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ドラッカー思想と２１世紀 
―グローバルな知識社会における多元主義を求めて― 

 日本大学 三井 泉 

Ⅰ．はじめに―20 世紀「多元主義社会」の帰結― 

 

2001 年 9 月 11 日、ニューヨーク貿易センターのツインタワービルが炎上し、瞬時に

崩壊していくのを、私は英国バーミンガム大学で、世界各国からの留学生と共に眺めて

いた。何が起こったか誰もわからなかった。街ではムスリムコミュニティの古老達が心

配顔でささやきを交わし、中東系の名前を持つタクシー運転手は、悲しい顔で目を背け

た。その後に続いた「報復」テロ、今も世界中で繰り広げられる「正義の戦い」は止ま

る気配を見せない。アジア系アメリカ人の法律学者は、「これがグローバリズムのもう

一つの顔、アメリカ多元主義の帰結なのだ」と苦々しく語った。あの日から、確かに世

界は変わったように見える。その胎動は実はもっと以前からあって、われわれがそれを

見逃した、あるいは見て見ぬふりをしてきただけなのかもしれないが。 

20 世紀アメリカを「多元主義社会」として捉え、その原理を「組織とマネジメント

の論理」であると明言した最初の人物が P.F.ドラッカー（Drucker）であった。彼は、

20 世紀初頭に、成熟した国際都市ウィーンに生まれ、第一次大戦前後の激動の時代に

幼少期を過ごし、旧体制から新体制への転換期ヨーロッパの、政治的・経済的・社会的・

文化的な香りを全身に浴びて育った。その後、ハンブルク、フランクフルト、ロンドン、

ニューヨークへと居を移し、1920 年代から 30 年代のヨーロッパとアメリカの国際都市

の空気を吸い込んで成長した「コスモポリタン」である。そして、1940 年代以降はア

メリカに定住し、ヨーロッパ型とは異なる 20 世紀の自由世界のあり方を模索し、その

方向性を 90 年余の生涯に亘って示し続けた人物であった。 

ドラッカーは、民族・文化・宗教・政治などの背景の違う人々が、その異なる価値を

互いに認めつつ「共に生きる」ということが、どれほど難しく、かつ、どれほど尊いこ

とかを身をもって体験していた。ナチスに代表されるヨーロッパ全体主義の恐怖と愚か

さとを目の当たりにしたドラッカーがアメリカで出会ったもの、それは新しい「自由主

義」であり、そこに彼は 20 世紀の世界の可能性を見出した。身分や家柄などの封建的

権威、まして民族的背景などに拘束されることのない「個人」が、自らの自由意思で特

定の目的を持った「組織」に所属し、そこで自らの役割を果たすことを通じて社会の中

に位置づけられるという社会。さらに、その組織は社会的発展のために機能すべく「マ

ネジメント」されており、その「機能」によってのみ組織のリーダーの権威は正当性を

与えられうるという社会。それがドラッカーの目に映った、いや誤解を怖れずに言うな

ら、ドラッカー流に「翻訳」されたアメリカ社会の構図であり、彼にとっては、アメリ

                            
 本稿の執筆にあたり、平成 20 年度本学部招聘教授である香港大学の王向華氏とのデ

ィスカッションを通じて多くの示唆を得た。記して感謝申し上げたい。 
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カのみならず 20 世紀の産業社会における自由主義を実現するための基本原理であった

