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ネクスト・ソサエティはすでに到来した。もとには戻らない。急激な変
化と乱気流の時代にあっては、大きな流れを知り、基本に従わなければ
ならない。個々の変化に振り回されてはならない。その大きな流れが、
ネクスト・ソサエティの到来である。
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コロナ禍の終息の見通しの見えない中です。
どのようにお過ごしでしょうか。
本誌は2018年に一度休刊しておりましたが、このたび多くの皆様のご要
望をいただき、復刊することといたしました。
有効なコミュニケーション・ツールとして会員の皆様に役立てていただ
けることを願っております。
活動報告、研究の途中経過や書いた本、読んだ本についてなどどんなこ
とでも結構です。
あるいはこんなおもしろいことがあると教えていただければ、編集担当
者が伺って記事することもあろうかと思います。
親しみある「知縁」をつなぐニューズレターとして、今後ともご指導のほ
どおねがいいたします。

編集委員会

はじめに

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/
http://drucker-studies.com/
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このたび、2021年度ドラッカー学会総会において、学会理事に就任する
こととなりました中野です。これからも引き続きよろしくお願い申し上げます。
私は現在、経営創研という会社に在籍しながら、企業のコンサルティング

や研修の講師を行なっています。
また、ドラッカー学会では、「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」の
幹事をしたり、ドラッカー学会の企画編集委員として本誌の記事の執筆をし
たりしています。
私がドラッカーに興味を持ったのは、50歳代に入ってからでした。当時、私は日立にいて、研修開
発の責任者的な仕事をしていました。その時に、会社の人材育成に携わるものとして何か心の拠り所
を持ちたいと思い、ドラッカーを学んだのです。
ドラッカーは、企業のミッションとして「事業を通じて顧客に価値を提供すること」「従業員に位置づ
けと役割を与え強みを活かすこと」「社会に対して貢献をすること」を言っています。また、これからは「知
識労働者」が主体になり、「成果に焦点を合わせること」「自分の強みを活かすこと」「継続学習を行う
こと」などが必要だと言っています。
これらは、私の勤務先の日立の基本的な考え方にも合っていると思いました。ドラッカーの考え方は、
私が人材育成に取り組む際のバックボーンになりました。私は、会社でドラッカーの考え方を踏まえて、
研修を開発し講師をして、働く人たちの支援をしてきました。これは、日立を退職して外部のコンサル
タントになったあとも、同じです。
「ドラッカーの考えを広めて働く人たちを支援すること」は、ドラッカー学会で活動する時にも、常に
心掛けていた所です。研究会の幹事の仕事をする時も、『ドラッカー・フォーラム』の記事を執筆する
時も、この考えを胸に活動をしてきました。『ドラッカー・フォーラム』では、少しでも働く人たちの参考
になればと思い、「ドラッカーを実践する人たち」の記事を連載執筆していました。
今、世界では、環境問題やデジタル化などで様 な々イノベーションが求められています。特に日本で

は、少子高齢化やグローバル化に合わせて、働き方の変革が求められています。ドラッカーの考え方
が益々求められているのです。
これから学会の理事になって活動致しますが、今までの活動を更に広げ「ドラッカーの考えを広め
る事業」を推進していきたいと思います。

中野 羊彦

新理事挨拶

ドラッカーの考えを
社会に広めて働く人たちを支援したい

中野羊彦（なかの・よしひこ）
1978年4月に日立製作所入社、人事・勤労の業務に従事、1993年2月に日立総合経営研修所入所、以来
日立グループ内の教育に携わる。2020年3月に日立総合経営研修所を退職。現在、経営創研株式会社パー
トナー、中小企業のコンサルティングや研修講師などを実施。2011年に6月にドラッカー学会に加入、現
在、ドラッカー学会企画編集委員、ドラッカーの窓から明日を考える研究会幹事
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このたび、2021年度ドラッカー学会総会において、学会理事に就任することとな
りました。会員の皆様にはこれからも引き続き、よろしくお願い申し上げます。
現在、大塚製薬工場総務部に在籍し、輸液製剤協議会にて企業倫理推進活動

を通して、製薬加盟団体へのCSR/コンプライアンスの浸透・普及に努めています。
また、NPO活動として日本経営倫理士協会におきまして、企業のリスクマネー
ジャー育成のための経営倫理士取得講座の普及活動にも尽力しています。当協会
では、すでに全国に700名を超える経営倫理士を輩出しております。企業不祥事が
絶えない環境の中、時代の潮目の変化をいち早く感じ取り、諫言できる人材育成の重要性を日々感じています。
さて、これまでのドラッカー学会活動としては、2011年に当学会会員となり各研究会・分科会活動を通して、
企業の社会的責任、特にドラッカー思想を基盤とした企業倫理を中心に研究内容を継続発表させて頂いて
おります。
2015年には本学会の企画編集委員に推挙されました。特に注力したのが、本誌の企画・編集・取材活動

を通して、各エリアで定期開催されているドラッカー研究会・読書会の風景を3年にわたり掲載させて頂きま
した。ドラッカー・マネジメントを学んでいこうという、会員のみなさまの熱意と情熱に圧倒されたことが大きな
印象として残っています。その節は関係者のみなさま、ご対応ほんとうにありがとうございました。
さて、私個人はドラッカーを本格的に学び始めて15年ほど経ちます。組織の中長期の経営計画や人材育
成のあり方等 に々ついてたくさんのヒントをドラッカーから頂きました。人権と社会・コミュニティの重要性を感
じ続けられるようになったのもドラッカーのお陰だと感じています。組織の社会的責任の国際規格ISO26000 
や今注目されているSDGs（持続可能な開発目標）などにもドラッカーの思想が息づいています。そして時代は
ミレニアム世代、さらにZ世代が社会へと進出しています。若い世代の価値観は、これまでの世代以上に社会・
環境・人権への関心を強めたものになっています。それだけにドラッカー思想を若い世代に、もっと広めてい
きたいと思っています。そして継続すべき価値観と環境変化に則した進取の変革をこれからの社会と組織に浸
透できるように、ドラッカーが残してくれた遺産を基に学会活動を通して貢献できればと考えています。

北村 和敏

新理事挨拶

ドラッカー学会理事就任にあたっての
抱負と展望

北村和敏（きたむら・かずとし）
経営倫理士/日本経営倫理士協会常務理事、日本経営倫理学会員、輸液製剤協議会企業倫理推進部会部会長
（主要著書）
『～三方よしに学ぶ～人に好かれる会社』（共著　サンライズ出版　2015）
『渋沢栄一に学ぶ「論語と算盤」の経営』（共著　同友館　2016）
『二宮尊徳に学ぶ報徳経営」』（共著　同友館　2017）
『石田梅岩に学ぶ石門心学の経営』（共著　同友館　2019）
『上杉鷹山とイノベーション経営』（共著　同友館　2020）
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この度、理事に選任いただきました藤田勝利と申します。米クレアモント大学院大学ドラッ
カー・スクール卒業後、ドラッカー学会立ち上げ時に微力ながらお手伝いをさせていただきまし
た。その後、本当に多くの皆様のご尽力でここまで素晴らしいコミュニティに成長した学会を理
事としてお手伝いさせていただけることは光栄であり、同時に大きな責任も感じています。
パンデミックはもとより、国際関係、人 の々暮らし方、働き方、テクノロジーとの関わり方など様々

な面で、私たちは今「劇的な変化」のさなかにいます。それは、単純に「変化が早い」といったレ
ベルにとどまらず、資本主義か社会主義かといった従来のイデオロギー対立を超えて、常識を覆
すような全く新しい統治者や国家統治のスタイルが生まれ、時に経済的・社会的に図り知れないエネルギーを生み出すよ
うになりました。
ドラッカーは、「ポスト資本主義」について論じました。しかしおそらく、近年新しく誕生して勢いを増している国家統治
モデルはドラッカーが追い求めた理想とは異なるはずです。知識ある個々人が自由意思でいきいきと発信しながら躍動し、
互いを活かし合って協働し、自ら社会的責任を果たし、個々人が自由で豊かに暮らすことができる社会がドラッカーの理
想でした。私自身、このような社会の実現に向け、経営や教育の現場で奮闘してきましたが、実現することは容易ではな
いと実感しています。
しかし、ドラッカーがその青年期に抱いた「危機感」「絶望」は私たちが今感じているそれとは比べ物にならないものだっ
たはずです。今以上に自由な言動が弾圧されていた当時に勇気を持って世の中に警鐘を鳴らし、自らの知識を武器にして
行動し、世の中にポジティブな影響を与え続けたのがドラッカーでした。今こそ私たちは、その巨人の肩に乗り、この大き
な転換期を、自由で豊かな産業社会の実現に向かうきっかけにすべきだと強く思います。
ドラッカー学会という多種多様なバックグランドを持ちながら大きな目的を共有できる素晴らしいコミュニティにおいて、
全員で巨人の肩に乗り、高い視座で本質的な学び、対話、そして実践を続けることで、たった一人で世の中に立ち向かっ
たドラッカー以上に、大きなインパクトを生み出せると信じています。
多くの皆様に教えていただき、対話をさせていただきながら、自分が果たせる貢献を精一杯はたしていきたいと考えてい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

藤田 勝利

今こそ、自由で豊かな産業社会の実現に向かって

藤田勝利（ふじた・かつとし）
1972年生まれ。上智大学経済学部経営学科卒業。住友商事、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）を経て、2004年
米国のクレアモント大学院大学P.Fドラッカー経営大学院で経営学修士号取得（MBA,成績優秀者表彰）。生前のピーター・ドラッ
カー教授及びその思想を引き継ぐ各分野の教授陣からマネジメント理論全般を学ぶ。専攻は経営戦略論とリーダーシップ論。
2004年帰国後、組織風土改革のスペシャリストとして2社の組織変革プロジェクトに従事。2005年から6年間、IT系ベンチャー企
業の役員としてマーケティング責任者および事業開発責任者を歴任。
2010年に経営コンサルタントとして独立。次世代経営リーダー育成およびイノベーション・新事業創造に関する分野を中心に、独
自の知識とメソッドを活用した「経営教育（Management Education）」事業を展開。ドラッカー教授の教えと有効な経営学諸理論を
融合させ、実践的なリーダー教育プログラムを開発し、経営幹部層から大学生、高校生にまで幅広く提供している。
2018年にドラッカー・スクールのジェレミー・ハンター准教授、卒業生の稲墻聡一郎らとともにTransform LLC共同創業。
2015～ 2019年まで立教大学経営学部講師を務めた後、現在、桃山学院大学ビジネスデザイン学部特任教授。米ボストン発祥の
Venture Café Tokyo 戦略ディレクター、PROJECT INITIATIVE 代表取締役としても活動。ポジティブ心理学認定コーチ。
著書：「新版ドラッカー・スクールで学んだ本当のマネジメント」（日経BP, 2021年）、「英語で読み解く　ドラッカー『イノベーショ

ンと起業家精神』」（The Japan Times, 2016年）、「ノルマは逆効果　なぜ、あの組織のメンバーは自ら動けるのか」（太田出版, 
2019年）、「最強集団ホットグループ　奇跡の法則（共訳、東洋経済新報社,2007年）

連載：「『起業家社会』の経営学」（全4回,Webメディア Biz/Zine, 2020） 、「今こそ役立つ、ドラッカーの『見方、考え方』」（全11回, 
日経ビジネスオンライン, 2018）他

新理事挨拶
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「（成果をあげるために）第一に身につけるべき習慣は、なされるべきことを考える
ことである。何をしたいかではないことに留意してほしい。」

（ピーター・ドラッカー『経営者の条件』）

先のドラッカー学会総会において理事に選任いただいた際、この言葉が最初に浮
かんできました。
ドラッカー先生との出会いは、十数年前、学生時代に複数の経営者から先生の
著作を薦められたことでした。それから先生の書に導かれ、「変革と継続のバランス」をテーマとして活動し、
現在は、社会課題を解決する金融（社会的インパクト投資）の普及と地域金融の変革に取り組んでいます。
今日まで、自分が、経営者として、そして一人の社会人として活動してこられたのは、ドラッカー先生の存在

があってこそです。特に、先生が実存の次元まで掘り下げて書かれた「もう一人のキルケゴール」と、先生の処
女作でありファシズム全体主義との対決の書である「『経済人』の終わり」を読んで、人生の岐路で何度も救
われ、奮い起こされました。
そんな自分が、ドラッカー学会の理事としてどんな貢献ができるのか。
まだまだ手探りしている段階ではありますが、私自身が、一実践者として（本年、新たに創業した起業家とし
て、また起業や新規事業の支援者として）日々考えていること、悩んでいること、そして、ドラッカー先生との対
話の中から感じていることを共有することが、まずできることなのではないかと感じています。
また、自分自身が先輩経営者からドラッカー先生の存在について教えていただいたように、次世代の担い手
に対して先生の存在・著作・思想を伝えていくことも自分に課せられた使命なのではないかと感じています。
私たちが生きる今この時代も、ドラッカー先生が育った戦間期と同様に、「継続」と「変革」のバランスが大

きく揺らいでいる（そして、今後より一層揺らいでいく）時代だと感じています。
その時代において、ドラッカー学会という存在が、社会の「継続」と「変革」にどのように取り組んでいくべき
なのか。皆さまとの対話も通じて、模索していければと考えています。どうぞよろしくお願い致します。

陶山 祐司

激動の時代で「継続」と「変革」を両立するために

陶山祐司（すやま・ゆうじ）
株式会社Zebras and Company 代表取締役。経済産業省で3.11を受けたエネルギー政策見直し、電機産業政策等を
担当。その後VCとして、105億円の資金調達をした宇宙開発ベンチャーやIoTベンチャーへの経営支援等を実施。イ
ンパクト投資の普及や持続可能なまちづくりを経て、現在は、（1） 社会課題解決と事業成長の両立、（2）株主のみな
らずステークホルダー全体への貢献、（3）短期的な時価総額向上よりも長期的な価値創出拡大を掲げる「ゼブラ企業」
の普及拡大に取り組んでいる。

新理事挨拶
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藤島秀記
〈今一番、関心をもっていること〉　
ドラッカーの歴史観によれば、いまわれわれは歴史の転換点に立つ。実質GNPおよび富の分
配率の低下、中間階層の没落、格差の拡大などいずれも民主主義の根幹の機能に赤信号が灯
る。日本の未来や如何に！

〈好きなドラッカーの言葉、書籍〉　
「マネジメントは文化であり、価値観と信条の体系である。世界経済にとって唯一の機関と
なっている」
・愛読書＝『断絶の時代』

〈フリーコメント〉　
「C＆Mジャーナル」を復刊されるとのこと、私も創刊号に執筆した懐かしい小誌です。頑張っ
てください。

石岡 義之
〈今一番、関心をもっていること〉　
マネジメントの役割

〈好きなドラッカーの言葉、書籍〉　
『マネジメント  基本と原則』

〈フリーコメント〉　
実際の企業におけるマネジメントの取組みが、何故ドラッカーのマネジメントと違っている
のか、原因と課題を知るために、基準となるマネジメントの基本と原則をしっかりと学んで
行きたいと考えています。
よろしくお願いします。

胡 青
〈今一番、関心をもっていること〉
公的機関による企業家的機能の発揮に関する実践例

〈好きなドラッカーの言葉、書籍〉
『現代の経営（上）』：「企業の目的は、それぞれの企業の外にある。事実、企業は社会の機関で
あり、その目的は社会にある。企業の目的として有効な定義は一つしかない。すなわち、顧客
の創造である。」（p.46）
あとは、好きな書籍というと、『イノベーションと企業家精神』。

〈フリーコメント〉
社会に存在する問題を解決することは、組織にとっての最大の機会である。

会員紹介
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児玉史彦
所属：株式会社S.I.コンサルティング

〈今一番、関心をもっていること〉　
昨年、有志とコンサルタント会社を創業し一年が経過し、マネジメントの重要性を改めて実
感しています。

〈好きなドラッカーの言葉、書籍〉　
好きな言葉：マーケティングとは、「自社が売りたいもの」ではなく、「顧客の求めるもの」か
ら事業をスタートすることである。
好きな本（初めて読んだ本）：『プロフェッショナルの条件』

〈フリーコメント〉
鹿児島で読書会等の研究グループ活動を始めたいと思っています。
先輩学会員の皆さま方、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

豊田 雅彦
〈今一番、関心をもっていること〉　
ドラッカーとマクルーハンが予見していたであろう、これからの社会。

〈好きなドラッカーの言葉、書籍〉　
明日のために今日どう取り組むか
『断絶の時代』

〈フリーコメント〉
現在、渋澤ドラッカー研究会に参加しています。
ドラッカー読書会は、毎月、2つから3つ参加しています。
マクルーハン読書会、ブルデュー読書会を毎月、主催しています。
出現する参加型社会コミュニティをほぼ毎週、主催しています。
マインドフルネスのプラクティスに、毎週、参加しています。
Facebookには、毎日、投稿していますので、ご覧ください。

西條 秀俊
〈今一番、関心をもっていること〉　
人生100年時代のキャリア形成－還暦を迎える自分自身の今後のキャリア展望

〈好きなドラッカーの言葉、書籍〉
重要なことは、いかなる未来を今日の思考と行動に折り込むかである。
『マネジメント－課題・責任・実践』

〈フリーコメント〉
阪井代表理事、井坂理事をはじめ、ドラッカー学会の皆様には大変お世話になっております。
本学（新潟大学）で、ドラッカー学会読書会新潟主宰、（株）WIT代表取締役瀬賀孝子様、岩塚
製菓株式会社のご協力、ご支援を受け、ドラッカー学会の寄付講座として開講している「P.F.
ドラッカー理論とそこから学ぶキャリアデザイン」は、今年度で4年目を迎えます。毎年、学
生からも高い評価を受けています。学生に学ばせるだけでなく、担当教員でもある私自身が
もっと学ぶ必要性を感じ、昨年度から学会に入会いたしました。ドラッカーに関しては、何分
にもまだまだ未熟者でございますので、今後ともよろしくご指導のほどお願い申し上げます。

会員紹介
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森田仁計
〈今一番、関心をもっていること〉　
もうすぐ1歳半になる息子の成長です。昨日できなかったことが翌日にはできている、そんな
子供の成長スピードをみて、自分も負けてられないと鼓舞しています。

〈好きなドラッカーの言葉、書籍〉　
『経営者の条件』です。自分自身を整えるために何度も読み返しています。

〈フリーコメント〉
ドラッカー学会の皆さま、はじめまして！森田と申します。ドラッカーさんの本、言葉の切れ
味に感銘を受け、学会に入会させていただきました。仕事は医療機関の経営支援をさせても
らっています。まだまだ学び始めたばかりですが、皆さんと共にドラッカーさんの経営思想
を深め、自分ごとに落とし込みながら、私が今仕事させてもらっている医療業界に少しでも
貢献できればと思っております。これからどうぞよろしくお願いいたします。

吉村 宏太
〈今一番、関心をもっていること〉　
あらゆる社会において、卓越性は何によって身につけられるのか

〈好きなドラッカーの言葉、書籍〉
好きなドラッカーの言葉：真摯さの欠如は許さない。決して許さない。（マネジメントより）
好きなドラッカーの書籍：『プロフェッショナルの条件』

〈フリーコメント〉
プロアスリートや、大学の運動部学生が、競技力と人間力を同時に高めるために必要なこと
は何かを探求しています。
ドラッカーには、組織マネジメントだけでなく、卓越した個人を育成するヒントもあるので
はないか、その鍵を見つけたいと思い入会させていただきました。

会員紹介
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 会員書籍紹介

大内孝夫（おおうち・たかお）
1960年生まれ。みずほ銀行にて支店長などを歴任後、武
蔵野音楽大学勤務を経て、2020年より名古屋芸術大学
芸術学部音楽領域教授。全日本ピアノ指導者協会（ピティ
ナ）キャリア支援室長／ピアノ指導者経営相談窓口担当／
組織運営委員、ドラッカー学会会員。これまでにない視点
に立った進路・キャリア関連著書が音楽教育界で大きな
話題を呼ぶ。経営、金融関連含め、著書多数。

私は30年勤めた銀行を8年前に退
職し、音楽大学に転職しました。その2
年後に処女作『「音大卒」は武器にな
る』を出版し、はじめてのことで売れ行
きが気になり、本屋を巡る中で近くに
棚割されていた『もしドラ』を手にし、ド
ラッカーの門が開きました。そんなわけ

で、ドラッカーについてはほとんど初学者なわけ
ですが、マネジメントと音楽の世界のシンクロには、
ただただ驚くばかりです。
というのも両者は、「答えのない最高を求めて
自らに一流の仕事を課す」行為を共有しているか
らです。その成否を分かつ要因は、統合して考え
られるか、孤独を味方につけられるか、全体を俯
瞰できるか、自己目標管理ができるか、など共通
するものばかりです。とりわけ本書で紹介している
ピアニスト・指揮者D.バレンボイムの「音」と「音
楽」の違いについての説明は、そのまま「人」と「組
織」に読み替えられる点を指摘しておきたいと思
います。すなわち3歳でマネジメントは学べません
が、ピアノを通じてマネジメントの本質は体得でき
るわけです。私にとってこれは大変大きな発見で、
第4章はピアノで非認知能力獲得を経てマネジメ
ント力養成に至る理由、プロセスに、ほぼ1章を
費やしました。
本書とは別の視座ですが、ドラッカー学会理
事井坂康志さんは多田治さんとの共著『ドラッ
カー ×社会学』の中で、「知識労働の究極の形は
芸術ではないか」とご発言されています。確かに
どんなに世の中が変わっても、「命」と「心の動き」
は人が人である限り変わらぬ大きなテーマです。
その意味で、医学と芸術は人間の知識の最後の
砦なのかもしれませんし、このあたりにもピアノを
学ぶ意義が見出せそうです。
最後に最近は便利な社会になり、それはさらに
加速する勢いです。しかしそれゆえにお子さんの
コミュニケーション能力や指先の機能など、本来
置き去りにされてはならない大切なものが失われ

る危機にも瀕しています。ピアノは脳の全身運動
ですから、体をマネジメントし、この時代の罠とも
いえる危機を、強みに変換させるパワーも有して
います。
それにしても面白いもので、音大生でなく、音
楽教室の先生でも生徒でもない私が、この6年で
「音大卒」「音楽教室経営」「ピアノ」などをテーマ
に7冊の本を上梓しました。これも井坂本の紹介
にあるE.サイードではありませんが、全くのアマ
チュアだからこそ見えるものがあったのかもしれま
せん。全くの偶然とはいえ、音楽との不思議な縁
には、感謝しかありません。本書の中に、みなさ
まの少しでも参考になるものがあれば、望外の幸
せです。

【目次】
プロローグ
Part1 ピアノを習うメリット
 第1章 習わなければ大損！ すでに進学校
  は音楽を重視
 第2章 「ピアノは脳にいい」は本当か？
 第3章 ピアノは子どもの「非認知能力」を
  鍛える
 第4章　ピアノは“生きる力”を育む
Part2 ピアノを人生に活かすために
 第5章 子どもに合った教室の探し方
 第6章 電子ピアノやオンラインレッスンで
  もいいですか？
 第7章 人生は、ピアノとともに！
 第8章 ピアノを習う上で気を付けること

大内 孝夫
『「ピアノ習ってます」は武器になる』（音楽之友社）

で、ドラッカーについてはほとんど初学者なわけ
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私は、大学卒業後約7年の実務経験
を経て、2002年から2004年まで米クレ
アモント大学院大学P.Fドラッカー経営
大学院で学びました。ドラッカー教授が
亡くなる1年前に卒業ということで、ちょ
うどその最晩年を現地で過ごさせていた
だき、ドラッカー教授と、その思想に共

鳴する様 な々専門性を持つ教授陣から「マネジメ
ント（経営）」全般を学ぶことができました。
その2年間は、単に受け身で学ぶのではなく、
自ら「経営（マネジメント）」の全体像を積極的に
探究する時期でもありました。経営を実現するた
めに必要な経営戦略、マーケティング、イノベー
ション、情報技術、会計、人材活用、といった諸
要素が「どう融合され、どのように価値ある全体
を生み出すのか」について、クラスメイトや教授た
ちと徹底的に話し合い、考える日 で々した。
本書『新版　ドラッカー・スクールで学んだ
本当のマネジメント』は、2013年に出版された
旧ヴァージョンに、最新の情報や考察を大幅に
加えて新たに日経BP社より今年出版されたもの
で、私自身の「分身」とも言える書です。私がド
ラッカー・スクールで学んだことのエッセンスを
抽出し、さらに、卒業後の実務経験や教育・研
究活動で得た知見と融合した形で、各章、実話
をもとにした「ケース」を使って解説しています。
ケースを作成した理由は、いずれの組織でも、ど
なたでも、「マネジメント」について考え、実践す
る機会は日々無数に身の回りにあることに気づい
ていただきたかったことです。
本書序章にお

いて、ドラッカー
のマネジメント理
論を実践する上
で中心テーマと
なる7テーマを以
下の「人の体」に
例える形でご紹
介しています。本

書の中心部分はこれら7つの章で構成されてい
ます。
ドラッカーの経営理論の特徴は、
 「機械的ではなく、生命的であること」
 「部分だけでなく、相互の繋がりや全体性を

重視すること」
 「管理以上に、創造志向であること」
にあると私は考えています。そのような意図を
表現するものとして、上記の人の体の図を活用し
ています。
•ドラッカー経営学のエッセンスを、具体的事
例を通じて理解したい方
•「経営」「マネジメント」というテーマの輪郭
や全体像をつかみたい方
•日々のマネジメント実務ですぐに活用できる
発想のヒントをつかみたい方
•経営リーダーやマネジャーの教育・育成に
ご関心のある方
にぜひ、本書をお読みいただきたいです。
内容について、忌憚ないご意見をいただき、率
直な対話をさせていただけることを心より楽しみ
にしています。

【目次】
プロローグ  本当の「マネジメント」を学ぶ旅へ
第0章 深く学んでいただくために～本書の前
 提、目的、全体像について～
第1章 「セルフマネジメント」から始まる
第2章 マネジャーは何を目指すのか
第3章 マーケティングの本質～顧客創造的
 な会社とは～
第4章 イノベーションという最強の戦略
第5章 会計とマネジメント～知識資本時代の
 利益～
第6章 成果を上げる組織とチーム
第7章 情報技術とコミュニケーションについ
 て、本当に大切なこと
エピローグ マネジメント 明日を創る生き方、

働き方

藤田 勝利
『新版  ドラッカー・スクールで学んだ本当のマネジメント』（日経BP社）

を経て、2002年から2004年まで米クレ
アモント大学院大学P.Fドラッカー経営
大学院で学びました。ドラッカー教授が
亡くなる1年前に卒業ということで、ちょ
うどその最晩年を現地で過ごさせていた
だき、ドラッカー教授と、その思想に共

鳴する様 な々専門性を持つ教授陣から「マネジメ

 会員書籍紹介

10



Bo
ok

 In
tr

od
uc

tio
n

井坂康志（いさか・やすし）
メディア・プロデューサー、ものつくり大学特別客員教授。
1972 年埼玉県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究
科博士課程単位取得退学。博士（商学）。著書に『ドラッ
カー入門 新版』ダイヤモンド社（共著）、『P・F・ドラッカー
―マネジメント思想の源流と展望』文眞堂（経営学史学
会奨励賞受賞）、翻訳書に『ドラッカーと私』NTT 出版など
がある。

多田 治（ただ・おさむ） 
一橋大学大学院社会学研究科教授。1970 年大阪府生ま
れ。琉球大学法文学部助教授を経て現職。早稲田大学大
学院文学研究科社会学専攻博士後期課程修了。博士（文
学）。著書に『沖縄イメージの誕生』東洋経済新報社、『沖
縄イメージを旅する』中公新書ラクレ、『社会学理論のエッ
センス』学文社、『社会学理論のプラクティス』くんぷる、『い
ま、「水俣」を伝える意味』くんぷる（共編著）などがある。

本書は一橋大学の社会学者・多田治
氏との共著です。
社会学とドラッカーというありそうでな

かった組み合わせの妙を追求しています。
ただし、両者には知識を重要な探求
分野とするなど、いくつかの重要な共通
点があります。それは、社会生態学と社

会学とのスコープ上の共通点です。
本書でも、副題「コロナ後の知識社会へ」とあ

るように、現在のコロナの後に訪れるであろう知
識と社会の変貌を課題としています。
実は多田氏と私は大学時代の先輩後輩の関
係で、30年にわたる交流を重ねてきた間柄でも
あります。学生時代は音楽のユニットを通してとも
に密な活動を行ってきました。
社会人になってからも、私が編集者として多

田氏の主著『沖縄イメージの誕生』を編集したり、
多田氏が私の主著『P・F・ドラッカー－マネジ
メント思想の源流と展望』を評したりなど、互い
の知的フレームを随時参照しながら、時に考え
を変えたり関係性を組み替えつつ交流を続けて
きました。
本書の持ち味は、知的なレベルの掛け合わせ

とともに、私と多田氏という人間同士の掛け合わ
せを随所に意識的に残しているところにあると思
います。知識をめぐる「×」はコロナ後の時代の一
つのキーワードなのではないかと考えています。
その一つの表れが、二章を割いて展開されてい

る対談です。この対談は、SNSのコメント欄上で行
われたものをもとに編集されています。多田氏の見
る知識社会と私の見る知識社会の交接点から彩
り豊かな社会観が打ち出せていると思います。
私としては、一人の代表的な社会学者とともに

ドラッカーの社会観を展開できたことをうれしく思
うとともに、異なる世界の紡ぎ出すタペストリー状
の鮮やかな世界を手に取ってくださる方にもとも
に発展させていただきたいと願っています。
ネット時代において書物の意味も大きく変わり

ました。かつて書物は長年の知的思索をまとめた

ゴールとしての位置づけをもっていました。今では、
本を刊行することをスタート地点として、いろいろ
な知的活動が営まれています。
今後、本書を一つの素材として、言及されてい

る「知縁」を創生していきたいと思っています。すで
に多田氏の勤務する一橋大学で本書は教科書と
して広く読まれており、ドラッカーの思想を少しでも
多くの若い方々に役立てていただきたく思います。
知識をもって絆と共生の結節点とすることは、

ドラッカーの構想した知識社会の成否を決定す
る重大な要因です。
今後も上記の課題について思索と実践を

フィードバックしつつ、精進していきたいと思います。

【目次】
はじめに̶知識と社会の二重性
1章 知識社会とは何か
2章 ドラッカーと社会学的思考
3章 知識の生産性
4章 知識社会と社会生態学をめぐる対話・
 前編
5章 知識社会のプラクティス
6章 知識社会と社会生態学をめぐる対話・
 後編
おわりに̶新しい風景

井坂 康志

井坂康志・多田治
『ドラッカー×社会学―コロナ後の知識社会へ』（公人の友社）

氏との共著です。

かった組み合わせの妙を追求しています。

分野とするなど、いくつかの重要な共通
点があります。それは、社会生態学と社

会学とのスコープ上の共通点です。
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コロナ後の知識社会をめぐる共著
―『ドラッカー×社会学』のエッセンス―

とを頭ごなしに「こうあるべきじゃない」などと言っても始まらな
い、ということですよね。
さらに108ページあたりの議論では、組織や国家も、「森羅
万象が生きている」という生命体のメタファーで、同じようにと
らえられると。それぞれが固有で自律的な継続と発展の原型を
内に宿しているから、それらを邪魔せず、各自のリズムとパター
ンを尊重しながら引き出していくのが、マネジメントの原則だと
言っているわけですね。
井坂　マネジメントの理想形だと思うのですけどもね。なかな
か簡単ではないですけどね。私たち二人とも、子どもを育てた
経験があるわけですが、子どもは自然に近い、むき出しで生き
てるわけですよね、泣きたい時には泣く。そこで「何かしろ」「そ
れは良くない」と言っても始まらない。ああいうのを多少経験す
ると、人間がコントロールできることはごくわずかなんだなと気
づかされます。もともと持っている力をできるだけ邪魔せず、引
き出す形が望ましいという。
多田　フランスで社会学を確立したデュルケームという人も、
「社会」を考えるときに、生命体とのアナロジーで社会をとらえ
たことで、社会を全体としてトータルにとらえる視座を提示した
のですが、通じるなと思いました。

〈強み〉を生かす
多田　この社会生態学から、〈強み〉という話になっていくので
すよね（36）。〈強み〉を生かす。人や組織の自律性や創発性を
生かすことであり、自分のなかの卓越性を見出して、それを育
てていくという（53）。学生ですと就職活動で、そこが求められ
るかもしれない。強みは本人が自覚していないとまどろんでい
るので、それをしっかり意識することで、起動し覚醒する（77）
と言っておられるわけですね。
井坂　強みについて私は、申し上げたいことがたくさんあるの
です。そもそも強みというのは、学問用語じゃないですからね。
シンプルで素朴な言葉なのですが、私はドラッカーを読むまで、
この言葉すら聞いたことがなかった。得意とか長所は聞きまし
たが、強みを初めて聞いたときは、何を意味してるのだろうと
思いました。
先ほどの、自然としての人間存在。あるがままの状態の中に

