけではなく、それを遂行するための
基礎力とネットワークが必要である。基礎力とは、人と円滑な
コミュニケーションを行う「対人能力」、目標を持って計画的に
仕事を遂行する「対自己能力」、仕事について課題を設定する
「対課題能力」などの能力である。薄木氏は、この10年間で、
財務・経理・総務の知識、事業計画・不動産の知識など、専
門性の基盤となる基礎知識を学んだ。また、「顧客のニーズと
特性」「全社の方向性」「本社と支社との
関係」「現場の状況」「地域の住民」など
を認識したことにより、専門性を支える
「俯瞰力」も習得した。そして、社内で協
調性と指導性を発揮するための、組織
内の相互理解や共通の価値観・相互信
頼などを育んだ。

3. ドラッカーとの出会い
知識労働者として育つためには、単に
必要な業務をローテーションで経験す
るだけでは十分ではない。これらの経験に関連した体系的知
識の学習が必要である。
薄木氏は、入社して4年経った2000年夏にドラッカーに出
会った。開発営業本部にいた時、上司からドラッカーの本を
紹介された。2000年6月に出版されたばかりの『プロフェッショ
ナルの条件』だった。
実はその頃、入社して4年の時点で、自分の仕事の方向付

けについて悩んでいた。財務・現場事務・営業の事務系社員
としてのキャリアを積んできたが、これまでの経験で、事務系
社員は人間関係主体で動く。理屈よりも相性で動くと思った。
しかし、ドラッカーの本を読んで、これまでの経験だけでは、
学生時代の想いとは繋がらないと気付いた。『プロフェッショナ
ルの条件』には、「知識労働者としての生き方」が書いてある。
これを読んで、あらためてこれからの自分の方向性について考
えた。人間関係をベースにして知識を活かす事務系社員にな
りたいと思った。インフラ整備をもう少し広い目で考えてやって
みたいと思った。
『プロフェッショナルの条件』の中に「私の人生を変えた7つ
の経験」の記事がある。この記事では、ドラッカーが知識労働
者として成長するために、どのようにして学習したかが書いてあ
る。例えば、
①仕事が変化する毎に、新しい任務が要求していることを

ら、この分野に関連した想いを持っていた。

2. 入社してから10年目まで
そのようにして入社した薄木氏ではあったが、もちろん入社
当初からいきなりPFIに携わったわけではなかった。入社して
から10年間は、これとは別の様 な々業務を経験した。
知識労働者と言えば専門性が重要である。ドラッカーが言

う「知識労働者」とは
①体系的な専門知識を仕事に適用（体系的専門知識）
②自分の貢献すべきことを理解し他の人と協働しながら目
標を達成（セルフマネジメント）

③継続的に学び知識を更新（継続学習）
などの特性を持っている。薄木氏の場合には、入社後の10
年間は、上記①②③を遂行するための、基礎力と専門性の基
盤を磨いた期間であった。当時、会社には、1年半ごとにロー
テーションがあった。薄木氏は、入社1996年4月から2006年
11月までの10年の間に「本社の財務」「現場の事務」「開発の
営業」「支店の総務」「本社の経理」の5つの職種を経験した。
5つの職種の経験は次の通りである。
先ず、入社した96年4月から最初の1年半、本社の財務を
経験した。ここでは資金繰りや借入金の管理などの基本的な
業務に携わり、財務業務の基本や、人のつながり、社員同士
のコミュニケーションの重要性を学んだ。
2番目に、農業用水ダムの建設工事作業所で現場事務を経
験した。実際に現場宿舎に寝泊まりしては発注者との事務調
整、原価管理や職人の新規受け入れ、安全管理、近隣とのコ
ミュニケーションを実践した。一つの工事現場に関わる様 な々
立場の人と接し、様 な々人の考えを知ることができた。現場で
仕事を動かす大変さを認識した。
3番目に99年に開発営業本部に行った。臨海地区の開発
営業に携わり、担当者に臨海地区開発のための提案営業を
行った。ここでは、借地権と売却方式の違いなどの不動産知
識や、相手の出方を意識した会話のキャッチボールの重要性
などを学んだ。
4番目に2000年秋には、支店の総務に行った。ここでは、
請負契約の締結、庶務系の仕事全般、法務対応・訴訟対応
などを行った。ここで総務や法務などの実務を習得するととも
に、本社がどう見られているか、また地域性による違いなどが
分かった。
5番目に2004年5月に本社の経理に戻り、2006年11月ま

でいた。ここでは、有価証券報告書・決算短信などの決算書

6. ドラッカーとの再会
ものつくり大学は、実はドラッカーと深い関わり合いを持っ
ている。ものつくり大学は、ドラッカーの書籍を翻訳しドラッ
カー学会の代表にもなった上田惇生氏が開学前から設立に
邁進した大学である。そして、彼がドラッカーとも意見を重ね
テクノロジスト養成のために創り上げた大学である。この大学
の英語名（Institute of Technologists）はドラッカーが命名し
た。
上田氏は2001年の開学時から「マネジメント・社会論」の
教鞭を取っていた。そして薄木氏が総務課長として着任した
2015年当時にも、上田氏の後任である井坂康志氏や林正氏
による「ドラッカーのマネジメント
論」の講義が行われていた。この講
義を勤務時間中に抜け出して聴き
にいった。
「ドラッカーのマネジメント論」
は、8回に分けて行われた。先ずは
ドラッカーの生い立ちや基本的な
考え方、マネジメント論の概要など
の講義があった。次に『経営者に
贈る五つの質問』をベースにして、
「われわれのミッションは何か？」
「顧客は誰か？」「顧客にとっての価
値は何か？」「成果は何か？」「計画は何か？」など、それぞれ
に関する考え方の講義があった。最後に、イノベーションや
マーケティングに関する講義があった。薄木氏は、ものつくり
大学の学生とともに、毎回出席し、レポート、感想を書いた。
薄木氏は、ドラッカーを学びながら、あらためて知識労働者

としての自分の仕事を振り返った。ドラッカーの考え方を学ぶ
だけでは、何事も始まらない。ドラッカーは、学んだことの実践
を自分に課していると思った。実践するためには、自分の強み
の発揮が重要である。組織に所属する一人一人が、実際の役
割や肩書に捉われず、自分の強みを知るための努力を惜しまな
いことが必要になる。そして、その強みを基盤としつつ、社風や
時代の価値観を意識しながら、独善的にならずに、組織の中
で成果を上げていかなければならないと思った。成果を上げ
るためには、ミッション・顧客・顧客価値などを考えることが重
要である。薄木氏は、ものつくり大学の総務課長として、もの
つくり大学の顧客は誰か、顧客として何を言いたいのかを考え
た。そして、このような振り返りを通じて、自分が組織や社会の
中で求められるニーズを常に把握しながら、前向きになって業
務に取り組んで行こうと、想いを新たにした。
ドラッカーとの付き合いは、ものづくり大学から会社に戻っ
た現在も続いている。ドラッカーの本は、他にも、『イノベーショ
ンの起業家精神』、『マネジメント』、『非営利組織の経営』など
を読んだ。井坂氏の講義の受講が縁で、渋沢ドラッカー研究

会に入会し、上田氏にもお会いできた。
渋沢ドラッカー研究会の入会とも関連して、ドラッカーが絶
賛している明治の実業家、渋沢栄一の言葉を紐解いた。渋沢
栄一は、近代企業としての清水建設の黎明期に経営指南をし
た人物でもある。埼玉県行田市のものつくり大学から渋沢栄
一の生地で記念館がある埼玉県深谷市にも近かった。そのよ
うないくつかの縁が重なり、渋沢栄一の書籍を読んだのであ
る。渋沢栄一は、少数の資本家が労働者を雇用する純粋な資
本主義とは異なる合本主義を主張した。知恵を出し合って経
営を高めていく、現在の多くの日本企業の底流にある経営思
想の根幹を作り上げた。彼が提唱する企業経営は、ただの金
儲けのために行うのではない。「道徳と経済の合一」を主張し、

社会的な貢献を考えていた。そし
て、民間企業こそが利益を享受し
ながら、国家的な観点で公益性の
高い事業を営むべきことを説いて
いる。薄木氏は、そのような渋沢栄
一の思想に共感し、彼の行動に指
導力・力強さを感じた。そして、こ
の研究の成果を、「渋沢栄一の壮
年期における経営者の選択につい
て」と題して、ドラッカー学会の年
報『文明とマネジメント』Vol.13
（2016年版）で発表した。

7. PFIの仕事に戻って
2017年4月にものつくり大学から復職し、再びPFI推進部

に戻った。現在は、事業計画を作る責任者になっている。ここ
では体育館、音楽ホール、大学研究施設、国や地方の行政庁
舎などの公共施設の設計、施工、運営、維持管理を民間グルー
プが経験とノウハウを総動員して取り組むPFIによる整備運営
事業を提案している。そして、事業計画を中心とした提案書の
作成や落札後の事業運営のフォローをしている。この業務に
戻ったばかりで駆け出しに近いが、同時並行で営業部門や支
店などの指導もしている。
これからの日本は、財政困難が深刻になるだけではなく、人
口も急速に減少していく。そのような状況の中で、どのようにイ
ンフラを維持し、安全を担保するのかが問われている。インフ
ラを維持するために、どのように利用者を増やし活用するのか
も考えなければならない。また、インフラを維持・建設するため
の労働力の不足も顕在化している。従来のPFIでは、民間を
使ってコストをどれだけ減らすかという、バリュー・フォー・マ
ネー（費用対効果）だけに焦点が当たっていたが、今後はそれ
だけではなく、更なる民間の知恵やノウハウが求められる。官
と民との相互理解と連携が益々必要になり、ものつくり大学を
経験し、ユーザーの気持ちが分かる薄木氏のような人材は貴

重である。
薄木氏は、自分の顧客を意識し、相手のニーズ、求められ

ているものは何かを考えるようになった。色々な考えを持った
人を束ねるには、相手を顧客と見立てて対応する必要がある。
例えば、銀行が求めているニーズを察知し、融資の条件、
SPCの資本金・リザーブなどを営業部門に対して言えるように
なった。また、ユーザーである大学の気持ちを察知し、講義室、
研究室の使い方など、プロジェクト研究室について推測できる
ようになった。人の意見にオープンでいられるには、自分自身
のことをよく分かっていることが条件になる。自分の強みが分
かっている自信があれば、人の意見をよく聞くことができる。ド
ラッカーで学んだ、自分や人の強みを意識するようになった。
今、薄木氏は、自分のミッションとして、公共企業に対して
民間企業のノウハウを注ぎ込んでいく媒介者になることを意識
している。経営陣の意図を咀嚼し、部下や関係会社社員とも
方向をそろえ目標達成を目指す民間人としての職責を果たしつ
つ、顧客のニーズを満たす、公益性の高い仕事で世の中に貢
献したい。実務的な責任者であり、全関係者がハッピーにな
れるまで考えたい。PFIの世界で長期的に長い目で仕事をした
いと思った。そのような想いがあって、PFIについて公益性に焦
点をあて歴史的な考察をまとめた。そして、これを「イギリスで
のPFI導入の経緯と日本におけるPFIでの民間事業者の公益
性についての考察」と題して、ドラッカー学会の年報『文明とマ
ネジメント』Vol.14（2017年版）にて発表した。
知識労働者には3段階の成長レベルがある。最初に求めら