といえよう。こうして、彼は 20 世紀中盤のアメリカで「組織とマネジメントの時代」

の幕開けを自ら宣言し、世紀後半の、特に資本主義社会を支える知的リーダーの一人と

して、確固たる地位を築いていった。 

ドラッカーは自らを「傍観者」（bystander）と呼ぶ。傍観者とは、「自ら歴史の舞台

には登場せず、傍らで見守りながらプリズムのように歴史を屈折させて映し出す存在で

ある」と彼はいう。1確かに、彼自身企業経営者であったこともなく、経済や政治のリ

ーダーとして社会を牽引した人物でもない。しかし、ヨーロッパにおける新聞記者や雑

誌の執筆者を皮切りにアメリカでは大学で教鞭をとると共に、GM など代表的な企業の

調査研究を行い、経済界や政界など実務界でのアドバイザーや講演者として世界的な活

躍をした。文明論・社会論から経営論、エッセイや小説にいたるまで著書や論文の数は

限りなく、世界各国語に翻訳されたものも少なくない。その意味で、彼は自らを「執筆

家」（writer）とも呼ぶ。しかし、私はドラッカーを「預言者」（prophet）あるいは「媒

介者」（media）と呼びたい。なぜなら、彼はコスモポリタンとして、時代の転換期にお

けるヨーロッパとアメリカを自在に移り行き、その異なるコスモロジーの中を駆け抜け

ながら、人間と社会との多様なあり方を見つめ、20 世紀社会の方向性を彼の言葉に翻

訳し、未来の姿をわれわれに指し示し続けた。その意味で、来るべき時代の「預言者」

あるいは「託宣者」としての役割を果たしていたといえるからである。 

古来より預言者や託宣者は「神」の言葉を人に伝える役割を果たす。この神を「資本

主義社会」あるいは「市場社会」と置き換えることも可能であろう。しかし、ここでは

その点は敢えて保留しておくことにする。なぜならば、そのように捉えるには、余りに

ドラッカーの射程は広く、その言葉は多義的に過ぎるものだからである。いずれにせよ、

彼は単なる学術肌の理論家とは言えず、その体系も概念規定も曖昧なところは多い。し

かし、そのようなことをドラッカーに求めても仕方がない。なぜならば、概念の明確化

や理念の体系化は、預言や託宣を授けられたわれわれが行うべきことであって、ドラッ

カーは道に迷うわれわれに問題の方向性を指し示してくれているのだから。 

本稿では、以上のような私自身のドラッカー観に立ち、彼が指し示した 20 世紀社会

の構図を振り返るとともに、21 世紀社会においても彼の預言や託宣は通用しうるもの

かどうか検討を加えてみたい。特に、「組織とマネジメントの時代が 21 世紀も継続する

のか」、そして「21 世紀の自由社会とはどのようなものになりうるのか」を探ることが

本稿の中心的課題である。 

 

                            

１． Drucker, P.F.,Adventures of a Bystander, Transaction Publishers., 1979.，p．

1．（風間禎三郎訳『傍観者の時代―わが 20 世紀の光と影―』ダイヤモンド社、1979

年、１頁。） 
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Ⅱ．ドラッカーの「問題提起」と「一応の結論」 

 

 1939 年に出版された処女作『経済人の終わり』（The End of Economic Man）の中で、

ドラッカーはそれまでのヨーロッパ社会の前提にあった「経済人」仮説―人間を経済的

動機を満たす合理的な存在としてのみとらえる人間観―が崩壊したことを述べ、それに

変わる新たな人間像を模索した。その思索の結果が、1942 年にアメリカで出版した『産

業人の未来』（The Future of Industrial Man）である。この書の冒頭部分において、

ドラッカーは以下のように述べている。これこそがまさに、彼自身の生涯を通じての思

索活動の「問題意識」の表明であったといえるであろう。 

 

この戦争（第二次大戦）が、産業社会の構造、目的、組織を決することになる。こ

の戦争の焦点は一つである。一つしかない。200 年前ジェームズ・ワットが蒸気機

関を発明して以来、西洋が築きあげてきた物質環境における社会秩序、政治秩序の

あり方である。このことは、この戦争が産業を脇役としてではなく主役として戦わ

れていることに如実に表れている。来るべき平和の時代は産業社会である。産業が

片隅ではなく、中心に位置する時代である。・・・戦争において目指すべきものが、

勝利であることは間違いない。しかし同じように、その勝利への道筋において目指

すべきものが、戦争とその後の平和を意味あるものにすることであることも間違い

ない。・・・取り上げるテーマは一つしかない。すなわち、いかにして産業社会を
．．．．．．．．．．

自由社会として構築するか
．．．．．．．．．．．．

である。2（傍点は筆者） 

 