は必ず、強みがあるんだという考え方です。実際誰にもあるの
ですね。「いや私は強みなんてないんです」という人も結構いる
のですけど、ない人はいない。強みはあまり自己主張しないも
のですから、こうやって話してる間でも、私の心臓や呼吸器は
動いてるわけです。強みも似ているのですよね。誰も意識して
呼吸してるわけじゃなく、ふだん静かに機能している。これをど
うやって活性化させていくか。まず、強みがあると知るだけで、
かなり自分の可能性の見え方がちがってくる気がしますね。
多田　そのためにどうしたらいいのかってときに、井坂さんが
言って実践もされている、日記ですよね（79）。日 の々行動観察
であり、内省とセルフモニタリングをできるんだと。

井坂 ぜひ学生の皆さんには、今日から始めてほしいですね。
今日から日記を始めたら、20年後ものすごい財産になってます。
私が自分の行動記録をつけ始めたのが、28ぐらいの時で、もう
20年ぐらいになります。いつも思うのが、あと10年早く始めてお
けばよかったなと。学生時代に日々 どんなこと考えていたかなど、
自分を知る上でのデータベースを作るようなものです。しかも今
はワープロを使うから、検索できるのですよね。何月何日にあの
本を読んだとか、あの人と会ったとか、全部わかる。
多田　結局、強みというのは、誰か人に言われて気づくという
か、もちろんそれもあるんだけど、人から押しつけたり方向づけ
たりされるよりも、自分で気づいて、自分をモニタリング、内省
していくことが大事なのですよね。他人にモニタリングされると
いうことは、常にそこに支配やコントロールをされてしまう可能
性があるわけだけど、自分で自分を律することが、一番いいの
ですよね。
井坂　おっしゃる通りですね。ドラッカーの場合はナチスとい
う、むき出しに他人を支配する暴力的な政治プログラムに対抗
してマネジメントに着手したわけです。
それに類することは、自由主義を標榜する国にだってあるわけ
ですから、手綱はきちんと自分が握るという強い意志は、必要
だと思いますね。
多田　そうですよね。まあここまで自然生態、社会生態。私も
最近、学生に「ナチュラルに」って、いつも言うのですけどね。
やっぱり、押しつけてやらせたくないってのが、あるのですよね。
それでも言わなきゃいけない時もあるんだけど。学生とか親子
とかね。でもできればナチュラルに、内発的に行ってほしいとい
うのが、それが一番ですよね。

フィードバック分析：成功体験を内省する
多田　そうして、フィードバック分析（58）。ここで、成功体験
を内省してみよう、って話なんだけど、私なんかは結構くよくよ
しちゃう人間なので、どちらかというと失敗や挫折した体験ば
かり思い出しちゃうのですね。「ああ、自分はなんであんな馬鹿
なことをしたのだろう」みたいな。ここで、なぜ成功を振り返る
んでしょう？
井坂　ドラッカーが自伝で書いていたのですが、当時フランク
フルト大学の先生で、マルティン・ブーバーというユダヤ哲学
の専門家が書いた文章に、「自分はうまくいったことから学ん
できた」とうのがあり、それをまねてやってきたと。結局、人間
がもつ宿命、つまり人間はとんでもなく弱くて、過ちを犯す存
在なんだというのが、人間のひとつの真実だと思うのですよ。
基本的には過ちが多いし、倫理的にも問題のある行動をとる。
どんなに立派な人だって、ありうることですね。だから失敗を相
手にし始めると、人間一生あっても時間が足りないわけです。
それだったら成功を、きっちり見ていく。限られた資源をどう有
効に活用するか、ですね。
多田　そう。といっても、実際には成功だけを見ているわけで

共著本『ドラッカー×社会学』を刊行して
多田　それでは井坂さん、よ
ろしくお願いいたします。今回
『ドラッカー×社会学』を私た
ちの共著として、皆さんにお届
けできました。どうですか井坂
さん、これが出てみて。
井坂 私は編集者で本を350
冊ぐらい作ってきたのですが、
こんなに感慨深い本はないです
ね。なぜ感慨深いかはこれから
追い追いお話ししますが。
多田　そうですね。それで、これを作るプロセスで、何回も読
んでいるわけですが。今回授業で使うのに準備をして、レジュ
メを作るためにまた2回ほど読み直したのですが、かなり中身
が濃いですね。ずいぶん時間がかかってしまいました。
井坂　そうですね、一見すると200ページ足らずの本ですが、
すべて寸止めというか、ギリギリで止めてあとは考えてもらう書
き方になっているので、中身は濃いつくりになっていると思いま
す。
多田　ドラッカーや社会学に、初めてふれる人も多いと思うの
ですが。そういう方が最初から読み始めると、前提がないので
少し難しい、とっつきにくいかもしれなくて。その場合は3章か
ら読み始めてもらってもいいのかなと思ったのですが、どうで
しょう。
井坂　3章が「知識の生産性」という、きわめてプラクティカル
というか、誰にでも関係ある話が出ております。読み物としてい
い筋だと思います。
多田　はい。この本はいわゆる「ハウツー本」というか、学生
の皆さんが実際に学校でいろんな勉強をして、知識を身につ

のものですよね（94）。し
かも「根っこ」という見え
ないところに、ドラッカー
でいうとヨーロッパでの
全体主義体験があって。
そこから真逆の、人それ
ぞれの生きざまを尊重す
る、多元的な社会の生態
を見ていく社会生態学の
発想・営みにつながった
わけですよね。
井坂　そうですね。生き
物の場合は、樹もそうで
すし、私たちの指紋や顔などもそうですが、自然の生み出すも
のに一つとして同じものがない。個性そのものです。それを支え
て育む根として、見えない・感知できないところで形成されたも
のが、いまの自分を作っている。ドラッカーの場合、アメリカに
行く前、ヨーロッパで非常に苦労した時代があるわけですけど、
アメリカに行った後の彼しか見てないと、成功したコンサルタ
ントの面しか見えない。実は若い頃には壮絶な命のやりとりを、
ナチズムとの間でやっています。そこは彼の中に一本通ったも
のがある。
これは誰でも、どんな人でも根の部分があって、多田さんに
も私にも、皆さんにも一人ひとり、根の部分が必ずあるわけで
す。それが多元性の源になっている。
多田　ドラッカー自身がユダヤ人として経験したナチスの全
体主義と、マネジメントや社会生態学の一連の仕事というの
は、一見全くちがうように見えるけど、実はすごくつながってい
た。多くのドラッカー関連の本でも、このヨーロッパ体験の部
分があまり出てこないですね。私も、井坂さんの本を通して初
めて知りました。私が授業で扱うエーリッヒ・フロムなどフラン
クフルト学派の人たちも同様の経験をしており、関連性を感じ
ます。

社会生態学：生命体とのアナロジー
多田　樹木図で描いた社会生態学は、自然とのアナロジーで
表現されていますよね（32）。自然の生態は、人間の理性や思
考に服従してない。当たり前に樹や動物が育つことには、否定
の語法がない（99）。「こうあるべきじゃない」「やってはいけな
い」とか、そういう話じゃないわけですよね。
井坂　人間の場合、たとえば死は忌避されるものとして、否定
的に見られがちですが、自然の生き物はただ、動かなくなるだ
けですからね。そこに良いも悪いもない。
多田　そうですよね。あるのは生きて働いている現実だけ、と
いう。それを受け入れていくことが、自然に対してはそうなんだ
けど、実はそれは人間や社会も同様なんじゃないか、という。
それぞれの人に、そうなっている理由があるのであって、そのこ

人が困っていて、そのことに対してビジネスで答えていくという、
そういう流れになってきているのかなと思うのですが。
井坂　そう思いますね。わかりやすい例で言うと、SDGsです。
もともと社会的な課題、17のゴールを、それぞれの社会で解
決してゆく。ビジネスとNGO・NPOという垣根はもう、どんど
んなくなってきています。

学校・学生という「現場」：WHATとHOWのつながり
多田　「現場で働く人向けに書かれた『断絶の時代』」（16）と
あるのですが、それでは学校に通う学生の人たちは、どんなふ
うに考えたらいいんでしょう？
井坂　『断絶の時代』はある種、壮大な教育論でもある。学校
や学生であっても、現場にちがいないですね。「学ぶ」「教える」
というのは、現場そのものですから、全くそこは、乖離したもの
ではないと思います。
多田　そこが、学校はちゃんと「現場」としてとらえられてこな
かったのですよね。むしろそこを等しく見たほうが、いろいろ生
かせるのかなということもありますよね。
次に、「方法の知識や技能が社会の中心になってきている」

（28）いわゆるwhat、内容の知識よりhow、「いかに」の知識、
方法知が中心になったと。しかしそうしますと、大学生にとって
は「それなら専門学校でもいいのでは」という疑問にもなりえま
す。どうですか？
井坂　方法知と命題知、howとwhatの関係ですが、たとえば
自動車の教習所は、基本的にhowを満たせば誰でも合格でき
ます。一方で大学は、縦軸・横軸で言うと、タテ、歴史を持っ
ている。ドラッカーはたしかにhowの重要性を説いていますが、
一方でリベラルアーツの重要性を強調している。howばかりや
たらできる、たとえば金儲けはうまいけれども、倫理性に乏しい
ような人が、アメリカでも日本でも問題になっている。そういう
才覚に長けていても、「何をなすべきか」、「何」は、必要なもの
です。そこをきちんと習得できる場所として大学というのは、む
しろ社会の中心に今後どんどんなってゆく。whatをきちんと押
さえられる場は、社会にそうたくさんあるわけじゃない。そのあ
たりが、一般に言われている大学のとらえ方とは様相がちがう
のでしょう。
多田　なるほど。おそらくそこが、方法知に対する理解ともつ
ながってくるのかなと。「何」に当たるコンテンツ・中身も、「どう
生かすのか」とセットになっている。そこを深みをもって考えら
れるのはやはり、大学の役割でもあるのかなと。はい。

樹木図の効用：見えない根っこに着眼する
多田 樹木図（35）というのが井坂さん、よくつくられましたね。
井坂　ドラッカーの社会生態学を、生き物として表現したいと
考えていて、樹が一番フィットするように思って、作ったもので
す。
多田　樹が、全体として生きている。社会生態学の考え方そ

けて、その知識をどう使っていくのかがとても大事なのですが、
そこをあまり教えてくれる場がなく人もいないということで、そう
いう点でもノウハウを書いてある3章以降から読み始めるのも
いいのではと思いますね。

ビジネスと社会の相互浸透
多田　それでは井坂さんにいろいろお聞きしていきます。まず
「ドラッカーやマネジメントと社会学」という、こういう組み合わ
せってあんまりないですよね。
井坂　ありそうでないのですね。
多田　はい。それがなぜ、どうつながり、重なるのだろうかと。
井坂　ドラッカーと言いますと、経営の世界ではよく知られて
いる。私たちはふだんマネジメントといえば「管理」の意味でよ
く使うのですけど、ドラッカーの言うマネジメントはほとんど社
会的な概念ですよね。会社のマネジメントというのが、たいて
いの方の頭にまず浮かぶのですけど、彼が論じていたのは、教
会とか大学、NPO、社会全体あるいは行政、政治、そこで人
間が関わる活動全般にいえる概念でした。本当は社会があっ
てマネジメントがある。順番から言いますとね。
なぜかマネジメントのほうが妙に目立ってしまって、ドラッカー
と社会学がどう関わりがあるのかとなぜか人は思ってしまう。
本当は逆なのですね。まず社会がある。
多田　そうですよね。彼の晩年近くの著書『ネクスト・ソサエ
ティ』でも、はっきりとその、社会の重要性にたどり着いていま
すよね。
で、そのことがね、このコロナ以後の状況というのは、たとえ
ば一橋大学で言うと、商学部でやっていることと社会学部で
やっていること、つまりビジネスのほうと、社会問題や福祉、社
会貢献といったこととが、わりと浸透し合うような状況に来てい
るのかな、と思うのですね。いかにこの状況の中で、いろんな
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はないですからね。いいことだけを見ているのが都合がいい、
みたいなことじゃなくて、もちろん失敗したこととかも、振り返っ
てはいるわけだけど。やはり成功体験を、過去にうまくいったこ
とを未来にポジティブに生かしていくという、そこに要点がある
わけですよね。
井坂　私が見たところ、物事をうまく運んでいる人に共通して
いるのは、わりに軽く悲観的なのですね。自分を手放しでほめ
ることはしてなくて、どことなく批判的に自分を見ている。そうい
うタイプの人が多い気がします。一方で、何をやっても全部完
ぺきだ、みたいな感じの方は、あまりうまくいってないように見
えます。ドラッカーが言うのは、自分をどれだけクールに、冷徹
に見るかということで、その上で成功したことを見るわけですよ。
能天気な人という意味じゃないですね。
多田　そういうことですね。だからこそ、意識的に成功とか、
美しいものやストレスのないもの、自然に力の湧くものを見る、
探す（70）。で、そこで大事なのは、自分が何を見たがっている
人間なのかがわかるわけですね。それから、組織とか集団、大
学だとゼミなどでも、誰かのよい行動を真似ること、この人こう
いういいことやってるから、そこをモデルにしていくことで、集団
や組織としてよい文化が育つという話もありますね（77）。
井坂　若い人にぜひお伝えしたいことがあるとしたら、私も会
社に入って最初、やっぱり尊敬できる人を見つけるのが一番
早いということです。だめな先輩なんていくら見つけても、何の
意味もないですね。尊敬できる人を見つけるのがいい。
多田　僕もだから学生でも、ああこれはいいってのはほめて、
やってる行動をほめる。その内実、いいものを生み出す行動や
作品、そこをどんどん真似ていく。やっぱり最初は真似から始
まりますもんね。
そして、予期せぬ成功を利用する（60）。予期せぬことという
のは本当に、いつ起こるかわからない。特に成功。だからこそ、
それを仕組みにしていくんだと（74）。予期せぬことに対し、自
分をオープンに開いておく感じなのですかね。そういう仕組み
をつくっておいて、今までそういうことがあった現実から出発し
て、未来に投入してゆくと。
井坂 最近私も、ひと月ごとに予期しなかったことを振り返るの
ですね。ふだんバタバタ漫然と生きている感じですが、1か月振
り返りますと、びっくりするくらい予期せぬことが起きてるのです
ね。SNSをやってると、小学校の時の友達が私を見つけて連絡
してくれたり、そこから面白い展開があったりするのです。期待し
ていたわけではないのですけど、自分の状況に働きかけてくれ
る。それに類することがいっぱい起こっているのですね。
多田　予期せぬことを想定しながら、その仕組みづくり。ここ
が大事だなと。
井坂　仕組みをつくらないと、二度と戻ってきませんからね。

未知なるものの体系化
多田　次は未知なるものの体系化（29）ですね。「知っている」

ことにとらわれている人間の前提があるが、未知なるもの（知ら
ないことignorance）が教えてくれる別種の知もある。知らない
ことを意味づけ、組織的に扱っていく（102）。これはとても重
要ですね。
井坂　学問の世界というのは、この発想がないとなかなか発
展していかないのではないですか。落語の話だったと思います
が、お金を道端で落とした人が、ずっと電灯が照らしていると
ころばかり探している。見つからなくて、通りがかった人が、「な
いんじゃないですか。何でそこばかり探すのですか」と。それに
対して、「ここはよく見えるからです」と答える。自分が見えてる
ところしか探してないのですよ。でもお金はどぶに落ちているか
もしれないわけで、これに類すること、結構やってますよね。自
分が知ってるとこからしか見てない。
他の分野からすれば当たり前のことが、自分のところからし

か見ていないがために、真実の姿が見えてない。特に今のよう
なコロナの世界では、医者から見たら常識なことが、逆に政治
家や官僚からすると全然見えないことが当然あるわけで、これ
を防ぐためには結局、いろんな視点がないとダメだって話にな
るわけですね。「未知なるものの体系化」は、「自分が何を知ら
ないか」を知るという、ものすごく重要な視点です。
多田 体系化、これはorganize ですよね。organize 
ignorance。知らないことを体系化し、組織化する。これはそ
ういう意味では、予期せぬ成功を利用する、仕組みにするこ
とと、ちょっと近いですね。だから、いかにその、偶発的なも
のに対して自分を開いていくか、という。で、このことは、旅と
か観光はまさにそういう面があるのですよ。旅人というのはま
さに、いろんな場所を「知らない人」として、知っていく営みで
すよね。「創造的無学」と、そういうところで通じるのかなと。
井坂　どんなにガイドブックで詳細に調べていても、実際に
行ってみた時の感覚というのは、やっぱりそれは感じてみるし
かないのですよね。
多田　今日も、群馬県で収録してますけれども、道中でも、来
たことがないところだったので、「ああこういうところなのか」と。
そういう一つ一つ、知らないことをわかっていくプロセスが大事
なのかなと。
井坂 知らない状態ってのは、本当にありがたいなと思います。

「前向き」は、未来でなく過去を向く
多田　65-67ページの図です。この図には今回、なるほどとう
ならされました。「前向き」というのがふつうは、未来のことを考
えているのが前向きなんだけど、未来のことはわからないわけ
ですよ。予想できないし、明日何が起こるかなんてわからない。
わかっているのは過去、ですよね。だから、過去の方がむしろ、
目で見ている前、過去の方へ、前を見ているんじゃないかとい
う、そういうふうに発想を転換されている。過去はすでに起こっ
たことであり、反省し、理解できる。社会学や社会科学だって、
基本は過去から現在までをとらえて理解していくのです。つま

り、知的対象としてとらえられる。もちろん、未来を我々生きな
いといけないから、未来を知るために、むしろ過去を活用する
んだと（104）。それが歴史への認識につながっているのです
ね。
井坂　未来がどうなるのかはわからないのが、事実ですよね。
どんなにIQが高かろうが、博覧強記であろうが、未来がわか
らないことにおいては、変わらない。逆にいうと、「私は未来が
わかった」と、見てきたように言う人がいます。コロナや株につ
いてもそうで、未来のことを平気で言う人がいますが、それは
残念ながら、信頼に値しない。私たちが知的な対象としうるの
はやはり、すでに起こったことなのですね。
多田　それでドラッカーの場合は、実践的マネジメントやイノ
ベーションを立ち上げたわけですが、それらも、すでに確定し
た過去への理解を、不確実な未来に向けて投じていく、方法
的な企てであったと（106）。
井坂　起業家とかベンチャー企業の方は、ばくち打ちみたい
に見られがちですが、実際はそうじゃない。彼らほど過去をちゃ
んと調べてる人は、実際あまりいないのですよ。すでにわかっ
たことをベースに、この事業をやると。非常にある面で保守的
なのです。そこは、世の中で言われているのとだいぶちがうとこ
ろですね。
多田　未来に向き合おうとするからこそ、やはり過去を丁寧に
見ていくということですよね。そのことをこの図は、しっかりと教
えてくれているなと思いました。とってもキャッチーな図ですよ
ね。

知識の生産性は「質」で決まる
多田　知識の生産性（49）について。井坂さんが生産性と言
うときは、「質」のほうを重視されていて、効率（efficient）と効
力・有効性（effective）のちがい。知識労働の生産性も質で
決まるし、本人の自律性や主体性によるマネジメントの産物で
あると（157）。だからこそ、知識生産・知識労働の主体、個人
の力が発揮されねばならないわけですよね。
井坂　一橋大学の学生さんはコンサルに就職する学生も多い
と聞きますが、コンサルは本当に、質の勝負なのですね。しかも、
結果があまりにもはっきり出てしまいます。同じことをやってて

も、技量によって驚くほどちがいますから。ただ1時間いくらと
か、500円で仕入れたものを700円で売るとか、そういう世界
じゃないわけです。質のビジネスというのは本当にそれによっ
て、自分のほとんど人格的価値の投影みたいなところがあって、
芸術家と同じなのですね。5分の曲を作ったって、AさんとBさ
んで同じになるはずはない。絵とかデザインとか、みんなそうで
す。そういう時代にもうなっているのではないですか。
多田　芸術に近づいていくってところが、面白いですね。だか
ら、AIとか数量化とか、データサイエンスだとか、いろんなもの
が出てきてるんだけど、やっぱり人間にとっての質の部分とい
うのは、どこまでも残ってゆくのかな、と。
井坂　そう思いますね。これまでの交通の歴史などを見ても、
たくさんの人が車を運転するようになったからといって、バスが
なくなったかというと、なくなってはいない。それぞれが社会の
中で持っている役割が変わってゆくだけで、例えば弁護士とか
医者とか銀行、その一部はなくなるかもしれないですが、社会
的な位置づけが変わってゆくだけであって、それ自体が消えは
しない。もちろん、それがAIでより効率的にできるのだったら、
どんどんAIに任せたらいい。人間にしかできないことが残れば
いい。

2002年には言い当てられていたコロナ後の知識社会
多田　なるほど。そのこととも関係してくるのですが、『ネクスト・
ソサエティ』という、ドラッカーのほぼ最後に近い本で、「個人
主導で知識を解き放ち、自由に学びながら働ける社会に」とい
う（111）。現代、特にこのコロナ後の状況、もしくはスマホや
SNSを使っていろんな活動を行うような状況を、2002年の時
点ですでに言い当てていたな、という。そのことが結局、組織
とか制度によりかかった形での知識生産・仕事の仕方ではな
くて、組織や制度がどんどん相対化されていき、個人に立脚し
たような仕事の仕方になっていく。それは実は、ドラッカーがも
ともと言っていたような、より自由で機能する社会。それから、
知識の応答責任主体が、個人にゆだねられてきて、知識が個
をプレーヤーとして流通する時代になってゆくという（185）。
今がまさに、そうなってきてますよね。
井坂　そう思いますね。特に今回のコロナでは、大学の教室
じゃなくてもこういうリモートでできるわけですから、個としての
活動領域の広さは無限に広がっていく、どこでもできる。こうい
う講義は知識労働の最たるものと思います。
多田　そうですねえ、ただ、予想だにしませんでしたね。こん
な収録になって、去年（2020）からでしたね。ただそれまでも、
技術的には可能になっていたんだけど。そういうこと自体が、
社会的にありえなかったのですよね。でも、コロナの必要に迫
られて、学校・大学も、やるしかなくなっていった。
井坂　私いま活字メディアの世界にいますが、コロナによって、
本が売れるようになってきたという。在宅でまとまった勉強をし
ようと思うと、自分の時間ができて、何か新しい知識を得ようと

思うと、非常に古典的なメディアではありますけど、やっぱり本
というのはものすごく凝縮度が高い。ネットはたしかにある種の
物知りを生むかもしれませんが、体系的な知識を得るために
はやっぱり書物は一番効率的なのですね。Amazonも、本の
売上が4割ほど伸びたそうです。
一方で、雑誌は定期的に読むものということもあって、全体
的に売り上げは落ちたようです。その中で数少ない、売り上げ
を伸ばしたのが、50代以上の女性向けのある雑誌なのですが、
こういう時代にスマホの使い方とかを丁寧に指南してくれる。
3000人ぐらいの女性のモニターがいて、徹底的にニーズを把
握して。中高年女性を対象にした雑誌が伸びたという。
どんな状況でも全部がダメなわけじゃなくて、その変化をう
まく活用すれば、機会にも変えられるという。一方で、美容系
の雑誌というのが、軒並みに厳しいらしい。というのはマスクを
しますから、美容にコストをかけずに済むわけですね。
多田　なるほど～。いやあ、参考になります。

シンボル秩序と社会秩序の二重性
多田　それで今度は、私の議論や社会学に引きつけたところ
なのですが、5・100ページの二重性図式ですね。この図式の
上の部分ですね、言葉やシンボルの秩序、こういうものが、客
観的・物理的な秩序や実際の危機・災害などに対して、また
ちがう独自の秩序を作り上げてしまう言葉やシンボルの作用。
その怖さも、最近のコロナの状況からもまた、わかってきたと思
うのですね。
井坂　そうですね。こういうものはまあ昔からあったと思うので
すね。わかりやすい例でいうと、九州とはこういう場所だとか、
東京の人はこういう人だとか。なんとなく、客観性とはまた別に
形成されたイメージというのがあるわけで。インターネットに
よっても危険なまでに増幅されていることがありますね。
多田　ええ。それと同時に、この客観と主観の循環というのは、
まさに社会生態、自然の生態における呼吸と同様に、社会の
生態においても言葉やシンボルが皮膚感覚で、人の生きざま

になっている。知識もそうですし、言葉や知識、シンボルを呼
吸して、日々営んでいる。このシンボル世界は身体感覚とも密
着した、かけがえのないものでもある。

当事者の知覚や主観に寄り添う
そのこととも関係しているのですが、社会学というのはそうい

う、それぞれの人にとっての、当事者の知覚や主観を重視する
のですね（41）。誰にとっての現実なのか、それが社会学の基
本視座です。そもそも人のもつ知識は、各自に主観的であり、
身体に根づいたものなのですね。経験や過去の記憶を通して
紡ぎあげられたものが、知識であって。そのことは、質的調査
法という手法で行われていて、ある社会学者、岸政彦先生とい
う、この前ブルデュー『ディスタンクシオン』をNHKで取り上げ
ていた方ですが、「他者の合理性を理解する」って言っておら
れるのですね。それはまさにドラッカーの議論とも重なってい
て、顧客がとる行動の理由は、本人にさえわからない場合もあ
る。でも理由はあるんだと（136）。自分が説明できるとは限ら
ないし、自分でもわかってないかもしれないんだけど、その人な
りの理由があるんだと。これはまさに「他者の合理性」ですよ
ね。不合理に見えるものを、本人が合理的なものとしているよ
うな、顧客の現実をみることが大事なんだと。
井坂　子どもの頃から言われていたのが、「馬鹿って言う人は
その人が馬鹿なんだ」という言い回しがありました。まさにその
通りだと思うのですけど、相手を理解不能として切り捨ててい
るだけなのです。思考停止してしまってる。本当は、相手の内
面で何が働いているかを探り当てるのが、腕の見せどころなの
です。なぜこの人はこういう言葉を使ったのだろう、なぜあの
人はこういう行動をとったのだろうかと。相手の内面に飛び込
んでいって、それを探り出すというのが、お客さんに満足しても
らう商品・サービスを作り出す、まさにそれなのですね。だいた
いお客さんというのは理解不能であることも多いのですけど、
お客さんの内面においては首尾一貫したものがある。そこをど
うやって見つけ出すか、というのが、ドラッカー言うところのマー
ケティングなのだと思いますね。
多田　だから、社会学をやった学生、社会学部の学生が就職
活動をして、「社会学部で何を勉強してるの」「社会学って何を
やるの」と聞かれて、うまく答えられないなんて言うのですけど、
結構実は、社会学は当事者目線、主観に近づこうとするわけ
だから、それはビジネスとか、お客様のニーズを理解するとい
う営みに、とても近いところにいるのですね。
井坂　それは素晴らしい説明ですね。
多田　ある種のモデルを通さない、といいますか、モデルとか
仮説とか、専門化された枠組みや体系を通さずに、ありのまま
の、そこにいる人の主観的な現実に、ダイレクトに向き合おうと
する。それはビジネスで、お客様目線に立とうとするときに、一
番近いところにいるとも言えると思いますね。
井坂　私は以前、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生に会

対  談

本対談は、2021年度夏学期、一橋大学社会学部での多田治の担当科目「社会学概論」の講義1回分において、
多田が井坂と対談形式で行ったオンライン講義の収録をもとに、本誌の読者向けに適宜、加工・編集を施したもの
である。ちなみにその科目では、21年5月末刊行の井坂・多田の共著『ドラッカー ×社会学――コロナ後の知識社
会へ』（公人の友社）をテキスト・中間レポート教材にしていたこともあり、対談では本の特定ページを具体的に挙げ、
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いに行ったのですが、こういうことをおっしゃったのですね。ま
ず自然生態のなかで、最も知的な存在は、ミツバチだと。ミツ
バチはいろんなところを飛び回って、花粉や蜜を自分の体につ
けて他のところに持って行ったりとかですね、自分は何も持っ
てなくて、飛び回っている。結果的にそれによって、生態系の
維持に貢献している。
これをビジネスの世界でやっているのは誰かと。ビジネスの
世界で最も知的な存在は誰かと。答えは、「営業」だという。
私はそのとき、ちょっとはっとさせられまして。それまではどちら
かというと、営業を知的なイメージでは考えていなかった。で
も、考えてみたら営業の人が、外へ出てお客さんの話を聞いて、
直接お客さんの要望に直接リーチしている観点からすると非常
に知的だなと深く得心させられましたね。社会的知性というか。
ある意味、自分が知識を持っていたり強くあったりしなくとも、
人のところに行って話を聞く能力があれば、充分に人というの
は、社会的な知性をもちうる。非常にそれを感じさせられまし
た。
多田　だから、誰にとっての商品、サービスなのか。誰にとっ
ての現実なのかが、大事なのかなと。今回たくさん、井坂さん
はそういったところを書いてくださっています。

危機や変化さえも創造的に利用する知性へ
多田　最後にコロナについて。変化や危機を創造的に利用す
る、という視点（153）。もちろん、こんなことが起こらなければ
一番良かったし、早く収束してほしいというのもありますが、こ
の状況が長く続いてしまっています。こういう状況さえも、いか
に創造的な方向にもっていけるか、ということなんじゃないか
と。確実に、不確実な世界へと進んでいて、その不確実さをも
創造的に利用していく、したたかな知性としなやかな行動力。
そしてもうひとつ、危機は、現状を内省する機会を与えてくれて
もいると（163）。それもたしかに、そういう時間を与えられてき
たな、とも思うのですよね。
井坂　今回のコロナ以前でも、たとえば私が学生だった頃を
思い出しますと、バブルの崩壊というとんでもない事件があっ
て、わりに就職が大変だったですし、少し上のバブルの頃の人
と比べると、いろいろ苦労したなという感覚はないわけじゃな
い。それが全部悪かったかというと、そんなことはないのです。
むしろそういう、経済が低調な中を生きることで、そこでしか得
られない作法を身につけることができた。それは非常に強いこ
とだと思うのですよね。景気が良くない中でも、身のほどをわき
まえて、無駄遣いしないようにしたり、そういう生活スタイルを
身につけることができたという、環境から教えてもらった知恵が
あります。

今回のコロナも、ひとつ確実に言えるのは、一度そういう経
験をしてしまった以上は、前の認識状態には戻れないってこと
です。一度出会ってしまったものは、出会う前には戻れません
から、それをどうやって次の作法につなげていくか、ということ
なのです。非常に深い内省の機会をもたらしたと思います。

偶然は必然に変えられる
多田　社会学（本対談の授業）との接点としては、何かありま
すか。
井坂　偶然の力はそれをちゃんと自分なりに考えて、フィード
バックすれば、必然に変えられる。
トランプなんかのたまたま来たカードのようなものです。ある
カードが自分の手元にあるのは偶然だとしても、それに意味を
与えることは、自分ができるのですね。そういうところは、社会
学の与えてくれている深い知性のありようを表現しているのか
なと。私の場合特に、多田さんの『沖縄イメージの誕生』とい
う記念碑的な著作を編集させていただいたので、そこが、第二
の意味ある出会いだったのかもしれません。
多田　なるほど。いやあしかし、なかなか盛り沢山、てんこ盛
りですな。やっぱり今回、共著という形で、お互いの知識、「知
識についての知識」と言いましょうか、それを持ち寄ってこうい
う形でお届けできているということで。まあ、ただやっぱり、皆
さんに自分なりに読んでもらって、こういう一つの出来上がった
作品を、これで完結じゃなくて、今度は読者の皆さんに読んで
もらって、いろいろ能動的に考えてもらったり、こうだああだと、
自由に語ってもらって、それをまた我々が受けとって、どういう
ものが出てくるか。そこがまた楽しみですよね。では井坂さん、
今日は本当にどうもありがとうございました。
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とを頭ごなしに「こうあるべきじゃない」などと言っても始まらな
い、ということですよね。
さらに108ページあたりの議論では、組織や国家も、「森羅
万象が生きている」という生命体のメタファーで、同じようにと
らえられると。それぞれが固有で自律的な継続と発展の原型を
内に宿しているから、それらを邪魔せず、各自のリズムとパター
ンを尊重しながら引き出していくのが、マネジメントの原則だと
言っているわけですね。
井坂　マネジメントの理想形だと思うのですけどもね。なかな
か簡単ではないですけどね。私たち二人とも、子どもを育てた
経験があるわけですが、子どもは自然に近い、むき出しで生き
てるわけですよね、泣きたい時には泣く。そこで「何かしろ」「そ
れは良くない」と言っても始まらない。ああいうのを多少経験す
ると、人間がコントロールできることはごくわずかなんだなと気
づかされます。もともと持っている力をできるだけ邪魔せず、引
き出す形が望ましいという。
多田　フランスで社会学を確立したデュルケームという人も、
「社会」を考えるときに、生命体とのアナロジーで社会をとらえ
たことで、社会を全体としてトータルにとらえる視座を提示した
のですが、通じるなと思いました。