れるレベルの課題は、自己のマネジメントである。自分の専門
分野の基盤を作るために能力向上をめざして自己管理をし、
経験からチームワークやネットワークを大切にすることを学ぶ。
2段階目に求められるレベルの課題は、専門分野の確立と他
人のマネジメントである。これを満たすには、専門分野を確立
し、収支の計算や業績の評価などもできるようにならなければ
ならない。専門分野の水準は他の分野の活動を援助できる水
準でなければならない。3段階目に求められるレベルの課題は、
ビジネスのマネジメントと社会貢献の意識である。他人をマネ
ジメントする能力というよりは、組織の能力の向上に向けられ
る。自分の言葉でビジネスについてのビジョンを語り、社会貢
献を意識するのが3段階目である。3段階目になると、単に会
社から課された業務を実施するだけではなく、社会貢献の想
いで行動するようになる。薄木氏は、最初の10年で第1段階
を確立した。次の10年で第2段階を確立した。今、ドラッカー
を学び、3段階目に入っている。

8.地域への貢献
ドラッカーは、『プロフェッショナルの条件』の中で、ある専
門分野で20年の経験をした、45歳前後の知識労働者につい

ては、パラレルキャリア、または第二の人生の準備をすることを
薦めている。薄木氏は、ものつくり大学から会社に帰任した時
点で、入社して21年、46歳になっていた。そこで、ドラッカー
の考えを受けて、会社に関する仕事に加えて、社会貢献のた
めの別の仕事も考えるようになった。
今、薄木氏は地元の秋田への貢献ができないかと考えてい

る。人口減や高齢化という社会構造の変化に直面する秋田に
何らかのお礼ができないか。地元と東京の人と企業を繋げる
ボランティアをしたい。という思いを実践しようとする首都圏在
住の経営者を中心とした集まり「秋田産業サポータークラブ」
の会員になって活動している。また、さらに草の根的な秋田支
援の非営利型NPO組織立ち上げのメンバーに加わり、秋田
県人と東京の人との交流を促す活動を始めようとしている。ま
た、しばらく先のことになるが税理士業免許を活かし、秋田の
中小企業が元気になる、成長するような貢献をしたい。それを
手がかりとして、業務経験を活かして秋田のみならず、日本の
地域社会を元気づけるような地方企業のお手伝いをしたい。
薄木氏は、学生時代に「日本では社会資本を形成するインフ

ラの整備が必要だ」という想いから、大手建設会社に就職した。
そして、今、PFI担当の役職者となり、その想いを体現しながら
活躍している。そして更に、セカンドキャリアとして、地域社会へ
の貢献にも活動を広げようとしている。そのような成長の裏には、
ドラッカーの学びがあった。まさに、薄木氏の生き方は、ドラッ
カーの想定する知識労働者の一つの典型例と言っても良いかも
しれない。財政の悪化や人口減、地域の衰退が懸念される中で、
日本の課題の解決のために、一歩一歩進んでいる。

〈プロフィール〉

薄木 伸康（うすきのぶやす）
清水建設株式会社課長、税理士、1996年3月 東北大学大学院経済学研究科
前期課程修了
2015年4月から2017年3月まで学校法人ものつくり大学事務部総務課長（出
向）、主に首都圏の不動産開発・管理，学校法人運営や経営計画策定などに関
わる
渋沢ドラッカー研究会所属

実務家の視座

取 材 後 記
ドラッカーは、これからは知識労働者の時代であり、社会の発展のため

には、知識労働者が成果を上げることが鍵であると言った。そこで、今回は、
組織で働く知識労働者の参考事例として、薄木氏をご紹介した。薄木氏の
生き方を紹介しながら、知識労働者が成果を上げるには、①社会の課題解
決のために想いを持つこと、②たえざる継続学習、③顧客への共感を通じた
専門的価値の提供などが、必要ではないかと思った。私は、これからの日
本型イノベーションの鍵は、顧客との価値の協創ではないかと思う。欧米
型の天才が生み出すイノベーションではなく、現場の実態を見ながら顧客
と提供側がチームで課題解決をしていき、その中でイノベーションを起こ
していく。これが、現場起点、チーム成果、顧客尊重などの日本的特徴を生
かすことになるのではないか。薄木氏のPFIは、このような顧客との協創
からイノベーションを生み出す一つの事例ではないかと思う。これからも
薄木氏には、ドラッカーを学んだ知識労働者として、社会の課題解決に想
いを持ち、邁進していただきたいと思う。 （企画編集委員 中野羊彦）
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わたしとドラッカー

五島優子、2017年2月にクレアモントに行く

井坂　最初に行ったのが2005年の5月でした。八木澤智正さん
にご案内いただきました。あのときお目にかかったマチャレロ教授、
リップマンブルーメン教授などもお元気で、うれしく思いました。
12年という確かな時間が流れたけれども、クレアモントはクレア
モントのままなのが印象的でした。
五島　初めてのクレアモント。
青空が本当に青空で、晴天ってこういうことを言うんだなぁと思

いました。「クレアモント」って皆さんが口にされる意味が少し分
かった気がしました。
クレアモント行ってから、場所や人、
環境が生み出す力をより考えるように
なりました。皆さんとご一緒できて嬉し
かったです（何より無事飛び立てて良
かったです笑）
井坂　そうですね。最初と最後でのト
ラブルの張本人として、内心忸怩たる
ものがあります。ところで、ドラッカー
邸に行ったわけですけれども、どんな
印象でしたか？
五島　そうですねぇ……、井坂さんも
感じられたように、生活と仕事がいい意味で同居してる感じでしょ
うか。
いい仕事をするためにも、自分の住まいが心地よいものにされ
てるというか。
玄関に入って目の前に広がる心地よい光が射し込むリビング、
窓の外にあるプールの水の輝き、本棚に並べられたいろんな言語
の本たち、籐のチェアに、座り心地の良いソファー、壁にかけられ
た掛け軸、作業しやすそうな少し広めの書斎のデスクにタイプライ
ター、一貫性がなさそうで、でもまとまりがあって、変な表現にな
りますけど、1つ1つが息をしている、そのものがそのものとしてい
る、機能しているという表現がぴったり合う。
これって、自然に逆らわない、そのものがそのものである、1人1
人がイキイキしてる社会のミニチュア版ともいえるなぁと、そんな風
に感じました。とても気持ちの良い、居心地がいいお宅でした。
井坂　住まいは思想そのものなんですね。あの素朴な家がドラッ
カーの人となりをそのまま表現していたと思う。秘書もおかなかっ

たそうです。前回は書斎は見られなかったので、哲人の頭脳と心
の回廊を通り抜けることができました。
ところで、ドラッカーというとかつては中高年以上の男性に支持
されているイメージがありました。最近、女性の人生の指南役とし
ても読まれているように感じますが、どう思われましょうか。
五島　なるほど。住まいは思想そのもの、その表現素敵ですね。
まさにその通りです。
女性に関してですが、特別な思いはあまりないのです。ドラッ

カーさんが土台にしていたのは、いい会社を作ろうっていうよりも、
いい世の中、文明に関心があったわけですよね。そのために組織

のあり方、そこで働く人のことを考える
必要があった。
だから私の中では、「みんなが、こ

んな世の中（ご時世）に、誰もが機嫌
よく暮らすには、どうしたらいいんだ
ろ？」ってことを、いろんなとこから書
いてくれたのがドラッカーさんなんです
ね。
「このポイント押さえてた方がいい
よ。」「こんな視点は、考えてみた？」っ
て。だから、ドラッカー難しいって言葉
よく言われますけど、それよりも、おじ

いちゃんの知恵袋だったり、謎かけみたいなものなんです。「さぁ、
なーんだ？？　ほれほれ、よく考えて～」って（笑）
結局、人がたくさんいるのが世の中だから、それは会社とか家
庭とか仕事仲間とか友達とかあんまり関係なくて、どこも一緒で。
世の中で、人と過ごしている以上、誰でもどこでもなんでも使える。
で、女性に読まれるようになったという意味でいえば、まずはや
はり岩崎夏海さんの『もしドラ』があり、そして最近でいえば吉田
麻子さんの『人生を変えるドラッカー』の影響が大きいと思いま
す。
それは、『マネジメント』の中のコミュニケーションのくだりにも出
てきますが、ソクラテスが「大工に話す時は、大工の言葉を使え」で
すよね。
本屋さんに行って、『マネジメント』『創造する経営者』『イノベー

ションと企業家精神』『非営利組織の経営』って並んでたら、そ
りゃやっぱりそれらをすぐに手にする人は、そこに関心がある方々、
経営者さんだったり、ある程度上の立場の方々、割合的にも男性

五島優子井坂康志

［対談］
学びの先生ドラッカーに学ぶ人々 

が多くなると思います。
それが、『もしドラ』や『人ドラ』のおかげで、それ以外の方々、
女性が手に取る入り口が新しくできた。自分には関係ないと思っ
ていた人たちにとっても、自分の関心と近いのかもとドラッカーさ
んの本をつなぐ、架け橋ができた。そして手に取るようになった。
そして、やってみたら、うまくいったっていう姿をまた別の友達が見
たり聞いたりして、私も読んでみよーって広がっていってるってこと
だと思います。
私の周りでも女性で読んで使って変化していく姿を、たびたび
見てるのですが、本当にとてもおもしろくて素敵で嬉しいです。

指南力あるメッセージ

井坂　たぶん本当に指南力のあるライターは時代のいちばんかす
かな声を聴きとる人だと思うのですけれど、
『もしドラ』も『人生を変えるドラッカー』も、
意識しているかどうかはともかく時代の声を
聴いて、それを衆人に先取りして示していると
ころがあると思います。ドラッカー流に言い直
せば、指南力のあるメッセージはみんな「す
でに起こった未来」なんです。
よく世間ではクリエイティブなものって、何
か極端に個性的なものだったり、ぱっと見ど
ぎついものと思われているじゃないですか。で
も、違う。とても保守的なものだし、言われる
と何の変哲もない素朴なものだと思う。しか
も、本人はいささかも指南している自覚がな
い。
女性のことでいえば、私は女性は指南力を
含むメッセージにとても敏感だという印象を持っています。そして、
女性がドラッカーから学ぶようになっているのには、必ずポジティ
ブな理由があると感じます。
すぐに思いつくのは、世の中がほぼ知識社会になったことかも