 第一次大戦から第二次大戦の戦間期のヨーロッパで、全体主義の台頭を目の当たりに

したドラッカーは、その背後にある「経済人」という人間観に限界があることを鋭く見

抜いていた。すなわち、個人の財産に裏付けられ、財産の所有を前提として成立する権

威の構造と、経済合理的な行動に基づく自由主義というものが、実は全体主義を生む土

壌にもなりうることを彼は理解していた。そして、それは結果として自由をもたらすも

のでも、社会に反映をもたらすものでもないと身をもって体験した。そこから生まれた

ものが、「産業社会をいかにして自由社会として構築するか」という根本的な問いであ

ったのではないか。彼は、これを自らの一生の課題として刻み付けたように思われる。 

 本書の中でドラッカーが述べている「自由」とは、「何かを勝ち取る自由」でもなけ

れば「何かから逃れる自由」でもなく、「責任ある選択」つまり、「個々人が自分自身の

意思決定に対して責任を持つ」という意味での自由であった。それが実現されるための

「機能する組織社会」論を彼は構想した。そして、そのために「マネジメント」という

機能が必要不可欠であることを主張し続けたのである。 

                            
2Drucker, P.F., The Future of Industrial Man,Tranzaction Publishers,1995. 
(Original 1942)pp.3-17．(上田惇生訳『産業人の未来』ダイヤモンド社、1-6 頁。)  
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 さて、このような問題意識のもとにドラッカーは常に時代の問題を先取りし、広範な

領域にわたる思索活動を展開した。その結果、20 世紀の終わりに彼がたどり着いたの

は「産業社会の終焉」という結論であり、次に来るべきは「知識社会」という展望であ

った。彼は 1998 年の『ポスト資本主義社会』（Post Capitalist Society）の中で以下

のように述べている。 

 

   わずか数十年前には、ポスト資本主義社会がマルクス主義社会であろうことを誰も

が心得ていた。しかしいまでは、マルクス主義社会は次代の社会たりえないことを

誰もが知っている。同時に、われわれのほとんどは、あらゆる先進国が、いわゆる

資本主意から脱しつつあることも知っている。少なくともそう感じとっている。市

場が経済活動の調整役として有効に機能しつづけることは間違いない。しかし先進

国は、社会としては、すでにポスト資本主義社会に移行している。先進国社会は、

ある一つの新しい中核的資源を擁しつつ、新たな諸階級をもつ社会に急速になりつ

つある。・・・現実に支配力をもつ資源、最終決定を下しうる生産要素は、資本で

も土地でも労働でもなく、知識だということである。・・・富の創出の中心は、古

典派経済学、マルクス経済学、ケインズ経済学、新古典派経済学など 19 世紀と 20

世紀の経済学における 2 つの柱、すなわち資本と労働の生産的使用への配賦ではな

くなる。いまや、知識の仕事への応用たる「生産性」と「イノベーション」によっ

て価値は創出される。・・・さらにポスト資本主義社会は、価値観によって二分さ

れることになる。・・・ここでいう社会の二分とは、知識人と組織人への二分であ

る。前者は言葉と思想に関わりをもち、後者は人と仕事に関わりをもつ。実にこの

二分を乗り越えた新たな統合こそ、ポスト資本主義社会における哲学的および教育

的な課題となる。3 

     

 知識社会の到来ということについては、すでにドラッカー自身により 1968 年に書か

れた『断絶の時代』（The Age of Discontinuity）の中でも指摘されてきたことである

が、本書で彼は明確にポスト資本主義の時代が「知識社会」であると断言している。も

ちろん、今日ほどのコンピュータ社会の到来を予測していたわけではなかったにしても、

今から 30 年以上前に知識社会の到来を描いていたドラッカーの「預言」は、今日みご

とに的中している。ドラッカーによれば、知識社会とは「知識人」と「組織人」とに二

分される社会であるという展望であった。果たしてこのようなドラッカーの展望は、今

日の社会の在りようを正しく描き、21 世紀を生きるわれわれの指針になりうるのであ

ろうか。その問題は後の章に譲ることにして、まずは彼の構想した 20 世紀産業社会、

つまり「自由にして機能する社会」とはどのようなものだったのか、ということを検討

                            
3 Drucker, P.F., Post Capitalist Society, ,Tranzaction Publishers ，1998.，pp．

4-9．（上田惇生訳『ポスト資本主義社会』、ダイヤモンド社、2007 年、5-11 頁。） 
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してみたい。 

 

Ⅲ．「自由にして機能する」社会 

 

  ドラッカーの自由論を検討するにあたって、まず、彼の人間観に触れておく必要があ

る。彼は『産業人の未来』において、人間は生まれながらにして自由であるわけではな

く、本能的にも自由を志向するものではないが、自由こそが人間の「あるべき状態」で

あると主張している。なぜならば、いかなる人間も絶対の知識、絶対の確信、絶対の真

理、絶対の正義を手に入れることは不可能であり、絶えず自らの責任において意思決定

と行為を行っていく存在だからであるという。つまり、ドラッカーは「不完全で弱く、

罪深いもの、塵より出でて塵に帰すべきものでありながら、神のかたちにつくられ、自

らの行為に責任をもつもの」というキリスト教の人間観に深く根ざしており、これ以外

には自由の基盤になりうるものはない、とまで断言している。この人間観は、生涯の彼

の思想をその根底で支え続けていたと筆者には思われる。 

このような人間観に基き、彼の自由論は次のように展開される。 

 