〈強み〉を生かす
多田　この社会生態学から、〈強み〉という話になっていくので
すよね（36）。〈強み〉を生かす。人や組織の自律性や創発性を
生かすことであり、自分のなかの卓越性を見出して、それを育
てていくという（53）。学生ですと就職活動で、そこが求められ
るかもしれない。強みは本人が自覚していないとまどろんでい
るので、それをしっかり意識することで、起動し覚醒する（77）
と言っておられるわけですね。
井坂　強みについて私は、申し上げたいことがたくさんあるの
です。そもそも強みというのは、学問用語じゃないですからね。
シンプルで素朴な言葉なのですが、私はドラッカーを読むまで、
この言葉すら聞いたことがなかった。得意とか長所は聞きまし
たが、強みを初めて聞いたときは、何を意味してるのだろうと
思いました。
先ほどの、自然としての人間存在。あるがままの状態の中に

は必ず、強みがあるんだという考え方です。実際誰にもあるの
ですね。「いや私は強みなんてないんです」という人も結構いる
のですけど、ない人はいない。強みはあまり自己主張しないも
のですから、こうやって話してる間でも、私の心臓や呼吸器は
動いてるわけです。強みも似ているのですよね。誰も意識して
呼吸してるわけじゃなく、ふだん静かに機能している。これをど
うやって活性化させていくか。まず、強みがあると知るだけで、
かなり自分の可能性の見え方がちがってくる気がしますね。
多田　そのためにどうしたらいいのかってときに、井坂さんが
言って実践もされている、日記ですよね（79）。日 の々行動観察
であり、内省とセルフモニタリングをできるんだと。

井坂　ぜひ学生の皆さんには、今日から始めてほしいですね。
今日から日記を始めたら、20年後ものすごい財産になってます。
私が自分の行動記録をつけ始めたのが、28ぐらいの時で、もう
20年ぐらいになります。いつも思うのが、あと10年早く始めてお
けばよかったなと。学生時代に日々 どんなこと考えていたかなど、
自分を知る上でのデータベースを作るようなものです。しかも今
はワープロを使うから、検索できるのですよね。何月何日にあの
本を読んだとか、あの人と会ったとか、全部わかる。
多田　結局、強みというのは、誰か人に言われて気づくという
か、もちろんそれもあるんだけど、人から押しつけたり方向づけ
たりされるよりも、自分で気づいて、自分をモニタリング、内省
していくことが大事なのですよね。他人にモニタリングされると
いうことは、常にそこに支配やコントロールをされてしまう可能
性があるわけだけど、自分で自分を律することが、一番いいの
ですよね。
井坂　おっしゃる通りですね。ドラッカーの場合はナチスとい
う、むき出しに他人を支配する暴力的な政治プログラムに対抗
してマネジメントに着手したわけです。
それに類することは、自由主義を標榜する国にだってあるわけ
ですから、手綱はきちんと自分が握るという強い意志は、必要
だと思いますね。
多田　そうですよね。まあここまで自然生態、社会生態。私も
最近、学生に「ナチュラルに」って、いつも言うのですけどね。
やっぱり、押しつけてやらせたくないってのが、あるのですよね。
それでも言わなきゃいけない時もあるんだけど。学生とか親子
とかね。でもできればナチュラルに、内発的に行ってほしいとい
うのが、それが一番ですよね。

フィードバック分析：成功体験を内省する
多田　そうして、フィードバック分析（58）。ここで、成功体験
を内省してみよう、って話なんだけど、私なんかは結構くよくよ
しちゃう人間なので、どちらかというと失敗や挫折した体験ば
かり思い出しちゃうのですね。「ああ、自分はなんであんな馬鹿
なことをしたのだろう」みたいな。ここで、なぜ成功を振り返る
んでしょう？
井坂　ドラッカーが自伝で書いていたのですが、当時フランク
フルト大学の先生で、マルティン・ブーバーというユダヤ哲学
の専門家が書いた文章に、「自分はうまくいったことから学ん
できた」とうのがあり、それをまねてやってきたと。結局、人間
がもつ宿命、つまり人間はとんでもなく弱くて、過ちを犯す存
在なんだというのが、人間のひとつの真実だと思うのですよ。
基本的には過ちが多いし、倫理的にも問題のある行動をとる。
どんなに立派な人だって、ありうることですね。だから失敗を相
手にし始めると、人間一生あっても時間が足りないわけです。
それだったら成功を、きっちり見ていく。限られた資源をどう有
効に活用するか、ですね。
多田　そう。といっても、実際には成功だけを見ているわけで

共著本『ドラッカー×社会学』を刊行して
多田　それでは井坂さん、よ
ろしくお願いいたします。今回
『ドラッカー×社会学』を私た
ちの共著として、皆さんにお届
けできました。どうですか井坂
さん、これが出てみて。
井坂　私は編集者で本を350
冊ぐらい作ってきたのですが、
こんなに感慨深い本はないです
ね。なぜ感慨深いかはこれから
追い追いお話ししますが。
多田　そうですね。それで、これを作るプロセスで、何回も読
んでいるわけですが。今回授業で使うのに準備をして、レジュ
メを作るためにまた2回ほど読み直したのですが、かなり中身
が濃いですね。ずいぶん時間がかかってしまいました。
井坂　そうですね、一見すると200ページ足らずの本ですが、
すべて寸止めというか、ギリギリで止めてあとは考えてもらう書
き方になっているので、中身は濃いつくりになっていると思いま
す。
多田　ドラッカーや社会学に、初めてふれる人も多いと思うの
ですが。そういう方が最初から読み始めると、前提がないので
少し難しい、とっつきにくいかもしれなくて。その場合は3章か
ら読み始めてもらってもいいのかなと思ったのですが、どうで
しょう。
井坂　3章が「知識の生産性」という、きわめてプラクティカル
というか、誰にでも関係ある話が出ております。読み物としてい
い筋だと思います。
多田　はい。この本はいわゆる「ハウツー本」というか、学生
の皆さんが実際に学校でいろんな勉強をして、知識を身につ

のものですよね（94）。し
かも「根っこ」という見え
ないところに、ドラッカー
でいうとヨーロッパでの
全体主義体験があって。
そこから真逆の、人それ
ぞれの生きざまを尊重す
る、多元的な社会の生態
を見ていく社会生態学の
発想・営みにつながった
わけですよね。
井坂　そうですね。生き
物の場合は、樹もそうで
すし、私たちの指紋や顔などもそうですが、自然の生み出すも
のに一つとして同じものがない。個性そのものです。それを支え
て育む根として、見えない・感知できないところで形成されたも
のが、いまの自分を作っている。ドラッカーの場合、アメリカに
行く前、ヨーロッパで非常に苦労した時代があるわけですけど、
アメリカに行った後の彼しか見てないと、成功したコンサルタ
ントの面しか見えない。実は若い頃には壮絶な命のやりとりを、
ナチズムとの間でやっています。そこは彼の中に一本通ったも
のがある。
これは誰でも、どんな人でも根の部分があって、多田さんに
も私にも、皆さんにも一人ひとり、根の部分が必ずあるわけで
す。それが多元性の源になっている。
多田　ドラッカー自身がユダヤ人として経験したナチスの全
体主義と、マネジメントや社会生態学の一連の仕事というの
は、一見全くちがうように見えるけど、実はすごくつながってい
た。多くのドラッカー関連の本でも、このヨーロッパ体験の部
分があまり出てこないですね。私も、井坂さんの本を通して初
めて知りました。私が授業で扱うエーリッヒ・フロムなどフラン
クフルト学派の人たちも同様の経験をしており、関連性を感じ
ます。

社会生態学：生命体とのアナロジー
多田　樹木図で描いた社会生態学は、自然とのアナロジーで
表現されていますよね（32）。自然の生態は、人間の理性や思
考に服従してない。当たり前に樹や動物が育つことには、否定
の語法がない（99）。「こうあるべきじゃない」「やってはいけな
い」とか、そういう話じゃないわけですよね。
井坂　人間の場合、たとえば死は忌避されるものとして、否定
的に見られがちですが、自然の生き物はただ、動かなくなるだ
けですからね。そこに良いも悪いもない。
多田　そうですよね。あるのは生きて働いている現実だけ、と
いう。それを受け入れていくことが、自然に対してはそうなんだ
けど、実はそれは人間や社会も同様なんじゃないか、という。
それぞれの人に、そうなっている理由があるのであって、そのこ

人が困っていて、そのことに対してビジネスで答えていくという、
そういう流れになってきているのかなと思うのですが。
井坂　そう思いますね。わかりやすい例で言うと、SDGsです。
もともと社会的な課題、17のゴールを、それぞれの社会で解
決してゆく。ビジネスとNGO・NPOという垣根はもう、どんど
んなくなってきています。

学校・学生という「現場」：WHATとHOWのつながり
多田　「現場で働く人向けに書かれた『断絶の時代』」（16）と
あるのですが、それでは学校に通う学生の人たちは、どんなふ
うに考えたらいいんでしょう？
井坂　『断絶の時代』はある種、壮大な教育論でもある。学校
や学生であっても、現場にちがいないですね。「学ぶ」「教える」
というのは、現場そのものですから、全くそこは、乖離したもの
ではないと思います。
多田　そこが、学校はちゃんと「現場」としてとらえられてこな
かったのですよね。むしろそこを等しく見たほうが、いろいろ生
かせるのかなということもありますよね。
次に、「方法の知識や技能が社会の中心になってきている」

（28）いわゆるwhat、内容の知識よりhow、「いかに」の知識、
方法知が中心になったと。しかしそうしますと、大学生にとって
は「それなら専門学校でもいいのでは」という疑問にもなりえま
す。どうですか？
井坂　方法知と命題知、howとwhatの関係ですが、たとえば
自動車の教習所は、基本的にhowを満たせば誰でも合格でき
ます。一方で大学は、縦軸・横軸で言うと、タテ、歴史を持っ
ている。ドラッカーはたしかにhowの重要性を説いていますが、
一方でリベラルアーツの重要性を強調している。howばかりや
たらできる、たとえば金儲けはうまいけれども、倫理性に乏しい
ような人が、アメリカでも日本でも問題になっている。そういう
才覚に長けていても、「何をなすべきか」、「何」は、必要なもの
です。そこをきちんと習得できる場所として大学というのは、む
しろ社会の中心に今後どんどんなってゆく。whatをきちんと押
さえられる場は、社会にそうたくさんあるわけじゃない。そのあ
たりが、一般に言われている大学のとらえ方とは様相がちがう
のでしょう。
多田　なるほど。おそらくそこが、方法知に対する理解ともつ
ながってくるのかなと。「何」に当たるコンテンツ・中身も、「どう
生かすのか」とセットになっている。そこを深みをもって考えら
れるのはやはり、大学の役割でもあるのかなと。はい。

樹木図の効用：見えない根っこに着眼する
多田　樹木図（35）というのが井坂さん、よくつくられましたね。
井坂　ドラッカーの社会生態学を、生き物として表現したいと
考えていて、樹が一番フィットするように思って、作ったもので
す。
多田　樹が、全体として生きている。社会生態学の考え方そ

けて、その知識をどう使っていくのかがとても大事なのですが、
そこをあまり教えてくれる場がなく人もいないということで、そう
いう点でもノウハウを書いてある3章以降から読み始めるのも
いいのではと思いますね。

ビジネスと社会の相互浸透
多田　それでは井坂さんにいろいろお聞きしていきます。まず
「ドラッカーやマネジメントと社会学」という、こういう組み合わ
せってあんまりないですよね。
井坂　ありそうでないのですね。
多田　はい。それがなぜ、どうつながり、重なるのだろうかと。
井坂　ドラッカーと言いますと、経営の世界ではよく知られて
いる。私たちはふだんマネジメントといえば「管理」の意味でよ
く使うのですけど、ドラッカーの言うマネジメントはほとんど社
会的な概念ですよね。会社のマネジメントというのが、たいて
いの方の頭にまず浮かぶのですけど、彼が論じていたのは、教
会とか大学、NPO、社会全体あるいは行政、政治、そこで人
間が関わる活動全般にいえる概念でした。本当は社会があっ
てマネジメントがある。順番から言いますとね。
なぜかマネジメントのほうが妙に目立ってしまって、ドラッカー
と社会学がどう関わりがあるのかとなぜか人は思ってしまう。
本当は逆なのですね。まず社会がある。
多田　そうですよね。彼の晩年近くの著書『ネクスト・ソサエ
ティ』でも、はっきりとその、社会の重要性にたどり着いていま
すよね。
で、そのことがね、このコロナ以後の状況というのは、たとえ
ば一橋大学で言うと、商学部でやっていることと社会学部で
やっていること、つまりビジネスのほうと、社会問題や福祉、社
会貢献といったこととが、わりと浸透し合うような状況に来てい
るのかな、と思うのですね。いかにこの状況の中で、いろんな

はないですからね。いいことだけを見ているのが都合がいい、
みたいなことじゃなくて、もちろん失敗したこととかも、振り返っ
てはいるわけだけど。やはり成功体験を、過去にうまくいったこ
とを未来にポジティブに生かしていくという、そこに要点がある
わけですよね。
井坂　私が見たところ、物事をうまく運んでいる人に共通して
いるのは、わりに軽く悲観的なのですね。自分を手放しでほめ
ることはしてなくて、どことなく批判的に自分を見ている。そうい
うタイプの人が多い気がします。一方で、何をやっても全部完
ぺきだ、みたいな感じの方は、あまりうまくいってないように見
えます。ドラッカーが言うのは、自分をどれだけクールに、冷徹
に見るかということで、その上で成功したことを見るわけですよ。
能天気な人という意味じゃないですね。
多田　そういうことですね。だからこそ、意識的に成功とか、
美しいものやストレスのないもの、自然に力の湧くものを見る、
探す（70）。で、そこで大事なのは、自分が何を見たがっている
人間なのかがわかるわけですね。それから、組織とか集団、大
学だとゼミなどでも、誰かのよい行動を真似ること、この人こう
いういいことやってるから、そこをモデルにしていくことで、集団
や組織としてよい文化が育つという話もありますね（77）。
井坂　若い人にぜひお伝えしたいことがあるとしたら、私も会
社に入って最初、やっぱり尊敬できる人を見つけるのが一番
早いということです。だめな先輩なんていくら見つけても、何の
意味もないですね。尊敬できる人を見つけるのがいい。
多田　僕もだから学生でも、ああこれはいいってのはほめて、
やってる行動をほめる。その内実、いいものを生み出す行動や
作品、そこをどんどん真似ていく。やっぱり最初は真似から始
まりますもんね。
そして、予期せぬ成功を利用する（60）。予期せぬことという
のは本当に、いつ起こるかわからない。特に成功。だからこそ、
それを仕組みにしていくんだと（74）。予期せぬことに対し、自
分をオープンに開いておく感じなのですかね。そういう仕組み
をつくっておいて、今までそういうことがあった現実から出発し
て、未来に投入してゆくと。
井坂　最近私も、ひと月ごとに予期しなかったことを振り返るの
ですね。ふだんバタバタ漫然と生きている感じですが、1か月振
り返りますと、びっくりするくらい予期せぬことが起きてるのです
ね。SNSをやってると、小学校の時の友達が私を見つけて連絡
してくれたり、そこから面白い展開があったりするのです。期待し
ていたわけではないのですけど、自分の状況に働きかけてくれ
る。それに類することがいっぱい起こっているのですね。
多田　予期せぬことを想定しながら、その仕組みづくり。ここ
が大事だなと。
井坂　仕組みをつくらないと、二度と戻ってきませんからね。

未知なるものの体系化
多田　次は未知なるものの体系化（29）ですね。「知っている」

ことにとらわれている人間の前提があるが、未知なるもの（知ら
ないことignorance）が教えてくれる別種の知もある。知らない
ことを意味づけ、組織的に扱っていく（102）。これはとても重
要ですね。
井坂　学問の世界というのは、この発想がないとなかなか発
展していかないのではないですか。落語の話だったと思います
が、お金を道端で落とした人が、ずっと電灯が照らしていると
ころばかり探している。見つからなくて、通りがかった人が、「な
いんじゃないですか。何でそこばかり探すのですか」と。それに
対して、「ここはよく見えるからです」と答える。自分が見えてる
ところしか探してないのですよ。でもお金はどぶに落ちているか
もしれないわけで、これに類すること、結構やってますよね。自
分が知ってるとこからしか見てない。
他の分野からすれば当たり前のことが、自分のところからし

か見ていないがために、真実の姿が見えてない。特に今のよう
なコロナの世界では、医者から見たら常識なことが、逆に政治
家や官僚からすると全然見えないことが当然あるわけで、これ
を防ぐためには結局、いろんな視点がないとダメだって話にな
るわけですね。「未知なるものの体系化」は、「自分が何を知ら
ないか」を知るという、ものすごく重要な視点です。
多田　体系化、これはorganize ですよね。organize 
ignorance。知らないことを体系化し、組織化する。これはそ
ういう意味では、予期せぬ成功を利用する、仕組みにするこ
とと、ちょっと近いですね。だから、いかにその、偶発的なも
のに対して自分を開いていくか、という。で、このことは、旅と
か観光はまさにそういう面があるのですよ。旅人というのはま
さに、いろんな場所を「知らない人」として、知っていく営みで
すよね。「創造的無学」と、そういうところで通じるのかなと。
井坂　どんなにガイドブックで詳細に調べていても、実際に
行ってみた時の感覚というのは、やっぱりそれは感じてみるし
かないのですよね。
多田　今日も、群馬県で収録してますけれども、道中でも、来
たことがないところだったので、「ああこういうところなのか」と。
そういう一つ一つ、知らないことをわかっていくプロセスが大事
なのかなと。
井坂　知らない状態ってのは、本当にありがたいなと思います。

「前向き」は、未来でなく過去を向く
多田　65-67ページの図です。この図には今回、なるほどとう
ならされました。「前向き」というのがふつうは、未来のことを考
えているのが前向きなんだけど、未来のことはわからないわけ
ですよ。予想できないし、明日何が起こるかなんてわからない。
わかっているのは過去、ですよね。だから、過去の方がむしろ、
目で見ている前、過去の方へ、前を見ているんじゃないかとい
う、そういうふうに発想を転換されている。過去はすでに起こっ
たことであり、反省し、理解できる。社会学や社会科学だって、
基本は過去から現在までをとらえて理解していくのです。つま

り、知的対象としてとらえられる。もちろん、未来を我々生きな
いといけないから、未来を知るために、むしろ過去を活用する
んだと（104）。それが歴史への認識につながっているのです
ね。
井坂　未来がどうなるのかはわからないのが、事実ですよね。
どんなにIQが高かろうが、博覧強記であろうが、未来がわか
らないことにおいては、変わらない。逆にいうと、「私は未来が
わかった」と、見てきたように言う人がいます。コロナや株につ
いてもそうで、未来のことを平気で言う人がいますが、それは
残念ながら、信頼に値しない。私たちが知的な対象としうるの
はやはり、すでに起こったことなのですね。
多田　それでドラッカーの場合は、実践的マネジメントやイノ
ベーションを立ち上げたわけですが、それらも、すでに確定し
た過去への理解を、不確実な未来に向けて投じていく、方法
的な企てであったと（106）。
井坂　起業家とかベンチャー企業の方は、ばくち打ちみたい
に見られがちですが、実際はそうじゃない。彼らほど過去をちゃ
んと調べてる人は、実際あまりいないのですよ。すでにわかっ
たことをベースに、この事業をやると。非常にある面で保守的
なのです。そこは、世の中で言われているのとだいぶちがうとこ
ろですね。
多田　未来に向き合おうとするからこそ、やはり過去を丁寧に
見ていくということですよね。そのことをこの図は、しっかりと教
えてくれているなと思いました。とってもキャッチーな図ですよ
ね。

知識の生産性は「質」で決まる
多田　知識の生産性（49）について。井坂さんが生産性と言
うときは、「質」のほうを重視されていて、効率（efficient）と効
力・有効性（effective）のちがい。知識労働の生産性も質で
決まるし、本人の自律性や主体性によるマネジメントの産物で
あると（157）。だからこそ、知識生産・知識労働の主体、個人
の力が発揮されねばならないわけですよね。
井坂　一橋大学の学生さんはコンサルに就職する学生も多い
と聞きますが、コンサルは本当に、質の勝負なのですね。しかも、
結果があまりにもはっきり出てしまいます。同じことをやってて

も、技量によって驚くほどちがいますから。ただ1時間いくらと
か、500円で仕入れたものを700円で売るとか、そういう世界
じゃないわけです。質のビジネスというのは本当にそれによっ
て、自分のほとんど人格的価値の投影みたいなところがあって、
芸術家と同じなのですね。5分の曲を作ったって、AさんとBさ
んで同じになるはずはない。絵とかデザインとか、みんなそうで
す。そういう時代にもうなっているのではないですか。
多田　芸術に近づいていくってところが、面白いですね。だか
ら、AIとか数量化とか、データサイエンスだとか、いろんなもの
が出てきてるんだけど、やっぱり人間にとっての質の部分とい
うのは、どこまでも残ってゆくのかな、と。
井坂　そう思いますね。これまでの交通の歴史などを見ても、
たくさんの人が車を運転するようになったからといって、バスが
なくなったかというと、なくなってはいない。それぞれが社会の
中で持っている役割が変わってゆくだけで、例えば弁護士とか
医者とか銀行、その一部はなくなるかもしれないですが、社会
的な位置づけが変わってゆくだけであって、それ自体が消えは
しない。もちろん、それがAIでより効率的にできるのだったら、
どんどんAIに任せたらいい。人間にしかできないことが残れば
いい。

2002年には言い当てられていたコロナ後の知識社会
多田　なるほど。そのこととも関係してくるのですが、『ネクスト・
ソサエティ』という、ドラッカーのほぼ最後に近い本で、「個人
主導で知識を解き放ち、自由に学びながら働ける社会に」とい
う（111）。現代、特にこのコロナ後の状況、もしくはスマホや
SNSを使っていろんな活動を行うような状況を、2002年の時
点ですでに言い当てていたな、という。そのことが結局、組織
とか制度によりかかった形での知識生産・仕事の仕方ではな
くて、組織や制度がどんどん相対化されていき、個人に立脚し
たような仕事の仕方になっていく。それは実は、ドラッカーがも
ともと言っていたような、より自由で機能する社会。それから、
知識の応答責任主体が、個人にゆだねられてきて、知識が個
をプレーヤーとして流通する時代になってゆくという（185）。
今がまさに、そうなってきてますよね。
井坂　そう思いますね。特に今回のコロナでは、大学の教室
じゃなくてもこういうリモートでできるわけですから、個としての
活動領域の広さは無限に広がっていく、どこでもできる。こうい
う講義は知識労働の最たるものと思います。
多田　そうですねえ、ただ、予想だにしませんでしたね。こん
な収録になって、去年（2020）からでしたね。ただそれまでも、
技術的には可能になっていたんだけど。そういうこと自体が、
社会的にありえなかったのですよね。でも、コロナの必要に迫
られて、学校・大学も、やるしかなくなっていった。
井坂　私いま活字メディアの世界にいますが、コロナによって、
本が売れるようになってきたという。在宅でまとまった勉強をし
ようと思うと、自分の時間ができて、何か新しい知識を得ようと

思うと、非常に古典的なメディアではありますけど、やっぱり本
というのはものすごく凝縮度が高い。ネットはたしかにある種の
物知りを生むかもしれませんが、体系的な知識を得るために
はやっぱり書物は一番効率的なのですね。Amazonも、本の
売上が4割ほど伸びたそうです。
一方で、雑誌は定期的に読むものということもあって、全体
的に売り上げは落ちたようです。その中で数少ない、売り上げ
を伸ばしたのが、50代以上の女性向けのある雑誌なのですが、
こういう時代にスマホの使い方とかを丁寧に指南してくれる。
3000人ぐらいの女性のモニターがいて、徹底的にニーズを把
握して。中高年女性を対象にした雑誌が伸びたという。
どんな状況でも全部がダメなわけじゃなくて、その変化をう
まく活用すれば、機会にも変えられるという。一方で、美容系
の雑誌というのが、軒並みに厳しいらしい。というのはマスクを
しますから、美容にコストをかけずに済むわけですね。
多田　なるほど～。いやあ、参考になります。

シンボル秩序と社会秩序の二重性
多田　それで今度は、私の議論や社会学に引きつけたところ
なのですが、5・100ページの二重性図式ですね。この図式の
上の部分ですね、言葉やシンボルの秩序、こういうものが、客
観的・物理的な秩序や実際の危機・災害などに対して、また
ちがう独自の秩序を作り上げてしまう言葉やシンボルの作用。
その怖さも、最近のコロナの状況からもまた、わかってきたと思
うのですね。
井坂　そうですね。こういうものはまあ昔からあったと思うので
すね。わかりやすい例でいうと、九州とはこういう場所だとか、
東京の人はこういう人だとか。なんとなく、客観性とはまた別に
形成されたイメージというのがあるわけで。インターネットに
よっても危険なまでに増幅されていることがありますね。
多田　ええ。それと同時に、この客観と主観の循環というのは、
まさに社会生態、自然の生態における呼吸と同様に、社会の
生態においても言葉やシンボルが皮膚感覚で、人の生きざま

になっている。知識もそうですし、言葉や知識、シンボルを呼
吸して、日々営んでいる。このシンボル世界は身体感覚とも密
着した、かけがえのないものでもある。

当事者の知覚や主観に寄り添う
そのこととも関係しているのですが、社会学というのはそうい

う、それぞれの人にとっての、当事者の知覚や主観を重視する
のですね（41）。誰にとっての現実なのか、それが社会学の基
本視座です。そもそも人のもつ知識は、各自に主観的であり、
身体に根づいたものなのですね。経験や過去の記憶を通して
紡ぎあげられたものが、知識であって。そのことは、質的調査
法という手法で行われていて、ある社会学者、岸政彦先生とい
う、この前ブルデュー『ディスタンクシオン』をNHKで取り上げ
ていた方ですが、「他者の合理性を理解する」って言っておら
れるのですね。それはまさにドラッカーの議論とも重なってい
て、顧客がとる行動の理由は、本人にさえわからない場合もあ
る。でも理由はあるんだと（136）。自分が説明できるとは限ら
ないし、自分でもわかってないかもしれないんだけど、その人な
りの理由があるんだと。これはまさに「他者の合理性」ですよ
ね。不合理に見えるものを、本人が合理的なものとしているよ
うな、顧客の現実をみることが大事なんだと。
井坂　子どもの頃から言われていたのが、「馬鹿って言う人は
その人が馬鹿なんだ」という言い回しがありました。まさにその
通りだと思うのですけど、相手を理解不能として切り捨ててい
るだけなのです。思考停止してしまってる。本当は、相手の内
面で何が働いているかを探り当てるのが、腕の見せどころなの
です。なぜこの人はこういう言葉を使ったのだろう、なぜあの
人はこういう行動をとったのだろうかと。相手の内面に飛び込
んでいって、それを探り出すというのが、お客さんに満足しても
らう商品・サービスを作り出す、まさにそれなのですね。だいた
いお客さんというのは理解不能であることも多いのですけど、
お客さんの内面においては首尾一貫したものがある。そこをど
うやって見つけ出すか、というのが、ドラッカー言うところのマー
ケティングなのだと思いますね。
多田　だから、社会学をやった学生、社会学部の学生が就職
活動をして、「社会学部で何を勉強してるの」「社会学って何を
やるの」と聞かれて、うまく答えられないなんて言うのですけど、
結構実は、社会学は当事者目線、主観に近づこうとするわけ
だから、それはビジネスとか、お客様のニーズを理解するとい
う営みに、とても近いところにいるのですね。
井坂　それは素晴らしい説明ですね。
多田　ある種のモデルを通さない、といいますか、モデルとか
仮説とか、専門化された枠組みや体系を通さずに、ありのまま
の、そこにいる人の主観的な現実に、ダイレクトに向き合おうと
する。それはビジネスで、お客様目線に立とうとするときに、一
番近いところにいるとも言えると思いますね。
井坂　私は以前、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生に会
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いに行ったのですが、こういうことをおっしゃったのですね。ま
ず自然生態のなかで、最も知的な存在は、ミツバチだと。ミツ
バチはいろんなところを飛び回って、花粉や蜜を自分の体につ
けて他のところに持って行ったりとかですね、自分は何も持っ
てなくて、飛び回っている。結果的にそれによって、生態系の
維持に貢献している。
これをビジネスの世界でやっているのは誰かと。ビジネスの
世界で最も知的な存在は誰かと。答えは、「営業」だという。
私はそのとき、ちょっとはっとさせられまして。それまではどちら
かというと、営業を知的なイメージでは考えていなかった。で
も、考えてみたら営業の人が、外へ出てお客さんの話を聞いて、
直接お客さんの要望に直接リーチしている観点からすると非常
に知的だなと深く得心させられましたね。社会的知性というか。
ある意味、自分が知識を持っていたり強くあったりしなくとも、
人のところに行って話を聞く能力があれば、充分に人というの
は、社会的な知性をもちうる。非常にそれを感じさせられまし
た。
多田　だから、誰にとっての商品、サービスなのか。誰にとっ
ての現実なのかが、大事なのかなと。今回たくさん、井坂さん
はそういったところを書いてくださっています。

危機や変化さえも創造的に利用する知性へ
多田　最後にコロナについて。変化や危機を創造的に利用す
る、という視点（153）。もちろん、こんなことが起こらなければ
一番良かったし、早く収束してほしいというのもありますが、こ
の状況が長く続いてしまっています。こういう状況さえも、いか
に創造的な方向にもっていけるか、ということなんじゃないか
と。確実に、不確実な世界へと進んでいて、その不確実さをも
創造的に利用していく、したたかな知性としなやかな行動力。
そしてもうひとつ、危機は、現状を内省する機会を与えてくれて
もいると（163）。それもたしかに、そういう時間を与えられてき
たな、とも思うのですよね。
井坂　今回のコロナ以前でも、たとえば私が学生だった頃を
思い出しますと、バブルの崩壊というとんでもない事件があっ
て、わりに就職が大変だったですし、少し上のバブルの頃の人
と比べると、いろいろ苦労したなという感覚はないわけじゃな
い。それが全部悪かったかというと、そんなことはないのです。
むしろそういう、経済が低調な中を生きることで、そこでしか得
られない作法を身につけることができた。それは非常に強いこ
とだと思うのですよね。景気が良くない中でも、身のほどをわき
まえて、無駄遣いしないようにしたり、そういう生活スタイルを
身につけることができたという、環境から教えてもらった知恵が
あります。

今回のコロナも、ひとつ確実に言えるのは、一度そういう経
験をしてしまった以上は、前の認識状態には戻れないってこと
です。一度出会ってしまったものは、出会う前には戻れません
から、それをどうやって次の作法につなげていくか、ということ
なのです。非常に深い内省の機会をもたらしたと思います。

偶然は必然に変えられる
多田　社会学（本対談の授業）との接点としては、何かありま
すか。
井坂　偶然の力はそれをちゃんと自分なりに考えて、フィード
バックすれば、必然に変えられる。
トランプなんかのたまたま来たカードのようなものです。ある
カードが自分の手元にあるのは偶然だとしても、それに意味を
与えることは、自分ができるのですね。そういうところは、社会
学の与えてくれている深い知性のありようを表現しているのか
なと。私の場合特に、多田さんの『沖縄イメージの誕生』とい
う記念碑的な著作を編集させていただいたので、そこが、第二
の意味ある出会いだったのかもしれません。
多田　なるほど。いやあしかし、なかなか盛り沢山、てんこ盛
りですな。やっぱり今回、共著という形で、お互いの知識、「知
識についての知識」と言いましょうか、それを持ち寄ってこうい
う形でお届けできているということで。まあ、ただやっぱり、皆
さんに自分なりに読んでもらって、こういう一つの出来上がった
作品を、これで完結じゃなくて、今度は読者の皆さんに読んで
もらって、いろいろ能動的に考えてもらったり、こうだああだと、
自由に語ってもらって、それをまた我々が受けとって、どういう
ものが出てくるか。そこがまた楽しみですよね。では井坂さん、
今日は本当にどうもありがとうございました。
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とを頭ごなしに「こうあるべきじゃない」などと言っても始まらな
い、ということですよね。
さらに108ページあたりの議論では、組織や国家も、「森羅
万象が生きている」という生命体のメタファーで、同じようにと
らえられると。それぞれが固有で自律的な継続と発展の原型を
内に宿しているから、それらを邪魔せず、各自のリズムとパター
ンを尊重しながら引き出していくのが、マネジメントの原則だと
言っているわけですね。
井坂　マネジメントの理想形だと思うのですけどもね。なかな
か簡単ではないですけどね。私たち二人とも、子どもを育てた
経験があるわけですが、子どもは自然に近い、むき出しで生き
てるわけですよね、泣きたい時には泣く。そこで「何かしろ」「そ
れは良くない」と言っても始まらない。ああいうのを多少経験す
ると、人間がコントロールできることはごくわずかなんだなと気
づかされます。もともと持っている力をできるだけ邪魔せず、引
き出す形が望ましいという。
多田　フランスで社会学を確立したデュルケームという人も、
「社会」を考えるときに、生命体とのアナロジーで社会をとらえ
たことで、社会を全体としてトータルにとらえる視座を提示した
のですが、通じるなと思いました。