しれません。
知識社会っていうと難しく感じるけど、簡単に言えば、「知って

いるか知らないか」それが成果を分ける社会です。何かするとき、
そのたびに、「あなた、これ知っている？」って聞かれている社会。
「知っている」と答えたら、次は「じゃ、やってみて」という社会です。
知るというのは、行為まで含んでいるから、まさに知は力なりで、
知っていることはできることなんです。
たとえば、「あなた、英語しゃべれる？」ってきかれて、「はい、しゃ
べれます」って答えたとする。「じゃ、来週のコンファレンスで同時
通訳して」っていわれたとする。「すみません、あと3ヶ月猛勉強し
ますので時間ください」っていうのは、知っていることにならない。
知っているというなら、「今ここ」でできなければおかしいです。
そう考えると、知識は蓄積がものをいう世界なんですね。付け
焼き刃が通用しないのです。知識っていうのは、ある面で、歴史そ
のものですから。積み上げられてきた凝縮物。

それでいて、一度知ってしまえば、誰でも使えるものです。今コ
ンピュータを使ってしまえば、20年前の天才や努力家が逆立ちし
てもできないことが瞬時にできてしまいます。
かつて私は出版の版権の実務をしていたことがあるのですが、

ネットとパソコンがなかったら、英語を書いたり、打電したり、契
約書をやりとりしたというのがたぶん半年かかるだろうということ
が、3日もあればできるのです。
知ってるか知らないかだけなのです。
しかも、知識は狩猟というより農業に似ていて、長い時間をか
けて育てたり蒸留されたりしたものを「受け取る」という要素が強
いと思います。受容的な姿勢というか、そう、ソクラテスでいえば、
大工の言葉を理解できるかが知識の価値を決めるようなところが
ある。
条件はそれだけなのですから、女性がそこに指南力を感じない

わけにはいかない。なぜなら、もともと伝統的
に女性の世界は知識社会だから。
子育ても料理も家事も、みんな知識社会

です。知っているか知らないかがものを言う
世界です。だから、少し前までは、おばあさん
の知恵とか、そういうものがきちんとあったの
です。
しかも、ものづくりとか、ある面で男性的な
世界をちょっと距離を置いて眺められる立ち
位置にいたこともあるかもしれません。いって
みれば産業についてはコンサルタント的地位
から見られる。しかも、仕事と生活を二分法
で考えないから、目線を広くとれるのかもしれ
ない。
たぶん海外のコンサルティングファームの

上層部とか、欧米の政治などで女性がよく見られるのは時代状況
や立ち位置と無関係ではないと思います。
五島　そうですね。
昔、最高のサービスは「ありがとう」と言われないことって教え

てもらったことがあります。「ありがとう」って言われるってことは、
波が立ってるから気付くことですよね。どれだけさり気なく、できる
か。いかに相手に気にされないか。でもそれって実は相当考えて
なきゃできないことで、めちゃめちゃクリエイティブ。素敵な仕事ぶ
りだなって思います。
確かに生活の要素って、知ってるかどうか、ほんの些細な差で
全然違いますね。ほうれん草のおひたし作るのに、先っぽ切るこ
とで、あんなに変わるなんて知らなくて、ものすごくビックリしたの
を覚えています（この辺りは、便利になったが故にいろいろ知らな
くなっていってるという別の問題もあったりもしますが）。
これは私がよく話すことでもあるのですが、「24時間全部自分」
ですよね。
「はいっ 17時になった！ 仕事終わり！ もう仕事のこと考えたく
ない！ 今からプライベート！」ってできるもんじゃないと思ってて。
ドラッカーさんのおうちもそうですが、仕事も家での時間も、全部

つながってるって思ってます。仕事と家って分けられるものではな
く、家で機嫌よくいられたら、職場に向かうのも気持ちよくいける
だろうし、職場でいい感じにいられたら、家に帰っても愚痴ばかり
にはならないだろうし、つまり、仕事で成果をあげるのも、自分が
機嫌よくいられるってことも、私の中では同じレベルの成果のひと
つなんです。
その上、仕事は仕事でできるようになりたいし、家での時間も
満喫したいし、遊びにも行きたいし、仕事ではビシっとしたいけど、
プライベートは甘えたいし状況違えば矛盾もいっぱいです（笑）
で、そんな時にも役立つのがドラッカー。
「何をもって憶えられたいの？」「今、なすべきことは何？」とか、
時間の使い方、優先順位に劣後順位って、もぅそれはそれは本当
に役に立ちます。
それも結局、ベースにあるのが「いい世の中」「人」だから使え

るってことだと思っています。
ついでに、電車の中でも家でも、暗い顔ばっかりじゃなくて、い

い表情してたら、態度で示すことができていたら、それを見た周りや
下の世代の人たちも「大人って楽しそうだな、いいもんだな」って
思ってもらえるかもしれない。それが人としてやんなきゃいけない仕
事だとも思っていて。マネジメントの正当性である、「私的な強みは
公的になる」ってそういうことなんじゃないかな～と、そんな方に私
は捉えてます。
余談にはなりますが、私の知り合いで『経営者の条件』読んで
実践した主婦の方がいるんです。
料理大っ嫌いでほとんどされなかったそうなのですが、いろん

なことあって、自分の主婦としての目指す方向・役割が明確になり、
自らいろいろ料理されるようになって、ある日旦那さんに「おいし
い」って言われたと。家族で食卓囲んでて「おいしいね」って会話
すること、それがこんなに嬉しいといい時間だと思わなかったって、
涙したと。それからさらに家族が仲良くなったそうです。
それは本当に素晴らしい成果、変化だなぁと思いました。聞き
ながらこちらも涙涙でした。

教育者ドラッカー

井坂　確かにそうですね。

強みの発見や培養とも関係があると思うのですけれど、どこが
伸びていくかなんて事前にはわからないのです。何がうまくいくか
も事前にはわからない。だから青写真には意味がないのです。
そのこともあって、よくわからないけれど、何か実際に行ったと

きに、生産的な一点を見きわめるのがだいじなんでしょうね。
ゲーテなんかも観察の達人だったわけですが、人も社会も自然

もあらゆるものごとには生産的な核みたいなものがあると考えてい
ました。
ゲーテは「プレグナントな点」と呼んでいるわけです。プレグナン

トというのは、妊娠した状態ですね。内部にありながら、外に出る
ことを求めている熱の固まりみたいなものがあったら、意識して育
てていかなくてはいけないと。
これなんかは、とても深遠でありながら、神秘的なもう一つの
真実を語っていると思います。
強みというのは、自分の中に潜んでいる秘密の回廊みたいなも

のなんでしょうね。その先に何があるかは自分でさえ知らない。
そう、プレグナントというともう一つ思い出すのが、プラトンの本
に出てくる話です。『饗宴』だったと思いますけどプラトンによれば、
男女関係なく、誰もが不完全ながら妊娠しているわけです。もちろ
ん比喩的な意味ですよ。精神的には、自分の半身を求めていて、
人とのかかわりのなかで、自分の心に熱をわかちあたえてくれる人
を探しているという。
そして、熱をともしてもらったら、それを大切にして、子供みたい
にみんなで育てていく。確かそんな話だったと思います。
ちょっとむずかしい話になってしまいましたけど、要は、私たち
の生活や仕事というのは、古代ギリシアとかゲーテの世界から受
け継がれている継承物でもあるということです。
同時に未来の人々からお預かりしているものでもあって、私はド

ラッカーの言ったことは思想として解釈するとものすごい遺産だと
いう気がするんですね。とても親しみやすい言葉で書かれている
し、ビジネスとか経営について書いているから、一見するとありふ
れたものごとを語っているだけに見えるんです。
けれども、ありふれたことがあふれた理説として受け入れられて
いること自体が、ぜんぜんありふれたことではないんです。
ありふれたことに見えていること自体が、とてつもなくすごいこと
なのです。

－クレアモント探訪・後日談（その1）
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わたしとドラッカー

五島優子、2017年2月にクレアモントに行く

井坂　最初に行ったのが2005年の5月でした。八木澤智正さん
にご案内いただきました。あのときお目にかかったマチャレロ教授、
リップマンブルーメン教授などもお元気で、うれしく思いました。
12年という確かな時間が流れたけれども、クレアモントはクレア
モントのままなのが印象的でした。
五島　初めてのクレアモント。
青空が本当に青空で、晴天ってこういうことを言うんだなぁと思

いました。「クレアモント」って皆さんが口にされる意味が少し分
かった気がしました。
クレアモント行ってから、場所や人、
環境が生み出す力をより考えるように
なりました。皆さんとご一緒できて嬉し
かったです（何より無事飛び立てて良
かったです笑）
井坂　そうですね。最初と最後でのト
ラブルの張本人として、内心忸怩たる
ものがあります。ところで、ドラッカー
邸に行ったわけですけれども、どんな
印象でしたか？
五島　そうですねぇ……、井坂さんも
感じられたように、生活と仕事がいい意味で同居してる感じでしょ
うか。
いい仕事をするためにも、自分の住まいが心地よいものにされ
てるというか。
玄関に入って目の前に広がる心地よい光が射し込むリビング、
窓の外にあるプールの水の輝き、本棚に並べられたいろんな言語
の本たち、籐のチェアに、座り心地の良いソファー、壁にかけられ
た掛け軸、作業しやすそうな少し広めの書斎のデスクにタイプライ
ター、一貫性がなさそうで、でもまとまりがあって、変な表現にな
りますけど、1つ1つが息をしている、そのものがそのものとしてい
る、機能しているという表現がぴったり合う。
これって、自然に逆らわない、そのものがそのものである、1人1
人がイキイキしてる社会のミニチュア版ともいえるなぁと、そんな風
に感じました。とても気持ちの良い、居心地がいいお宅でした。
井坂　住まいは思想そのものなんですね。あの素朴な家がドラッ
カーの人となりをそのまま表現していたと思う。秘書もおかなかっ

たそうです。前回は書斎は見られなかったので、哲人の頭脳と心
の回廊を通り抜けることができました。
ところで、ドラッカーというとかつては中高年以上の男性に支持
されているイメージがありました。最近、女性の人生の指南役とし
ても読まれているように感じますが、どう思われましょうか。
五島　なるほど。住まいは思想そのもの、その表現素敵ですね。
まさにその通りです。
女性に関してですが、特別な思いはあまりないのです。ドラッ