自由とは、権利というよりもむしろ義務である。真の自由とは、あるものからの自

由ではない。それでは特権にすぎない。自由とは、何かを行うか行わないかの選択、

ある方法で行うか他の方法で行うかの選択、ある信条を信奉するか逆の信条を信奉

するかの選択である。自由とは解放ではない。責任である。楽しいどころか、一人

ひとりの人間にとって重い負担である。それは、自らの行為、および社会の行為に

ついて自ら意思決定を行うことである。そして、それらの意思決定に責任を負うこ

とである4 

 

  ドラッカーは、先に述べたように、ナチスドイツの全体主義を目の当たりにした経験

から、いかなる人間や集団にも絶対的な完全性や正義はあり得ないことを強く感じたの

であり、そのことから、弱さと脆さや限界を持ちながら、それでも自ら責任を持って行

為を選択するという人間観にたどりついたと言ってもよい。しかし彼は、人間社会にお

けるいかなる絶対的な価値や真理を認めないという一方で、安易な価値相対性の立場に

も警鐘を鳴らす。なぜならば、極端な価値の相対化は最終的に無政府状態を生み出して

しまい、このこともまた自由な社会の実現とは程遠いからであるという。彼は次のよう

に述べている。 

 

                            
4 Drucker, P.F., The Future of Industrial Man,Tranzaction Publishers,1995. 
(Original 1942)pp.109-110．(上田惇生訳『産業人の未来』ダイヤモンド社、125 頁。)  
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 人間の作り上げた絶対なるものは、自由からの逃避にすぎない。それは選択を拒否

する。そのもとにあっては、あらゆる人間行動が、必然のもの以外にはありえない

とする決定論に従うことになる。それは、責任を捨てさせ独裁をとらせる。あらゆ

る行動が、絶対真理を手にする絶対支配者の命令や要求に沿うかぎり、正当化され

る。 

とはいえ、真の絶対の存在を前提としないかぎり、自由は不可能である。さもな

ければ、責任なるものが存在しない。したがって、われわれ自由の守り手たる者と

しては、特定の理念と理想を唯一絶対のものとする理想主義者に対しては、現実主

義者として対抗しなければならない。しかし、理念と理想の存在を否定する現実主

義者、実証主義者、機能主義者、実用主義者、相対主義者の類に対しては、理想主

義者として対抗しなければならない。5 

 