〈強み〉を生かす
多田　この社会生態学から、〈強み〉という話になっていくので
すよね（36）。〈強み〉を生かす。人や組織の自律性や創発性を
生かすことであり、自分のなかの卓越性を見出して、それを育
てていくという（53）。学生ですと就職活動で、そこが求められ
るかもしれない。強みは本人が自覚していないとまどろんでい
るので、それをしっかり意識することで、起動し覚醒する（77）
と言っておられるわけですね。
井坂　強みについて私は、申し上げたいことがたくさんあるの
です。そもそも強みというのは、学問用語じゃないですからね。
シンプルで素朴な言葉なのですが、私はドラッカーを読むまで、
この言葉すら聞いたことがなかった。得意とか長所は聞きまし
たが、強みを初めて聞いたときは、何を意味してるのだろうと
思いました。
先ほどの、自然としての人間存在。あるがままの状態の中に

は必ず、強みがあるんだという考え方です。実際誰にもあるの
ですね。「いや私は強みなんてないんです」という人も結構いる
のですけど、ない人はいない。強みはあまり自己主張しないも
のですから、こうやって話してる間でも、私の心臓や呼吸器は
動いてるわけです。強みも似ているのですよね。誰も意識して
呼吸してるわけじゃなく、ふだん静かに機能している。これをど
うやって活性化させていくか。まず、強みがあると知るだけで、
かなり自分の可能性の見え方がちがってくる気がしますね。
多田　そのためにどうしたらいいのかってときに、井坂さんが
言って実践もされている、日記ですよね（79）。日 の々行動観察
であり、内省とセルフモニタリングをできるんだと。

井坂　ぜひ学生の皆さんには、今日から始めてほしいですね。
今日から日記を始めたら、20年後ものすごい財産になってます。
私が自分の行動記録をつけ始めたのが、28ぐらいの時で、もう
20年ぐらいになります。いつも思うのが、あと10年早く始めてお
けばよかったなと。学生時代に日々 どんなこと考えていたかなど、
自分を知る上でのデータベースを作るようなものです。しかも今
はワープロを使うから、検索できるのですよね。何月何日にあの
本を読んだとか、あの人と会ったとか、全部わかる。
多田　結局、強みというのは、誰か人に言われて気づくという
か、もちろんそれもあるんだけど、人から押しつけたり方向づけ
たりされるよりも、自分で気づいて、自分をモニタリング、内省
していくことが大事なのですよね。他人にモニタリングされると
いうことは、常にそこに支配やコントロールをされてしまう可能
性があるわけだけど、自分で自分を律することが、一番いいの
ですよね。
井坂　おっしゃる通りですね。ドラッカーの場合はナチスとい
う、むき出しに他人を支配する暴力的な政治プログラムに対抗
してマネジメントに着手したわけです。
それに類することは、自由主義を標榜する国にだってあるわけ
ですから、手綱はきちんと自分が握るという強い意志は、必要
だと思いますね。
多田　そうですよね。まあここまで自然生態、社会生態。私も
最近、学生に「ナチュラルに」って、いつも言うのですけどね。
やっぱり、押しつけてやらせたくないってのが、あるのですよね。
それでも言わなきゃいけない時もあるんだけど。学生とか親子
とかね。でもできればナチュラルに、内発的に行ってほしいとい
うのが、それが一番ですよね。

フィードバック分析：成功体験を内省する
多田　そうして、フィードバック分析（58）。ここで、成功体験
を内省してみよう、って話なんだけど、私なんかは結構くよくよ
しちゃう人間なので、どちらかというと失敗や挫折した体験ば
かり思い出しちゃうのですね。「ああ、自分はなんであんな馬鹿
なことをしたのだろう」みたいな。ここで、なぜ成功を振り返る
んでしょう？
井坂　ドラッカーが自伝で書いていたのですが、当時フランク
フルト大学の先生で、マルティン・ブーバーというユダヤ哲学
の専門家が書いた文章に、「自分はうまくいったことから学ん
できた」とうのがあり、それをまねてやってきたと。結局、人間
がもつ宿命、つまり人間はとんでもなく弱くて、過ちを犯す存
在なんだというのが、人間のひとつの真実だと思うのですよ。
基本的には過ちが多いし、倫理的にも問題のある行動をとる。
どんなに立派な人だって、ありうることですね。だから失敗を相
手にし始めると、人間一生あっても時間が足りないわけです。
それだったら成功を、きっちり見ていく。限られた資源をどう有
効に活用するか、ですね。
多田　そう。といっても、実際には成功だけを見ているわけで

共著本『ドラッカー×社会学』を刊行して
多田　それでは井坂さん、よ
ろしくお願いいたします。今回
『ドラッカー×社会学』を私た
ちの共著として、皆さんにお届
けできました。どうですか井坂
さん、これが出てみて。
井坂　私は編集者で本を350
冊ぐらい作ってきたのですが、
こんなに感慨深い本はないです
ね。なぜ感慨深いかはこれから
追い追いお話ししますが。
多田　そうですね。それで、これを作るプロセスで、何回も読
んでいるわけですが。今回授業で使うのに準備をして、レジュ
メを作るためにまた2回ほど読み直したのですが、かなり中身
が濃いですね。ずいぶん時間がかかってしまいました。
井坂　そうですね、一見すると200ページ足らずの本ですが、
すべて寸止めというか、ギリギリで止めてあとは考えてもらう書
き方になっているので、中身は濃いつくりになっていると思いま
す。
多田　ドラッカーや社会学に、初めてふれる人も多いと思うの
ですが。そういう方が最初から読み始めると、前提がないので
少し難しい、とっつきにくいかもしれなくて。その場合は3章か
ら読み始めてもらってもいいのかなと思ったのですが、どうで
しょう。
井坂　3章が「知識の生産性」という、きわめてプラクティカル
というか、誰にでも関係ある話が出ております。読み物としてい
い筋だと思います。
多田　はい。この本はいわゆる「ハウツー本」というか、学生
の皆さんが実際に学校でいろんな勉強をして、知識を身につ

のものですよね（94）。し
かも「根っこ」という見え
ないところに、ドラッカー
でいうとヨーロッパでの
全体主義体験があって。
そこから真逆の、人それ
ぞれの生きざまを尊重す
る、多元的な社会の生態
を見ていく社会生態学の
発想・営みにつながった
わけですよね。
井坂　そうですね。生き
物の場合は、樹もそうで
すし、私たちの指紋や顔などもそうですが、自然の生み出すも
のに一つとして同じものがない。個性そのものです。それを支え
て育む根として、見えない・感知できないところで形成されたも
のが、いまの自分を作っている。ドラッカーの場合、アメリカに
行く前、ヨーロッパで非常に苦労した時代があるわけですけど、
アメリカに行った後の彼しか見てないと、成功したコンサルタ
ントの面しか見えない。実は若い頃には壮絶な命のやりとりを、
ナチズムとの間でやっています。そこは彼の中に一本通ったも
のがある。
これは誰でも、どんな人でも根の部分があって、多田さんに
も私にも、皆さんにも一人ひとり、根の部分が必ずあるわけで
す。それが多元性の源になっている。
多田　ドラッカー自身がユダヤ人として経験したナチスの全
体主義と、マネジメントや社会生態学の一連の仕事というの
は、一見全くちがうように見えるけど、実はすごくつながってい
た。多くのドラッカー関連の本でも、このヨーロッパ体験の部
分があまり出てこないですね。私も、井坂さんの本を通して初
めて知りました。私が授業で扱うエーリッヒ・フロムなどフラン
クフルト学派の人たちも同様の経験をしており、関連性を感じ
ます。

社会生態学：生命体とのアナロジー
多田　樹木図で描いた社会生態学は、自然とのアナロジーで
表現されていますよね（32）。自然の生態は、人間の理性や思
考に服従してない。当たり前に樹や動物が育つことには、否定
の語法がない（99）。「こうあるべきじゃない」「やってはいけな
い」とか、そういう話じゃないわけですよね。
井坂　人間の場合、たとえば死は忌避されるものとして、否定
的に見られがちですが、自然の生き物はただ、動かなくなるだ
けですからね。そこに良いも悪いもない。
多田　そうですよね。あるのは生きて働いている現実だけ、と
いう。それを受け入れていくことが、自然に対してはそうなんだ
けど、実はそれは人間や社会も同様なんじゃないか、という。
それぞれの人に、そうなっている理由があるのであって、そのこ

人が困っていて、そのことに対してビジネスで答えていくという、
そういう流れになってきているのかなと思うのですが。
井坂　そう思いますね。わかりやすい例で言うと、SDGsです。
もともと社会的な課題、17のゴールを、それぞれの社会で解
決してゆく。ビジネスとNGO・NPOという垣根はもう、どんど
んなくなってきています。

学校・学生という「現場」：WHATとHOWのつながり
多田　「現場で働く人向けに書かれた『断絶の時代』」（16）と
あるのですが、それでは学校に通う学生の人たちは、どんなふ
うに考えたらいいんでしょう？
井坂　『断絶の時代』はある種、壮大な教育論でもある。学校
や学生であっても、現場にちがいないですね。「学ぶ」「教える」
というのは、現場そのものですから、全くそこは、乖離したもの
ではないと思います。
多田　そこが、学校はちゃんと「現場」としてとらえられてこな
かったのですよね。むしろそこを等しく見たほうが、いろいろ生
かせるのかなということもありますよね。
次に、「方法の知識や技能が社会の中心になってきている」

（28）いわゆるwhat、内容の知識よりhow、「いかに」の知識、
方法知が中心になったと。しかしそうしますと、大学生にとって
は「それなら専門学校でもいいのでは」という疑問にもなりえま
す。どうですか？
井坂　方法知と命題知、howとwhatの関係ですが、たとえば
自動車の教習所は、基本的にhowを満たせば誰でも合格でき
ます。一方で大学は、縦軸・横軸で言うと、タテ、歴史を持っ
ている。ドラッカーはたしかにhowの重要性を説いていますが、
一方でリベラルアーツの重要性を強調している。howばかりや
たらできる、たとえば金儲けはうまいけれども、倫理性に乏しい
ような人が、アメリカでも日本でも問題になっている。そういう
才覚に長けていても、「何をなすべきか」、「何」は、必要なもの
です。そこをきちんと習得できる場所として大学というのは、む
しろ社会の中心に今後どんどんなってゆく。whatをきちんと押
さえられる場は、社会にそうたくさんあるわけじゃない。そのあ
たりが、一般に言われている大学のとらえ方とは様相がちがう
のでしょう。
多田　なるほど。おそらくそこが、方法知に対する理解ともつ
ながってくるのかなと。「何」に当たるコンテンツ・中身も、「どう
生かすのか」とセットになっている。そこを深みをもって考えら
れるのはやはり、大学の役割でもあるのかなと。はい。

樹木図の効用：見えない根っこに着眼する
多田　樹木図（35）というのが井坂さん、よくつくられましたね。
井坂　ドラッカーの社会生態学を、生き物として表現したいと
考えていて、樹が一番フィットするように思って、作ったもので
す。
多田　樹が、全体として生きている。社会生態学の考え方そ

けて、その知識をどう使っていくのかがとても大事なのですが、
そこをあまり教えてくれる場がなく人もいないということで、そう
いう点でもノウハウを書いてある3章以降から読み始めるのも
いいのではと思いますね。

ビジネスと社会の相互浸透
多田　それでは井坂さんにいろいろお聞きしていきます。まず
「ドラッカーやマネジメントと社会学」という、こういう組み合わ
せってあんまりないですよね。
井坂　ありそうでないのですね。
多田　はい。それがなぜ、どうつながり、重なるのだろうかと。
井坂　ドラッカーと言いますと、経営の世界ではよく知られて
いる。私たちはふだんマネジメントといえば「管理」の意味でよ
く使うのですけど、ドラッカーの言うマネジメントはほとんど社
会的な概念ですよね。会社のマネジメントというのが、たいて
いの方の頭にまず浮かぶのですけど、彼が論じていたのは、教
会とか大学、NPO、社会全体あるいは行政、政治、そこで人
間が関わる活動全般にいえる概念でした。本当は社会があっ
てマネジメントがある。順番から言いますとね。
なぜかマネジメントのほうが妙に目立ってしまって、ドラッカー
と社会学がどう関わりがあるのかとなぜか人は思ってしまう。
本当は逆なのですね。まず社会がある。
多田　そうですよね。彼の晩年近くの著書『ネクスト・ソサエ
ティ』でも、はっきりとその、社会の重要性にたどり着いていま
すよね。
で、そのことがね、このコロナ以後の状況というのは、たとえ
ば一橋大学で言うと、商学部でやっていることと社会学部で
やっていること、つまりビジネスのほうと、社会問題や福祉、社
会貢献といったこととが、わりと浸透し合うような状況に来てい
るのかな、と思うのですね。いかにこの状況の中で、いろんな

はないですからね。いいことだけを見ているのが都合がいい、
みたいなことじゃなくて、もちろん失敗したこととかも、振り返っ
てはいるわけだけど。やはり成功体験を、過去にうまくいったこ
とを未来にポジティブに生かしていくという、そこに要点がある
わけですよね。
井坂　私が見たところ、物事をうまく運んでいる人に共通して
いるのは、わりに軽く悲観的なのですね。自分を手放しでほめ
ることはしてなくて、どことなく批判的に自分を見ている。そうい
うタイプの人が多い気がします。一方で、何をやっても全部完
ぺきだ、みたいな感じの方は、あまりうまくいってないように見
えます。ドラッカーが言うのは、自分をどれだけクールに、冷徹
に見るかということで、その上で成功したことを見るわけですよ。
能天気な人という意味じゃないですね。
多田　そういうことですね。だからこそ、意識的に成功とか、
美しいものやストレスのないもの、自然に力の湧くものを見る、
探す（70）。で、そこで大事なのは、自分が何を見たがっている
人間なのかがわかるわけですね。それから、組織とか集団、大
学だとゼミなどでも、誰かのよい行動を真似ること、この人こう
いういいことやってるから、そこをモデルにしていくことで、集団
や組織としてよい文化が育つという話もありますね（77）。
井坂　若い人にぜひお伝えしたいことがあるとしたら、私も会
社に入って最初、やっぱり尊敬できる人を見つけるのが一番
早いということです。だめな先輩なんていくら見つけても、何の
意味もないですね。尊敬できる人を見つけるのがいい。
多田　僕もだから学生でも、ああこれはいいってのはほめて、
やってる行動をほめる。その内実、いいものを生み出す行動や
作品、そこをどんどん真似ていく。やっぱり最初は真似から始
まりますもんね。
そして、予期せぬ成功を利用する（60）。予期せぬことという
のは本当に、いつ起こるかわからない。特に成功。だからこそ、
それを仕組みにしていくんだと（74）。予期せぬことに対し、自
分をオープンに開いておく感じなのですかね。そういう仕組み
をつくっておいて、今までそういうことがあった現実から出発し
て、未来に投入してゆくと。
井坂　最近私も、ひと月ごとに予期しなかったことを振り返るの
ですね。ふだんバタバタ漫然と生きている感じですが、1か月振
り返りますと、びっくりするくらい予期せぬことが起きてるのです
ね。SNSをやってると、小学校の時の友達が私を見つけて連絡
してくれたり、そこから面白い展開があったりするのです。期待し
ていたわけではないのですけど、自分の状況に働きかけてくれ
る。それに類することがいっぱい起こっているのですね。
多田　予期せぬことを想定しながら、その仕組みづくり。ここ
が大事だなと。
井坂　仕組みをつくらないと、二度と戻ってきませんからね。

未知なるものの体系化
多田　次は未知なるものの体系化（29）ですね。「知っている」

ことにとらわれている人間の前提があるが、未知なるもの（知ら
ないことignorance）が教えてくれる別種の知もある。知らない
ことを意味づけ、組織的に扱っていく（102）。これはとても重
要ですね。
井坂　学問の世界というのは、この発想がないとなかなか発
展していかないのではないですか。落語の話だったと思います
が、お金を道端で落とした人が、ずっと電灯が照らしていると
ころばかり探している。見つからなくて、通りがかった人が、「な
いんじゃないですか。何でそこばかり探すのですか」と。それに
対して、「ここはよく見えるからです」と答える。自分が見えてる
ところしか探してないのですよ。でもお金はどぶに落ちているか
もしれないわけで、これに類すること、結構やってますよね。自
分が知ってるとこからしか見てない。
他の分野からすれば当たり前のことが、自分のところからし

か見ていないがために、真実の姿が見えてない。特に今のよう
なコロナの世界では、医者から見たら常識なことが、逆に政治
家や官僚からすると全然見えないことが当然あるわけで、これ
を防ぐためには結局、いろんな視点がないとダメだって話にな
るわけですね。「未知なるものの体系化」は、「自分が何を知ら
ないか」を知るという、ものすごく重要な視点です。
多田　体系化、これはorganize ですよね。organize 
ignorance。知らないことを体系化し、組織化する。これはそ
ういう意味では、予期せぬ成功を利用する、仕組みにするこ
とと、ちょっと近いですね。だから、いかにその、偶発的なも
のに対して自分を開いていくか、という。で、このことは、旅と
か観光はまさにそういう面があるのですよ。旅人というのはま
さに、いろんな場所を「知らない人」として、知っていく営みで
すよね。「創造的無学」と、そういうところで通じるのかなと。
井坂　どんなにガイドブックで詳細に調べていても、実際に
行ってみた時の感覚というのは、やっぱりそれは感じてみるし
かないのですよね。
多田　今日も、群馬県で収録してますけれども、道中でも、来
たことがないところだったので、「ああこういうところなのか」と。
そういう一つ一つ、知らないことをわかっていくプロセスが大事
なのかなと。
井坂　知らない状態ってのは、本当にありがたいなと思います。

「前向き」は、未来でなく過去を向く
多田　65-67ページの図です。この図には今回、なるほどとう
ならされました。「前向き」というのがふつうは、未来のことを考
えているのが前向きなんだけど、未来のことはわからないわけ
ですよ。予想できないし、明日何が起こるかなんてわからない。
わかっているのは過去、ですよね。だから、過去の方がむしろ、
目で見ている前、過去の方へ、前を見ているんじゃないかとい
う、そういうふうに発想を転換されている。過去はすでに起こっ
たことであり、反省し、理解できる。社会学や社会科学だって、
基本は過去から現在までをとらえて理解していくのです。つま

り、知的対象としてとらえられる。もちろん、未来を我々生きな
いといけないから、未来を知るために、むしろ過去を活用する
んだと（104）。それが歴史への認識につながっているのです
ね。
井坂　未来がどうなるのかはわからないのが、事実ですよね。
どんなにIQが高かろうが、博覧強記であろうが、未来がわか
らないことにおいては、変わらない。逆にいうと、「私は未来が
わかった」と、見てきたように言う人がいます。コロナや株につ
いてもそうで、未来のことを平気で言う人がいますが、それは
残念ながら、信頼に値しない。私たちが知的な対象としうるの
はやはり、すでに起こったことなのですね。
多田　それでドラッカーの場合は、実践的マネジメントやイノ
ベーションを立ち上げたわけですが、それらも、すでに確定し
た過去への理解を、不確実な未来に向けて投じていく、方法
的な企てであったと（106）。
井坂　起業家とかベンチャー企業の方は、ばくち打ちみたい
に見られがちですが、実際はそうじゃない。彼らほど過去をちゃ
んと調べてる人は、実際あまりいないのですよ。すでにわかっ
たことをベースに、この事業をやると。非常にある面で保守的
なのです。そこは、世の中で言われているのとだいぶちがうとこ
ろですね。
多田　未来に向き合おうとするからこそ、やはり過去を丁寧に
見ていくということですよね。そのことをこの図は、しっかりと教
えてくれているなと思いました。とってもキャッチーな図ですよ
ね。

知識の生産性は「質」で決まる
多田　知識の生産性（49）について。井坂さんが生産性と言
うときは、「質」のほうを重視されていて、効率（efficient）と効
力・有効性（effective）のちがい。知識労働の生産性も質で
決まるし、本人の自律性や主体性によるマネジメントの産物で
あると（157）。だからこそ、知識生産・知識労働の主体、個人
の力が発揮されねばならないわけですよね。
井坂　一橋大学の学生さんはコンサルに就職する学生も多い
と聞きますが、コンサルは本当に、質の勝負なのですね。しかも、
結果があまりにもはっきり出てしまいます。同じことをやってて

も、技量によって驚くほどちがいますから。ただ1時間いくらと
か、500円で仕入れたものを700円で売るとか、そういう世界
じゃないわけです。質のビジネスというのは本当にそれによっ
て、自分のほとんど人格的価値の投影みたいなところがあって、
芸術家と同じなのですね。5分の曲を作ったって、AさんとBさ
んで同じになるはずはない。絵とかデザインとか、みんなそうで
す。そういう時代にもうなっているのではないですか。
多田　芸術に近づいていくってところが、面白いですね。だか
ら、AIとか数量化とか、データサイエンスだとか、いろんなもの
が出てきてるんだけど、やっぱり人間にとっての質の部分とい
うのは、どこまでも残ってゆくのかな、と。
井坂　そう思いますね。これまでの交通の歴史などを見ても、
たくさんの人が車を運転するようになったからといって、バスが
なくなったかというと、なくなってはいない。それぞれが社会の
中で持っている役割が変わってゆくだけで、例えば弁護士とか
医者とか銀行、その一部はなくなるかもしれないですが、社会
的な位置づけが変わってゆくだけであって、それ自体が消えは
しない。もちろん、それがAIでより効率的にできるのだったら、
どんどんAIに任せたらいい。人間にしかできないことが残れば
いい。

2002年には言い当てられていたコロナ後の知識社会
多田　なるほど。そのこととも関係してくるのですが、『ネクスト・
ソサエティ』という、ドラッカーのほぼ最後に近い本で、「個人
主導で知識を解き放ち、自由に学びながら働ける社会に」とい
う（111）。現代、特にこのコロナ後の状況、もしくはスマホや
SNSを使っていろんな活動を行うような状況を、2002年の時
点ですでに言い当てていたな、という。そのことが結局、組織
とか制度によりかかった形での知識生産・仕事の仕方ではな
くて、組織や制度がどんどん相対化されていき、個人に立脚し
たような仕事の仕方になっていく。それは実は、ドラッカーがも
ともと言っていたような、より自由で機能する社会。それから、
知識の応答責任主体が、個人にゆだねられてきて、知識が個
をプレーヤーとして流通する時代になってゆくという（185）。
今がまさに、そうなってきてますよね。
井坂　そう思いますね。特に今回のコロナでは、大学の教室
じゃなくてもこういうリモートでできるわけですから、個としての
活動領域の広さは無限に広がっていく、どこでもできる。こうい
う講義は知識労働の最たるものと思います。
多田　そうですねえ、ただ、予想だにしませんでしたね。こん
な収録になって、去年（2020）からでしたね。ただそれまでも、
技術的には可能になっていたんだけど。そういうこと自体が、
社会的にありえなかったのですよね。でも、コロナの必要に迫
られて、学校・大学も、やるしかなくなっていった。
井坂　私いま活字メディアの世界にいますが、コロナによって、
本が売れるようになってきたという。在宅でまとまった勉強をし
ようと思うと、自分の時間ができて、何か新しい知識を得ようと

思うと、非常に古典的なメディアではありますけど、やっぱり本
というのはものすごく凝縮度が高い。ネットはたしかにある種の
物知りを生むかもしれませんが、体系的な知識を得るために
はやっぱり書物は一番効率的なのですね。Amazonも、本の
売上が4割ほど伸びたそうです。
一方で、雑誌は定期的に読むものということもあって、全体
的に売り上げは落ちたようです。その中で数少ない、売り上げ
を伸ばしたのが、50代以上の女性向けのある雑誌なのですが、
こういう時代にスマホの使い方とかを丁寧に指南してくれる。
3000人ぐらいの女性のモニターがいて、徹底的にニーズを把
握して。中高年女性を対象にした雑誌が伸びたという。
どんな状況でも全部がダメなわけじゃなくて、その変化をう
まく活用すれば、機会にも変えられるという。一方で、美容系
の雑誌というのが、軒並みに厳しいらしい。というのはマスクを
しますから、美容にコストをかけずに済むわけですね。
多田　なるほど～。いやあ、参考になります。

シンボル秩序と社会秩序の二重性
多田　それで今度は、私の議論や社会学に引きつけたところ
なのですが、5・100ページの二重性図式ですね。この図式の
上の部分ですね、言葉やシンボルの秩序、こういうものが、客
観的・物理的な秩序や実際の危機・災害などに対して、また
ちがう独自の秩序を作り上げてしまう言葉やシンボルの作用。
その怖さも、最近のコロナの状況からもまた、わかってきたと思
うのですね。
井坂　そうですね。こういうものはまあ昔からあったと思うので
すね。わかりやすい例でいうと、九州とはこういう場所だとか、
東京の人はこういう人だとか。なんとなく、客観性とはまた別に
形成されたイメージというのがあるわけで。インターネットに
よっても危険なまでに増幅されていることがありますね。
多田　ええ。それと同時に、この客観と主観の循環というのは、
まさに社会生態、自然の生態における呼吸と同様に、社会の
生態においても言葉やシンボルが皮膚感覚で、人の生きざま

になっている。知識もそうですし、言葉や知識、シンボルを呼
吸して、日々営んでいる。このシンボル世界は身体感覚とも密
着した、かけがえのないものでもある。

当事者の知覚や主観に寄り添う
そのこととも関係しているのですが、社会学というのはそうい

う、それぞれの人にとっての、当事者の知覚や主観を重視する
のですね（41）。誰にとっての現実なのか、それが社会学の基
本視座です。そもそも人のもつ知識は、各自に主観的であり、
身体に根づいたものなのですね。経験や過去の記憶を通して
紡ぎあげられたものが、知識であって。そのことは、質的調査
法という手法で行われていて、ある社会学者、岸政彦先生とい
う、この前ブルデュー『ディスタンクシオン』をNHKで取り上げ
ていた方ですが、「他者の合理性を理解する」って言っておら
れるのですね。それはまさにドラッカーの議論とも重なってい
て、顧客がとる行動の理由は、本人にさえわからない場合もあ
る。でも理由はあるんだと（136）。自分が説明できるとは限ら
ないし、自分でもわかってないかもしれないんだけど、その人な
りの理由があるんだと。これはまさに「他者の合理性」ですよ
ね。不合理に見えるものを、本人が合理的なものとしているよ
うな、顧客の現実をみることが大事なんだと。
井坂　子どもの頃から言われていたのが、「馬鹿って言う人は
その人が馬鹿なんだ」という言い回しがありました。まさにその
通りだと思うのですけど、相手を理解不能として切り捨ててい
るだけなのです。思考停止してしまってる。本当は、相手の内
面で何が働いているかを探り当てるのが、腕の見せどころなの
です。なぜこの人はこういう言葉を使ったのだろう、なぜあの
人はこういう行動をとったのだろうかと。相手の内面に飛び込
んでいって、それを探り出すというのが、お客さんに満足しても
らう商品・サービスを作り出す、まさにそれなのですね。だいた
いお客さんというのは理解不能であることも多いのですけど、
お客さんの内面においては首尾一貫したものがある。そこをど
うやって見つけ出すか、というのが、ドラッカー言うところのマー
ケティングなのだと思いますね。
多田　だから、社会学をやった学生、社会学部の学生が就職
活動をして、「社会学部で何を勉強してるの」「社会学って何を
やるの」と聞かれて、うまく答えられないなんて言うのですけど、
結構実は、社会学は当事者目線、主観に近づこうとするわけ
だから、それはビジネスとか、お客様のニーズを理解するとい
う営みに、とても近いところにいるのですね。
井坂　それは素晴らしい説明ですね。
多田　ある種のモデルを通さない、といいますか、モデルとか
仮説とか、専門化された枠組みや体系を通さずに、ありのまま
の、そこにいる人の主観的な現実に、ダイレクトに向き合おうと
する。それはビジネスで、お客様目線に立とうとするときに、一
番近いところにいるとも言えると思いますね。
井坂　私は以前、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生に会
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いに行ったのですが、こういうことをおっしゃったのですね。ま
ず自然生態のなかで、最も知的な存在は、ミツバチだと。ミツ
バチはいろんなところを飛び回って、花粉や蜜を自分の体につ
けて他のところに持って行ったりとかですね、自分は何も持っ
てなくて、飛び回っている。結果的にそれによって、生態系の
維持に貢献している。
これをビジネスの世界でやっているのは誰かと。ビジネスの
世界で最も知的な存在は誰かと。答えは、「営業」だという。
私はそのとき、ちょっとはっとさせられまして。それまではどちら
かというと、営業を知的なイメージでは考えていなかった。で
も、考えてみたら営業の人が、外へ出てお客さんの話を聞いて、
直接お客さんの要望に直接リーチしている観点からすると非常
に知的だなと深く得心させられましたね。社会的知性というか。
ある意味、自分が知識を持っていたり強くあったりしなくとも、
人のところに行って話を聞く能力があれば、充分に人というの
は、社会的な知性をもちうる。非常にそれを感じさせられまし
た。
多田　だから、誰にとっての商品、サービスなのか。誰にとっ
ての現実なのかが、大事なのかなと。今回たくさん、井坂さん
はそういったところを書いてくださっています。

危機や変化さえも創造的に利用する知性へ
多田　最後にコロナについて。変化や危機を創造的に利用す
る、という視点（153）。もちろん、こんなことが起こらなければ
一番良かったし、早く収束してほしいというのもありますが、こ
の状況が長く続いてしまっています。こういう状況さえも、いか
に創造的な方向にもっていけるか、ということなんじゃないか
と。確実に、不確実な世界へと進んでいて、その不確実さをも
創造的に利用していく、したたかな知性としなやかな行動力。
そしてもうひとつ、危機は、現状を内省する機会を与えてくれて
もいると（163）。それもたしかに、そういう時間を与えられてき
たな、とも思うのですよね。
井坂　今回のコロナ以前でも、たとえば私が学生だった頃を
思い出しますと、バブルの崩壊というとんでもない事件があっ
て、わりに就職が大変だったですし、少し上のバブルの頃の人
と比べると、いろいろ苦労したなという感覚はないわけじゃな
い。それが全部悪かったかというと、そんなことはないのです。
むしろそういう、経済が低調な中を生きることで、そこでしか得
られない作法を身につけることができた。それは非常に強いこ
とだと思うのですよね。景気が良くない中でも、身のほどをわき
まえて、無駄遣いしないようにしたり、そういう生活スタイルを
身につけることができたという、環境から教えてもらった知恵が
あります。

今回のコロナも、ひとつ確実に言えるのは、一度そういう経
験をしてしまった以上は、前の認識状態には戻れないってこと
です。一度出会ってしまったものは、出会う前には戻れません
から、それをどうやって次の作法につなげていくか、ということ
なのです。非常に深い内省の機会をもたらしたと思います。

偶然は必然に変えられる
多田　社会学（本対談の授業）との接点としては、何かありま
すか。
井坂　偶然の力はそれをちゃんと自分なりに考えて、フィード
バックすれば、必然に変えられる。
トランプなんかのたまたま来たカードのようなものです。ある
カードが自分の手元にあるのは偶然だとしても、それに意味を
与えることは、自分ができるのですね。そういうところは、社会
学の与えてくれている深い知性のありようを表現しているのか
なと。私の場合特に、多田さんの『沖縄イメージの誕生』とい
う記念碑的な著作を編集させていただいたので、そこが、第二
の意味ある出会いだったのかもしれません。
多田　なるほど。いやあしかし、なかなか盛り沢山、てんこ盛
りですな。やっぱり今回、共著という形で、お互いの知識、「知
識についての知識」と言いましょうか、それを持ち寄ってこうい
う形でお届けできているということで。まあ、ただやっぱり、皆
さんに自分なりに読んでもらって、こういう一つの出来上がった
作品を、これで完結じゃなくて、今度は読者の皆さんに読んで
もらって、いろいろ能動的に考えてもらったり、こうだああだと、
自由に語ってもらって、それをまた我々が受けとって、どういう
ものが出てくるか。そこがまた楽しみですよね。では井坂さん、
今日は本当にどうもありがとうございました。
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とを頭ごなしに「こうあるべきじゃない」などと言っても始まらな
い、ということですよね。
さらに108ページあたりの議論では、組織や国家も、「森羅
万象が生きている」という生命体のメタファーで、同じようにと
らえられると。それぞれが固有で自律的な継続と発展の原型を
内に宿しているから、それらを邪魔せず、各自のリズムとパター
ンを尊重しながら引き出していくのが、マネジメントの原則だと
言っているわけですね。
井坂　マネジメントの理想形だと思うのですけどもね。なかな
か簡単ではないですけどね。私たち二人とも、子どもを育てた
経験があるわけですが、子どもは自然に近い、むき出しで生き
てるわけですよね、泣きたい時には泣く。そこで「何かしろ」「そ
れは良くない」と言っても始まらない。ああいうのを多少経験す
ると、人間がコントロールできることはごくわずかなんだなと気
づかされます。もともと持っている力をできるだけ邪魔せず、引
き出す形が望ましいという。
多田　フランスで社会学を確立したデュルケームという人も、
「社会」を考えるときに、生命体とのアナロジーで社会をとらえ
たことで、社会を全体としてトータルにとらえる視座を提示した
のですが、通じるなと思いました。