カーさんが土台にしていたのは、いい会社を作ろうっていうよりも、
いい世の中、文明に関心があったわけですよね。そのために組織
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んな世の中（ご時世）に、誰もが機嫌
よく暮らすには、どうしたらいいんだ
ろ？」ってことを、いろんなとこから書
いてくれたのがドラッカーさんなんです
ね。
「このポイント押さえてた方がいい
よ。」「こんな視点は、考えてみた？」っ
て。だから、ドラッカー難しいって言葉
よく言われますけど、それよりも、おじ
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す。
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てきますが、ソクラテスが「大工に話す時は、大工の言葉を使え」で
すよね。
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たり聞いたりして、私も読んでみよーって広がっていってるってこと
だと思います。
私の周りでも女性で読んで使って変化していく姿を、たびたび
見てるのですが、本当にとてもおもしろくて素敵で嬉しいです。
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でに起こった未来」なんです。
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ぎついものと思われているじゃないですか。で
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通訳して」っていわれたとする。「すみません、あと3ヶ月猛勉強し
ますので時間ください」っていうのは、知っていることにならない。
知っているというなら、「今ここ」でできなければおかしいです。
そう考えると、知識は蓄積がものをいう世界なんですね。付け
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の回廊を通り抜けることができました。
ところで、ドラッカーというとかつては中高年以上の男性に支持
されているイメージがありました。最近、女性の人生の指南役とし
ても読まれているように感じますが、どう思われましょうか。
五島　なるほど。住まいは思想そのもの、その表現素敵ですね。
まさにその通りです。
女性に関してですが、特別な思いはあまりないのです。ドラッ

カーさんが土台にしていたのは、いい会社を作ろうっていうよりも、
いい世の中、文明に関心があったわけですよね。そのために組織

のあり方、そこで働く人のことを考える
必要があった。
だから私の中では、「みんなが、こ

んな世の中（ご時世）に、誰もが機嫌
よく暮らすには、どうしたらいいんだ
ろ？」ってことを、いろんなとこから書
いてくれたのがドラッカーさんなんです
ね。
「このポイント押さえてた方がいい
よ。」「こんな視点は、考えてみた？」っ
て。だから、ドラッカー難しいって言葉
よく言われますけど、それよりも、おじ

いちゃんの知恵袋だったり、謎かけみたいなものなんです。「さぁ、
なーんだ？？　ほれほれ、よく考えて～」って（笑）
結局、人がたくさんいるのが世の中だから、それは会社とか家
庭とか仕事仲間とか友達とかあんまり関係なくて、どこも一緒で。
世の中で、人と過ごしている以上、誰でもどこでもなんでも使える。
で、女性に読まれるようになったという意味でいえば、まずはや
はり岩崎夏海さんの『もしドラ』があり、そして最近でいえば吉田
麻子さんの『人生を変えるドラッカー』の影響が大きいと思いま
す。
それは、『マネジメント』の中のコミュニケーションのくだりにも出
てきますが、ソクラテスが「大工に話す時は、大工の言葉を使え」で
すよね。
本屋さんに行って、『マネジメント』『創造する経営者』『イノベー

ションと企業家精神』『非営利組織の経営』って並んでたら、そ
りゃやっぱりそれらをすぐに手にする人は、そこに関心がある方々、
経営者さんだったり、ある程度上の立場の方々、割合的にも男性

が多くなると思います。
それが、『もしドラ』や『人ドラ』のおかげで、それ以外の方々、
女性が手に取る入り口が新しくできた。自分には関係ないと思っ
ていた人たちにとっても、自分の関心と近いのかもとドラッカーさ
んの本をつなぐ、架け橋ができた。そして手に取るようになった。
そして、やってみたら、うまくいったっていう姿をまた別の友達が見
たり聞いたりして、私も読んでみよーって広がっていってるってこと
だと思います。
私の周りでも女性で読んで使って変化していく姿を、たびたび
見てるのですが、本当にとてもおもしろくて素敵で嬉しいです。

指南力あるメッセージ

井坂　たぶん本当に指南力のあるライターは時代のいちばんかす
かな声を聴きとる人だと思うのですけれど、
『もしドラ』も『人生を変えるドラッカー』も、
意識しているかどうかはともかく時代の声を
聴いて、それを衆人に先取りして示していると
ころがあると思います。ドラッカー流に言い直
せば、指南力のあるメッセージはみんな「す
でに起こった未来」なんです。
よく世間ではクリエイティブなものって、何
か極端に個性的なものだったり、ぱっと見ど
ぎついものと思われているじゃないですか。で
も、違う。とても保守的なものだし、言われる
と何の変哲もない素朴なものだと思う。しか
も、本人はいささかも指南している自覚がな
い。
女性のことでいえば、私は女性は指南力を
含むメッセージにとても敏感だという印象を持っています。そして、
女性がドラッカーから学ぶようになっているのには、必ずポジティ
ブな理由があると感じます。
すぐに思いつくのは、世の中がほぼ知識社会になったことかも

しれません。
知識社会っていうと難しく感じるけど、簡単に言えば、「知って

いるか知らないか」それが成果を分ける社会です。何かするとき、
そのたびに、「あなた、これ知っている？」って聞かれている社会。
「知っている」と答えたら、次は「じゃ、やってみて」という社会です。
知るというのは、行為まで含んでいるから、まさに知は力なりで、
知っていることはできることなんです。
たとえば、「あなた、英語しゃべれる？」ってきかれて、「はい、しゃ
べれます」って答えたとする。「じゃ、来週のコンファレンスで同時
通訳して」っていわれたとする。「すみません、あと3ヶ月猛勉強し
ますので時間ください」っていうのは、知っていることにならない。
知っているというなら、「今ここ」でできなければおかしいです。
そう考えると、知識は蓄積がものをいう世界なんですね。付け
焼き刃が通用しないのです。知識っていうのは、ある面で、歴史そ
のものですから。積み上げられてきた凝縮物。

それでいて、一度知ってしまえば、誰でも使えるものです。今コ
ンピュータを使ってしまえば、20年前の天才や努力家が逆立ちし
てもできないことが瞬時にできてしまいます。
かつて私は出版の版権の実務をしていたことがあるのですが、

ネットとパソコンがなかったら、英語を書いたり、打電したり、契
約書をやりとりしたというのがたぶん半年かかるだろうということ
が、3日もあればできるのです。
知ってるか知らないかだけなのです。
しかも、知識は狩猟というより農業に似ていて、長い時間をか
けて育てたり蒸留されたりしたものを「受け取る」という要素が強
いと思います。受容的な姿勢というか、そう、ソクラテスでいえば、
大工の言葉を理解できるかが知識の価値を決めるようなところが
ある。
条件はそれだけなのですから、女性がそこに指南力を感じない

わけにはいかない。なぜなら、もともと伝統的
に女性の世界は知識社会だから。
子育ても料理も家事も、みんな知識社会

です。知っているか知らないかがものを言う
世界です。だから、少し前までは、おばあさん
の知恵とか、そういうものがきちんとあったの
です。
しかも、ものづくりとか、ある面で男性的な
世界をちょっと距離を置いて眺められる立ち
位置にいたこともあるかもしれません。いって
みれば産業についてはコンサルタント的地位
から見られる。しかも、仕事と生活を二分法
で考えないから、目線を広くとれるのかもしれ
ない。
たぶん海外のコンサルティングファームの

上層部とか、欧米の政治などで女性がよく見られるのは時代状況
や立ち位置と無関係ではないと思います。
五島　そうですね。
昔、最高のサービスは「ありがとう」と言われないことって教え

てもらったことがあります。「ありがとう」って言われるってことは、
波が立ってるから気付くことですよね。どれだけさり気なく、できる
か。いかに相手に気にされないか。でもそれって実は相当考えて
なきゃできないことで、めちゃめちゃクリエイティブ。素敵な仕事ぶ
りだなって思います。
確かに生活の要素って、知ってるかどうか、ほんの些細な差で
全然違いますね。ほうれん草のおひたし作るのに、先っぽ切るこ
とで、あんなに変わるなんて知らなくて、ものすごくビックリしたの
を覚えています（この辺りは、便利になったが故にいろいろ知らな
くなっていってるという別の問題もあったりもしますが）。
これは私がよく話すことでもあるのですが、「24時間全部自分」
ですよね。
「はいっ 17時になった！ 仕事終わり！ もう仕事のこと考えたく
ない！ 今からプライベート！」ってできるもんじゃないと思ってて。
ドラッカーさんのおうちもそうですが、仕事も家での時間も、全部

つながってるって思ってます。仕事と家って分けられるものではな
く、家で機嫌よくいられたら、職場に向かうのも気持ちよくいける
だろうし、職場でいい感じにいられたら、家に帰っても愚痴ばかり
にはならないだろうし、つまり、仕事で成果をあげるのも、自分が
機嫌よくいられるってことも、私の中では同じレベルの成果のひと
つなんです。
その上、仕事は仕事でできるようになりたいし、家での時間も
満喫したいし、遊びにも行きたいし、仕事ではビシっとしたいけど、
プライベートは甘えたいし状況違えば矛盾もいっぱいです（笑）
で、そんな時にも役立つのがドラッカー。
「何をもって憶えられたいの？」「今、なすべきことは何？」とか、
時間の使い方、優先順位に劣後順位って、もぅそれはそれは本当
に役に立ちます。
それも結局、ベースにあるのが「いい世の中」「人」だから使え

るってことだと思っています。
ついでに、電車の中でも家でも、暗い顔ばっかりじゃなくて、い

い表情してたら、態度で示すことができていたら、それを見た周りや
下の世代の人たちも「大人って楽しそうだな、いいもんだな」って
思ってもらえるかもしれない。それが人としてやんなきゃいけない仕
事だとも思っていて。マネジメントの正当性である、「私的な強みは
公的になる」ってそういうことなんじゃないかな～と、そんな方に私
は捉えてます。
余談にはなりますが、私の知り合いで『経営者の条件』読んで
実践した主婦の方がいるんです。
料理大っ嫌いでほとんどされなかったそうなのですが、いろん

なことあって、自分の主婦としての目指す方向・役割が明確になり、
自らいろいろ料理されるようになって、ある日旦那さんに「おいし
い」って言われたと。家族で食卓囲んでて「おいしいね」って会話
すること、それがこんなに嬉しいといい時間だと思わなかったって、
涙したと。それからさらに家族が仲良くなったそうです。
それは本当に素晴らしい成果、変化だなぁと思いました。聞き
ながらこちらも涙涙でした。