  ところで、人間がこのような自由を獲得するためには、社会が正しく「機能」しなけ

ればならないとドラッカーはいう。彼にとっての社会とは「一人ひとりの人間に対して

『位置』（social status）と『役割』(function)を与えるもの」であって、この位置と

役割が社会の基本的枠組を規定し、社会の目的と意味を決定するという。また、重要な

社会権力が「正統性」(legitimacy)を持たなければその社会は機能しない、とドラッカ

ーは断言する。この権力の正統性は、基本的枠組みの中で空間を規定し、社会を制度化

し、諸々の機関を生み出すものであって、当該社会の価値観や信条、社会的エトスに合

致したときに、はじめてその権力は正統なものとして認められる。「その理念自体が倫

理的に良いか悪いか、形而上的に正しいか間違っているかではなく、正統な権力とは、

社会的に機能する権力
．．．．．．．．．．

のことである（傍点は筆者）」とドラッカーは主張する。6 

 このようなドラッカーの社会論もまた、先に述べた自由論を基盤としているといえよ

う。すなわち、社会とはあくまでも「責任ある選択」を行う自立的な個人から形成され

るものであって、彼らに対して「位置」と「役割」を与える場であるという考え方であ

る。旧来の社会が歴史や伝統、階層などによって位置と役割が固定化されており、そこ

に個人が受動的に組み込まれていく存在であったと捉えてみると、ここで改めてドラッ

カーの主張の意味が鮮明になる。これとは逆に、個人に位置と役割が与えられない社会

は無秩序状態となり、そこでも個人の自由は実現されない。人間の本質をどのようなも

のと捉えるかによって、おのずと社会の性格や目的も異なり個人と社会の関係も異なる。

しかし、民族や伝統、宗教などによって人間観はどのように異なろうとも、それぞれの

人間に「位置と役割を与える」ことにより「機能する社会」こそ、自由を実現する社会

である、ということをドラッカーは主張した。これこそが彼の理想とする新たな「多元

的社会」の姿であり、伝統社会ヨーロッパからアメリカに渡ったドラッカーが見た理想

                            
5 Ibid., pp. 122-123．（上掲訳書、143-144 頁。） 
6 Ibid., pp. 27-34．（上掲訳書、22-28 頁。） 



 7

の社会であったと言えるであろう。 

彼は『新しい現実』（The New Realities,1989.）の中で、多元的社会そのものは歴史

上にも存在してきたが、それらのほとんどが「権力」に基づくものであったのに対し、

今日の多元社会は「機能」に基づくものである点で大きく異なっていると指摘している。
7この多元社会を構成しているのが、家やコミュニティーや国家といった主体ではなく、

個々の専門的目的を持った「組織」であり、その成果を達成させるための不可欠な要素

が「マネジメント」であるという。こうして、「組織とマネジメント」という要素は、

ドラッカー思想の中で、自由にして機能する多元的社会を実現するための基幹的な役割

を果たすことになる。次に、この点について検討することにしよう。 

 

Ⅳ．「組織」と「マネジメント」の役割 

  

先に述べたように、ドラッカーは 1930 年代に財産所有を基礎とした経済人の時代の

終焉を宣言すると共に、20 世紀は産業人の時代であるという預言をした。そのことは

同時に、社会的役割のほとんどを「組織」が担っていく「組織社会」の到来を告げるも

のでもあった。その代表的な組織こそが大企業であることを、彼は 1940 年代の代表作

『会社という概念』（Concept of Corporation,1946.）で明らかにした。GM の内部調査

を踏まえた巨大組織の実態を鋭い洞察力で描いた本書の中で、彼は大企業が生産性を上

げる為の中心的な要素は諸資源そのものというよりも、「組織とマネジメント」である

ことを鮮明に打ち出した。本書では、GM の事業部制の本質を「連邦的分権制」という

概念で明らかにしているが、これもまた、彼が自由にして機能する多元的組織のあり方

を求めてたどり着いた理想の姿であったと言ってもよい。すなわち、ここで示された組

織形態は、それぞれの事業部が責任ある選択を行う意思決定主体として機能することに

より、組織全体の自由が確保されるという「多元的組織」の姿であった。 

その後の多くの著作の中で彼は組織について多くの場面で触れており、知識社会論を

展開した後の著作でも、組織の重要性は今後も変わることがないとしている。『ポスト

資本主義社会』で示された知識社会の組織観においても、その主張は貫かれている。 

本書の中でドラッカーは、組織を家族やコミュニティなどの伝統的な集団のように言

語、文化、歴史などの人間の紐帯によって形成されるのではなく、特定の共通目的のも

とに設計・形成され、専門家によって成り立っている集団であると述べている。つまり、

組織は特定の一つの目的に基づいて専門化された存在なのであり、個々人の専門知識を

互いに結びつけることによって生産性を上げ、効果的に機能していくものである。逆に

言えば、個々人の専門的知識はそれだけでは効果的に機能しないが、組織によって結び

合わされることによって、はじめて生産性を上げることができる。このことが現代知識

                            
7 Drucker, P.F.,The New Realities, Harper Business,1994. (Original 1989)p．83．

（上田惇生訳『新訳 新しい現実』、ダイヤモンド社、2004 年、 89 頁。） 
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社会における組織の存在意義であるとドラッカーは捉えるのである。 

ドラッカーは、社会やコミュニティと組織との違いを「社会やコミュニティや家族は

『存在』するが、組織は『行動』する」という象徴的な言葉で表現している。つまり、

社会やコミュニティや家族が自己目的的で自己完結的あるのに対し、組織は「明確な使

命や目的」のもとに一体化し、その目的を目指して「意識的に行動」することによって

初めてその存在意義が認められるという意味である。「組織は外部に成果を生み出すた

めに存在する」という彼の言葉がこれを端的に表現している。今日では企業のみならず、

病院や学校、政府や NPO など、目的の異なる多くの組織が存在し、それぞれの使命に基

づいて成果を上げることで自らの責任を果たしている。彼は、いまや全ての先進国が組

織社会になったと指摘する。8 

次に、このように組織に成果をもたらす機能としての「マネジメント」とは何かにつ

いて、ドラッカーのマネジメント論の代表的著作である『現代の経営』（The Practice of 

Management,1954.）によりながら見ていくことにしよう。まず、本書の冒頭には彼のマ

ネジメント論の本質を描いているともいえる次の言葉がある。 

 