〈強み〉を生かす
多田　この社会生態学から、〈強み〉という話になっていくので
すよね（36）。〈強み〉を生かす。人や組織の自律性や創発性を
生かすことであり、自分のなかの卓越性を見出して、それを育
てていくという（53）。学生ですと就職活動で、そこが求められ
るかもしれない。強みは本人が自覚していないとまどろんでい
るので、それをしっかり意識することで、起動し覚醒する（77）
と言っておられるわけですね。
井坂　強みについて私は、申し上げたいことがたくさんあるの
です。そもそも強みというのは、学問用語じゃないですからね。
シンプルで素朴な言葉なのですが、私はドラッカーを読むまで、
この言葉すら聞いたことがなかった。得意とか長所は聞きまし
たが、強みを初めて聞いたときは、何を意味してるのだろうと
思いました。
先ほどの、自然としての人間存在。あるがままの状態の中に

は必ず、強みがあるんだという考え方です。実際誰にもあるの
ですね。「いや私は強みなんてないんです」という人も結構いる
のですけど、ない人はいない。強みはあまり自己主張しないも
のですから、こうやって話してる間でも、私の心臓や呼吸器は
動いてるわけです。強みも似ているのですよね。誰も意識して
呼吸してるわけじゃなく、ふだん静かに機能している。これをど
うやって活性化させていくか。まず、強みがあると知るだけで、
かなり自分の可能性の見え方がちがってくる気がしますね。
多田　そのためにどうしたらいいのかってときに、井坂さんが
言って実践もされている、日記ですよね（79）。日 の々行動観察
であり、内省とセルフモニタリングをできるんだと。

井坂　ぜひ学生の皆さんには、今日から始めてほしいですね。
今日から日記を始めたら、20年後ものすごい財産になってます。
私が自分の行動記録をつけ始めたのが、28ぐらいの時で、もう
20年ぐらいになります。いつも思うのが、あと10年早く始めてお
けばよかったなと。学生時代に日々 どんなこと考えていたかなど、
自分を知る上でのデータベースを作るようなものです。しかも今
はワープロを使うから、検索できるのですよね。何月何日にあの
本を読んだとか、あの人と会ったとか、全部わかる。
多田　結局、強みというのは、誰か人に言われて気づくという
か、もちろんそれもあるんだけど、人から押しつけたり方向づけ
たりされるよりも、自分で気づいて、自分をモニタリング、内省
していくことが大事なのですよね。他人にモニタリングされると
いうことは、常にそこに支配やコントロールをされてしまう可能
性があるわけだけど、自分で自分を律することが、一番いいの
ですよね。
井坂　おっしゃる通りですね。ドラッカーの場合はナチスとい
う、むき出しに他人を支配する暴力的な政治プログラムに対抗
してマネジメントに着手したわけです。
それに類することは、自由主義を標榜する国にだってあるわけ
ですから、手綱はきちんと自分が握るという強い意志は、必要
だと思いますね。
多田　そうですよね。まあここまで自然生態、社会生態。私も
最近、学生に「ナチュラルに」って、いつも言うのですけどね。
やっぱり、押しつけてやらせたくないってのが、あるのですよね。
それでも言わなきゃいけない時もあるんだけど。学生とか親子
とかね。でもできればナチュラルに、内発的に行ってほしいとい
うのが、それが一番ですよね。

フィードバック分析：成功体験を内省する
多田　そうして、フィードバック分析（58）。ここで、成功体験
を内省してみよう、って話なんだけど、私なんかは結構くよくよ
しちゃう人間なので、どちらかというと失敗や挫折した体験ば
かり思い出しちゃうのですね。「ああ、自分はなんであんな馬鹿
なことをしたのだろう」みたいな。ここで、なぜ成功を振り返る
んでしょう？
井坂　ドラッカーが自伝で書いていたのですが、当時フランク
フルト大学の先生で、マルティン・ブーバーというユダヤ哲学
の専門家が書いた文章に、「自分はうまくいったことから学ん
できた」とうのがあり、それをまねてやってきたと。結局、人間
がもつ宿命、つまり人間はとんでもなく弱くて、過ちを犯す存
在なんだというのが、人間のひとつの真実だと思うのですよ。
基本的には過ちが多いし、倫理的にも問題のある行動をとる。
どんなに立派な人だって、ありうることですね。だから失敗を相
手にし始めると、人間一生あっても時間が足りないわけです。
それだったら成功を、きっちり見ていく。限られた資源をどう有
効に活用するか、ですね。
多田　そう。といっても、実際には成功だけを見ているわけで

共著本『ドラッカー×社会学』を刊行して
多田　それでは井坂さん、よ
ろしくお願いいたします。今回
『ドラッカー×社会学』を私た
ちの共著として、皆さんにお届
けできました。どうですか井坂
さん、これが出てみて。
井坂　私は編集者で本を350
冊ぐらい作ってきたのですが、
こんなに感慨深い本はないです
ね。なぜ感慨深いかはこれから
追い追いお話ししますが。
多田　そうですね。それで、これを作るプロセスで、何回も読
んでいるわけですが。今回授業で使うのに準備をして、レジュ
メを作るためにまた2回ほど読み直したのですが、かなり中身
が濃いですね。ずいぶん時間がかかってしまいました。
井坂　そうですね、一見すると200ページ足らずの本ですが、
すべて寸止めというか、ギリギリで止めてあとは考えてもらう書
き方になっているので、中身は濃いつくりになっていると思いま
す。
多田　ドラッカーや社会学に、初めてふれる人も多いと思うの
ですが。そういう方が最初から読み始めると、前提がないので
少し難しい、とっつきにくいかもしれなくて。その場合は3章か
ら読み始めてもらってもいいのかなと思ったのですが、どうで
しょう。
井坂　3章が「知識の生産性」という、きわめてプラクティカル
というか、誰にでも関係ある話が出ております。読み物としてい
い筋だと思います。
多田　はい。この本はいわゆる「ハウツー本」というか、学生
の皆さんが実際に学校でいろんな勉強をして、知識を身につ

のものですよね（94）。し
かも「根っこ」という見え
ないところに、ドラッカー
でいうとヨーロッパでの
全体主義体験があって。
そこから真逆の、人それ
ぞれの生きざまを尊重す
る、多元的な社会の生態
を見ていく社会生態学の
発想・営みにつながった
わけですよね。
井坂　そうですね。生き
物の場合は、樹もそうで
すし、私たちの指紋や顔などもそうですが、自然の生み出すも
のに一つとして同じものがない。個性そのものです。それを支え
て育む根として、見えない・感知できないところで形成されたも
のが、いまの自分を作っている。ドラッカーの場合、アメリカに
行く前、ヨーロッパで非常に苦労した時代があるわけですけど、
アメリカに行った後の彼しか見てないと、成功したコンサルタ
ントの面しか見えない。実は若い頃には壮絶な命のやりとりを、
ナチズムとの間でやっています。そこは彼の中に一本通ったも
のがある。
これは誰でも、どんな人でも根の部分があって、多田さんに
も私にも、皆さんにも一人ひとり、根の部分が必ずあるわけで
す。それが多元性の源になっている。
多田　ドラッカー自身がユダヤ人として経験したナチスの全
体主義と、マネジメントや社会生態学の一連の仕事というの
は、一見全くちがうように見えるけど、実はすごくつながってい
た。多くのドラッカー関連の本でも、このヨーロッパ体験の部
分があまり出てこないですね。私も、井坂さんの本を通して初
めて知りました。私が授業で扱うエーリッヒ・フロムなどフラン
クフルト学派の人たちも同様の経験をしており、関連性を感じ
ます。

社会生態学：生命体とのアナロジー
多田　樹木図で描いた社会生態学は、自然とのアナロジーで
表現されていますよね（32）。自然の生態は、人間の理性や思
考に服従してない。当たり前に樹や動物が育つことには、否定
の語法がない（99）。「こうあるべきじゃない」「やってはいけな
い」とか、そういう話じゃないわけですよね。
井坂　人間の場合、たとえば死は忌避されるものとして、否定
的に見られがちですが、自然の生き物はただ、動かなくなるだ
けですからね。そこに良いも悪いもない。
多田　そうですよね。あるのは生きて働いている現実だけ、と
いう。それを受け入れていくことが、自然に対してはそうなんだ
けど、実はそれは人間や社会も同様なんじゃないか、という。
それぞれの人に、そうなっている理由があるのであって、そのこ

人が困っていて、そのことに対してビジネスで答えていくという、
そういう流れになってきているのかなと思うのですが。
井坂　そう思いますね。わかりやすい例で言うと、SDGsです。
もともと社会的な課題、17のゴールを、それぞれの社会で解
決してゆく。ビジネスとNGO・NPOという垣根はもう、どんど
んなくなってきています。

学校・学生という「現場」：WHATとHOWのつながり
多田　「現場で働く人向けに書かれた『断絶の時代』」（16）と
あるのですが、それでは学校に通う学生の人たちは、どんなふ
うに考えたらいいんでしょう？
井坂　『断絶の時代』はある種、壮大な教育論でもある。学校
や学生であっても、現場にちがいないですね。「学ぶ」「教える」
というのは、現場そのものですから、全くそこは、乖離したもの
ではないと思います。
多田　そこが、学校はちゃんと「現場」としてとらえられてこな
かったのですよね。むしろそこを等しく見たほうが、いろいろ生
かせるのかなということもありますよね。
次に、「方法の知識や技能が社会の中心になってきている」

（28）いわゆるwhat、内容の知識よりhow、「いかに」の知識、
方法知が中心になったと。しかしそうしますと、大学生にとって
は「それなら専門学校でもいいのでは」という疑問にもなりえま
す。どうですか？
井坂　方法知と命題知、howとwhatの関係ですが、たとえば
自動車の教習所は、基本的にhowを満たせば誰でも合格でき
ます。一方で大学は、縦軸・横軸で言うと、タテ、歴史を持っ
ている。ドラッカーはたしかにhowの重要性を説いていますが、
一方でリベラルアーツの重要性を強調している。howばかりや
たらできる、たとえば金儲けはうまいけれども、倫理性に乏しい
ような人が、アメリカでも日本でも問題になっている。そういう
才覚に長けていても、「何をなすべきか」、「何」は、必要なもの
です。そこをきちんと習得できる場所として大学というのは、む
しろ社会の中心に今後どんどんなってゆく。whatをきちんと押
さえられる場は、社会にそうたくさんあるわけじゃない。そのあ
たりが、一般に言われている大学のとらえ方とは様相がちがう
のでしょう。
多田　なるほど。おそらくそこが、方法知に対する理解ともつ
ながってくるのかなと。「何」に当たるコンテンツ・中身も、「どう
生かすのか」とセットになっている。そこを深みをもって考えら
れるのはやはり、大学の役割でもあるのかなと。はい。

樹木図の効用：見えない根っこに着眼する
多田　樹木図（35）というのが井坂さん、よくつくられましたね。
井坂　ドラッカーの社会生態学を、生き物として表現したいと
考えていて、樹が一番フィットするように思って、作ったもので
す。
多田　樹が、全体として生きている。社会生態学の考え方そ

けて、その知識をどう使っていくのかがとても大事なのですが、
そこをあまり教えてくれる場がなく人もいないということで、そう
いう点でもノウハウを書いてある3章以降から読み始めるのも
いいのではと思いますね。

ビジネスと社会の相互浸透
多田　それでは井坂さんにいろいろお聞きしていきます。まず
「ドラッカーやマネジメントと社会学」という、こういう組み合わ
せってあんまりないですよね。
井坂　ありそうでないのですね。
多田　はい。それがなぜ、どうつながり、重なるのだろうかと。
井坂　ドラッカーと言いますと、経営の世界ではよく知られて
いる。私たちはふだんマネジメントといえば「管理」の意味でよ
く使うのですけど、ドラッカーの言うマネジメントはほとんど社
会的な概念ですよね。会社のマネジメントというのが、たいて
いの方の頭にまず浮かぶのですけど、彼が論じていたのは、教
会とか大学、NPO、社会全体あるいは行政、政治、そこで人
間が関わる活動全般にいえる概念でした。本当は社会があっ
てマネジメントがある。順番から言いますとね。
なぜかマネジメントのほうが妙に目立ってしまって、ドラッカー
と社会学がどう関わりがあるのかとなぜか人は思ってしまう。
本当は逆なのですね。まず社会がある。
多田　そうですよね。彼の晩年近くの著書『ネクスト・ソサエ
ティ』でも、はっきりとその、社会の重要性にたどり着いていま
すよね。
で、そのことがね、このコロナ以後の状況というのは、たとえ
ば一橋大学で言うと、商学部でやっていることと社会学部で
やっていること、つまりビジネスのほうと、社会問題や福祉、社
会貢献といったこととが、わりと浸透し合うような状況に来てい
るのかな、と思うのですね。いかにこの状況の中で、いろんな

はないですからね。いいことだけを見ているのが都合がいい、
みたいなことじゃなくて、もちろん失敗したこととかも、振り返っ
てはいるわけだけど。やはり成功体験を、過去にうまくいったこ
とを未来にポジティブに生かしていくという、そこに要点がある
わけですよね。
井坂　私が見たところ、物事をうまく運んでいる人に共通して
いるのは、わりに軽く悲観的なのですね。自分を手放しでほめ
ることはしてなくて、どことなく批判的に自分を見ている。そうい
うタイプの人が多い気がします。一方で、何をやっても全部完
ぺきだ、みたいな感じの方は、あまりうまくいってないように見
えます。ドラッカーが言うのは、自分をどれだけクールに、冷徹
に見るかということで、その上で成功したことを見るわけですよ。
能天気な人という意味じゃないですね。
多田　そういうことですね。だからこそ、意識的に成功とか、
美しいものやストレスのないもの、自然に力の湧くものを見る、
探す（70）。で、そこで大事なのは、自分が何を見たがっている
人間なのかがわかるわけですね。それから、組織とか集団、大
学だとゼミなどでも、誰かのよい行動を真似ること、この人こう
いういいことやってるから、そこをモデルにしていくことで、集団
や組織としてよい文化が育つという話もありますね（77）。
井坂　若い人にぜひお伝えしたいことがあるとしたら、私も会
社に入って最初、やっぱり尊敬できる人を見つけるのが一番
早いということです。だめな先輩なんていくら見つけても、何の
意味もないですね。尊敬できる人を見つけるのがいい。
多田　僕もだから学生でも、ああこれはいいってのはほめて、
やってる行動をほめる。その内実、いいものを生み出す行動や
作品、そこをどんどん真似ていく。やっぱり最初は真似から始
まりますもんね。
そして、予期せぬ成功を利用する（60）。予期せぬことという
のは本当に、いつ起こるかわからない。特に成功。だからこそ、
それを仕組みにしていくんだと（74）。予期せぬことに対し、自
分をオープンに開いておく感じなのですかね。そういう仕組み
をつくっておいて、今までそういうことがあった現実から出発し
て、未来に投入してゆくと。
井坂　最近私も、ひと月ごとに予期しなかったことを振り返るの
ですね。ふだんバタバタ漫然と生きている感じですが、1か月振
り返りますと、びっくりするくらい予期せぬことが起きてるのです
ね。SNSをやってると、小学校の時の友達が私を見つけて連絡
してくれたり、そこから面白い展開があったりするのです。期待し
ていたわけではないのですけど、自分の状況に働きかけてくれ
る。それに類することがいっぱい起こっているのですね。
多田　予期せぬことを想定しながら、その仕組みづくり。ここ
が大事だなと。
井坂　仕組みをつくらないと、二度と戻ってきませんからね。

未知なるものの体系化
多田　次は未知なるものの体系化（29）ですね。「知っている」

ことにとらわれている人間の前提があるが、未知なるもの（知ら
ないことignorance）が教えてくれる別種の知もある。知らない
ことを意味づけ、組織的に扱っていく（102）。これはとても重
要ですね。
井坂　学問の世界というのは、この発想がないとなかなか発
展していかないのではないですか。落語の話だったと思います
が、お金を道端で落とした人が、ずっと電灯が照らしていると
ころばかり探している。見つからなくて、通りがかった人が、「な
いんじゃないですか。何でそこばかり探すのですか」と。それに
対して、「ここはよく見えるからです」と答える。自分が見えてる
ところしか探してないのですよ。でもお金はどぶに落ちているか
もしれないわけで、これに類すること、結構やってますよね。自
分が知ってるとこからしか見てない。
他の分野からすれば当たり前のことが、自分のところからし

か見ていないがために、真実の姿が見えてない。特に今のよう
なコロナの世界では、医者から見たら常識なことが、逆に政治
家や官僚からすると全然見えないことが当然あるわけで、これ
を防ぐためには結局、いろんな視点がないとダメだって話にな
るわけですね。「未知なるものの体系化」は、「自分が何を知ら
ないか」を知るという、ものすごく重要な視点です。
多田　体系化、これはorganize ですよね。organize 
ignorance。知らないことを体系化し、組織化する。これはそ
ういう意味では、予期せぬ成功を利用する、仕組みにするこ
とと、ちょっと近いですね。だから、いかにその、偶発的なも
のに対して自分を開いていくか、という。で、このことは、旅と
か観光はまさにそういう面があるのですよ。旅人というのはま
さに、いろんな場所を「知らない人」として、知っていく営みで
すよね。「創造的無学」と、そういうところで通じるのかなと。
井坂　どんなにガイドブックで詳細に調べていても、実際に
行ってみた時の感覚というのは、やっぱりそれは感じてみるし
かないのですよね。
多田　今日も、群馬県で収録してますけれども、道中でも、来
たことがないところだったので、「ああこういうところなのか」と。
そういう一つ一つ、知らないことをわかっていくプロセスが大事
なのかなと。
井坂　知らない状態ってのは、本当にありがたいなと思います。

「前向き」は、未来でなく過去を向く
多田　65-67ページの図です。この図には今回、なるほどとう
ならされました。「前向き」というのがふつうは、未来のことを考
えているのが前向きなんだけど、未来のことはわからないわけ
ですよ。予想できないし、明日何が起こるかなんてわからない。
わかっているのは過去、ですよね。だから、過去の方がむしろ、
目で見ている前、過去の方へ、前を見ているんじゃないかとい
う、そういうふうに発想を転換されている。過去はすでに起こっ
たことであり、反省し、理解できる。社会学や社会科学だって、
基本は過去から現在までをとらえて理解していくのです。つま

り、知的対象としてとらえられる。もちろん、未来を我々生きな
いといけないから、未来を知るために、むしろ過去を活用する
んだと（104）。それが歴史への認識につながっているのです
ね。
井坂　未来がどうなるのかはわからないのが、事実ですよね。
どんなにIQが高かろうが、博覧強記であろうが、未来がわか
らないことにおいては、変わらない。逆にいうと、「私は未来が
わかった」と、見てきたように言う人がいます。コロナや株につ
いてもそうで、未来のことを平気で言う人がいますが、それは
残念ながら、信頼に値しない。私たちが知的な対象としうるの
はやはり、すでに起こったことなのですね。
多田　それでドラッカーの場合は、実践的マネジメントやイノ
ベーションを立ち上げたわけですが、それらも、すでに確定し
た過去への理解を、不確実な未来に向けて投じていく、方法
的な企てであったと（106）。
井坂　起業家とかベンチャー企業の方は、ばくち打ちみたい
に見られがちですが、実際はそうじゃない。彼らほど過去をちゃ
んと調べてる人は、実際あまりいないのですよ。すでにわかっ
たことをベースに、この事業をやると。非常にある面で保守的
なのです。そこは、世の中で言われているのとだいぶちがうとこ
ろですね。
多田　未来に向き合おうとするからこそ、やはり過去を丁寧に
見ていくということですよね。そのことをこの図は、しっかりと教
えてくれているなと思いました。とってもキャッチーな図ですよ
ね。

知識の生産性は「質」で決まる
多田　知識の生産性（49）について。井坂さんが生産性と言
うときは、「質」のほうを重視されていて、効率（efficient）と効
力・有効性（effective）のちがい。知識労働の生産性も質で
決まるし、本人の自律性や主体性によるマネジメントの産物で
あると（157）。だからこそ、知識生産・知識労働の主体、個人
の力が発揮されねばならないわけですよね。
井坂　一橋大学の学生さんはコンサルに就職する学生も多い
と聞きますが、コンサルは本当に、質の勝負なのですね。しかも、
結果があまりにもはっきり出てしまいます。同じことをやってて

も、技量によって驚くほどちがいますから。ただ1時間いくらと
か、500円で仕入れたものを700円で売るとか、そういう世界
じゃないわけです。質のビジネスというのは本当にそれによっ
て、自分のほとんど人格的価値の投影みたいなところがあって、
芸術家と同じなのですね。5分の曲を作ったって、AさんとBさ
んで同じになるはずはない。絵とかデザインとか、みんなそうで
す。そういう時代にもうなっているのではないですか。
多田　芸術に近づいていくってところが、面白いですね。だか
ら、AIとか数量化とか、データサイエンスだとか、いろんなもの
が出てきてるんだけど、やっぱり人間にとっての質の部分とい
うのは、どこまでも残ってゆくのかな、と。
井坂　そう思いますね。これまでの交通の歴史などを見ても、
たくさんの人が車を運転するようになったからといって、バスが
なくなったかというと、なくなってはいない。それぞれが社会の
中で持っている役割が変わってゆくだけで、例えば弁護士とか
医者とか銀行、その一部はなくなるかもしれないですが、社会
的な位置づけが変わってゆくだけであって、それ自体が消えは
しない。もちろん、それがAIでより効率的にできるのだったら、
どんどんAIに任せたらいい。人間にしかできないことが残れば
いい。

2002年には言い当てられていたコロナ後の知識社会
多田　なるほど。そのこととも関係してくるのですが、『ネクスト・
ソサエティ』という、ドラッカーのほぼ最後に近い本で、「個人
主導で知識を解き放ち、自由に学びながら働ける社会に」とい
う（111）。現代、特にこのコロナ後の状況、もしくはスマホや
SNSを使っていろんな活動を行うような状況を、2002年の時
点ですでに言い当てていたな、という。そのことが結局、組織
とか制度によりかかった形での知識生産・仕事の仕方ではな
くて、組織や制度がどんどん相対化されていき、個人に立脚し
たような仕事の仕方になっていく。それは実は、ドラッカーがも
ともと言っていたような、より自由で機能する社会。それから、
知識の応答責任主体が、個人にゆだねられてきて、知識が個
をプレーヤーとして流通する時代になってゆくという（185）。
今がまさに、そうなってきてますよね。
井坂　そう思いますね。特に今回のコロナでは、大学の教室
じゃなくてもこういうリモートでできるわけですから、個としての
活動領域の広さは無限に広がっていく、どこでもできる。こうい
う講義は知識労働の最たるものと思います。
多田　そうですねえ、ただ、予想だにしませんでしたね。こん
な収録になって、去年（2020）からでしたね。ただそれまでも、
技術的には可能になっていたんだけど。そういうこと自体が、
社会的にありえなかったのですよね。でも、コロナの必要に迫
られて、学校・大学も、やるしかなくなっていった。
井坂　私いま活字メディアの世界にいますが、コロナによって、
本が売れるようになってきたという。在宅でまとまった勉強をし
ようと思うと、自分の時間ができて、何か新しい知識を得ようと

思うと、非常に古典的なメディアではありますけど、やっぱり本
というのはものすごく凝縮度が高い。ネットはたしかにある種の
物知りを生むかもしれませんが、体系的な知識を得るために
はやっぱり書物は一番効率的なのですね。Amazonも、本の
売上が4割ほど伸びたそうです。
一方で、雑誌は定期的に読むものということもあって、全体
的に売り上げは落ちたようです。その中で数少ない、売り上げ
を伸ばしたのが、50代以上の女性向けのある雑誌なのですが、
こういう時代にスマホの使い方とかを丁寧に指南してくれる。
3000人ぐらいの女性のモニターがいて、徹底的にニーズを把
握して。中高年女性を対象にした雑誌が伸びたという。
どんな状況でも全部がダメなわけじゃなくて、その変化をう
まく活用すれば、機会にも変えられるという。一方で、美容系
の雑誌というのが、軒並みに厳しいらしい。というのはマスクを
しますから、美容にコストをかけずに済むわけですね。
多田　なるほど～。いやあ、参考になります。

シンボル秩序と社会秩序の二重性
多田　それで今度は、私の議論や社会学に引きつけたところ
なのですが、5・100ページの二重性図式ですね。この図式の
上の部分ですね、言葉やシンボルの秩序、こういうものが、客
観的・物理的な秩序や実際の危機・災害などに対して、また
ちがう独自の秩序を作り上げてしまう言葉やシンボルの作用。
その怖さも、最近のコロナの状況からもまた、わかってきたと思
うのですね。
井坂　そうですね。こういうものはまあ昔からあったと思うので
すね。わかりやすい例でいうと、九州とはこういう場所だとか、
東京の人はこういう人だとか。なんとなく、客観性とはまた別に
形成されたイメージというのがあるわけで。インターネットに
よっても危険なまでに増幅されていることがありますね。
多田　ええ。それと同時に、この客観と主観の循環というのは、
まさに社会生態、自然の生態における呼吸と同様に、社会の
生態においても言葉やシンボルが皮膚感覚で、人の生きざま

になっている。知識もそうですし、言葉や知識、シンボルを呼
吸して、日々営んでいる。このシンボル世界は身体感覚とも密
着した、かけがえのないものでもある。

当事者の知覚や主観に寄り添う
そのこととも関係しているのですが、社会学というのはそうい

う、それぞれの人にとっての、当事者の知覚や主観を重視する
のですね（41）。誰にとっての現実なのか、それが社会学の基
本視座です。そもそも人のもつ知識は、各自に主観的であり、
身体に根づいたものなのですね。経験や過去の記憶を通して
紡ぎあげられたものが、知識であって。そのことは、質的調査
法という手法で行われていて、ある社会学者、岸政彦先生とい
う、この前ブルデュー『ディスタンクシオン』をNHKで取り上げ
ていた方ですが、「他者の合理性を理解する」って言っておら
れるのですね。それはまさにドラッカーの議論とも重なってい
て、顧客がとる行動の理由は、本人にさえわからない場合もあ
る。でも理由はあるんだと（136）。自分が説明できるとは限ら
ないし、自分でもわかってないかもしれないんだけど、その人な
りの理由があるんだと。これはまさに「他者の合理性」ですよ
ね。不合理に見えるものを、本人が合理的なものとしているよ
うな、顧客の現実をみることが大事なんだと。
井坂　子どもの頃から言われていたのが、「馬鹿って言う人は
その人が馬鹿なんだ」という言い回しがありました。まさにその
通りだと思うのですけど、相手を理解不能として切り捨ててい
るだけなのです。思考停止してしまってる。本当は、相手の内
面で何が働いているかを探り当てるのが、腕の見せどころなの
です。なぜこの人はこういう言葉を使ったのだろう、なぜあの
人はこういう行動をとったのだろうかと。相手の内面に飛び込
んでいって、それを探り出すというのが、お客さんに満足しても
らう商品・サービスを作り出す、まさにそれなのですね。だいた
いお客さんというのは理解不能であることも多いのですけど、
お客さんの内面においては首尾一貫したものがある。そこをど
うやって見つけ出すか、というのが、ドラッカー言うところのマー
ケティングなのだと思いますね。
多田　だから、社会学をやった学生、社会学部の学生が就職
活動をして、「社会学部で何を勉強してるの」「社会学って何を
やるの」と聞かれて、うまく答えられないなんて言うのですけど、
結構実は、社会学は当事者目線、主観に近づこうとするわけ
だから、それはビジネスとか、お客様のニーズを理解するとい
う営みに、とても近いところにいるのですね。
井坂　それは素晴らしい説明ですね。
多田　ある種のモデルを通さない、といいますか、モデルとか
仮説とか、専門化された枠組みや体系を通さずに、ありのまま
の、そこにいる人の主観的な現実に、ダイレクトに向き合おうと
する。それはビジネスで、お客様目線に立とうとするときに、一
番近いところにいるとも言えると思いますね。
井坂　私は以前、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生に会
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いに行ったのですが、こういうことをおっしゃったのですね。ま
ず自然生態のなかで、最も知的な存在は、ミツバチだと。ミツ
バチはいろんなところを飛び回って、花粉や蜜を自分の体につ
けて他のところに持って行ったりとかですね、自分は何も持っ
てなくて、飛び回っている。結果的にそれによって、生態系の
維持に貢献している。
これをビジネスの世界でやっているのは誰かと。ビジネスの
世界で最も知的な存在は誰かと。答えは、「営業」だという。
私はそのとき、ちょっとはっとさせられまして。それまではどちら
かというと、営業を知的なイメージでは考えていなかった。で
も、考えてみたら営業の人が、外へ出てお客さんの話を聞いて、
直接お客さんの要望に直接リーチしている観点からすると非常
に知的だなと深く得心させられましたね。社会的知性というか。
ある意味、自分が知識を持っていたり強くあったりしなくとも、
人のところに行って話を聞く能力があれば、充分に人というの
は、社会的な知性をもちうる。非常にそれを感じさせられまし
た。
多田　だから、誰にとっての商品、サービスなのか。誰にとっ
ての現実なのかが、大事なのかなと。今回たくさん、井坂さん
はそういったところを書いてくださっています。

危機や変化さえも創造的に利用する知性へ
多田　最後にコロナについて。変化や危機を創造的に利用す
る、という視点（153）。もちろん、こんなことが起こらなければ
一番良かったし、早く収束してほしいというのもありますが、こ
の状況が長く続いてしまっています。こういう状況さえも、いか
に創造的な方向にもっていけるか、ということなんじゃないか
と。確実に、不確実な世界へと進んでいて、その不確実さをも
創造的に利用していく、したたかな知性としなやかな行動力。
そしてもうひとつ、危機は、現状を内省する機会を与えてくれて
もいると（163）。それもたしかに、そういう時間を与えられてき
たな、とも思うのですよね。
井坂　今回のコロナ以前でも、たとえば私が学生だった頃を
思い出しますと、バブルの崩壊というとんでもない事件があっ
て、わりに就職が大変だったですし、少し上のバブルの頃の人
と比べると、いろいろ苦労したなという感覚はないわけじゃな
い。それが全部悪かったかというと、そんなことはないのです。
むしろそういう、経済が低調な中を生きることで、そこでしか得
られない作法を身につけることができた。それは非常に強いこ
とだと思うのですよね。景気が良くない中でも、身のほどをわき
まえて、無駄遣いしないようにしたり、そういう生活スタイルを
身につけることができたという、環境から教えてもらった知恵が
あります。

今回のコロナも、ひとつ確実に言えるのは、一度そういう経
験をしてしまった以上は、前の認識状態には戻れないってこと
です。一度出会ってしまったものは、出会う前には戻れません
から、それをどうやって次の作法につなげていくか、ということ
なのです。非常に深い内省の機会をもたらしたと思います。

偶然は必然に変えられる
多田　社会学（本対談の授業）との接点としては、何かありま
すか。
井坂　偶然の力はそれをちゃんと自分なりに考えて、フィード
バックすれば、必然に変えられる。
トランプなんかのたまたま来たカードのようなものです。ある
カードが自分の手元にあるのは偶然だとしても、それに意味を
与えることは、自分ができるのですね。そういうところは、社会
学の与えてくれている深い知性のありようを表現しているのか
なと。私の場合特に、多田さんの『沖縄イメージの誕生』とい
う記念碑的な著作を編集させていただいたので、そこが、第二
の意味ある出会いだったのかもしれません。
多田　なるほど。いやあしかし、なかなか盛り沢山、てんこ盛
りですな。やっぱり今回、共著という形で、お互いの知識、「知
識についての知識」と言いましょうか、それを持ち寄ってこうい
う形でお届けできているということで。まあ、ただやっぱり、皆
さんに自分なりに読んでもらって、こういう一つの出来上がった
作品を、これで完結じゃなくて、今度は読者の皆さんに読んで
もらって、いろいろ能動的に考えてもらったり、こうだああだと、
自由に語ってもらって、それをまた我々が受けとって、どういう
ものが出てくるか。そこがまた楽しみですよね。では井坂さん、
今日は本当にどうもありがとうございました。
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とを頭ごなしに「こうあるべきじゃない」などと言っても始まらな
い、ということですよね。
さらに108ページあたりの議論では、組織や国家も、「森羅
万象が生きている」という生命体のメタファーで、同じようにと
らえられると。それぞれが固有で自律的な継続と発展の原型を
内に宿しているから、それらを邪魔せず、各自のリズムとパター
ンを尊重しながら引き出していくのが、マネジメントの原則だと
言っているわけですね。
井坂　マネジメントの理想形だと思うのですけどもね。なかな
か簡単ではないですけどね。私たち二人とも、子どもを育てた
経験があるわけですが、子どもは自然に近い、むき出しで生き
てるわけですよね、泣きたい時には泣く。そこで「何かしろ」「そ
れは良くない」と言っても始まらない。ああいうのを多少経験す
ると、人間がコントロールできることはごくわずかなんだなと気
づかされます。もともと持っている力をできるだけ邪魔せず、引
き出す形が望ましいという。
多田　フランスで社会学を確立したデュルケームという人も、
「社会」を考えるときに、生命体とのアナロジーで社会をとらえ
たことで、社会を全体としてトータルにとらえる視座を提示した
のですが、通じるなと思いました。