教育者ドラッカー

井坂　確かにそうですね。

強みの発見や培養とも関係があると思うのですけれど、どこが
伸びていくかなんて事前にはわからないのです。何がうまくいくか
も事前にはわからない。だから青写真には意味がないのです。
そのこともあって、よくわからないけれど、何か実際に行ったと

きに、生産的な一点を見きわめるのがだいじなんでしょうね。
ゲーテなんかも観察の達人だったわけですが、人も社会も自然

もあらゆるものごとには生産的な核みたいなものがあると考えてい
ました。
ゲーテは「プレグナントな点」と呼んでいるわけです。プレグナン

トというのは、妊娠した状態ですね。内部にありながら、外に出る
ことを求めている熱の固まりみたいなものがあったら、意識して育
てていかなくてはいけないと。
これなんかは、とても深遠でありながら、神秘的なもう一つの
真実を語っていると思います。
強みというのは、自分の中に潜んでいる秘密の回廊みたいなも

のなんでしょうね。その先に何があるかは自分でさえ知らない。
そう、プレグナントというともう一つ思い出すのが、プラトンの本
に出てくる話です。『饗宴』だったと思いますけどプラトンによれば、
男女関係なく、誰もが不完全ながら妊娠しているわけです。もちろ
ん比喩的な意味ですよ。精神的には、自分の半身を求めていて、
人とのかかわりのなかで、自分の心に熱をわかちあたえてくれる人
を探しているという。
そして、熱をともしてもらったら、それを大切にして、子供みたい
にみんなで育てていく。確かそんな話だったと思います。
ちょっとむずかしい話になってしまいましたけど、要は、私たち
の生活や仕事というのは、古代ギリシアとかゲーテの世界から受
け継がれている継承物でもあるということです。
同時に未来の人々からお預かりしているものでもあって、私はド

ラッカーの言ったことは思想として解釈するとものすごい遺産だと
いう気がするんですね。とても親しみやすい言葉で書かれている
し、ビジネスとか経営について書いているから、一見するとありふ
れたものごとを語っているだけに見えるんです。
けれども、ありふれたことがあふれた理説として受け入れられて
いること自体が、ぜんぜんありふれたことではないんです。
ありふれたことに見えていること自体が、とてつもなくすごいこと
なのです。

13



随感随筆

キルケゴールの救済
ドラッカーが個としての人間について書いているの
は、「もう一人のキルケゴール」が唯一のものだ。他の
書のすべては社会の中に生きる市民、すなわち社会
が存在することを前提とした、人の位置づけと役割に
関する書である。
だから「もう一人のキルケゴール」は、ドラッカーが
生涯を通して書き続けた「人と社会についての群書」
の総質量に等しい単結晶だ。性質はイリジウムのよう
な高密度で、非常に重い、硬質で、なによりも稀少で
ある。
キルケゴールは、人が精神における個として真に救
済を得るためには、この世に生きた神人キリストを眼
前に向き合うこと、すなわち「神との同時性」を発現さ
せること以外には不可能であるという。それは、神を
遠く離れた抽象的対象として形式的に拝するのでは
なく、具象の神人にして目の前に降り立つ場に個別的
な存在として向き合い、同時に生きることだという。
キリスト教徒でもなく、キルケゴールのいうところの
信仰心もない私は、個として存在できなければ、救済
を得ることもできないのだろうか。

ある神事を訪ねる
先頃訪れた長野県は諏訪大社の神事「御頭祭」の
見聞である。御頭祭は酉の祭ともいい、その古式にな
らって桜花の旬、狩猟と五穀豊穣を祈願しておこなわ
れる。諏訪大社の本宮から少し離れた前宮にある十
間廊までの里程に神輿行列を仕立てて出向き、今ま
さに地方巡業に出ようとする神（ミシャグチ神）の供と
なり鳥獣や魚を与る神事だ。
御頭祭は諏訪大社上社でも風変わりで複雑なもの

だ。神饌の鹿は今でこそ剥製であるが、その昔は本
物の鹿が七十五頭、献じられたという。
春の雨が降る空の下、すこしばかり肌寒い中で行
列を待つ。警蹕とともに御霊代が神輿に移されて行
列が出発する。行列は本宮を発つとこちら前宮に向
けて徐々に近づいてくる。先導する神官のあとに行列
は続き、御旗や薙鎌を持った白衣や黒いはっぴの人
たち、神輿を担ぐ鮮やかな黄色い着物、雅楽隊がだ
んだんと大きく見えてくる。
渋滞する県道の車たちもこの日ばかりは至って神
妙な面持ちに見える。神輿は到着とともに上段に運ば
れ、御神酒、魚介や野菜、そして鹿の頭がお供えさ
れた。ほどなく雅楽の音が響き、御贄柱と呼ばれる木
柱も据えられる。ひとしきりの祝詞の奏上と、出席者
の玉串奉奠ののちに撤饌となる。
一息ついたら、二百年以上前の御頭祭を再現する
神長官守矢史料館を訪ねる。年にして古希の手前ぐ
らいだろうか。ずいぶんと穏やかなまなざしで出迎え
てくれるわりに、きっぱりとした口調の館長にかつての
御頭祭の様子を伺う。

時を越え、かつての御頭祭の様子がここにある。
多数の鹿や猪の頭、松の棒に串刺しになった白う

さぎ、山鳥、器に盛られた鯉、鰤、鮒などの肉の捧げ
ものの他、短刀や弓矢に鈴、そして御贄柱といった神
前祭具が、当時の旅人のスケッチとともに飾られてい
る。それは獣や魚に酒を奉じて神と人が一体となった
饗宴風景であって、原始のころからおこなわれていた
狩猟や農耕にまつわるさまざまな信仰が重なりあう祭
祀である。
そして、この「神との同時性」の饗宴とともに、同時
性の急迫と静寂が追陪する
不思議な祭りがおこなわれ
ていたことを知る。先ほどの
スケッチを描いた旅人、菅江
真澄は日記『すわの海』で信
濃の見聞録として当時の御
頭祭を次のように書き残して
いる。

『すわの海』
「御神（おこう）といって
八歳くらいの子どもが紅の
着物を着て、この御贄柱にその手を添えさせられ、
柱ごと人々が力を合わせて、かの竹の筵の上に押
し上げて置いた。長殿からは四人目の下位の神官
であろうか。山吹色の袂の神官が、木棉襷をかけ
て待つ。」
「そこへ上下を着た男が、藤刀というものを、小
さな錦の袋から取り出し、抜き放って長殿に渡す。
長殿がこの刀を受け取り、山吹色の衣を着た神官
に渡す。（中略）その後神官たちが家の中ほどのと
ころに立ち、祝詞を読み上げる頃には御神楽の声
が聞こえだす。そしてかしわ手を打つ音が三つ聞こ
えて後、神楽が止んだ。」
「例の神の子どもを、桑の木の皮を縒り合わせた
縄で縛り上げる。その縄で縛るとき、ただ、「まず、
まず」と声をかける。ともし火をともす。再び祝詞を
読み上げた後、大紋を着た男が、子どもを追いか

けて神前へ出てくる。」
「一方、長殿は、藤づるが茂っている木の下に行
き、家を造ったとき屋根に刺した、小さな刃物を八
本投げられた。いよいよ祭りは最高潮となる。諏訪
の国の司から、使者の乗った馬が登場する。その
馬の頭をめがけて人々は、物を投げかける。しかし
この馬は、とても早く走る。その馬を今度は、子ど
もたちが大勢で追いかける。」
「その後ろから、例の御贄柱を肩にかついだ神
官が、「御宝だ、御宝だ。」と言いながら、長い鈴の

ようなものを五個、錦の袋
に入れて木の枝にかけ、そ
ろりそろりと走り出し、神
の前庭を大きく七回回っ
て姿を消す。そして、長殿
の前庭で、先に桑の木の
皮で縛られてきた子どもが
解き放され、祭りは終わっ
た。」

『すわの海』の文章は難解
で容易には説明しにくいもの

であるが、その不思議な緊張が解放へ向かう場景に
思わずはっと息をのむ。われわれの基層にある日本の
原風景をそのままに伝えながら、その描写は厳かで美
しい。

江戸時代の社会生態学者
菅江真澄は今から二百六十年余前の一七五四年

の生まれで、伊勢神宮の神職の子である。それは学
問の家である。日本国学の大家、本居宣長の弟子を
先生に学問に励み、その教養は多様だった。
和歌に没頭し、十五の頃には医師や学者、芸術家

ら知識人との交流を深め、医学、薬学、博物学、漢学、
宗教、民俗、風景画に至るまで修得した真澄は、三
十のときに故郷を旅立ち、七十六の生涯を閉じる四
十六年間、長きに渡る旅を続けていく。
諏訪の御頭祭を訪れたのは旅立ちの翌年、一七八

「すわの海」のころ
ドラッカーの視界

ドラッカー学会理事  花松 甲貴

四年の三十一歳のときである。
ドラッカーは、「自然生態学者が生物の環境を研究
するように、私は人間によってつくられた人間の環境
に関心をもつ」といった。菅江真澄はその土地その土
地の慣わしや言い伝え、季節の祭事や日々の営みに
至るまで丹念に観察し、言葉と絵と図を用いて丹念に
描写した。
彼は暮らす人 と々の交流を深めながら、日記「すわ

の海」で信濃の伝統祭祀の中に息づく信仰を生き生
きとした表現とともに今日に伝え
てくれる。その意味において菅
江真澄は明らかに社会生態学
者だ。さりとて「傍観者」だった
ドラッカーに比すると、人生の大
半を旅に暮らし、観察と記録に
費やした菅江真澄は「漂泊者」
の呼びようが似合わしい。
先ほどの館長が、少し困った

ようなうれしいような、どちらとも
つかないような顔で教えてくれ
る。「なぜか、イスラエルから訪
ねてくる人が多いのですね。先
日もここに多くのイスラエルからの訪問がありました。
とても多いです」
神長官守矢史料館のしおりには、かつての御頭祭

についてこう書かれている。「『おこう』という紅の着物
を着た子供を御贄柱とともに押し上げ、その後立ち木
に縄で縛り付けるのは何故か。かつておこうは殺され
たと伝えられている。」

小さな回想
この御頭祭がかつて人身供犠の儀式だったのかど

うか。その真実は知る由もないのであるが、館長によ
ればイスラエルからの訪問者はみな、旧約聖書の創
世記にあるアブラハムの逸話「アブラハムが神に命じ
られ、息子イサクを犠牲としてささげて」を、御頭祭の
物語に重ねあわせているようだ。
諏訪社の原始信仰として古来より掌る「ミシャグチ