マネジメントとは、事業に命を吹き込むダイナミックな存在である。そのリーダー

シップなくしては、生産資源は資源にとどまり、生産はなされない。彼らの能力と

仕事ぶりが、事業の成功さらには事業の存続さえ左右する。マネジメントこそ、企

業がもちうる唯一の意味ある強みである。マネジメントは紛れも無く産業社会にお

ける主導的な存在である。・・・文明が存続するかぎり、マネジメントは基本的か

つ支配的な機関として残る。それは、近代経済の特性および企業のニーズからして

不可欠のものである。マネジメントとは、現代社会の信念の具現である。それは、

資源を組織化することによって人類の生活を向上させることができるとの信念、経

済の発展が福祉と正義を実現するための強力な原動力になりうるとの信念の具現

である。そして、300 年前ジョナサン・スウィフトがいったように、想像力だけの

哲学や形而上の体系を築く者ではなく、一葉の草しか育たなかったところに二葉の

草を育てる者こそ人類の福祉に貢献する者であるとの思想の具現である。9 

 

 このドラッカーの主張の中で特に注目に値するのは、マネジメントが現代社会の「信

念の具現」であるという指摘である。それは「資源の組織化」「経済の発展」「生産性の

向上」が、人類の福祉と正義と幸福を実現するという信念の具現であるという。裏を返

                            
8 Drucker, P.F., Post Capitalist Society,1998. Tranzaction Publishers， pp．48-56．
（上田惇生訳『ポスト資本主義社会』、ダイヤモンド社、2007 年、64-73 頁。） 
9Drucker, P.F., The Practice of Management,Butterworth-Heinemann,2007,（Original 

1954.）pp．3-4．（上田惇生訳『現代の経営』上、ダイヤモンド社、2006 年、2-3 頁。） 
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せば、これらの信念が具現されているからこそ、マネジメントは現代社会において存在