〈強み〉を生かす
多田　この社会生態学から、〈強み〉という話になっていくので
すよね（36）。〈強み〉を生かす。人や組織の自律性や創発性を
生かすことであり、自分のなかの卓越性を見出して、それを育
てていくという（53）。学生ですと就職活動で、そこが求められ
るかもしれない。強みは本人が自覚していないとまどろんでい
るので、それをしっかり意識することで、起動し覚醒する（77）
と言っておられるわけですね。
井坂　強みについて私は、申し上げたいことがたくさんあるの
です。そもそも強みというのは、学問用語じゃないですからね。
シンプルで素朴な言葉なのですが、私はドラッカーを読むまで、
この言葉すら聞いたことがなかった。得意とか長所は聞きまし
たが、強みを初めて聞いたときは、何を意味してるのだろうと
思いました。
先ほどの、自然としての人間存在。あるがままの状態の中に

は必ず、強みがあるんだという考え方です。実際誰にもあるの
ですね。「いや私は強みなんてないんです」という人も結構いる
のですけど、ない人はいない。強みはあまり自己主張しないも
のですから、こうやって話してる間でも、私の心臓や呼吸器は
動いてるわけです。強みも似ているのですよね。誰も意識して
呼吸してるわけじゃなく、ふだん静かに機能している。これをど
うやって活性化させていくか。まず、強みがあると知るだけで、
かなり自分の可能性の見え方がちがってくる気がしますね。
多田　そのためにどうしたらいいのかってときに、井坂さんが
言って実践もされている、日記ですよね（79）。日 の々行動観察
であり、内省とセルフモニタリングをできるんだと。

井坂　ぜひ学生の皆さんには、今日から始めてほしいですね。
今日から日記を始めたら、20年後ものすごい財産になってます。
私が自分の行動記録をつけ始めたのが、28ぐらいの時で、もう
20年ぐらいになります。いつも思うのが、あと10年早く始めてお
けばよかったなと。学生時代に日々 どんなこと考えていたかなど、
自分を知る上でのデータベースを作るようなものです。しかも今
はワープロを使うから、検索できるのですよね。何月何日にあの
本を読んだとか、あの人と会ったとか、全部わかる。
多田　結局、強みというのは、誰か人に言われて気づくという
か、もちろんそれもあるんだけど、人から押しつけたり方向づけ
たりされるよりも、自分で気づいて、自分をモニタリング、内省
していくことが大事なのですよね。他人にモニタリングされると
いうことは、常にそこに支配やコントロールをされてしまう可能
性があるわけだけど、自分で自分を律することが、一番いいの
ですよね。
井坂　おっしゃる通りですね。ドラッカーの場合はナチスとい
う、むき出しに他人を支配する暴力的な政治プログラムに対抗
してマネジメントに着手したわけです。
それに類することは、自由主義を標榜する国にだってあるわけ
ですから、手綱はきちんと自分が握るという強い意志は、必要
だと思いますね。
多田　そうですよね。まあここまで自然生態、社会生態。私も
最近、学生に「ナチュラルに」って、いつも言うのですけどね。
やっぱり、押しつけてやらせたくないってのが、あるのですよね。
それでも言わなきゃいけない時もあるんだけど。学生とか親子
とかね。でもできればナチュラルに、内発的に行ってほしいとい
うのが、それが一番ですよね。

フィードバック分析：成功体験を内省する
多田　そうして、フィードバック分析（58）。ここで、成功体験
を内省してみよう、って話なんだけど、私なんかは結構くよくよ
しちゃう人間なので、どちらかというと失敗や挫折した体験ば
かり思い出しちゃうのですね。「ああ、自分はなんであんな馬鹿
なことをしたのだろう」みたいな。ここで、なぜ成功を振り返る
んでしょう？
井坂　ドラッカーが自伝で書いていたのですが、当時フランク
フルト大学の先生で、マルティン・ブーバーというユダヤ哲学
の専門家が書いた文章に、「自分はうまくいったことから学ん
できた」とうのがあり、それをまねてやってきたと。結局、人間
がもつ宿命、つまり人間はとんでもなく弱くて、過ちを犯す存
在なんだというのが、人間のひとつの真実だと思うのですよ。
基本的には過ちが多いし、倫理的にも問題のある行動をとる。
どんなに立派な人だって、ありうることですね。だから失敗を相
手にし始めると、人間一生あっても時間が足りないわけです。
それだったら成功を、きっちり見ていく。限られた資源をどう有
効に活用するか、ですね。
多田　そう。といっても、実際には成功だけを見ているわけで

共著本『ドラッカー×社会学』を刊行して
多田　それでは井坂さん、よ
ろしくお願いいたします。今回
『ドラッカー×社会学』を私た
ちの共著として、皆さんにお届
けできました。どうですか井坂
さん、これが出てみて。
井坂　私は編集者で本を350
冊ぐらい作ってきたのですが、
こんなに感慨深い本はないです
ね。なぜ感慨深いかはこれから
追い追いお話ししますが。
多田　そうですね。それで、これを作るプロセスで、何回も読
んでいるわけですが。今回授業で使うのに準備をして、レジュ
メを作るためにまた2回ほど読み直したのですが、かなり中身
が濃いですね。ずいぶん時間がかかってしまいました。
井坂　そうですね、一見すると200ページ足らずの本ですが、
すべて寸止めというか、ギリギリで止めてあとは考えてもらう書
き方になっているので、中身は濃いつくりになっていると思いま
す。
多田　ドラッカーや社会学に、初めてふれる人も多いと思うの
ですが。そういう方が最初から読み始めると、前提がないので
少し難しい、とっつきにくいかもしれなくて。その場合は3章か
ら読み始めてもらってもいいのかなと思ったのですが、どうで
しょう。
井坂　3章が「知識の生産性」という、きわめてプラクティカル
というか、誰にでも関係ある話が出ております。読み物としてい
い筋だと思います。
多田　はい。この本はいわゆる「ハウツー本」というか、学生
の皆さんが実際に学校でいろんな勉強をして、知識を身につ

のものですよね（94）。し
かも「根っこ」という見え
ないところに、ドラッカー
でいうとヨーロッパでの
全体主義体験があって。
そこから真逆の、人それ
ぞれの生きざまを尊重す
る、多元的な社会の生態
を見ていく社会生態学の
発想・営みにつながった
わけですよね。
井坂　そうですね。生き
物の場合は、樹もそうで
すし、私たちの指紋や顔などもそうですが、自然の生み出すも
のに一つとして同じものがない。個性そのものです。それを支え
て育む根として、見えない・感知できないところで形成されたも
のが、いまの自分を作っている。ドラッカーの場合、アメリカに
行く前、ヨーロッパで非常に苦労した時代があるわけですけど、
アメリカに行った後の彼しか見てないと、成功したコンサルタ
ントの面しか見えない。実は若い頃には壮絶な命のやりとりを、
ナチズムとの間でやっています。そこは彼の中に一本通ったも
のがある。
これは誰でも、どんな人でも根の部分があって、多田さんに
も私にも、皆さんにも一人ひとり、根の部分が必ずあるわけで
す。それが多元性の源になっている。
多田　ドラッカー自身がユダヤ人として経験したナチスの全
体主義と、マネジメントや社会生態学の一連の仕事というの
は、一見全くちがうように見えるけど、実はすごくつながってい
た。多くのドラッカー関連の本でも、このヨーロッパ体験の部
分があまり出てこないですね。私も、井坂さんの本を通して初
めて知りました。私が授業で扱うエーリッヒ・フロムなどフラン
クフルト学派の人たちも同様の経験をしており、関連性を感じ
ます。

社会生態学：生命体とのアナロジー
多田　樹木図で描いた社会生態学は、自然とのアナロジーで
表現されていますよね（32）。自然の生態は、人間の理性や思
考に服従してない。当たり前に樹や動物が育つことには、否定
の語法がない（99）。「こうあるべきじゃない」「やってはいけな
い」とか、そういう話じゃないわけですよね。
井坂　人間の場合、たとえば死は忌避されるものとして、否定
的に見られがちですが、自然の生き物はただ、動かなくなるだ
けですからね。そこに良いも悪いもない。
多田　そうですよね。あるのは生きて働いている現実だけ、と
いう。それを受け入れていくことが、自然に対してはそうなんだ
けど、実はそれは人間や社会も同様なんじゃないか、という。
それぞれの人に、そうなっている理由があるのであって、そのこ

人が困っていて、そのことに対してビジネスで答えていくという、
そういう流れになってきているのかなと思うのですが。
井坂　そう思いますね。わかりやすい例で言うと、SDGsです。
もともと社会的な課題、17のゴールを、それぞれの社会で解
決してゆく。ビジネスとNGO・NPOという垣根はもう、どんど
んなくなってきています。

学校・学生という「現場」：WHATとHOWのつながり
多田　「現場で働く人向けに書かれた『断絶の時代』」（16）と
あるのですが、それでは学校に通う学生の人たちは、どんなふ
うに考えたらいいんでしょう？
井坂　『断絶の時代』はある種、壮大な教育論でもある。学校
や学生であっても、現場にちがいないですね。「学ぶ」「教える」
というのは、現場そのものですから、全くそこは、乖離したもの
ではないと思います。
多田　そこが、学校はちゃんと「現場」としてとらえられてこな
かったのですよね。むしろそこを等しく見たほうが、いろいろ生
かせるのかなということもありますよね。
次に、「方法の知識や技能が社会の中心になってきている」

（28）いわゆるwhat、内容の知識よりhow、「いかに」の知識、
方法知が中心になったと。しかしそうしますと、大学生にとって
は「それなら専門学校でもいいのでは」という疑問にもなりえま
す。どうですか？
井坂　方法知と命題知、howとwhatの関係ですが、たとえば
自動車の教習所は、基本的にhowを満たせば誰でも合格でき
ます。一方で大学は、縦軸・横軸で言うと、タテ、歴史を持っ
ている。ドラッカーはたしかにhowの重要性を説いていますが、
一方でリベラルアーツの重要性を強調している。howばかりや
たらできる、たとえば金儲けはうまいけれども、倫理性に乏しい
ような人が、アメリカでも日本でも問題になっている。そういう
才覚に長けていても、「何をなすべきか」、「何」は、必要なもの
です。そこをきちんと習得できる場所として大学というのは、む
しろ社会の中心に今後どんどんなってゆく。whatをきちんと押
さえられる場は、社会にそうたくさんあるわけじゃない。そのあ
たりが、一般に言われている大学のとらえ方とは様相がちがう
のでしょう。
多田　なるほど。おそらくそこが、方法知に対する理解ともつ
ながってくるのかなと。「何」に当たるコンテンツ・中身も、「どう
生かすのか」とセットになっている。そこを深みをもって考えら
れるのはやはり、大学の役割でもあるのかなと。はい。

樹木図の効用：見えない根っこに着眼する
多田　樹木図（35）というのが井坂さん、よくつくられましたね。
井坂　ドラッカーの社会生態学を、生き物として表現したいと
考えていて、樹が一番フィットするように思って、作ったもので
す。
多田　樹が、全体として生きている。社会生態学の考え方そ

けて、その知識をどう使っていくのかがとても大事なのですが、
そこをあまり教えてくれる場がなく人もいないということで、そう
いう点でもノウハウを書いてある3章以降から読み始めるのも
いいのではと思いますね。

ビジネスと社会の相互浸透
多田　それでは井坂さんにいろいろお聞きしていきます。まず
「ドラッカーやマネジメントと社会学」という、こういう組み合わ
せってあんまりないですよね。
井坂　ありそうでないのですね。
多田　はい。それがなぜ、どうつながり、重なるのだろうかと。
井坂　ドラッカーと言いますと、経営の世界ではよく知られて
いる。私たちはふだんマネジメントといえば「管理」の意味でよ
く使うのですけど、ドラッカーの言うマネジメントはほとんど社
会的な概念ですよね。会社のマネジメントというのが、たいて
いの方の頭にまず浮かぶのですけど、彼が論じていたのは、教
会とか大学、NPO、社会全体あるいは行政、政治、そこで人
間が関わる活動全般にいえる概念でした。本当は社会があっ
てマネジメントがある。順番から言いますとね。
なぜかマネジメントのほうが妙に目立ってしまって、ドラッカー
と社会学がどう関わりがあるのかとなぜか人は思ってしまう。
本当は逆なのですね。まず社会がある。
多田　そうですよね。彼の晩年近くの著書『ネクスト・ソサエ
ティ』でも、はっきりとその、社会の重要性にたどり着いていま
すよね。
で、そのことがね、このコロナ以後の状況というのは、たとえ
ば一橋大学で言うと、商学部でやっていることと社会学部で
やっていること、つまりビジネスのほうと、社会問題や福祉、社
会貢献といったこととが、わりと浸透し合うような状況に来てい
るのかな、と思うのですね。いかにこの状況の中で、いろんな

はないですからね。いいことだけを見ているのが都合がいい、
みたいなことじゃなくて、もちろん失敗したこととかも、振り返っ
てはいるわけだけど。やはり成功体験を、過去にうまくいったこ
とを未来にポジティブに生かしていくという、そこに要点がある
わけですよね。
井坂　私が見たところ、物事をうまく運んでいる人に共通して
いるのは、わりに軽く悲観的なのですね。自分を手放しでほめ
ることはしてなくて、どことなく批判的に自分を見ている。そうい
うタイプの人が多い気がします。一方で、何をやっても全部完
ぺきだ、みたいな感じの方は、あまりうまくいってないように見
えます。ドラッカーが言うのは、自分をどれだけクールに、冷徹
に見るかということで、その上で成功したことを見るわけですよ。
能天気な人という意味じゃないですね。
多田　そういうことですね。だからこそ、意識的に成功とか、
美しいものやストレスのないもの、自然に力の湧くものを見る、
探す（70）。で、そこで大事なのは、自分が何を見たがっている
人間なのかがわかるわけですね。それから、組織とか集団、大
学だとゼミなどでも、誰かのよい行動を真似ること、この人こう
いういいことやってるから、そこをモデルにしていくことで、集団
や組織としてよい文化が育つという話もありますね（77）。
井坂　若い人にぜひお伝えしたいことがあるとしたら、私も会
社に入って最初、やっぱり尊敬できる人を見つけるのが一番
早いということです。だめな先輩なんていくら見つけても、何の
意味もないですね。尊敬できる人を見つけるのがいい。
多田　僕もだから学生でも、ああこれはいいってのはほめて、
やってる行動をほめる。その内実、いいものを生み出す行動や
作品、そこをどんどん真似ていく。やっぱり最初は真似から始
まりますもんね。
そして、予期せぬ成功を利用する（60）。予期せぬことという
のは本当に、いつ起こるかわからない。特に成功。だからこそ、
それを仕組みにしていくんだと（74）。予期せぬことに対し、自
分をオープンに開いておく感じなのですかね。そういう仕組み
をつくっておいて、今までそういうことがあった現実から出発し
て、未来に投入してゆくと。
井坂　最近私も、ひと月ごとに予期しなかったことを振り返るの
ですね。ふだんバタバタ漫然と生きている感じですが、1か月振
り返りますと、びっくりするくらい予期せぬことが起きてるのです
ね。SNSをやってると、小学校の時の友達が私を見つけて連絡
してくれたり、そこから面白い展開があったりするのです。期待し
ていたわけではないのですけど、自分の状況に働きかけてくれ
る。それに類することがいっぱい起こっているのですね。
多田　予期せぬことを想定しながら、その仕組みづくり。ここ
が大事だなと。
井坂　仕組みをつくらないと、二度と戻ってきませんからね。

未知なるものの体系化
多田　次は未知なるものの体系化（29）ですね。「知っている」

ことにとらわれている人間の前提があるが、未知なるもの（知ら
ないことignorance）が教えてくれる別種の知もある。知らない
ことを意味づけ、組織的に扱っていく（102）。これはとても重
要ですね。
井坂　学問の世界というのは、この発想がないとなかなか発
展していかないのではないですか。落語の話だったと思います
が、お金を道端で落とした人が、ずっと電灯が照らしていると
ころばかり探している。見つからなくて、通りがかった人が、「な
いんじゃないですか。何でそこばかり探すのですか」と。それに
対して、「ここはよく見えるからです」と答える。自分が見えてる
ところしか探してないのですよ。でもお金はどぶに落ちているか
もしれないわけで、これに類すること、結構やってますよね。自
分が知ってるとこからしか見てない。
他の分野からすれば当たり前のことが、自分のところからし

か見ていないがために、真実の姿が見えてない。特に今のよう
なコロナの世界では、医者から見たら常識なことが、逆に政治
家や官僚からすると全然見えないことが当然あるわけで、これ
を防ぐためには結局、いろんな視点がないとダメだって話にな
るわけですね。「未知なるものの体系化」は、「自分が何を知ら
ないか」を知るという、ものすごく重要な視点です。
多田　体系化、これはorganize ですよね。organize 
ignorance。知らないことを体系化し、組織化する。これはそ
ういう意味では、予期せぬ成功を利用する、仕組みにするこ
とと、ちょっと近いですね。だから、いかにその、偶発的なも
のに対して自分を開いていくか、という。で、このことは、旅と
か観光はまさにそういう面があるのですよ。旅人というのはま
さに、いろんな場所を「知らない人」として、知っていく営みで
すよね。「創造的無学」と、そういうところで通じるのかなと。
井坂　どんなにガイドブックで詳細に調べていても、実際に
行ってみた時の感覚というのは、やっぱりそれは感じてみるし
かないのですよね。
多田　今日も、群馬県で収録してますけれども、道中でも、来
たことがないところだったので、「ああこういうところなのか」と。
そういう一つ一つ、知らないことをわかっていくプロセスが大事
なのかなと。
井坂　知らない状態ってのは、本当にありがたいなと思います。

「前向き」は、未来でなく過去を向く
多田　65-67ページの図です。この図には今回、なるほどとう
ならされました。「前向き」というのがふつうは、未来のことを考
えているのが前向きなんだけど、未来のことはわからないわけ
ですよ。予想できないし、明日何が起こるかなんてわからない。
わかっているのは過去、ですよね。だから、過去の方がむしろ、
目で見ている前、過去の方へ、前を見ているんじゃないかとい
う、そういうふうに発想を転換されている。過去はすでに起こっ
たことであり、反省し、理解できる。社会学や社会科学だって、
基本は過去から現在までをとらえて理解していくのです。つま

り、知的対象としてとらえられる。もちろん、未来を我々生きな
いといけないから、未来を知るために、むしろ過去を活用する
んだと（104）。それが歴史への認識につながっているのです
ね。
井坂　未来がどうなるのかはわからないのが、事実ですよね。
どんなにIQが高かろうが、博覧強記であろうが、未来がわか
らないことにおいては、変わらない。逆にいうと、「私は未来が
わかった」と、見てきたように言う人がいます。コロナや株につ
いてもそうで、未来のことを平気で言う人がいますが、それは
残念ながら、信頼に値しない。私たちが知的な対象としうるの
はやはり、すでに起こったことなのですね。
多田　それでドラッカーの場合は、実践的マネジメントやイノ
ベーションを立ち上げたわけですが、それらも、すでに確定し
た過去への理解を、不確実な未来に向けて投じていく、方法
的な企てであったと（106）。
井坂　起業家とかベンチャー企業の方は、ばくち打ちみたい
に見られがちですが、実際はそうじゃない。彼らほど過去をちゃ
んと調べてる人は、実際あまりいないのですよ。すでにわかっ
たことをベースに、この事業をやると。非常にある面で保守的
なのです。そこは、世の中で言われているのとだいぶちがうとこ
ろですね。
多田　未来に向き合おうとするからこそ、やはり過去を丁寧に
見ていくということですよね。そのことをこの図は、しっかりと教
えてくれているなと思いました。とってもキャッチーな図ですよ
ね。

知識の生産性は「質」で決まる
多田　知識の生産性（49）について。井坂さんが生産性と言
うときは、「質」のほうを重視されていて、効率（efficient）と効
力・有効性（effective）のちがい。知識労働の生産性も質で
決まるし、本人の自律性や主体性によるマネジメントの産物で
あると（157）。だからこそ、知識生産・知識労働の主体、個人
の力が発揮されねばならないわけですよね。
井坂　一橋大学の学生さんはコンサルに就職する学生も多い
と聞きますが、コンサルは本当に、質の勝負なのですね。しかも、
結果があまりにもはっきり出てしまいます。同じことをやってて

も、技量によって驚くほどちがいますから。ただ1時間いくらと
か、500円で仕入れたものを700円で売るとか、そういう世界
じゃないわけです。質のビジネスというのは本当にそれによっ
て、自分のほとんど人格的価値の投影みたいなところがあって、
芸術家と同じなのですね。5分の曲を作ったって、AさんとBさ
んで同じになるはずはない。絵とかデザインとか、みんなそうで
す。そういう時代にもうなっているのではないですか。
多田　芸術に近づいていくってところが、面白いですね。だか
ら、AIとか数量化とか、データサイエンスだとか、いろんなもの
が出てきてるんだけど、やっぱり人間にとっての質の部分とい
うのは、どこまでも残ってゆくのかな、と。
井坂　そう思いますね。これまでの交通の歴史などを見ても、
たくさんの人が車を運転するようになったからといって、バスが
なくなったかというと、なくなってはいない。それぞれが社会の
中で持っている役割が変わってゆくだけで、例えば弁護士とか
医者とか銀行、その一部はなくなるかもしれないですが、社会
的な位置づけが変わってゆくだけであって、それ自体が消えは
しない。もちろん、それがAIでより効率的にできるのだったら、
どんどんAIに任せたらいい。人間にしかできないことが残れば
いい。

2002年には言い当てられていたコロナ後の知識社会
多田　なるほど。そのこととも関係してくるのですが、『ネクスト・
ソサエティ』という、ドラッカーのほぼ最後に近い本で、「個人
主導で知識を解き放ち、自由に学びながら働ける社会に」とい
う（111）。現代、特にこのコロナ後の状況、もしくはスマホや
SNSを使っていろんな活動を行うような状況を、2002年の時
点ですでに言い当てていたな、という。そのことが結局、組織
とか制度によりかかった形での知識生産・仕事の仕方ではな
くて、組織や制度がどんどん相対化されていき、個人に立脚し
たような仕事の仕方になっていく。それは実は、ドラッカーがも
ともと言っていたような、より自由で機能する社会。それから、
知識の応答責任主体が、個人にゆだねられてきて、知識が個
をプレーヤーとして流通する時代になってゆくという（185）。
今がまさに、そうなってきてますよね。
井坂　そう思いますね。特に今回のコロナでは、大学の教室
じゃなくてもこういうリモートでできるわけですから、個としての
活動領域の広さは無限に広がっていく、どこでもできる。こうい
う講義は知識労働の最たるものと思います。
多田　そうですねえ、ただ、予想だにしませんでしたね。こん
な収録になって、去年（2020）からでしたね。ただそれまでも、
技術的には可能になっていたんだけど。そういうこと自体が、
社会的にありえなかったのですよね。でも、コロナの必要に迫
られて、学校・大学も、やるしかなくなっていった。
井坂　私いま活字メディアの世界にいますが、コロナによって、
本が売れるようになってきたという。在宅でまとまった勉強をし
ようと思うと、自分の時間ができて、何か新しい知識を得ようと

思うと、非常に古典的なメディアではありますけど、やっぱり本
というのはものすごく凝縮度が高い。ネットはたしかにある種の
物知りを生むかもしれませんが、体系的な知識を得るために
はやっぱり書物は一番効率的なのですね。Amazonも、本の
売上が4割ほど伸びたそうです。
一方で、雑誌は定期的に読むものということもあって、全体
的に売り上げは落ちたようです。その中で数少ない、売り上げ
を伸ばしたのが、50代以上の女性向けのある雑誌なのですが、
こういう時代にスマホの使い方とかを丁寧に指南してくれる。
3000人ぐらいの女性のモニターがいて、徹底的にニーズを把
握して。中高年女性を対象にした雑誌が伸びたという。
どんな状況でも全部がダメなわけじゃなくて、その変化をう
まく活用すれば、機会にも変えられるという。一方で、美容系
の雑誌というのが、軒並みに厳しいらしい。というのはマスクを
しますから、美容にコストをかけずに済むわけですね。
多田　なるほど～。いやあ、参考になります。

シンボル秩序と社会秩序の二重性
多田　それで今度は、私の議論や社会学に引きつけたところ
なのですが、5・100ページの二重性図式ですね。この図式の
上の部分ですね、言葉やシンボルの秩序、こういうものが、客
観的・物理的な秩序や実際の危機・災害などに対して、また
ちがう独自の秩序を作り上げてしまう言葉やシンボルの作用。
その怖さも、最近のコロナの状況からもまた、わかってきたと思
うのですね。
井坂　そうですね。こういうものはまあ昔からあったと思うので
すね。わかりやすい例でいうと、九州とはこういう場所だとか、
東京の人はこういう人だとか。なんとなく、客観性とはまた別に
形成されたイメージというのがあるわけで。インターネットに
よっても危険なまでに増幅されていることがありますね。
多田　ええ。それと同時に、この客観と主観の循環というのは、
まさに社会生態、自然の生態における呼吸と同様に、社会の
生態においても言葉やシンボルが皮膚感覚で、人の生きざま

になっている。知識もそうですし、言葉や知識、シンボルを呼
吸して、日々営んでいる。このシンボル世界は身体感覚とも密
着した、かけがえのないものでもある。

当事者の知覚や主観に寄り添う
そのこととも関係しているのですが、社会学というのはそうい

う、それぞれの人にとっての、当事者の知覚や主観を重視する
のですね（41）。誰にとっての現実なのか、それが社会学の基
本視座です。そもそも人のもつ知識は、各自に主観的であり、
身体に根づいたものなのですね。経験や過去の記憶を通して
紡ぎあげられたものが、知識であって。そのことは、質的調査
法という手法で行われていて、ある社会学者、岸政彦先生とい
う、この前ブルデュー『ディスタンクシオン』をNHKで取り上げ
ていた方ですが、「他者の合理性を理解する」って言っておら
れるのですね。それはまさにドラッカーの議論とも重なってい
て、顧客がとる行動の理由は、本人にさえわからない場合もあ
る。でも理由はあるんだと（136）。自分が説明できるとは限ら
ないし、自分でもわかってないかもしれないんだけど、その人な
りの理由があるんだと。これはまさに「他者の合理性」ですよ
ね。不合理に見えるものを、本人が合理的なものとしているよ
うな、顧客の現実をみることが大事なんだと。
井坂　子どもの頃から言われていたのが、「馬鹿って言う人は
その人が馬鹿なんだ」という言い回しがありました。まさにその
通りだと思うのですけど、相手を理解不能として切り捨ててい
るだけなのです。思考停止してしまってる。本当は、相手の内
面で何が働いているかを探り当てるのが、腕の見せどころなの
です。なぜこの人はこういう言葉を使ったのだろう、なぜあの
人はこういう行動をとったのだろうかと。相手の内面に飛び込
んでいって、それを探り出すというのが、お客さんに満足しても
らう商品・サービスを作り出す、まさにそれなのですね。だいた
いお客さんというのは理解不能であることも多いのですけど、
お客さんの内面においては首尾一貫したものがある。そこをど
うやって見つけ出すか、というのが、ドラッカー言うところのマー
ケティングなのだと思いますね。
多田　だから、社会学をやった学生、社会学部の学生が就職
活動をして、「社会学部で何を勉強してるの」「社会学って何を
やるの」と聞かれて、うまく答えられないなんて言うのですけど、
結構実は、社会学は当事者目線、主観に近づこうとするわけ
だから、それはビジネスとか、お客様のニーズを理解するとい
う営みに、とても近いところにいるのですね。
井坂　それは素晴らしい説明ですね。
多田　ある種のモデルを通さない、といいますか、モデルとか
仮説とか、専門化された枠組みや体系を通さずに、ありのまま
の、そこにいる人の主観的な現実に、ダイレクトに向き合おうと
する。それはビジネスで、お客様目線に立とうとするときに、一
番近いところにいるとも言えると思いますね。
井坂　私は以前、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生に会
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いに行ったのですが、こういうことをおっしゃったのですね。ま
ず自然生態のなかで、最も知的な存在は、ミツバチだと。ミツ
バチはいろんなところを飛び回って、花粉や蜜を自分の体につ
けて他のところに持って行ったりとかですね、自分は何も持っ
てなくて、飛び回っている。結果的にそれによって、生態系の
維持に貢献している。
これをビジネスの世界でやっているのは誰かと。ビジネスの
世界で最も知的な存在は誰かと。答えは、「営業」だという。
私はそのとき、ちょっとはっとさせられまして。それまではどちら
かというと、営業を知的なイメージでは考えていなかった。で
も、考えてみたら営業の人が、外へ出てお客さんの話を聞いて、
直接お客さんの要望に直接リーチしている観点からすると非常
に知的だなと深く得心させられましたね。社会的知性というか。
ある意味、自分が知識を持っていたり強くあったりしなくとも、
人のところに行って話を聞く能力があれば、充分に人というの
は、社会的な知性をもちうる。非常にそれを感じさせられまし
た。
多田　だから、誰にとっての商品、サービスなのか。誰にとっ
ての現実なのかが、大事なのかなと。今回たくさん、井坂さん
はそういったところを書いてくださっています。

危機や変化さえも創造的に利用する知性へ
多田　最後にコロナについて。変化や危機を創造的に利用す
る、という視点（153）。もちろん、こんなことが起こらなければ
一番良かったし、早く収束してほしいというのもありますが、こ
の状況が長く続いてしまっています。こういう状況さえも、いか
に創造的な方向にもっていけるか、ということなんじゃないか
と。確実に、不確実な世界へと進んでいて、その不確実さをも
創造的に利用していく、したたかな知性としなやかな行動力。
そしてもうひとつ、危機は、現状を内省する機会を与えてくれて
もいると（163）。それもたしかに、そういう時間を与えられてき
たな、とも思うのですよね。
井坂　今回のコロナ以前でも、たとえば私が学生だった頃を
思い出しますと、バブルの崩壊というとんでもない事件があっ
て、わりに就職が大変だったですし、少し上のバブルの頃の人
と比べると、いろいろ苦労したなという感覚はないわけじゃな
い。それが全部悪かったかというと、そんなことはないのです。
むしろそういう、経済が低調な中を生きることで、そこでしか得
られない作法を身につけることができた。それは非常に強いこ
とだと思うのですよね。景気が良くない中でも、身のほどをわき
まえて、無駄遣いしないようにしたり、そういう生活スタイルを
身につけることができたという、環境から教えてもらった知恵が
あります。

今回のコロナも、ひとつ確実に言えるのは、一度そういう経
験をしてしまった以上は、前の認識状態には戻れないってこと
です。一度出会ってしまったものは、出会う前には戻れません
から、それをどうやって次の作法につなげていくか、ということ
なのです。非常に深い内省の機会をもたらしたと思います。

偶然は必然に変えられる
多田　社会学（本対談の授業）との接点としては、何かありま
すか。
井坂　偶然の力はそれをちゃんと自分なりに考えて、フィード
バックすれば、必然に変えられる。
トランプなんかのたまたま来たカードのようなものです。ある
カードが自分の手元にあるのは偶然だとしても、それに意味を
与えることは、自分ができるのですね。そういうところは、社会
学の与えてくれている深い知性のありようを表現しているのか
なと。私の場合特に、多田さんの『沖縄イメージの誕生』とい
う記念碑的な著作を編集させていただいたので、そこが、第二
の意味ある出会いだったのかもしれません。
多田　なるほど。いやあしかし、なかなか盛り沢山、てんこ盛
りですな。やっぱり今回、共著という形で、お互いの知識、「知
識についての知識」と言いましょうか、それを持ち寄ってこうい
う形でお届けできているということで。まあ、ただやっぱり、皆
さんに自分なりに読んでもらって、こういう一つの出来上がった
作品を、これで完結じゃなくて、今度は読者の皆さんに読んで
もらって、いろいろ能動的に考えてもらったり、こうだああだと、
自由に語ってもらって、それをまた我々が受けとって、どういう
ものが出てくるか。そこがまた楽しみですよね。では井坂さん、
今日は本当にどうもありがとうございました。
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とを頭ごなしに「こうあるべきじゃない」などと言っても始まらな
い、ということですよね。
さらに108ページあたりの議論では、組織や国家も、「森羅
万象が生きている」という生命体のメタファーで、同じようにと
らえられると。それぞれが固有で自律的な継続と発展の原型を
内に宿しているから、それらを邪魔せず、各自のリズムとパター
ンを尊重しながら引き出していくのが、マネジメントの原則だと
言っているわけですね。
井坂　マネジメントの理想形だと思うのですけどもね。なかな
か簡単ではないですけどね。私たち二人とも、子どもを育てた
経験があるわけですが、子どもは自然に近い、むき出しで生き
てるわけですよね、泣きたい時には泣く。そこで「何かしろ」「そ
れは良くない」と言っても始まらない。ああいうのを多少経験す
ると、人間がコントロールできることはごくわずかなんだなと気
づかされます。もともと持っている力をできるだけ邪魔せず、引
き出す形が望ましいという。
多田　フランスで社会学を確立したデュルケームという人も、
「社会」を考えるときに、生命体とのアナロジーで社会をとらえ
たことで、社会を全体としてトータルにとらえる視座を提示した
のですが、通じるなと思いました。