神」は「みさく神」ともいう。また、アブラハムが神に命
じられて息子イサクを連れて行く場所は「モリヤの地」
というが、御頭祭がおこなわれる諏訪大社は、「守屋
山」と呼ばれる原生林の山麓に鎮座している。イサク
とみさく、モリヤと守屋、不思議な偶然があるものだ。
「人の信仰心というものはどの国でも、似たような
かたちで表現されてきたのかもしれません。その（異
国の）話とこの地での言い伝えはもちろん偶然でしょ
うが、とても不思議なことです。」

日本神話の記憶を辿って、饗
宴の交わりを通じて神と人が同
時一体となる。そして神とおこう、
長殿、神官を巡り、急迫ののち
の静寂につつまれて生存の証を
確認する。古代のころ、自然の
営みやその土地に神を見いだ
し、畏れ崇める対象とするなか
で、今もなお受け継がれるこの
御頭祭には内面への志向を呼
び起こさせる装置の役割があっ
たのだろうか。
ドラッカーの「もう一人のキル

ケゴール」における言葉を借りれば、「精神における
個人と社会における市民とを同時に生きる緊張」を見
るような気がするからだ。
無論、ユダヤにおける旧約聖書での信仰の概念は、
唯一神に対する従順と信頼という人間の態度であっ
て、自然万物あらゆるものに宿る神 を々畏れ慎みなが
ら、自然との共存を信仰する日本の神道とは大いに異
なるのであるけれども。
すっかり雨も上がったあじさいの季節を前に、古事
記にある建御名方神も合祀される（ささやかで、小さ
な）みさく神社へと向かう。
「そうか、うん、そうだよな、春っていうのは新しい
生命の季節だもんな」
などと、結局のところ沈思黙考に至るべくもなく、
すっかり雨も上がって澄んだ空の下、缶入りの麦酒を
飲みつつ、小さく呟いてみせるのだった。
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随感随筆

キルケゴールの救済
ドラッカーが個としての人間について書いているの
は、「もう一人のキルケゴール」が唯一のものだ。他の
書のすべては社会の中に生きる市民、すなわち社会
が存在することを前提とした、人の位置づけと役割に
関する書である。
だから「もう一人のキルケゴール」は、ドラッカーが
生涯を通して書き続けた「人と社会についての群書」
の総質量に等しい単結晶だ。性質はイリジウムのよう
な高密度で、非常に重い、硬質で、なによりも稀少で
ある。
キルケゴールは、人が精神における個として真に救
済を得るためには、この世に生きた神人キリストを眼
前に向き合うこと、すなわち「神との同時性」を発現さ
せること以外には不可能であるという。それは、神を
遠く離れた抽象的対象として形式的に拝するのでは
なく、具象の神人にして目の前に降り立つ場に個別的
な存在として向き合い、同時に生きることだという。
キリスト教徒でもなく、キルケゴールのいうところの
信仰心もない私は、個として存在できなければ、救済
を得ることもできないのだろうか。

ある神事を訪ねる
先頃訪れた長野県は諏訪大社の神事「御頭祭」の
見聞である。御頭祭は酉の祭ともいい、その古式にな
らって桜花の旬、狩猟と五穀豊穣を祈願しておこなわ
れる。諏訪大社の本宮から少し離れた前宮にある十
間廊までの里程に神輿行列を仕立てて出向き、今ま
さに地方巡業に出ようとする神（ミシャグチ神）の供と
なり鳥獣や魚を与る神事だ。
御頭祭は諏訪大社上社でも風変わりで複雑なもの

だ。神饌の鹿は今でこそ剥製であるが、その昔は本
物の鹿が七十五頭、献じられたという。
春の雨が降る空の下、すこしばかり肌寒い中で行
列を待つ。警蹕とともに御霊代が神輿に移されて行
列が出発する。行列は本宮を発つとこちら前宮に向
けて徐々に近づいてくる。先導する神官のあとに行列
は続き、御旗や薙鎌を持った白衣や黒いはっぴの人
たち、神輿を担ぐ鮮やかな黄色い着物、雅楽隊がだ
んだんと大きく見えてくる。
渋滞する県道の車たちもこの日ばかりは至って神
妙な面持ちに見える。神輿は到着とともに上段に運ば
れ、御神酒、魚介や野菜、そして鹿の頭がお供えさ
れた。ほどなく雅楽の音が響き、御贄柱と呼ばれる木
柱も据えられる。ひとしきりの祝詞の奏上と、出席者
の玉串奉奠ののちに撤饌となる。
一息ついたら、二百年以上前の御頭祭を再現する
神長官守矢史料館を訪ねる。年にして古希の手前ぐ
らいだろうか。ずいぶんと穏やかなまなざしで出迎え
てくれるわりに、きっぱりとした口調の館長にかつての
御頭祭の様子を伺う。

時を越え、かつての御頭祭の様子がここにある。
多数の鹿や猪の頭、松の棒に串刺しになった白う

さぎ、山鳥、器に盛られた鯉、鰤、鮒などの肉の捧げ
ものの他、短刀や弓矢に鈴、そして御贄柱といった神
前祭具が、当時の旅人のスケッチとともに飾られてい
る。それは獣や魚に酒を奉じて神と人が一体となった
饗宴風景であって、原始のころからおこなわれていた
狩猟や農耕にまつわるさまざまな信仰が重なりあう祭
祀である。
そして、この「神との同時性」の饗宴とともに、同時
性の急迫と静寂が追陪する
不思議な祭りがおこなわれ
ていたことを知る。先ほどの
スケッチを描いた旅人、菅江
真澄は日記『すわの海』で信
濃の見聞録として当時の御
頭祭を次のように書き残して
いる。

『すわの海』
「御神（おこう）といって
八歳くらいの子どもが紅の
着物を着て、この御贄柱にその手を添えさせられ、
柱ごと人々が力を合わせて、かの竹の筵の上に押
し上げて置いた。長殿からは四人目の下位の神官
であろうか。山吹色の袂の神官が、木棉襷をかけ
て待つ。」
「そこへ上下を着た男が、藤刀というものを、小
さな錦の袋から取り出し、抜き放って長殿に渡す。
長殿がこの刀を受け取り、山吹色の衣を着た神官
に渡す。（中略）その後神官たちが家の中ほどのと
ころに立ち、祝詞を読み上げる頃には御神楽の声
が聞こえだす。そしてかしわ手を打つ音が三つ聞こ
えて後、神楽が止んだ。」
「例の神の子どもを、桑の木の皮を縒り合わせた
縄で縛り上げる。その縄で縛るとき、ただ、「まず、
まず」と声をかける。ともし火をともす。再び祝詞を
読み上げた後、大紋を着た男が、子どもを追いか

けて神前へ出てくる。」
「一方、長殿は、藤づるが茂っている木の下に行
き、家を造ったとき屋根に刺した、小さな刃物を八
本投げられた。いよいよ祭りは最高潮となる。諏訪
の国の司から、使者の乗った馬が登場する。その
馬の頭をめがけて人々は、物を投げかける。しかし
この馬は、とても早く走る。その馬を今度は、子ど
もたちが大勢で追いかける。」
「その後ろから、例の御贄柱を肩にかついだ神
官が、「御宝だ、御宝だ。」と言いながら、長い鈴の

ようなものを五個、錦の袋
に入れて木の枝にかけ、そ
ろりそろりと走り出し、神
の前庭を大きく七回回っ
て姿を消す。そして、長殿
の前庭で、先に桑の木の
皮で縛られてきた子どもが
解き放され、祭りは終わっ
た。」

『すわの海』の文章は難解
で容易には説明しにくいもの

であるが、その不思議な緊張が解放へ向かう場景に
思わずはっと息をのむ。われわれの基層にある日本の
原風景をそのままに伝えながら、その描写は厳かで美
しい。
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十六年間、長きに渡る旅を続けていく。
諏訪の御頭祭を訪れたのは旅立ちの翌年、一七八

四年の三十一歳のときである。
ドラッカーは、「自然生態学者が生物の環境を研究
するように、私は人間によってつくられた人間の環境
に関心をもつ」といった。菅江真澄はその土地その土
地の慣わしや言い伝え、季節の祭事や日々の営みに
至るまで丹念に観察し、言葉と絵と図を用いて丹念に
描写した。
彼は暮らす人 と々の交流を深めながら、日記「すわ

の海」で信濃の伝統祭祀の中に息づく信仰を生き生
きとした表現とともに今日に伝え
てくれる。その意味において菅
江真澄は明らかに社会生態学
者だ。さりとて「傍観者」だった
ドラッカーに比すると、人生の大
半を旅に暮らし、観察と記録に
費やした菅江真澄は「漂泊者」
の呼びようが似合わしい。
先ほどの館長が、少し困った

ようなうれしいような、どちらとも
つかないような顔で教えてくれ
る。「なぜか、イスラエルから訪
ねてくる人が多いのですね。先
日もここに多くのイスラエルからの訪問がありました。
とても多いです」
神長官守矢史料館のしおりには、かつての御頭祭

についてこう書かれている。「『おこう』という紅の着物
を着た子供を御贄柱とともに押し上げ、その後立ち木
に縄で縛り付けるのは何故か。かつておこうは殺され
たと伝えられている。」

小さな回想
この御頭祭がかつて人身供犠の儀式だったのかど

うか。その真実は知る由もないのであるが、館長によ
ればイスラエルからの訪問者はみな、旧約聖書の創
世記にあるアブラハムの逸話「アブラハムが神に命じ
られ、息子イサクを犠牲としてささげて」を、御頭祭の
物語に重ねあわせているようだ。
諏訪社の原始信仰として古来より掌る「ミシャグチ

神」は「みさく神」ともいう。また、アブラハムが神に命
じられて息子イサクを連れて行く場所は「モリヤの地」
というが、御頭祭がおこなわれる諏訪大社は、「守屋
山」と呼ばれる原生林の山麓に鎮座している。イサク
とみさく、モリヤと守屋、不思議な偶然があるものだ。
「人の信仰心というものはどの国でも、似たような
かたちで表現されてきたのかもしれません。その（異
国の）話とこの地での言い伝えはもちろん偶然でしょ
うが、とても不思議なことです。」

日本神話の記憶を辿って、饗
宴の交わりを通じて神と人が同
時一体となる。そして神とおこう、
長殿、神官を巡り、急迫ののち
の静寂につつまれて生存の証を
確認する。古代のころ、自然の
営みやその土地に神を見いだ
し、畏れ崇める対象とするなか
で、今もなお受け継がれるこの
御頭祭には内面への志向を呼
び起こさせる装置の役割があっ
たのだろうか。
ドラッカーの「もう一人のキル