意義を認められることになる。そして究極的には、そのことを通じてのみ「自由にして

機能する社会」が実現可能になるというのがドラッカーの指摘であると筆者には思われ

る。次に、やや詳細に彼のマネジメント論を見ていくことにしよう。 

 マネジメントとは、一般には組織目的達成のための諸資源の調整機能のことであるが、

ドラッカーによれば次の 3 つの側面があるという。第一に「事業のマネジメント」、第

二に「経営管理者のマネジメント」そして第三には「人と仕事のマネジメント」である。 

 まず、「事業のマネジメント」において、ドラッカーは企業を経済変動に適応するだ

けの存在としてのみ捉えるのではなく、むしろ経済変動を生み出す革新的（イノベーシ

ョン）機能に注目し、経済環境の主役として意識的な行動によって環境を変えていく主

体的な役割を強調する。つまり環境の制約を受けながらも、自由で責任ある主体として

意思決定を行い、「顧客の創造」と「イノベーション」を行うことが、最も重要な課題

であるとされるのである。 

また、「経営管理者のマネジメント」や「人と仕事のマネジメント」においては、人

を「成長・発展する存在」そして「責任を果たす市民」として捉えることの重要性を強

調している。ここでの成長とは「何に対して貢献するかを自ら決められるようになるこ

と」であるという。今日では頻繁に使われている「人的資源」という言葉を、最も早く

使用したのはドラッカーであるが、彼は人的資源という言葉の「人的」を強調するか「資

源」を強調するかによって、マネジメント人間の捉え方が大きく異なるということを主

張している。「企業の目的達成のために働き手に要求すること」と、「個人が人間として

企業に要求するもの」との調和こそがマネジメントの重要な課題であることを指摘して

いる。10 

ドラッカーのマネジメント論の広範な射程をここで網羅することは不可能であるが、

最後に触れておきたいのが、彼のマネジメント「思想」の核心ともいえる「目標と自己

統制」という考え方である。これは、組織の中の個人が組織から与えられる目標を受動

的に果たすのではなく、組織全体の目標を自ら理解し、そこから自らに求められている

目標を設定し、さらに自らの成果がどのように評価されるかを考えながら、主体的に仕

事を行っていくと言う「自己管理」の考え方である。つまり、上から与えられる命令を

待ってこれを受動的に行うのではなく、積極的に自らのなすべきことを行っていくとい

う「貢献のあり方」である。ここにドラッカーの自由論の真骨頂があるように思われる。

すなわち、ドラッカーにとってマネジメントの究極の意味は、他者からの、あるいは他

者に対する統制や管理なのではなく、自らの意思と判断で貢献すべきことを決定し、そ

の成果に対して自ら積極的に責任を負う、という意味で個人の「責任ある選択」を最大

限に重視する「自己マネジメント」なのである。 

ここで、改めてドラッカーの人間観を踏まえて考えると、その意味がより鮮明になる。

                            
10 Ibid., p.228.(上掲訳書『現代の経営』下 102 頁。) 
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つまり、彼の根底にあるキリスト教の人間観「罪深く完全ではない存在」としての人間

が、組織の中にあっては「責任ある選択」を行い、自ら「目標と自己統制による貢献」

という「マネジメント」が行われるときにはじめて神の意思を実現することが可能とな

り、そこに「自由にして機能する」社会が実現される。しかもそのマネジメントは、先

に述べた「資源の組織化」「経済の発展」「生産性の向上」が人類の福祉と正義と幸福を

実現する、という信念に支えられている限り社会的に存在意義を持つものになる、とい

う思想である。このようなマネジメント思想には、キリスト教社会の文化的背景が色濃

く反映されているように筆者には思われるのである。 

 

Ⅴ．おわりに―21 世紀の多元主義を求めて― 

 

 2008 年 8 月、北京オリンピックが開幕した。それは中国経済の力強い発展を内外に

知らしめると共に、グローバルな自由市場へ向けて邁進するという中国の意思をアピー

ルする儀式でもあった。また、｢21 世紀は中国の時代｣という宣言とも見てとれた。ド

ラッカーの主張が 21 世紀にも当てはまるとするなら、それは「組織とマネジメントの

時代」がアジアに到来するという意味なのだろうか。 

 開会式のパフォーマンスで圧倒されたのは、2008 名の太鼓奏者によって朗読された

「論語」であった。これはプロデューサーの演出意図のいかんに関わらず、単に「中国

らしさ」のパフォーマンスに留まることのない本質的な主張を秘めているのではないか、

と筆者には思われた。それは、儒教文化圏アジアの中心にある中国という存在そのもの

のアピールである。これを単なる民族主義の台頭と捉えることも短絡的であろう。つま

り、グローバルな世界には、キリスト教文化圏（広い意味でユダヤ教も含む）やイスラ

ム教文化圏のみならず、儒教文化圏も存在しているという主張のように感じられたので

ある。そのことの意味は大きい。 

 先に述べたように、ドラッカーの求めた自由主義のベースには、ヨーロッパであれア

メリカであれ、ベラーの言う「市民宗教」としてのキリスト教が背景としてある。現に、

ドラッカーの自由論の哲学的背景にはキルケゴールの実存主義があることを本人も認

めているし、「目標と自己統制」あるいは「自由にして機能するマネジメント社会」と

いう思想も、先にも見てきたようにキリスト教社会の文化や価値理念が色濃く反映して

いると思われる。さらに、今日の資本主義社会の論理そのものにもキリスト教社会の影

響が大きく反映しているようにも思われる。 

 このような価値観に基く「論理」を、グローバルスタンダードの基準にすることの難

しさは、今日の世界的な諸制度やルール作りの困難さを見ても明らかであろう。とは言

え、むやみにグローバル化を否定する議論も今や現実的とはいえない。しかし、ドラッ

カーの議論が 21 世紀にも通用するものであるとするならば、どうしてもこの問題を避

けて通るわけにはいかない。つまり、「自由にして機能するマネジメント社会」は、非
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キリスト教文化圏にも果たして通用する論理なのか否か。通用するとして、どのような