〈強み〉を生かす
多田　この社会生態学から、〈強み〉という話になっていくので
すよね（36）。〈強み〉を生かす。人や組織の自律性や創発性を
生かすことであり、自分のなかの卓越性を見出して、それを育
てていくという（53）。学生ですと就職活動で、そこが求められ
るかもしれない。強みは本人が自覚していないとまどろんでい
るので、それをしっかり意識することで、起動し覚醒する（77）
と言っておられるわけですね。
井坂　強みについて私は、申し上げたいことがたくさんあるの
です。そもそも強みというのは、学問用語じゃないですからね。
シンプルで素朴な言葉なのですが、私はドラッカーを読むまで、
この言葉すら聞いたことがなかった。得意とか長所は聞きまし
たが、強みを初めて聞いたときは、何を意味してるのだろうと
思いました。
先ほどの、自然としての人間存在。あるがままの状態の中に

は必ず、強みがあるんだという考え方です。実際誰にもあるの
ですね。「いや私は強みなんてないんです」という人も結構いる
のですけど、ない人はいない。強みはあまり自己主張しないも
のですから、こうやって話してる間でも、私の心臓や呼吸器は
動いてるわけです。強みも似ているのですよね。誰も意識して
呼吸してるわけじゃなく、ふだん静かに機能している。これをど
うやって活性化させていくか。まず、強みがあると知るだけで、
かなり自分の可能性の見え方がちがってくる気がしますね。
多田　そのためにどうしたらいいのかってときに、井坂さんが
言って実践もされている、日記ですよね（79）。日 の々行動観察
であり、内省とセルフモニタリングをできるんだと。

井坂 ぜひ学生の皆さんには、今日から始めてほしいですね。
今日から日記を始めたら、20年後ものすごい財産になってます。
私が自分の行動記録をつけ始めたのが、28ぐらいの時で、もう
20年ぐらいになります。いつも思うのが、あと10年早く始めてお
けばよかったなと。学生時代に日々 どんなこと考えていたかなど、
自分を知る上でのデータベースを作るようなものです。しかも今
はワープロを使うから、検索できるのですよね。何月何日にあの
本を読んだとか、あの人と会ったとか、全部わかる。
多田　結局、強みというのは、誰か人に言われて気づくという
か、もちろんそれもあるんだけど、人から押しつけたり方向づけ
たりされるよりも、自分で気づいて、自分をモニタリング、内省
していくことが大事なのですよね。他人にモニタリングされると
いうことは、常にそこに支配やコントロールをされてしまう可能
性があるわけだけど、自分で自分を律することが、一番いいの
ですよね。
井坂　おっしゃる通りですね。ドラッカーの場合はナチスとい
う、むき出しに他人を支配する暴力的な政治プログラムに対抗
してマネジメントに着手したわけです。
それに類することは、自由主義を標榜する国にだってあるわけ
ですから、手綱はきちんと自分が握るという強い意志は、必要
だと思いますね。
多田　そうですよね。まあここまで自然生態、社会生態。私も
最近、学生に「ナチュラルに」って、いつも言うのですけどね。
やっぱり、押しつけてやらせたくないってのが、あるのですよね。
それでも言わなきゃいけない時もあるんだけど。学生とか親子
とかね。でもできればナチュラルに、内発的に行ってほしいとい
うのが、それが一番ですよね。

フィードバック分析：成功体験を内省する
多田　そうして、フィードバック分析（58）。ここで、成功体験
を内省してみよう、って話なんだけど、私なんかは結構くよくよ
しちゃう人間なので、どちらかというと失敗や挫折した体験ば
かり思い出しちゃうのですね。「ああ、自分はなんであんな馬鹿
なことをしたのだろう」みたいな。ここで、なぜ成功を振り返る
んでしょう？
井坂　ドラッカーが自伝で書いていたのですが、当時フランク
フルト大学の先生で、マルティン・ブーバーというユダヤ哲学
の専門家が書いた文章に、「自分はうまくいったことから学ん
できた」とうのがあり、それをまねてやってきたと。結局、人間
がもつ宿命、つまり人間はとんでもなく弱くて、過ちを犯す存
在なんだというのが、人間のひとつの真実だと思うのですよ。
基本的には過ちが多いし、倫理的にも問題のある行動をとる。
どんなに立派な人だって、ありうることですね。だから失敗を相
手にし始めると、人間一生あっても時間が足りないわけです。
それだったら成功を、きっちり見ていく。限られた資源をどう有
効に活用するか、ですね。
多田　そう。といっても、実際には成功だけを見ているわけで

共著本『ドラッカー×社会学』を刊行して
多田　それでは井坂さん、よ
ろしくお願いいたします。今回
『ドラッカー×社会学』を私た
ちの共著として、皆さんにお届
けできました。どうですか井坂
さん、これが出てみて。
井坂 私は編集者で本を350
冊ぐらい作ってきたのですが、
こんなに感慨深い本はないです
ね。なぜ感慨深いかはこれから
追い追いお話ししますが。
多田　そうですね。それで、これを作るプロセスで、何回も読
んでいるわけですが。今回授業で使うのに準備をして、レジュ
メを作るためにまた2回ほど読み直したのですが、かなり中身
が濃いですね。ずいぶん時間がかかってしまいました。
井坂　そうですね、一見すると200ページ足らずの本ですが、
すべて寸止めというか、ギリギリで止めてあとは考えてもらう書
き方になっているので、中身は濃いつくりになっていると思いま
す。
多田　ドラッカーや社会学に、初めてふれる人も多いと思うの
ですが。そういう方が最初から読み始めると、前提がないので
少し難しい、とっつきにくいかもしれなくて。その場合は3章か
ら読み始めてもらってもいいのかなと思ったのですが、どうで
しょう。
井坂　3章が「知識の生産性」という、きわめてプラクティカル
というか、誰にでも関係ある話が出ております。読み物としてい
い筋だと思います。
多田　はい。この本はいわゆる「ハウツー本」というか、学生
の皆さんが実際に学校でいろんな勉強をして、知識を身につ

のものですよね（94）。し
かも「根っこ」という見え
ないところに、ドラッカー
でいうとヨーロッパでの
全体主義体験があって。
そこから真逆の、人それ
ぞれの生きざまを尊重す
る、多元的な社会の生態
を見ていく社会生態学の
発想・営みにつながった
わけですよね。
井坂　そうですね。生き
物の場合は、樹もそうで
すし、私たちの指紋や顔などもそうですが、自然の生み出すも
のに一つとして同じものがない。個性そのものです。それを支え
て育む根として、見えない・感知できないところで形成されたも
のが、いまの自分を作っている。ドラッカーの場合、アメリカに
行く前、ヨーロッパで非常に苦労した時代があるわけですけど、
アメリカに行った後の彼しか見てないと、成功したコンサルタ
ントの面しか見えない。実は若い頃には壮絶な命のやりとりを、
ナチズムとの間でやっています。そこは彼の中に一本通ったも
のがある。
これは誰でも、どんな人でも根の部分があって、多田さんに
も私にも、皆さんにも一人ひとり、根の部分が必ずあるわけで
す。それが多元性の源になっている。
多田　ドラッカー自身がユダヤ人として経験したナチスの全
体主義と、マネジメントや社会生態学の一連の仕事というの
は、一見全くちがうように見えるけど、実はすごくつながってい
た。多くのドラッカー関連の本でも、このヨーロッパ体験の部
分があまり出てこないですね。私も、井坂さんの本を通して初
めて知りました。私が授業で扱うエーリッヒ・フロムなどフラン
クフルト学派の人たちも同様の経験をしており、関連性を感じ
ます。

社会生態学：生命体とのアナロジー
多田　樹木図で描いた社会生態学は、自然とのアナロジーで
表現されていますよね（32）。自然の生態は、人間の理性や思
考に服従してない。当たり前に樹や動物が育つことには、否定
の語法がない（99）。「こうあるべきじゃない」「やってはいけな
い」とか、そういう話じゃないわけですよね。
井坂　人間の場合、たとえば死は忌避されるものとして、否定
的に見られがちですが、自然の生き物はただ、動かなくなるだ
けですからね。そこに良いも悪いもない。
多田　そうですよね。あるのは生きて働いている現実だけ、と
いう。それを受け入れていくことが、自然に対してはそうなんだ
けど、実はそれは人間や社会も同様なんじゃないか、という。
それぞれの人に、そうなっている理由があるのであって、そのこ

人が困っていて、そのことに対してビジネスで答えていくという、
そういう流れになってきているのかなと思うのですが。
井坂　そう思いますね。わかりやすい例で言うと、SDGsです。
もともと社会的な課題、17のゴールを、それぞれの社会で解
決してゆく。ビジネスとNGO・NPOという垣根はもう、どんど
んなくなってきています。

学校・学生という「現場」：WHATとHOWのつながり
多田　「現場で働く人向けに書かれた『断絶の時代』」（16）と
あるのですが、それでは学校に通う学生の人たちは、どんなふ
うに考えたらいいんでしょう？
井坂　『断絶の時代』はある種、壮大な教育論でもある。学校
や学生であっても、現場にちがいないですね。「学ぶ」「教える」
というのは、現場そのものですから、全くそこは、乖離したもの
ではないと思います。
多田　そこが、学校はちゃんと「現場」としてとらえられてこな
かったのですよね。むしろそこを等しく見たほうが、いろいろ生
かせるのかなということもありますよね。
次に、「方法の知識や技能が社会の中心になってきている」

（28）いわゆるwhat、内容の知識よりhow、「いかに」の知識、
方法知が中心になったと。しかしそうしますと、大学生にとって
は「それなら専門学校でもいいのでは」という疑問にもなりえま
す。どうですか？
井坂　方法知と命題知、howとwhatの関係ですが、たとえば
自動車の教習所は、基本的にhowを満たせば誰でも合格でき
ます。一方で大学は、縦軸・横軸で言うと、タテ、歴史を持っ
ている。ドラッカーはたしかにhowの重要性を説いていますが、
一方でリベラルアーツの重要性を強調している。howばかりや
たらできる、たとえば金儲けはうまいけれども、倫理性に乏しい
ような人が、アメリカでも日本でも問題になっている。そういう
才覚に長けていても、「何をなすべきか」、「何」は、必要なもの
です。そこをきちんと習得できる場所として大学というのは、む
しろ社会の中心に今後どんどんなってゆく。whatをきちんと押
さえられる場は、社会にそうたくさんあるわけじゃない。そのあ
たりが、一般に言われている大学のとらえ方とは様相がちがう
のでしょう。
多田　なるほど。おそらくそこが、方法知に対する理解ともつ
ながってくるのかなと。「何」に当たるコンテンツ・中身も、「どう
生かすのか」とセットになっている。そこを深みをもって考えら
れるのはやはり、大学の役割でもあるのかなと。はい。

樹木図の効用：見えない根っこに着眼する
多田 樹木図（35）というのが井坂さん、よくつくられましたね。
井坂　ドラッカーの社会生態学を、生き物として表現したいと
考えていて、樹が一番フィットするように思って、作ったもので
す。
多田　樹が、全体として生きている。社会生態学の考え方そ

けて、その知識をどう使っていくのかがとても大事なのですが、
そこをあまり教えてくれる場がなく人もいないということで、そう
いう点でもノウハウを書いてある3章以降から読み始めるのも
いいのではと思いますね。

ビジネスと社会の相互浸透
多田　それでは井坂さんにいろいろお聞きしていきます。まず
「ドラッカーやマネジメントと社会学」という、こういう組み合わ
せってあんまりないですよね。
井坂　ありそうでないのですね。
多田　はい。それがなぜ、どうつながり、重なるのだろうかと。
井坂　ドラッカーと言いますと、経営の世界ではよく知られて
いる。私たちはふだんマネジメントといえば「管理」の意味でよ
く使うのですけど、ドラッカーの言うマネジメントはほとんど社
会的な概念ですよね。会社のマネジメントというのが、たいて
いの方の頭にまず浮かぶのですけど、彼が論じていたのは、教
会とか大学、NPO、社会全体あるいは行政、政治、そこで人
間が関わる活動全般にいえる概念でした。本当は社会があっ
てマネジメントがある。順番から言いますとね。
なぜかマネジメントのほうが妙に目立ってしまって、ドラッカー
と社会学がどう関わりがあるのかとなぜか人は思ってしまう。
本当は逆なのですね。まず社会がある。
多田　そうですよね。彼の晩年近くの著書『ネクスト・ソサエ
ティ』でも、はっきりとその、社会の重要性にたどり着いていま
すよね。
で、そのことがね、このコロナ以後の状況というのは、たとえ
ば一橋大学で言うと、商学部でやっていることと社会学部で
やっていること、つまりビジネスのほうと、社会問題や福祉、社
会貢献といったこととが、わりと浸透し合うような状況に来てい
るのかな、と思うのですね。いかにこの状況の中で、いろんな

はないですからね。いいことだけを見ているのが都合がいい、
みたいなことじゃなくて、もちろん失敗したこととかも、振り返っ
てはいるわけだけど。やはり成功体験を、過去にうまくいったこ
とを未来にポジティブに生かしていくという、そこに要点がある
わけですよね。
井坂　私が見たところ、物事をうまく運んでいる人に共通して
いるのは、わりに軽く悲観的なのですね。自分を手放しでほめ
ることはしてなくて、どことなく批判的に自分を見ている。そうい
うタイプの人が多い気がします。一方で、何をやっても全部完
ぺきだ、みたいな感じの方は、あまりうまくいってないように見
えます。ドラッカーが言うのは、自分をどれだけクールに、冷徹
に見るかということで、その上で成功したことを見るわけですよ。
能天気な人という意味じゃないですね。
多田　そういうことですね。だからこそ、意識的に成功とか、
美しいものやストレスのないもの、自然に力の湧くものを見る、
探す（70）。で、そこで大事なのは、自分が何を見たがっている
人間なのかがわかるわけですね。それから、組織とか集団、大
学だとゼミなどでも、誰かのよい行動を真似ること、この人こう
いういいことやってるから、そこをモデルにしていくことで、集団
や組織としてよい文化が育つという話もありますね（77）。
井坂　若い人にぜひお伝えしたいことがあるとしたら、私も会
社に入って最初、やっぱり尊敬できる人を見つけるのが一番
早いということです。だめな先輩なんていくら見つけても、何の
意味もないですね。尊敬できる人を見つけるのがいい。
多田　僕もだから学生でも、ああこれはいいってのはほめて、
やってる行動をほめる。その内実、いいものを生み出す行動や
作品、そこをどんどん真似ていく。やっぱり最初は真似から始
まりますもんね。
そして、予期せぬ成功を利用する（60）。予期せぬことという
のは本当に、いつ起こるかわからない。特に成功。だからこそ、
それを仕組みにしていくんだと（74）。予期せぬことに対し、自
分をオープンに開いておく感じなのですかね。そういう仕組み
をつくっておいて、今までそういうことがあった現実から出発し
て、未来に投入してゆくと。
井坂 最近私も、ひと月ごとに予期しなかったことを振り返るの
ですね。ふだんバタバタ漫然と生きている感じですが、1か月振
り返りますと、びっくりするくらい予期せぬことが起きてるのです
ね。SNSをやってると、小学校の時の友達が私を見つけて連絡
してくれたり、そこから面白い展開があったりするのです。期待し
ていたわけではないのですけど、自分の状況に働きかけてくれ
る。それに類することがいっぱい起こっているのですね。
多田　予期せぬことを想定しながら、その仕組みづくり。ここ
が大事だなと。
井坂　仕組みをつくらないと、二度と戻ってきませんからね。

未知なるものの体系化
多田　次は未知なるものの体系化（29）ですね。「知っている」

ことにとらわれている人間の前提があるが、未知なるもの（知ら
ないことignorance）が教えてくれる別種の知もある。知らない
ことを意味づけ、組織的に扱っていく（102）。これはとても重
要ですね。
井坂　学問の世界というのは、この発想がないとなかなか発
展していかないのではないですか。落語の話だったと思います
が、お金を道端で落とした人が、ずっと電灯が照らしていると
ころばかり探している。見つからなくて、通りがかった人が、「な
いんじゃないですか。何でそこばかり探すのですか」と。それに
対して、「ここはよく見えるからです」と答える。自分が見えてる
ところしか探してないのですよ。でもお金はどぶに落ちているか
もしれないわけで、これに類すること、結構やってますよね。自
分が知ってるとこからしか見てない。
他の分野からすれば当たり前のことが、自分のところからし

か見ていないがために、真実の姿が見えてない。特に今のよう
なコロナの世界では、医者から見たら常識なことが、逆に政治
家や官僚からすると全然見えないことが当然あるわけで、これ
を防ぐためには結局、いろんな視点がないとダメだって話にな
るわけですね。「未知なるものの体系化」は、「自分が何を知ら
ないか」を知るという、ものすごく重要な視点です。
多田 体系化、これはorganize ですよね。organize 
ignorance。知らないことを体系化し、組織化する。これはそ
ういう意味では、予期せぬ成功を利用する、仕組みにするこ
とと、ちょっと近いですね。だから、いかにその、偶発的なも
のに対して自分を開いていくか、という。で、このことは、旅と
か観光はまさにそういう面があるのですよ。旅人というのはま
さに、いろんな場所を「知らない人」として、知っていく営みで
すよね。「創造的無学」と、そういうところで通じるのかなと。
井坂　どんなにガイドブックで詳細に調べていても、実際に
行ってみた時の感覚というのは、やっぱりそれは感じてみるし
かないのですよね。
多田　今日も、群馬県で収録してますけれども、道中でも、来
たことがないところだったので、「ああこういうところなのか」と。
そういう一つ一つ、知らないことをわかっていくプロセスが大事
なのかなと。
井坂 知らない状態ってのは、本当にありがたいなと思います。

「前向き」は、未来でなく過去を向く
多田　65-67ページの図です。この図には今回、なるほどとう
ならされました。「前向き」というのがふつうは、未来のことを考
えているのが前向きなんだけど、未来のことはわからないわけ
ですよ。予想できないし、明日何が起こるかなんてわからない。
わかっているのは過去、ですよね。だから、過去の方がむしろ、
目で見ている前、過去の方へ、前を見ているんじゃないかとい
う、そういうふうに発想を転換されている。過去はすでに起こっ
たことであり、反省し、理解できる。社会学や社会科学だって、
基本は過去から現在までをとらえて理解していくのです。つま

り、知的対象としてとらえられる。もちろん、未来を我々生きな
いといけないから、未来を知るために、むしろ過去を活用する
んだと（104）。それが歴史への認識につながっているのです
ね。
井坂　未来がどうなるのかはわからないのが、事実ですよね。
どんなにIQが高かろうが、博覧強記であろうが、未来がわか
らないことにおいては、変わらない。逆にいうと、「私は未来が
わかった」と、見てきたように言う人がいます。コロナや株につ
いてもそうで、未来のことを平気で言う人がいますが、それは
残念ながら、信頼に値しない。私たちが知的な対象としうるの
はやはり、すでに起こったことなのですね。
多田　それでドラッカーの場合は、実践的マネジメントやイノ
ベーションを立ち上げたわけですが、それらも、すでに確定し
た過去への理解を、不確実な未来に向けて投じていく、方法
的な企てであったと（106）。
井坂　起業家とかベンチャー企業の方は、ばくち打ちみたい
に見られがちですが、実際はそうじゃない。彼らほど過去をちゃ
んと調べてる人は、実際あまりいないのですよ。すでにわかっ
たことをベースに、この事業をやると。非常にある面で保守的
なのです。そこは、世の中で言われているのとだいぶちがうとこ
ろですね。
多田　未来に向き合おうとするからこそ、やはり過去を丁寧に
見ていくということですよね。そのことをこの図は、しっかりと教
えてくれているなと思いました。とってもキャッチーな図ですよ
ね。

知識の生産性は「質」で決まる
多田　知識の生産性（49）について。井坂さんが生産性と言
うときは、「質」のほうを重視されていて、効率（efficient）と効
力・有効性（effective）のちがい。知識労働の生産性も質で
決まるし、本人の自律性や主体性によるマネジメントの産物で
あると（157）。だからこそ、知識生産・知識労働の主体、個人
の力が発揮されねばならないわけですよね。
井坂　一橋大学の学生さんはコンサルに就職する学生も多い
と聞きますが、コンサルは本当に、質の勝負なのですね。しかも、
結果があまりにもはっきり出てしまいます。同じことをやってて

も、技量によって驚くほどちがいますから。ただ1時間いくらと
か、500円で仕入れたものを700円で売るとか、そういう世界
じゃないわけです。質のビジネスというのは本当にそれによっ
て、自分のほとんど人格的価値の投影みたいなところがあって、
芸術家と同じなのですね。5分の曲を作ったって、AさんとBさ
んで同じになるはずはない。絵とかデザインとか、みんなそうで
す。そういう時代にもうなっているのではないですか。
多田　芸術に近づいていくってところが、面白いですね。だか
ら、AIとか数量化とか、データサイエンスだとか、いろんなもの
が出てきてるんだけど、やっぱり人間にとっての質の部分とい
うのは、どこまでも残ってゆくのかな、と。
井坂　そう思いますね。これまでの交通の歴史などを見ても、
たくさんの人が車を運転するようになったからといって、バスが
なくなったかというと、なくなってはいない。それぞれが社会の
中で持っている役割が変わってゆくだけで、例えば弁護士とか
医者とか銀行、その一部はなくなるかもしれないですが、社会
的な位置づけが変わってゆくだけであって、それ自体が消えは
しない。もちろん、それがAIでより効率的にできるのだったら、
どんどんAIに任せたらいい。人間にしかできないことが残れば
いい。

2002年には言い当てられていたコロナ後の知識社会
多田　なるほど。そのこととも関係してくるのですが、『ネクスト・
ソサエティ』という、ドラッカーのほぼ最後に近い本で、「個人
主導で知識を解き放ち、自由に学びながら働ける社会に」とい
う（111）。現代、特にこのコロナ後の状況、もしくはスマホや
SNSを使っていろんな活動を行うような状況を、2002年の時
点ですでに言い当てていたな、という。そのことが結局、組織
とか制度によりかかった形での知識生産・仕事の仕方ではな
くて、組織や制度がどんどん相対化されていき、個人に立脚し
たような仕事の仕方になっていく。それは実は、ドラッカーがも
ともと言っていたような、より自由で機能する社会。それから、
知識の応答責任主体が、個人にゆだねられてきて、知識が個
をプレーヤーとして流通する時代になってゆくという（185）。
今がまさに、そうなってきてますよね。
井坂　そう思いますね。特に今回のコロナでは、大学の教室
じゃなくてもこういうリモートでできるわけですから、個としての
活動領域の広さは無限に広がっていく、どこでもできる。こうい
う講義は知識労働の最たるものと思います。
多田　そうですねえ、ただ、予想だにしませんでしたね。こん
な収録になって、去年（2020）からでしたね。ただそれまでも、
技術的には可能になっていたんだけど。そういうこと自体が、
社会的にありえなかったのですよね。でも、コロナの必要に迫
られて、学校・大学も、やるしかなくなっていった。
井坂　私いま活字メディアの世界にいますが、コロナによって、
本が売れるようになってきたという。在宅でまとまった勉強をし
ようと思うと、自分の時間ができて、何か新しい知識を得ようと

思うと、非常に古典的なメディアではありますけど、やっぱり本
というのはものすごく凝縮度が高い。ネットはたしかにある種の
物知りを生むかもしれませんが、体系的な知識を得るために
はやっぱり書物は一番効率的なのですね。Amazonも、本の
売上が4割ほど伸びたそうです。
一方で、雑誌は定期的に読むものということもあって、全体
的に売り上げは落ちたようです。その中で数少ない、売り上げ
を伸ばしたのが、50代以上の女性向けのある雑誌なのですが、
こういう時代にスマホの使い方とかを丁寧に指南してくれる。
3000人ぐらいの女性のモニターがいて、徹底的にニーズを把
握して。中高年女性を対象にした雑誌が伸びたという。
どんな状況でも全部がダメなわけじゃなくて、その変化をう
まく活用すれば、機会にも変えられるという。一方で、美容系
の雑誌というのが、軒並みに厳しいらしい。というのはマスクを
しますから、美容にコストをかけずに済むわけですね。
多田　なるほど～。いやあ、参考になります。

シンボル秩序と社会秩序の二重性
多田　それで今度は、私の議論や社会学に引きつけたところ
なのですが、5・100ページの二重性図式ですね。この図式の
上の部分ですね、言葉やシンボルの秩序、こういうものが、客
観的・物理的な秩序や実際の危機・災害などに対して、また
ちがう独自の秩序を作り上げてしまう言葉やシンボルの作用。
その怖さも、最近のコロナの状況からもまた、わかってきたと思
うのですね。
井坂　そうですね。こういうものはまあ昔からあったと思うので
すね。わかりやすい例でいうと、九州とはこういう場所だとか、
東京の人はこういう人だとか。なんとなく、客観性とはまた別に
形成されたイメージというのがあるわけで。インターネットに
よっても危険なまでに増幅されていることがありますね。
多田　ええ。それと同時に、この客観と主観の循環というのは、
まさに社会生態、自然の生態における呼吸と同様に、社会の
生態においても言葉やシンボルが皮膚感覚で、人の生きざま

になっている。知識もそうですし、言葉や知識、シンボルを呼
吸して、日々営んでいる。このシンボル世界は身体感覚とも密
着した、かけがえのないものでもある。

当事者の知覚や主観に寄り添う
そのこととも関係しているのですが、社会学というのはそうい

う、それぞれの人にとっての、当事者の知覚や主観を重視する
のですね（41）。誰にとっての現実なのか、それが社会学の基
本視座です。そもそも人のもつ知識は、各自に主観的であり、
身体に根づいたものなのですね。経験や過去の記憶を通して
紡ぎあげられたものが、知識であって。そのことは、質的調査
法という手法で行われていて、ある社会学者、岸政彦先生とい
う、この前ブルデュー『ディスタンクシオン』をNHKで取り上げ
ていた方ですが、「他者の合理性を理解する」って言っておら
れるのですね。それはまさにドラッカーの議論とも重なってい
て、顧客がとる行動の理由は、本人にさえわからない場合もあ
る。でも理由はあるんだと（136）。自分が説明できるとは限ら
ないし、自分でもわかってないかもしれないんだけど、その人な
りの理由があるんだと。これはまさに「他者の合理性」ですよ
ね。不合理に見えるものを、本人が合理的なものとしているよ
うな、顧客の現実をみることが大事なんだと。
井坂　子どもの頃から言われていたのが、「馬鹿って言う人は
その人が馬鹿なんだ」という言い回しがありました。まさにその
通りだと思うのですけど、相手を理解不能として切り捨ててい
るだけなのです。思考停止してしまってる。本当は、相手の内
面で何が働いているかを探り当てるのが、腕の見せどころなの
です。なぜこの人はこういう言葉を使ったのだろう、なぜあの
人はこういう行動をとったのだろうかと。相手の内面に飛び込
んでいって、それを探り出すというのが、お客さんに満足しても
らう商品・サービスを作り出す、まさにそれなのですね。だいた
いお客さんというのは理解不能であることも多いのですけど、
お客さんの内面においては首尾一貫したものがある。そこをど
うやって見つけ出すか、というのが、ドラッカー言うところのマー
ケティングなのだと思いますね。
多田　だから、社会学をやった学生、社会学部の学生が就職
活動をして、「社会学部で何を勉強してるの」「社会学って何を
やるの」と聞かれて、うまく答えられないなんて言うのですけど、
結構実は、社会学は当事者目線、主観に近づこうとするわけ
だから、それはビジネスとか、お客様のニーズを理解するとい
う営みに、とても近いところにいるのですね。
井坂　それは素晴らしい説明ですね。
多田　ある種のモデルを通さない、といいますか、モデルとか
仮説とか、専門化された枠組みや体系を通さずに、ありのまま
の、そこにいる人の主観的な現実に、ダイレクトに向き合おうと
する。それはビジネスで、お客様目線に立とうとするときに、一
番近いところにいるとも言えると思いますね。
井坂　私は以前、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生に会
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いに行ったのですが、こういうことをおっしゃったのですね。ま
ず自然生態のなかで、最も知的な存在は、ミツバチだと。ミツ
バチはいろんなところを飛び回って、花粉や蜜を自分の体につ
けて他のところに持って行ったりとかですね、自分は何も持っ
てなくて、飛び回っている。結果的にそれによって、生態系の
維持に貢献している。
これをビジネスの世界でやっているのは誰かと。ビジネスの
世界で最も知的な存在は誰かと。答えは、「営業」だという。
私はそのとき、ちょっとはっとさせられまして。それまではどちら
かというと、営業を知的なイメージでは考えていなかった。で
も、考えてみたら営業の人が、外へ出てお客さんの話を聞いて、
直接お客さんの要望に直接リーチしている観点からすると非常
に知的だなと深く得心させられましたね。社会的知性というか。
ある意味、自分が知識を持っていたり強くあったりしなくとも、
人のところに行って話を聞く能力があれば、充分に人というの
は、社会的な知性をもちうる。非常にそれを感じさせられまし
た。
多田　だから、誰にとっての商品、サービスなのか。誰にとっ
ての現実なのかが、大事なのかなと。今回たくさん、井坂さん
はそういったところを書いてくださっています。

危機や変化さえも創造的に利用する知性へ
多田　最後にコロナについて。変化や危機を創造的に利用す
る、という視点（153）。もちろん、こんなことが起こらなければ
一番良かったし、早く収束してほしいというのもありますが、こ
の状況が長く続いてしまっています。こういう状況さえも、いか
に創造的な方向にもっていけるか、ということなんじゃないか
と。確実に、不確実な世界へと進んでいて、その不確実さをも
創造的に利用していく、したたかな知性としなやかな行動力。
そしてもうひとつ、危機は、現状を内省する機会を与えてくれて
もいると（163）。それもたしかに、そういう時間を与えられてき
たな、とも思うのですよね。
井坂　今回のコロナ以前でも、たとえば私が学生だった頃を
思い出しますと、バブルの崩壊というとんでもない事件があっ
て、わりに就職が大変だったですし、少し上のバブルの頃の人
と比べると、いろいろ苦労したなという感覚はないわけじゃな
い。それが全部悪かったかというと、そんなことはないのです。
むしろそういう、経済が低調な中を生きることで、そこでしか得
られない作法を身につけることができた。それは非常に強いこ
とだと思うのですよね。景気が良くない中でも、身のほどをわき
まえて、無駄遣いしないようにしたり、そういう生活スタイルを
身につけることができたという、環境から教えてもらった知恵が
あります。

今回のコロナも、ひとつ確実に言えるのは、一度そういう経
験をしてしまった以上は、前の認識状態には戻れないってこと
です。一度出会ってしまったものは、出会う前には戻れません
から、それをどうやって次の作法につなげていくか、ということ
なのです。非常に深い内省の機会をもたらしたと思います。

偶然は必然に変えられる
多田　社会学（本対談の授業）との接点としては、何かありま
すか。
井坂　偶然の力はそれをちゃんと自分なりに考えて、フィード
バックすれば、必然に変えられる。
トランプなんかのたまたま来たカードのようなものです。ある
カードが自分の手元にあるのは偶然だとしても、それに意味を
与えることは、自分ができるのですね。そういうところは、社会
学の与えてくれている深い知性のありようを表現しているのか
なと。私の場合特に、多田さんの『沖縄イメージの誕生』とい
う記念碑的な著作を編集させていただいたので、そこが、第二
の意味ある出会いだったのかもしれません。
多田　なるほど。いやあしかし、なかなか盛り沢山、てんこ盛
りですな。やっぱり今回、共著という形で、お互いの知識、「知
識についての知識」と言いましょうか、それを持ち寄ってこうい
う形でお届けできているということで。まあ、ただやっぱり、皆
さんに自分なりに読んでもらって、こういう一つの出来上がった
作品を、これで完結じゃなくて、今度は読者の皆さんに読んで
もらって、いろいろ能動的に考えてもらったり、こうだああだと、
自由に語ってもらって、それをまた我々が受けとって、どういう
ものが出てくるか。そこがまた楽しみですよね。では井坂さん、
今日は本当にどうもありがとうございました。
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とを頭ごなしに「こうあるべきじゃない」などと言っても始まらな
い、ということですよね。
さらに108ページあたりの議論では、組織や国家も、「森羅
万象が生きている」という生命体のメタファーで、同じようにと
らえられると。それぞれが固有で自律的な継続と発展の原型を
内に宿しているから、それらを邪魔せず、各自のリズムとパター
ンを尊重しながら引き出していくのが、マネジメントの原則だと
言っているわけですね。
井坂　マネジメントの理想形だと思うのですけどもね。なかな
か簡単ではないですけどね。私たち二人とも、子どもを育てた
経験があるわけですが、子どもは自然に近い、むき出しで生き
てるわけですよね、泣きたい時には泣く。そこで「何かしろ」「そ
れは良くない」と言っても始まらない。ああいうのを多少経験す
ると、人間がコントロールできることはごくわずかなんだなと気
づかされます。もともと持っている力をできるだけ邪魔せず、引
き出す形が望ましいという。
多田　フランスで社会学を確立したデュルケームという人も、
「社会」を考えるときに、生命体とのアナロジーで社会をとらえ
たことで、社会を全体としてトータルにとらえる視座を提示した
のですが、通じるなと思いました。