ケゴール」における言葉を借りれば、「精神における
個人と社会における市民とを同時に生きる緊張」を見
るような気がするからだ。
無論、ユダヤにおける旧約聖書での信仰の概念は、
唯一神に対する従順と信頼という人間の態度であっ
て、自然万物あらゆるものに宿る神 を々畏れ慎みなが
ら、自然との共存を信仰する日本の神道とは大いに異
なるのであるけれども。
すっかり雨も上がったあじさいの季節を前に、古事
記にある建御名方神も合祀される（ささやかで、小さ
な）みさく神社へと向かう。
「そうか、うん、そうだよな、春っていうのは新しい
生命の季節だもんな」
などと、結局のところ沈思黙考に至るべくもなく、
すっかり雨も上がって澄んだ空の下、缶入りの麦酒を
飲みつつ、小さく呟いてみせるのだった。
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キルケゴールの救済
ドラッカーが個としての人間について書いているの
は、「もう一人のキルケゴール」が唯一のものだ。他の
書のすべては社会の中に生きる市民、すなわち社会
が存在することを前提とした、人の位置づけと役割に
関する書である。
だから「もう一人のキルケゴール」は、ドラッカーが
生涯を通して書き続けた「人と社会についての群書」
の総質量に等しい単結晶だ。性質はイリジウムのよう
な高密度で、非常に重い、硬質で、なによりも稀少で
ある。
キルケゴールは、人が精神における個として真に救
済を得るためには、この世に生きた神人キリストを眼
前に向き合うこと、すなわち「神との同時性」を発現さ
せること以外には不可能であるという。それは、神を
遠く離れた抽象的対象として形式的に拝するのでは
なく、具象の神人にして目の前に降り立つ場に個別的
な存在として向き合い、同時に生きることだという。
キリスト教徒でもなく、キルケゴールのいうところの
信仰心もない私は、個として存在できなければ、救済
を得ることもできないのだろうか。

ある神事を訪ねる
先頃訪れた長野県は諏訪大社の神事「御頭祭」の
見聞である。御頭祭は酉の祭ともいい、その古式にな
らって桜花の旬、狩猟と五穀豊穣を祈願しておこなわ
れる。諏訪大社の本宮から少し離れた前宮にある十
間廊までの里程に神輿行列を仕立てて出向き、今ま
さに地方巡業に出ようとする神（ミシャグチ神）の供と
なり鳥獣や魚を与る神事だ。
御頭祭は諏訪大社上社でも風変わりで複雑なもの

だ。神饌の鹿は今でこそ剥製であるが、その昔は本
物の鹿が七十五頭、献じられたという。
春の雨が降る空の下、すこしばかり肌寒い中で行
列を待つ。警蹕とともに御霊代が神輿に移されて行
列が出発する。行列は本宮を発つとこちら前宮に向
けて徐々に近づいてくる。先導する神官のあとに行列
は続き、御旗や薙鎌を持った白衣や黒いはっぴの人
たち、神輿を担ぐ鮮やかな黄色い着物、雅楽隊がだ
んだんと大きく見えてくる。
渋滞する県道の車たちもこの日ばかりは至って神
妙な面持ちに見える。神輿は到着とともに上段に運ば
れ、御神酒、魚介や野菜、そして鹿の頭がお供えさ
れた。ほどなく雅楽の音が響き、御贄柱と呼ばれる木
柱も据えられる。ひとしきりの祝詞の奏上と、出席者
の玉串奉奠ののちに撤饌となる。
一息ついたら、二百年以上前の御頭祭を再現する
神長官守矢史料館を訪ねる。年にして古希の手前ぐ
らいだろうか。ずいぶんと穏やかなまなざしで出迎え
てくれるわりに、きっぱりとした口調の館長にかつての
御頭祭の様子を伺う。

時を越え、かつての御頭祭の様子がここにある。
多数の鹿や猪の頭、松の棒に串刺しになった白う

さぎ、山鳥、器に盛られた鯉、鰤、鮒などの肉の捧げ
ものの他、短刀や弓矢に鈴、そして御贄柱といった神
前祭具が、当時の旅人のスケッチとともに飾られてい
る。それは獣や魚に酒を奉じて神と人が一体となった
饗宴風景であって、原始のころからおこなわれていた
狩猟や農耕にまつわるさまざまな信仰が重なりあう祭
祀である。
そして、この「神との同時性」の饗宴とともに、同時
性の急迫と静寂が追陪する
不思議な祭りがおこなわれ
ていたことを知る。先ほどの
スケッチを描いた旅人、菅江
真澄は日記『すわの海』で信
濃の見聞録として当時の御
頭祭を次のように書き残して
いる。

『すわの海』
「御神（おこう）といって
八歳くらいの子どもが紅の
着物を着て、この御贄柱にその手を添えさせられ、
柱ごと人々が力を合わせて、かの竹の筵の上に押
し上げて置いた。長殿からは四人目の下位の神官
であろうか。山吹色の袂の神官が、木棉襷をかけ
て待つ。」
「そこへ上下を着た男が、藤刀というものを、小
さな錦の袋から取り出し、抜き放って長殿に渡す。
長殿がこの刀を受け取り、山吹色の衣を着た神官
に渡す。（中略）その後神官たちが家の中ほどのと
ころに立ち、祝詞を読み上げる頃には御神楽の声
が聞こえだす。そしてかしわ手を打つ音が三つ聞こ
えて後、神楽が止んだ。」
「例の神の子どもを、桑の木の皮を縒り合わせた
縄で縛り上げる。その縄で縛るとき、ただ、「まず、
まず」と声をかける。ともし火をともす。再び祝詞を
読み上げた後、大紋を着た男が、子どもを追いか

けて神前へ出てくる。」
「一方、長殿は、藤づるが茂っている木の下に行
き、家を造ったとき屋根に刺した、小さな刃物を八
本投げられた。いよいよ祭りは最高潮となる。諏訪
の国の司から、使者の乗った馬が登場する。その
馬の頭をめがけて人々は、物を投げかける。しかし
この馬は、とても早く走る。その馬を今度は、子ど
もたちが大勢で追いかける。」
「その後ろから、例の御贄柱を肩にかついだ神
官が、「御宝だ、御宝だ。」と言いながら、長い鈴の

ようなものを五個、錦の袋
に入れて木の枝にかけ、そ
ろりそろりと走り出し、神
の前庭を大きく七回回っ
て姿を消す。そして、長殿
の前庭で、先に桑の木の
皮で縛られてきた子どもが
解き放され、祭りは終わっ
た。」

『すわの海』の文章は難解
で容易には説明しにくいもの

であるが、その不思議な緊張が解放へ向かう場景に
思わずはっと息をのむ。われわれの基層にある日本の
原風景をそのままに伝えながら、その描写は厳かで美
しい。

江戸時代の社会生態学者
菅江真澄は今から二百六十年余前の一七五四年

の生まれで、伊勢神宮の神職の子である。それは学
問の家である。日本国学の大家、本居宣長の弟子を
先生に学問に励み、その教養は多様だった。
和歌に没頭し、十五の頃には医師や学者、芸術家

ら知識人との交流を深め、医学、薬学、博物学、漢学、
宗教、民俗、風景画に至るまで修得した真澄は、三
十のときに故郷を旅立ち、七十六の生涯を閉じる四
十六年間、長きに渡る旅を続けていく。
諏訪の御頭祭を訪れたのは旅立ちの翌年、一七八

四年の三十一歳のときである。
ドラッカーは、「自然生態学者が生物の環境を研究
するように、私は人間によってつくられた人間の環境
に関心をもつ」といった。菅江真澄はその土地その土
地の慣わしや言い伝え、季節の祭事や日々の営みに
至るまで丹念に観察し、言葉と絵と図を用いて丹念に
描写した。
彼は暮らす人 と々の交流を深めながら、日記「すわ

の海」で信濃の伝統祭祀の中に息づく信仰を生き生
きとした表現とともに今日に伝え
てくれる。その意味において菅
江真澄は明らかに社会生態学
者だ。さりとて「傍観者」だった
ドラッカーに比すると、人生の大
半を旅に暮らし、観察と記録に
費やした菅江真澄は「漂泊者」
の呼びようが似合わしい。
先ほどの館長が、少し困った

ようなうれしいような、どちらとも
つかないような顔で教えてくれ
る。「なぜか、イスラエルから訪
ねてくる人が多いのですね。先
日もここに多くのイスラエルからの訪問がありました。
とても多いです」
神長官守矢史料館のしおりには、かつての御頭祭

についてこう書かれている。「『おこう』という紅の着物
を着た子供を御贄柱とともに押し上げ、その後立ち木
に縄で縛り付けるのは何故か。かつておこうは殺され
たと伝えられている。」

小さな回想
この御頭祭がかつて人身供犠の儀式だったのかど

うか。その真実は知る由もないのであるが、館長によ
ればイスラエルからの訪問者はみな、旧約聖書の創
世記にあるアブラハムの逸話「アブラハムが神に命じ
られ、息子イサクを犠牲としてささげて」を、御頭祭の
物語に重ねあわせているようだ。
諏訪社の原始信仰として古来より掌る「ミシャグチ

神」は「みさく神」ともいう。また、アブラハムが神に命
じられて息子イサクを連れて行く場所は「モリヤの地」
というが、御頭祭がおこなわれる諏訪大社は、「守屋
山」と呼ばれる原生林の山麓に鎮座している。イサク
とみさく、モリヤと守屋、不思議な偶然があるものだ。
「人の信仰心というものはどの国でも、似たような
かたちで表現されてきたのかもしれません。その（異
国の）話とこの地での言い伝えはもちろん偶然でしょ
うが、とても不思議なことです。」

日本神話の記憶を辿って、饗
宴の交わりを通じて神と人が同
時一体となる。そして神とおこう、
長殿、神官を巡り、急迫ののち
の静寂につつまれて生存の証を
確認する。古代のころ、自然の
営みやその土地に神を見いだ
し、畏れ崇める対象とするなか
で、今もなお受け継がれるこの
御頭祭には内面への志向を呼
び起こさせる装置の役割があっ
たのだろうか。
ドラッカーの「もう一人のキル

ケゴール」における言葉を借りれば、「精神における
個人と社会における市民とを同時に生きる緊張」を見
るような気がするからだ。
無論、ユダヤにおける旧約聖書での信仰の概念は、
唯一神に対する従順と信頼という人間の態度であっ
て、自然万物あらゆるものに宿る神 を々畏れ慎みなが
ら、自然との共存を信仰する日本の神道とは大いに異
なるのであるけれども。
すっかり雨も上がったあじさいの季節を前に、古事
記にある建御名方神も合祀される（ささやかで、小さ
な）みさく神社へと向かう。
「そうか、うん、そうだよな、春っていうのは新しい
生命の季節だもんな」
などと、結局のところ沈思黙考に至るべくもなく、
すっかり雨も上がって澄んだ空の下、缶入りの麦酒を
飲みつつ、小さく呟いてみせるのだった。
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書 評