「文化的翻訳」が異文化間で必要となるのかという疑問である。 

より具体的には、ドラッカーが提唱している「目標と自己統制による管理」「連邦的

分権制」というような論理や制度が、異なる文化圏では実際にはどのようなやり方で受

容されていくのか、あるいは排除されてしまうのか、という問題である。さらには、そ

れを越えるようなグローバル・スタンダードはドラッカー理論の中で、あるいは延長線

上に展開可能なのかという点である。 

 この点については、ドラッカー自身『ポスト資本主義社会』の中で、「トランスナシ

ョナリズム、リージョナリズム、トライバリズム」というテーマで論じている。1970

年代以降に急速に進んできた経済（市場）のグローバル化は一国家の経済政策を無力化

し、一方コンピュータによる情報のグローバル化は、政治や文化にも影響して国民意識

を希薄化させ、国家主権そのものをも脅かす存在になってきたとドラッカーはいう。 

 そこに登場してきたのが、EU に代表されるような経済的な地域統合（リージョナリ

ズム）であり、さらにはトライバリズム（民族主義）への回帰である。ドラッカーは、

民族主義への回帰は経済的なものや政治的なものではなく、存在論的（人々が自らの存

在根拠や共同体を求める要求）なものに起因していることからその動きは止まることな

く、すでに従来の国家への帰属意識に変化をもたらしているという。つまり、われわれ

は、今や世界中の商品を使用し、グローバル市場を相手にビジネスを行い、ネット上で

世界の人々と交流を行う一方では、自らの中に民族や文化へのアイデンティティを求め

続けているということである。実際に、権利を求めて戦う民族紛争や、やむなき事情で

祖国を離れて暮らすディアスポラの数は世界で急増している。 

これらグローバリズム、リージョナリズム、トライバリズムの 3 つの「ベクトル」が

異なる方向を向いており、「ベクトル間の等式」は不安定で予測不可能であることが問

題である、とドラッカーは指摘する。11このような世界においても、果たして「自由に

して機能する多元的社会」は実現可能なのだろうか。また、このような中にあっても、

目標と自己統制を根幹とするドラッカーのマネジメント論は通用しうるのであろうか。

子の問題に対する解答は簡単に得られるものではないと筆者には思われる。 

 もうひとつの問題は現代の「知識社会」についてである。現在、世界を巻き込んで泥

沼化する金融危機は、経済的自由主義を前提とするに資本市場の脆さをあらわにし、グ

ローバルな経済システムの混乱とともに人々に不安感、不信感を煽っている。これは、

今日の知識社会において、世界の経済システムが同時に情報システムであり、全てが相

互に結びついて変化を増幅させていった結果でもある。このような情報の網の目の中で、

われわれにとって自由な選択は可能なのかどうか。そもそも「責任ある選択」の前提と

なるはずの、信憑性をもった情報の個人的な獲得は果たして可能なのであろうか。 

                            
11 Drucker, P.F., Post Capitalist Society,1998. Tranzaction Publishers， p．228．

（上田惇生訳『ポスト資本主義社会』、ダイヤモンド社、2007 年、199 頁。） 
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コンピュータによる情報化社会（インターネット社会）において自由主義は成り立ち

うるのか、その問題は多くの情報社会学者や政治学者らによって現在議論がなされてい

る。インターネット社会は、従来の権力関係や階層関係を離れ、世界に「開かれた社会」

を前提とした自由な空間である、という立場もあれば、極めて陰湿な匿名性に満ちた閉

鎖空観であるとする見解もある。情報テクノクラートとも呼ぶべき一握りの特権的集団

が支配する世界であるという意見もある。この議論は容易に終息することはないであろ

う。このような情報化社会、知識社会において、ドラッカーの「自由にして機能する多

元的社会」は実現可能なのだろうか。そして、彼のマネジメント論はこのような知識社

会でも有効に機能することができるのであろうか。その問題もまた、容易に答えること

のできない難しい要素を含んでいる。 

20 世紀はテイラーの科学的管理法の登場に始まり、フォレット(M.P.Follett)や人間

関係論、バーナード(C.I.Barnard)、サイモン(H.A.Simon)などの思想が次々と登場し、

まさに｢マネジメントの世紀｣と呼ぶにふさわしい時代であった。その中のひときわ大き

な星がドラッカーであったと言ってもよい。これらマネジメント思想の根底に共通して

流れていたのは、先に述べたような「生産性向上」「経済発展」「資源の組織化」が人類

に幸福をもたらすという信念であった。その信念に支えられ、マネジメント思想は存在

意義を認められ、大きく発展してきたといえる。ドラッカーもその例外ではない。 

しかし 21 世紀に入り、この大前提そのものが揺らいでいる。経済、政治、宗教、民

族の問題に加え、地球環境の破壊、食料や資源の枯渇問題、これらは産業社会や資本主

義社会の大前提にあった｢経済発展による人類の幸福｣という意味それ自体を問い直す

必要性をわれわれにつきつけている。21 世紀の問題解決のために、われわれはドラッ

カーという預言者から何をどのように学べばよいのだろか。その手がかりはかすかに見

えても、行く手はまだ霧の中にある。（2008 年 12 月 14 日） 
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