〈強み〉を生かす
多田　この社会生態学から、〈強み〉という話になっていくので
すよね（36）。〈強み〉を生かす。人や組織の自律性や創発性を
生かすことであり、自分のなかの卓越性を見出して、それを育
てていくという（53）。学生ですと就職活動で、そこが求められ
るかもしれない。強みは本人が自覚していないとまどろんでい
るので、それをしっかり意識することで、起動し覚醒する（77）
と言っておられるわけですね。
井坂　強みについて私は、申し上げたいことがたくさんあるの
です。そもそも強みというのは、学問用語じゃないですからね。
シンプルで素朴な言葉なのですが、私はドラッカーを読むまで、
この言葉すら聞いたことがなかった。得意とか長所は聞きまし
たが、強みを初めて聞いたときは、何を意味してるのだろうと
思いました。
先ほどの、自然としての人間存在。あるがままの状態の中に

は必ず、強みがあるんだという考え方です。実際誰にもあるの
ですね。「いや私は強みなんてないんです」という人も結構いる
のですけど、ない人はいない。強みはあまり自己主張しないも
のですから、こうやって話してる間でも、私の心臓や呼吸器は
動いてるわけです。強みも似ているのですよね。誰も意識して
呼吸してるわけじゃなく、ふだん静かに機能している。これをど
うやって活性化させていくか。まず、強みがあると知るだけで、
かなり自分の可能性の見え方がちがってくる気がしますね。
多田　そのためにどうしたらいいのかってときに、井坂さんが
言って実践もされている、日記ですよね（79）。日 の々行動観察
であり、内省とセルフモニタリングをできるんだと。

井坂　ぜひ学生の皆さんには、今日から始めてほしいですね。
今日から日記を始めたら、20年後ものすごい財産になってます。
私が自分の行動記録をつけ始めたのが、28ぐらいの時で、もう
20年ぐらいになります。いつも思うのが、あと10年早く始めてお
けばよかったなと。学生時代に日々 どんなこと考えていたかなど、
自分を知る上でのデータベースを作るようなものです。しかも今
はワープロを使うから、検索できるのですよね。何月何日にあの
本を読んだとか、あの人と会ったとか、全部わかる。
多田　結局、強みというのは、誰か人に言われて気づくという
か、もちろんそれもあるんだけど、人から押しつけたり方向づけ
たりされるよりも、自分で気づいて、自分をモニタリング、内省
していくことが大事なのですよね。他人にモニタリングされると
いうことは、常にそこに支配やコントロールをされてしまう可能
性があるわけだけど、自分で自分を律することが、一番いいの
ですよね。
井坂　おっしゃる通りですね。ドラッカーの場合はナチスとい
う、むき出しに他人を支配する暴力的な政治プログラムに対抗
してマネジメントに着手したわけです。
それに類することは、自由主義を標榜する国にだってあるわけ
ですから、手綱はきちんと自分が握るという強い意志は、必要
だと思いますね。
多田　そうですよね。まあここまで自然生態、社会生態。私も
最近、学生に「ナチュラルに」って、いつも言うのですけどね。
やっぱり、押しつけてやらせたくないってのが、あるのですよね。
それでも言わなきゃいけない時もあるんだけど。学生とか親子
とかね。でもできればナチュラルに、内発的に行ってほしいとい
うのが、それが一番ですよね。

フィードバック分析：成功体験を内省する
多田　そうして、フィードバック分析（58）。ここで、成功体験
を内省してみよう、って話なんだけど、私なんかは結構くよくよ
しちゃう人間なので、どちらかというと失敗や挫折した体験ば
かり思い出しちゃうのですね。「ああ、自分はなんであんな馬鹿
なことをしたのだろう」みたいな。ここで、なぜ成功を振り返る
んでしょう？
井坂　ドラッカーが自伝で書いていたのですが、当時フランク
フルト大学の先生で、マルティン・ブーバーというユダヤ哲学
の専門家が書いた文章に、「自分はうまくいったことから学ん
できた」とうのがあり、それをまねてやってきたと。結局、人間
がもつ宿命、つまり人間はとんでもなく弱くて、過ちを犯す存
在なんだというのが、人間のひとつの真実だと思うのですよ。
基本的には過ちが多いし、倫理的にも問題のある行動をとる。
どんなに立派な人だって、ありうることですね。だから失敗を相
手にし始めると、人間一生あっても時間が足りないわけです。
それだったら成功を、きっちり見ていく。限られた資源をどう有
効に活用するか、ですね。
多田　そう。といっても、実際には成功だけを見ているわけで

共著本『ドラッカー×社会学』を刊行して
多田　それでは井坂さん、よ
ろしくお願いいたします。今回
『ドラッカー×社会学』を私た
ちの共著として、皆さんにお届
けできました。どうですか井坂
さん、これが出てみて。
井坂　私は編集者で本を350
冊ぐらい作ってきたのですが、
こんなに感慨深い本はないです
ね。なぜ感慨深いかはこれから
追い追いお話ししますが。
多田　そうですね。それで、これを作るプロセスで、何回も読
んでいるわけですが。今回授業で使うのに準備をして、レジュ
メを作るためにまた2回ほど読み直したのですが、かなり中身
が濃いですね。ずいぶん時間がかかってしまいました。
井坂　そうですね、一見すると200ページ足らずの本ですが、
すべて寸止めというか、ギリギリで止めてあとは考えてもらう書
き方になっているので、中身は濃いつくりになっていると思いま
す。
多田　ドラッカーや社会学に、初めてふれる人も多いと思うの
ですが。そういう方が最初から読み始めると、前提がないので
少し難しい、とっつきにくいかもしれなくて。その場合は3章か
ら読み始めてもらってもいいのかなと思ったのですが、どうで
しょう。
井坂　3章が「知識の生産性」という、きわめてプラクティカル
というか、誰にでも関係ある話が出ております。読み物としてい
い筋だと思います。
多田　はい。この本はいわゆる「ハウツー本」というか、学生
の皆さんが実際に学校でいろんな勉強をして、知識を身につ

のものですよね（94）。し
かも「根っこ」という見え
ないところに、ドラッカー
でいうとヨーロッパでの
全体主義体験があって。
そこから真逆の、人それ
ぞれの生きざまを尊重す
る、多元的な社会の生態
を見ていく社会生態学の
発想・営みにつながった
わけですよね。
井坂　そうですね。生き
物の場合は、樹もそうで
すし、私たちの指紋や顔などもそうですが、自然の生み出すも
のに一つとして同じものがない。個性そのものです。それを支え
て育む根として、見えない・感知できないところで形成されたも
のが、いまの自分を作っている。ドラッカーの場合、アメリカに
行く前、ヨーロッパで非常に苦労した時代があるわけですけど、
アメリカに行った後の彼しか見てないと、成功したコンサルタ
ントの面しか見えない。実は若い頃には壮絶な命のやりとりを、
ナチズムとの間でやっています。そこは彼の中に一本通ったも
のがある。
これは誰でも、どんな人でも根の部分があって、多田さんに
も私にも、皆さんにも一人ひとり、根の部分が必ずあるわけで
す。それが多元性の源になっている。
多田　ドラッカー自身がユダヤ人として経験したナチスの全
体主義と、マネジメントや社会生態学の一連の仕事というの
は、一見全くちがうように見えるけど、実はすごくつながってい
た。多くのドラッカー関連の本でも、このヨーロッパ体験の部
分があまり出てこないですね。私も、井坂さんの本を通して初
めて知りました。私が授業で扱うエーリッヒ・フロムなどフラン
クフルト学派の人たちも同様の経験をしており、関連性を感じ
ます。

社会生態学：生命体とのアナロジー
多田　樹木図で描いた社会生態学は、自然とのアナロジーで
表現されていますよね（32）。自然の生態は、人間の理性や思
考に服従してない。当たり前に樹や動物が育つことには、否定
の語法がない（99）。「こうあるべきじゃない」「やってはいけな
い」とか、そういう話じゃないわけですよね。
井坂　人間の場合、たとえば死は忌避されるものとして、否定
的に見られがちですが、自然の生き物はただ、動かなくなるだ
けですからね。そこに良いも悪いもない。
多田　そうですよね。あるのは生きて働いている現実だけ、と
いう。それを受け入れていくことが、自然に対してはそうなんだ
けど、実はそれは人間や社会も同様なんじゃないか、という。
それぞれの人に、そうなっている理由があるのであって、そのこ

人が困っていて、そのことに対してビジネスで答えていくという、
そういう流れになってきているのかなと思うのですが。
井坂　そう思いますね。わかりやすい例で言うと、SDGsです。
もともと社会的な課題、17のゴールを、それぞれの社会で解
決してゆく。ビジネスとNGO・NPOという垣根はもう、どんど
んなくなってきています。

学校・学生という「現場」：WHATとHOWのつながり
多田　「現場で働く人向けに書かれた『断絶の時代』」（16）と
あるのですが、それでは学校に通う学生の人たちは、どんなふ
うに考えたらいいんでしょう？
井坂　『断絶の時代』はある種、壮大な教育論でもある。学校
や学生であっても、現場にちがいないですね。「学ぶ」「教える」
というのは、現場そのものですから、全くそこは、乖離したもの
ではないと思います。
多田　そこが、学校はちゃんと「現場」としてとらえられてこな
かったのですよね。むしろそこを等しく見たほうが、いろいろ生
かせるのかなということもありますよね。
次に、「方法の知識や技能が社会の中心になってきている」

（28）いわゆるwhat、内容の知識よりhow、「いかに」の知識、
方法知が中心になったと。しかしそうしますと、大学生にとって
は「それなら専門学校でもいいのでは」という疑問にもなりえま
す。どうですか？
井坂　方法知と命題知、howとwhatの関係ですが、たとえば
自動車の教習所は、基本的にhowを満たせば誰でも合格でき
ます。一方で大学は、縦軸・横軸で言うと、タテ、歴史を持っ
ている。ドラッカーはたしかにhowの重要性を説いていますが、
一方でリベラルアーツの重要性を強調している。howばかりや
たらできる、たとえば金儲けはうまいけれども、倫理性に乏しい
ような人が、アメリカでも日本でも問題になっている。そういう
才覚に長けていても、「何をなすべきか」、「何」は、必要なもの
です。そこをきちんと習得できる場所として大学というのは、む
しろ社会の中心に今後どんどんなってゆく。whatをきちんと押
さえられる場は、社会にそうたくさんあるわけじゃない。そのあ
たりが、一般に言われている大学のとらえ方とは様相がちがう
のでしょう。
多田　なるほど。おそらくそこが、方法知に対する理解ともつ
ながってくるのかなと。「何」に当たるコンテンツ・中身も、「どう
生かすのか」とセットになっている。そこを深みをもって考えら
れるのはやはり、大学の役割でもあるのかなと。はい。

樹木図の効用：見えない根っこに着眼する
多田　樹木図（35）というのが井坂さん、よくつくられましたね。
井坂　ドラッカーの社会生態学を、生き物として表現したいと
考えていて、樹が一番フィットするように思って、作ったもので
す。
多田　樹が、全体として生きている。社会生態学の考え方そ

けて、その知識をどう使っていくのかがとても大事なのですが、
そこをあまり教えてくれる場がなく人もいないということで、そう
いう点でもノウハウを書いてある3章以降から読み始めるのも
いいのではと思いますね。

ビジネスと社会の相互浸透
多田　それでは井坂さんにいろいろお聞きしていきます。まず
「ドラッカーやマネジメントと社会学」という、こういう組み合わ
せってあんまりないですよね。
井坂　ありそうでないのですね。
多田　はい。それがなぜ、どうつながり、重なるのだろうかと。
井坂　ドラッカーと言いますと、経営の世界ではよく知られて
いる。私たちはふだんマネジメントといえば「管理」の意味でよ
く使うのですけど、ドラッカーの言うマネジメントはほとんど社
会的な概念ですよね。会社のマネジメントというのが、たいて
いの方の頭にまず浮かぶのですけど、彼が論じていたのは、教
会とか大学、NPO、社会全体あるいは行政、政治、そこで人
間が関わる活動全般にいえる概念でした。本当は社会があっ
てマネジメントがある。順番から言いますとね。
なぜかマネジメントのほうが妙に目立ってしまって、ドラッカー
と社会学がどう関わりがあるのかとなぜか人は思ってしまう。
本当は逆なのですね。まず社会がある。
多田　そうですよね。彼の晩年近くの著書『ネクスト・ソサエ
ティ』でも、はっきりとその、社会の重要性にたどり着いていま
すよね。
で、そのことがね、このコロナ以後の状況というのは、たとえ
ば一橋大学で言うと、商学部でやっていることと社会学部で
やっていること、つまりビジネスのほうと、社会問題や福祉、社
会貢献といったこととが、わりと浸透し合うような状況に来てい
るのかな、と思うのですね。いかにこの状況の中で、いろんな

はないですからね。いいことだけを見ているのが都合がいい、
みたいなことじゃなくて、もちろん失敗したこととかも、振り返っ
てはいるわけだけど。やはり成功体験を、過去にうまくいったこ
とを未来にポジティブに生かしていくという、そこに要点がある
わけですよね。
井坂　私が見たところ、物事をうまく運んでいる人に共通して
いるのは、わりに軽く悲観的なのですね。自分を手放しでほめ
ることはしてなくて、どことなく批判的に自分を見ている。そうい
うタイプの人が多い気がします。一方で、何をやっても全部完
ぺきだ、みたいな感じの方は、あまりうまくいってないように見
えます。ドラッカーが言うのは、自分をどれだけクールに、冷徹
に見るかということで、その上で成功したことを見るわけですよ。
能天気な人という意味じゃないですね。
多田　そういうことですね。だからこそ、意識的に成功とか、
美しいものやストレスのないもの、自然に力の湧くものを見る、
探す（70）。で、そこで大事なのは、自分が何を見たがっている
人間なのかがわかるわけですね。それから、組織とか集団、大
学だとゼミなどでも、誰かのよい行動を真似ること、この人こう
いういいことやってるから、そこをモデルにしていくことで、集団
や組織としてよい文化が育つという話もありますね（77）。
井坂　若い人にぜひお伝えしたいことがあるとしたら、私も会
社に入って最初、やっぱり尊敬できる人を見つけるのが一番
早いということです。だめな先輩なんていくら見つけても、何の
意味もないですね。尊敬できる人を見つけるのがいい。
多田　僕もだから学生でも、ああこれはいいってのはほめて、
やってる行動をほめる。その内実、いいものを生み出す行動や
作品、そこをどんどん真似ていく。やっぱり最初は真似から始
まりますもんね。
そして、予期せぬ成功を利用する（60）。予期せぬことという
のは本当に、いつ起こるかわからない。特に成功。だからこそ、
それを仕組みにしていくんだと（74）。予期せぬことに対し、自
分をオープンに開いておく感じなのですかね。そういう仕組み
をつくっておいて、今までそういうことがあった現実から出発し
て、未来に投入してゆくと。
井坂　最近私も、ひと月ごとに予期しなかったことを振り返るの
ですね。ふだんバタバタ漫然と生きている感じですが、1か月振
り返りますと、びっくりするくらい予期せぬことが起きてるのです
ね。SNSをやってると、小学校の時の友達が私を見つけて連絡
してくれたり、そこから面白い展開があったりするのです。期待し
ていたわけではないのですけど、自分の状況に働きかけてくれ
る。それに類することがいっぱい起こっているのですね。
多田　予期せぬことを想定しながら、その仕組みづくり。ここ
が大事だなと。
井坂　仕組みをつくらないと、二度と戻ってきませんからね。

未知なるものの体系化
多田　次は未知なるものの体系化（29）ですね。「知っている」

ことにとらわれている人間の前提があるが、未知なるもの（知ら
ないことignorance）が教えてくれる別種の知もある。知らない
ことを意味づけ、組織的に扱っていく（102）。これはとても重
要ですね。
井坂　学問の世界というのは、この発想がないとなかなか発
展していかないのではないですか。落語の話だったと思います
が、お金を道端で落とした人が、ずっと電灯が照らしていると
ころばかり探している。見つからなくて、通りがかった人が、「な
いんじゃないですか。何でそこばかり探すのですか」と。それに
対して、「ここはよく見えるからです」と答える。自分が見えてる
ところしか探してないのですよ。でもお金はどぶに落ちているか
もしれないわけで、これに類すること、結構やってますよね。自
分が知ってるとこからしか見てない。
他の分野からすれば当たり前のことが、自分のところからし

か見ていないがために、真実の姿が見えてない。特に今のよう
なコロナの世界では、医者から見たら常識なことが、逆に政治
家や官僚からすると全然見えないことが当然あるわけで、これ
を防ぐためには結局、いろんな視点がないとダメだって話にな
るわけですね。「未知なるものの体系化」は、「自分が何を知ら
ないか」を知るという、ものすごく重要な視点です。
多田　体系化、これはorganize ですよね。organize 
ignorance。知らないことを体系化し、組織化する。これはそ
ういう意味では、予期せぬ成功を利用する、仕組みにするこ
とと、ちょっと近いですね。だから、いかにその、偶発的なも
のに対して自分を開いていくか、という。で、このことは、旅と
か観光はまさにそういう面があるのですよ。旅人というのはま
さに、いろんな場所を「知らない人」として、知っていく営みで
すよね。「創造的無学」と、そういうところで通じるのかなと。
井坂　どんなにガイドブックで詳細に調べていても、実際に
行ってみた時の感覚というのは、やっぱりそれは感じてみるし
かないのですよね。
多田　今日も、群馬県で収録してますけれども、道中でも、来
たことがないところだったので、「ああこういうところなのか」と。
そういう一つ一つ、知らないことをわかっていくプロセスが大事
なのかなと。
井坂　知らない状態ってのは、本当にありがたいなと思います。

「前向き」は、未来でなく過去を向く
多田　65-67ページの図です。この図には今回、なるほどとう
ならされました。「前向き」というのがふつうは、未来のことを考
えているのが前向きなんだけど、未来のことはわからないわけ
ですよ。予想できないし、明日何が起こるかなんてわからない。
わかっているのは過去、ですよね。だから、過去の方がむしろ、
目で見ている前、過去の方へ、前を見ているんじゃないかとい
う、そういうふうに発想を転換されている。過去はすでに起こっ
たことであり、反省し、理解できる。社会学や社会科学だって、
基本は過去から現在までをとらえて理解していくのです。つま

り、知的対象としてとらえられる。もちろん、未来を我々生きな
いといけないから、未来を知るために、むしろ過去を活用する
んだと（104）。それが歴史への認識につながっているのです
ね。
井坂　未来がどうなるのかはわからないのが、事実ですよね。
どんなにIQが高かろうが、博覧強記であろうが、未来がわか
らないことにおいては、変わらない。逆にいうと、「私は未来が
わかった」と、見てきたように言う人がいます。コロナや株につ
いてもそうで、未来のことを平気で言う人がいますが、それは
残念ながら、信頼に値しない。私たちが知的な対象としうるの
はやはり、すでに起こったことなのですね。
多田　それでドラッカーの場合は、実践的マネジメントやイノ
ベーションを立ち上げたわけですが、それらも、すでに確定し
た過去への理解を、不確実な未来に向けて投じていく、方法
的な企てであったと（106）。
井坂　起業家とかベンチャー企業の方は、ばくち打ちみたい
に見られがちですが、実際はそうじゃない。彼らほど過去をちゃ
んと調べてる人は、実際あまりいないのですよ。すでにわかっ
たことをベースに、この事業をやると。非常にある面で保守的
なのです。そこは、世の中で言われているのとだいぶちがうとこ
ろですね。
多田　未来に向き合おうとするからこそ、やはり過去を丁寧に
見ていくということですよね。そのことをこの図は、しっかりと教
えてくれているなと思いました。とってもキャッチーな図ですよ
ね。

知識の生産性は「質」で決まる
多田　知識の生産性（49）について。井坂さんが生産性と言
うときは、「質」のほうを重視されていて、効率（efficient）と効
力・有効性（effective）のちがい。知識労働の生産性も質で
決まるし、本人の自律性や主体性によるマネジメントの産物で
あると（157）。だからこそ、知識生産・知識労働の主体、個人
の力が発揮されねばならないわけですよね。
井坂　一橋大学の学生さんはコンサルに就職する学生も多い
と聞きますが、コンサルは本当に、質の勝負なのですね。しかも、
結果があまりにもはっきり出てしまいます。同じことをやってて

も、技量によって驚くほどちがいますから。ただ1時間いくらと
か、500円で仕入れたものを700円で売るとか、そういう世界
じゃないわけです。質のビジネスというのは本当にそれによっ
て、自分のほとんど人格的価値の投影みたいなところがあって、
芸術家と同じなのですね。5分の曲を作ったって、AさんとBさ
んで同じになるはずはない。絵とかデザインとか、みんなそうで
す。そういう時代にもうなっているのではないですか。
多田　芸術に近づいていくってところが、面白いですね。だか
ら、AIとか数量化とか、データサイエンスだとか、いろんなもの
が出てきてるんだけど、やっぱり人間にとっての質の部分とい
うのは、どこまでも残ってゆくのかな、と。
井坂　そう思いますね。これまでの交通の歴史などを見ても、
たくさんの人が車を運転するようになったからといって、バスが
なくなったかというと、なくなってはいない。それぞれが社会の
中で持っている役割が変わってゆくだけで、例えば弁護士とか
医者とか銀行、その一部はなくなるかもしれないですが、社会
的な位置づけが変わってゆくだけであって、それ自体が消えは
しない。もちろん、それがAIでより効率的にできるのだったら、
どんどんAIに任せたらいい。人間にしかできないことが残れば
いい。

2002年には言い当てられていたコロナ後の知識社会
多田　なるほど。そのこととも関係してくるのですが、『ネクスト・
ソサエティ』という、ドラッカーのほぼ最後に近い本で、「個人
主導で知識を解き放ち、自由に学びながら働ける社会に」とい
う（111）。現代、特にこのコロナ後の状況、もしくはスマホや
SNSを使っていろんな活動を行うような状況を、2002年の時
点ですでに言い当てていたな、という。そのことが結局、組織
とか制度によりかかった形での知識生産・仕事の仕方ではな
くて、組織や制度がどんどん相対化されていき、個人に立脚し
たような仕事の仕方になっていく。それは実は、ドラッカーがも
ともと言っていたような、より自由で機能する社会。それから、
知識の応答責任主体が、個人にゆだねられてきて、知識が個
をプレーヤーとして流通する時代になってゆくという（185）。
今がまさに、そうなってきてますよね。
井坂　そう思いますね。特に今回のコロナでは、大学の教室
じゃなくてもこういうリモートでできるわけですから、個としての
活動領域の広さは無限に広がっていく、どこでもできる。こうい
う講義は知識労働の最たるものと思います。
多田　そうですねえ、ただ、予想だにしませんでしたね。こん
な収録になって、去年（2020）からでしたね。ただそれまでも、
技術的には可能になっていたんだけど。そういうこと自体が、
社会的にありえなかったのですよね。でも、コロナの必要に迫
られて、学校・大学も、やるしかなくなっていった。
井坂　私いま活字メディアの世界にいますが、コロナによって、
本が売れるようになってきたという。在宅でまとまった勉強をし
ようと思うと、自分の時間ができて、何か新しい知識を得ようと

思うと、非常に古典的なメディアではありますけど、やっぱり本
というのはものすごく凝縮度が高い。ネットはたしかにある種の
物知りを生むかもしれませんが、体系的な知識を得るために
はやっぱり書物は一番効率的なのですね。Amazonも、本の
売上が4割ほど伸びたそうです。
一方で、雑誌は定期的に読むものということもあって、全体
的に売り上げは落ちたようです。その中で数少ない、売り上げ
を伸ばしたのが、50代以上の女性向けのある雑誌なのですが、
こういう時代にスマホの使い方とかを丁寧に指南してくれる。
3000人ぐらいの女性のモニターがいて、徹底的にニーズを把
握して。中高年女性を対象にした雑誌が伸びたという。
どんな状況でも全部がダメなわけじゃなくて、その変化をう
まく活用すれば、機会にも変えられるという。一方で、美容系
の雑誌というのが、軒並みに厳しいらしい。というのはマスクを
しますから、美容にコストをかけずに済むわけですね。
多田　なるほど～。いやあ、参考になります。

シンボル秩序と社会秩序の二重性
多田　それで今度は、私の議論や社会学に引きつけたところ
なのですが、5・100ページの二重性図式ですね。この図式の
上の部分ですね、言葉やシンボルの秩序、こういうものが、客
観的・物理的な秩序や実際の危機・災害などに対して、また
ちがう独自の秩序を作り上げてしまう言葉やシンボルの作用。
その怖さも、最近のコロナの状況からもまた、わかってきたと思
うのですね。
井坂　そうですね。こういうものはまあ昔からあったと思うので
すね。わかりやすい例でいうと、九州とはこういう場所だとか、
東京の人はこういう人だとか。なんとなく、客観性とはまた別に
形成されたイメージというのがあるわけで。インターネットに
よっても危険なまでに増幅されていることがありますね。
多田　ええ。それと同時に、この客観と主観の循環というのは、
まさに社会生態、自然の生態における呼吸と同様に、社会の
生態においても言葉やシンボルが皮膚感覚で、人の生きざま

になっている。知識もそうですし、言葉や知識、シンボルを呼
吸して、日々営んでいる。このシンボル世界は身体感覚とも密
着した、かけがえのないものでもある。

当事者の知覚や主観に寄り添う
そのこととも関係しているのですが、社会学というのはそうい

う、それぞれの人にとっての、当事者の知覚や主観を重視する
のですね（41）。誰にとっての現実なのか、それが社会学の基
本視座です。そもそも人のもつ知識は、各自に主観的であり、
身体に根づいたものなのですね。経験や過去の記憶を通して
紡ぎあげられたものが、知識であって。そのことは、質的調査
法という手法で行われていて、ある社会学者、岸政彦先生とい
う、この前ブルデュー『ディスタンクシオン』をNHKで取り上げ
ていた方ですが、「他者の合理性を理解する」って言っておら
れるのですね。それはまさにドラッカーの議論とも重なってい
て、顧客がとる行動の理由は、本人にさえわからない場合もあ
る。でも理由はあるんだと（136）。自分が説明できるとは限ら
ないし、自分でもわかってないかもしれないんだけど、その人な
りの理由があるんだと。これはまさに「他者の合理性」ですよ
ね。不合理に見えるものを、本人が合理的なものとしているよ
うな、顧客の現実をみることが大事なんだと。
井坂　子どもの頃から言われていたのが、「馬鹿って言う人は
その人が馬鹿なんだ」という言い回しがありました。まさにその
通りだと思うのですけど、相手を理解不能として切り捨ててい
るだけなのです。思考停止してしまってる。本当は、相手の内
面で何が働いているかを探り当てるのが、腕の見せどころなの
です。なぜこの人はこういう言葉を使ったのだろう、なぜあの
人はこういう行動をとったのだろうかと。相手の内面に飛び込
んでいって、それを探り出すというのが、お客さんに満足しても
らう商品・サービスを作り出す、まさにそれなのですね。だいた
いお客さんというのは理解不能であることも多いのですけど、
お客さんの内面においては首尾一貫したものがある。そこをど
うやって見つけ出すか、というのが、ドラッカー言うところのマー
ケティングなのだと思いますね。
多田　だから、社会学をやった学生、社会学部の学生が就職
活動をして、「社会学部で何を勉強してるの」「社会学って何を
やるの」と聞かれて、うまく答えられないなんて言うのですけど、
結構実は、社会学は当事者目線、主観に近づこうとするわけ
だから、それはビジネスとか、お客様のニーズを理解するとい
う営みに、とても近いところにいるのですね。
井坂　それは素晴らしい説明ですね。
多田　ある種のモデルを通さない、といいますか、モデルとか
仮説とか、専門化された枠組みや体系を通さずに、ありのまま
の、そこにいる人の主観的な現実に、ダイレクトに向き合おうと
する。それはビジネスで、お客様目線に立とうとするときに、一
番近いところにいるとも言えると思いますね。
井坂　私は以前、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生に会
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いに行ったのですが、こういうことをおっしゃったのですね。ま
ず自然生態のなかで、最も知的な存在は、ミツバチだと。ミツ
バチはいろんなところを飛び回って、花粉や蜜を自分の体につ
けて他のところに持って行ったりとかですね、自分は何も持っ
てなくて、飛び回っている。結果的にそれによって、生態系の
維持に貢献している。
これをビジネスの世界でやっているのは誰かと。ビジネスの
世界で最も知的な存在は誰かと。答えは、「営業」だという。
私はそのとき、ちょっとはっとさせられまして。それまではどちら
かというと、営業を知的なイメージでは考えていなかった。で
も、考えてみたら営業の人が、外へ出てお客さんの話を聞いて、
直接お客さんの要望に直接リーチしている観点からすると非常
に知的だなと深く得心させられましたね。社会的知性というか。
ある意味、自分が知識を持っていたり強くあったりしなくとも、
人のところに行って話を聞く能力があれば、充分に人というの
は、社会的な知性をもちうる。非常にそれを感じさせられまし
た。
多田　だから、誰にとっての商品、サービスなのか。誰にとっ
ての現実なのかが、大事なのかなと。今回たくさん、井坂さん
はそういったところを書いてくださっています。

危機や変化さえも創造的に利用する知性へ
多田　最後にコロナについて。変化や危機を創造的に利用す
る、という視点（153）。もちろん、こんなことが起こらなければ
一番良かったし、早く収束してほしいというのもありますが、こ
の状況が長く続いてしまっています。こういう状況さえも、いか
に創造的な方向にもっていけるか、ということなんじゃないか
と。確実に、不確実な世界へと進んでいて、その不確実さをも
創造的に利用していく、したたかな知性としなやかな行動力。
そしてもうひとつ、危機は、現状を内省する機会を与えてくれて
もいると（163）。それもたしかに、そういう時間を与えられてき
たな、とも思うのですよね。
井坂　今回のコロナ以前でも、たとえば私が学生だった頃を
思い出しますと、バブルの崩壊というとんでもない事件があっ
て、わりに就職が大変だったですし、少し上のバブルの頃の人
と比べると、いろいろ苦労したなという感覚はないわけじゃな
い。それが全部悪かったかというと、そんなことはないのです。
むしろそういう、経済が低調な中を生きることで、そこでしか得
られない作法を身につけることができた。それは非常に強いこ
とだと思うのですよね。景気が良くない中でも、身のほどをわき
まえて、無駄遣いしないようにしたり、そういう生活スタイルを
身につけることができたという、環境から教えてもらった知恵が
あります。

今回のコロナも、ひとつ確実に言えるのは、一度そういう経
験をしてしまった以上は、前の認識状態には戻れないってこと
です。一度出会ってしまったものは、出会う前には戻れません
から、それをどうやって次の作法につなげていくか、ということ
なのです。非常に深い内省の機会をもたらしたと思います。

偶然は必然に変えられる
多田　社会学（本対談の授業）との接点としては、何かありま
すか。
井坂　偶然の力はそれをちゃんと自分なりに考えて、フィード
バックすれば、必然に変えられる。
トランプなんかのたまたま来たカードのようなものです。ある
カードが自分の手元にあるのは偶然だとしても、それに意味を
与えることは、自分ができるのですね。そういうところは、社会
学の与えてくれている深い知性のありようを表現しているのか
なと。私の場合特に、多田さんの『沖縄イメージの誕生』とい
う記念碑的な著作を編集させていただいたので、そこが、第二
の意味ある出会いだったのかもしれません。
多田　なるほど。いやあしかし、なかなか盛り沢山、てんこ盛
りですな。やっぱり今回、共著という形で、お互いの知識、「知
識についての知識」と言いましょうか、それを持ち寄ってこうい
う形でお届けできているということで。まあ、ただやっぱり、皆
さんに自分なりに読んでもらって、こういう一つの出来上がった
作品を、これで完結じゃなくて、今度は読者の皆さんに読んで
もらって、いろいろ能動的に考えてもらったり、こうだああだと、
自由に語ってもらって、それをまた我々が受けとって、どういう
ものが出てくるか。そこがまた楽しみですよね。では井坂さん、
今日は本当にどうもありがとうございました。
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