中島 信（なかじまのぶ）

（株）かい援隊本部　本会会員

絡み合った糸玉を一つひとつほぐし
て行くような、大変難しい内容ですが、
読み返していくうちに「論点の深さ」や
「大局感」が少しずつ読み取れる、小生
にとっては、とても大きな本でした。
ドラッカー思想の基礎になる3部作
は、以下になろうかと思います。

1939年『経済人の終わり』：来るべき戦後の在
り方への問題提起
1941年『産業人の未来』：提起した問題への対
応の道筋と回答仮説
1946年『企業とは何か』：回答仮説のGMという
現実企業分析での検証
『経済人の終わり』での問題提起は、「第一次
大戦後に生じたポスト帝政時代において政治・
経済・文化が時代遅れで時代に対応出来ず、ファ
シズムが横行した。」と分析しています。そして、最
後に問題提起として「あるべき自由社会の方向は
何か。」としていると思います。『産業人の未来』で
は、「現前にある産業社会への対応として、英・
米の保守思想を基本とし、姿を現してきた米国で
の新企業の発展性に期待。」を回答仮説としてい
ます。最後の『企業とは何か』では、具体的に
GMの事業部制による運営を分権経営モデルとし
て、社会問題の取り組みという点では課題がのこ
るも、大筋、仮説方向性を確認出来るとしている
かと読み取れます。
その意味では、『産業人の未来』は上記3部作
の中でも、特にドラッカー思想、あるいは社会認
識に焦点があたり、より詳しく論じられた周到な
社会思想の著作かと思います。
『産業人の未来』では、もう一度前書の論議を整
理して、産業革命以降の経済・社会が分業・交
換の進展にもとづく市場の活性化だけではなく、
巨大な生産投資の持つ重要な課題解明の視点
が、古典派経済学、マルクス経済学に欠けると見
ています。ナチズムは、この組織的投資による社
会発展を意識的に展開し、一歩踏み込んで時代

の壁をやぶった面をもっているが、発展の目的を
軍事国家としたところに失敗があったとしています。
したがって、本書では、社会全体の適切な発展と
ひとり一人の出番の実現、それを確実にする正当
なガバンナンスの確立の上に、多様性のある組織
が、夫 の々事業投資を通して、自由な社会を形成
されてゆくとしています。その事で、初めて産業社
会はその力を発揮するという壮大なビジョンが描
かれています。
こうした文脈は、単に第一次大戦以降の現代
史の振り返りだけではなく、ヨーロッパ哲学・思
想全体を見渡した上で、特に17世紀以降のデカ
ルトに始まる合理主義、理性主義の流れ、これと
の対比でキリスト教の希求したことにもしっかり触
れて、「社会の発展、自由」とは何かが深く追求さ
れている書作になっています。ドラッカーは、これ
ほどまでに思索を深める事を通して、社会課題に
基づく明確なミッションをもった多様な組織が、
しっかりしたマネジメントを実践し、その上で、ひ
とり一人を生かし切ることが「産業社会発展の
要」と確信して、1954年の「現代の経営」の著作
に繋がって行くことが、大変よく分かります。
この本は、第一次世界大戦後のヨーロッパの
迷走の原因を分析するばかりではなく、その結果
として第二次世界大戦後の社会が、産業社会・
産業国家間の競争となり、自由な社会と成長を
併せて実現していく事が不可欠になると見通して
います。本書は第二次世界大戦終了の3年前に
書かれていますが、その後の米・ソ冷戦、そして
ソ連の崩壊、更に日本のイノベーションの低迷に
よる成長停滞をも総て見通しているような、大変
示唆に富んだ本であります。少し難しいのですが、
読めば読むほど世界が判る本です。是非ともの精
読を、お薦め申し上げます。

P・F・ドラッカー 著　上田 惇生 訳
『産業人の未来』

て行くような、大変難しい内容ですが、
読み返していくうちに「論点の深さ」や
「大局感」が少しずつ読み取れる、小生
にとっては、とても大きな本でした。

は、以下になろうかと思います。
1939年『経済人の終わり』：
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書 評

山縣 基与志（やまがた きよし）

ジャパノロジー・ミュージアム代表
日本民俗学会会員、国際二宮尊徳思想学会会員

　「経済なき道徳は戯言、道徳なき経済は罪悪」と喝破した
のが、江戸時代の天明7（1787）年に生まれた二宮尊徳で
ある。いつの時代にも必要な経営の原点とも言うべき格言と
いえる。尊徳は、農民の出でありながら、困窮した武家や村、
そして藩までをも立て直した。至誠、勤労、分度、推譲、積
小為大、一円融合などの報徳思想を根底にした報徳仕法を
駆使して改革を行った。その数600余りに上る。

さて本書は、そんな二宮尊徳を学ぶ上での決定版ともいうべき労作だ。
Ⅰ部「二宮尊徳の生き方に学ぶ」では、尊徳の思想を現代の経営理論に
照らしながら、丁寧に解説されている。【第1章】尊徳の一円観：ステー
クホルダー・マネジメント、【第2章】尊徳の至誠（その1）：コンプライア
ンスから始まり【第7章】尊徳の推譲：地域社会対応、社会貢献活動まで、
これまで理解しづらかった報徳仕法がすっきりと腹に落ちる。
Ⅱ部では、二宮尊徳の教えの実践事例がまとめられている。尊徳の四
高弟に数えられ、我が国初の信用組合を創った岡田良一郎、渋沢栄一、
真珠王の御木本幸吉、豊田佐吉、松下幸之助、土光敏夫などと報徳
思想の関わり。さらに報徳経営を現在も受け継いでいる企業も丁寧な
取材をもとに紹介されている。
本書は、日本経営倫理学会CSR研究部会、ならびに一般社団法人 
経営倫理実践研究センターで現代の経営倫理を日々研究、研鑽を重
ねている有志によって編纂された実践の書である。二宮尊徳全集など
の原典にもあたり、綿密な取材の上で、奥深い報徳思想を現代の言葉
と重ねて、わかりやすく丁寧に解説されている。倫理、道徳と経済、経
営は一円融合してこれからもさらに生成発展されて行くべきものであり、
混迷の時代である今こそ、必読の書だといえる。
ちなみにドラッカーは2000年に初めて尊徳の報徳思想に触れ、いた

く興味を示したそうだ。ドラッカーと尊徳の思想の共通点は、「人を幸
福にすること」をとことん追求したこと。経済という言葉は、もともとはギ
リシャ語の「オイコノミクス」を日本語に置き換えた「経世済民」の略語。
金儲けのための学問ではなく、本義は「みんなが、この世の中で仲良く
豊かに暮らせるための実践的な方法論＝共同体のあり方」なのだ。本
書は、報徳思想を通して「経世済民」を学び実践するための絶好の書
でもある。

田中宏司、水尾順一、蟻生俊夫編著　同友館発行

『二宮尊徳に学ぶ報徳の経営』

　「経済なき道徳は戯言、道徳なき経済は罪悪」と喝破した
のが、江戸時代の天明7（1787）年に生まれた二宮尊徳で
ある。いつの時代にも必要な経営の原点とも言うべき格言と
いえる。尊徳は、農民の出でありながら、困窮した武家や村、
そして藩までをも立て直した。至誠、勤労、分度、推譲、積
小為大、一円融合などの報徳思想を根底にした報徳仕法を
駆使して改革を行った。その数600余りに上る。

さて本書は、そんな二宮尊徳を学ぶ上での決定版ともいうべき労作だ。
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Self Introduction

2017年度にドラッカー学会に入会された方からの声をいただきました。ドラッカー学会の
活動はこういった高い志をもたれた皆様の日々の研究や、実践によって成り立っています。

What do you want to be remembered for?

今回の掲載の聴き手・藤島秀記氏による「ドラッカーとの対話～「合併の大波」が意味するもの」は2003年に収録されたもの
ですが、今、デジタルトランスフォーメーションのますますの伸展とともに、個人の働き方という点でも「パートナーシップ」というキー
ワードがとても重要になってくると思われます。
先だっての秋の立命館大会で寺島実郎さんは「マージナルマン」と表現しましたが、副業、複業、兼業という言葉も会社で働く
人にとっての現実となり始めています。本業に軸足を持ちながらも、仕事の境界を越えて外部へ足を踏み出し、仲間を作り学び協
働し、コラボレーション、まさしくパートナーシップを通じた新たな働き方が数年後には当たり前のものとなっているかもしれません。
そんな現実を考えつつ、井坂さんと五島さんの対談「学びの先生ドラッカーに学ぶ人々－－クレアモント探訪・後日談」を読むと、

日本の知識労働者におけるすでに起こった未来の事例として、とてもワクワクするものです。この対談はその（2）以降も、ウェブサ
イトの「Drucker Studiesドラッカー研究」http：//drucker-studies.com/life/2650.htmlに掲載しておりますので、ぜひ覗いて
みて頂けると幸いです。
また余談ではありますが「随感随筆」『すわの海』で登場する御頭祭は、今年も4月15日（日）に諏訪大社で開催されます。興味
をもたれた方はお祭りとともに、すぐ近くの神長官守矢資料館にも立ち寄られてみてはいかがでしょうか。とても不思議な時間と空
間を味わえますよ。
本号をもちまして『ドラッカー・フォーラム』は一時休刊となります。
皆様のますますのご活躍を心からお念じ申し上げます。そしてまた、皆様とお会いできますことを心から願っております。

（ドラッカー学会理事　花松甲貴）

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

米国在住中ドラッカーの講義聴
講、生誕100周年などの機会に

恵まれ、学びたくよろしく
お願いいたします。

高澤 健さん

ドラッカーの理論に感銘を受け、
会社の経営を行ってきました。
再度理論を学びなおしたい

と考えております。

百成 公鋭さん

【書くことは未来を変える！】を
テーマに社会人対象の文章研修

を行うほか、ドラッカー読書
会も取組中です。

藤本 研一さん

“消滅寸前のオホーツク地域の
りんご栽培復興のために、ドラッカー

の知識を学び生かしたいと
思っています。”

篠根 克典さん

一昨年、“実践するドラッカー
読書会”に参加し、現在、読書会

のファシリテーター研修を
受講中です。

鈴木 孝之さん

“職場にドラッカー友達がいなくて
寂しいです。本学会で多くの方と

知り合ってもっと勉強したい
と思います。”

高橋 晋平さん

E-mail: dws-info@drucker-ws.jp
URL: http://drucker-ws.org/Drucker Workshop c/o. Service Innovating lab., Meiji University.
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