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　ご存じない方もいらっしゃると思います
が、最近大学生が絵手紙に親しんでいること
が世間で話題になっています。日本いや世界
に先駆けて、大学の授業に絵手紙を取り入れ
たのは上武大学です。二年半前看護学部一年
の選択科目「美術」の時間に絵手紙を導入し
ました。

　NHK学園及びカルチャー教室などで絵手
紙を長年指導してきた経験の中で、意外にも
教室に看護師さんたちが習いにきます。なぜ
か理由をきいてみますと、「入院している患
者さんから絵手紙を教えて欲しい。」との依
頼をうける。また「自分自身も退院した患者
さんたちとの手紙のやりとりに絵手紙を使え

たらいいなあ。」と考えたから、とのことで
した。こうしたことから、上武大学の看護学
部に絵手紙を取り入れたら、仕事の場や日常
の生活の場で役に立つのではないかと導入を
決心しました。
　現在３年目、１年目21人、２年目15人、
３年目36人の受講者がいました。考えてい
た以上に学生たちは絵手紙を描くことを楽し
み、実際に描いた絵手紙を友人や家族などに
出して喜ばれていました。今後実習がはじ
まったときには、ぜひ実習先の病院の先生、
看護師さん、患者様に絵手紙を描いて実生活
でも役立てて欲しいと願っています。

上武大学における絵手紙の取り組み
学校法人学文館　理事長　澁 谷　朋 子
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学校法人学文館医学生理学研究所開設

平成24年１月１日、身体の機能や疾患の成り立ちについて研究を行い、

上武大学各学部学科での関連学問領域における教育研究の質的向上を

図ることを目的として医学生理学研究所が設置されました。澁谷正史副学長

が研究所長を務め、高崎キャンパス４号館に研究室が置かれています。当面

は癌関連遺伝子などの細胞への導入、遺伝子の発現制御などを行い、癌細胞、

血管系細胞、神経系細胞などの様々な性質を調べる計画です。特に癌の中で

は若年でも発症する脳腫瘍を、癌以外では産科で非常に重要な妊娠高血圧症

候群（妊娠中毒症）の問題に取り組み、疾患の理解と新しい診断技術、治療法

開発を目指します。本研究所の研究活動を通して看護学部や大学院・スポー

ツ健康マネジメントコースにおける教育や研究も充実させていく予定です。

また県内外の大学・研究機関との共同研究なども視野に入れ、今後の活動を

行なっていきます。

私立４大学連携事例発表会に参加しました

平成24年２月21日㈫高崎市産業創造館にて、高崎市主催による「私立４大

学連携事例発表会」が行われ、本学から３名の学生が参加し事例発表を

行いました。この発表会は、地域やビジネスを対象にした研究・事例を発表す

ることにより、大学の地域に対する貢献活動や大学を活用した新たなビジネス

アイデアの展開を広く周知し、地域振興に資することを目的として本学の他、

高崎健康福祉大学、高崎商科大学、群馬パース大学が参加し開催されました。

　本学の発表は以下です。

○群馬ダイヤモンドペガサスにおける観戦者特性及び観戦者行動のデータ推移

　（2008シーズンと2011シーズンの比較分析）

　発表者　ビジネス情報学部スポーツマネジメント学科4年　稲葉 隆之

○大学・学生ができる社会貢献

　発表者　経営情報学部経営デザイン学科4年　菅原 美郷

○届け！笑顔と元気～チアサークルの社会貢献～

　発表者　看護学部看護学科2年　小林 英里奈

平成23年度教育討論会を開催しました

平成23年６月27日（月）高崎キャンパスにて平成23年度教育討論会を開催

しました。４部構成で行なわれた討論会は『教育の検証から創造へ』と

題したテーマのもと、鈴木守学長、澁谷正史副学長の講演の他、各学部から

選出されたパネラーによる発表が行なわれ、参加者から多くの意見が出され

活発な討論会となりました。

　第４部の教育講演では、環境省より水・大気環境局大気環境課長の山本光

昭氏を講師に迎え「環境行政の最近の話題と大学に期待される役割」と題し、

環境と保健、医療、福祉との関わりや、東日本大震災における環境省の対応、

学術と行政の関係など興味深い内容の講演となりました。
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世界から注目される国々

　私が現場で一教授として働いている時は、熱帯医学、特にマラ
リア学を専門としていたため、国際協力事業やＷＨＯ関係の仕事、
あるいは自分の研究のために海外に出張することが頻繁にあっ
た。しかし、オーストラリアはソロモン諸島（マラリアは世界で
最も多い国）に出張する際に飛行機を乗り継ぐため１泊するくら
いのもので滞在して学会に出席したり、オーストラリアの学者と
一緒に仕事をしたりしたことはない。オーストラリアという日本
にとって身近な国になじみが少ないことは残念だが、身近な国だ
けに日常生活において自然にさまざまな情報は入ってくる。オー
ストラリアは広大な国土に恵まれた国であるので、農業は最も重
要な基盤産業であり、農産物の自給率は200％を超えている。自
給率40％という日本とは対照的である。一次産業である農業を
主軸とするオーストラリアは、世界をリードする経済大国になる
ことは難しいが、何といっても安定感がある。旱魃に見舞われて
農民が苦しむことなどが時折報道され農業国の苦悩もその都度大
きいに違いないが、自前の食料に事欠くことはないということは
地球人口が70億に達した現在、将来とも足腰の強い国であると
思われる。この点ブラジルの農業と肩を並べることになるだろう。
ブラジルはBRICSの大国として経済力においても強い力を垣間見
せるまでになってきた。ブラジルには1976年はじめてマラリア
のフィールド調査でアマゾン地域を訪れてから、何回か行く機会
があった。広大な国としての潜在力が感じられ、ラテン系国家の
陽気な雰囲気とエネルギーとが相まってやはり未来を支える力を
世界に提供することになることであろうと思われた。しかし、ブ
ラジルの潜在力が指摘されてから、もう随分と年数が経っている。
「ブラジルは永久に潜在力だけで終わってしまうのではないか」
などと皮肉と冗談を交えていう日系人もいた。現在のブラジルで
は貧富の両極化が進み、混乱も共存しているため、国全体として
一定の方向に足並みがなかなか揃わず、潜在力が芽を出してアマ
ゾンの樹木のごとく堂々と育って、世界の主導権を握るまでにな
るには時間がかかるのであろう。

パートナーと考える国は

　対してオーストラリアは一定の国家戦略が具体的に生きている
ことを最近銀行関係者から聞くことができた。いうまでもなく

オーストラリアは21世紀の地球において農業国であることが絶
対的な強みとなることを認識している。ハイテク産業、重工業等
に対する関心は無論高いが自国での産業化を無理してまで推進す
る意思は二の手としてとっておき、華々しい、そしてせわしい産
業は海外の適切な国々とのパートナーシップをはかることによっ
て自国に設置することと同等の成果を挙げようとしている、これ
が銀行マンの話であった。この姿勢がオーストラリア国債の安定
と信用（格付けはＡＡＡ）の基となっているのだ、と聞けば何か頷
ける話であるように思われた。オーストラリアの姿勢が銀行関係
者の話の通りとすると、オーストラリアがパートナーと考える国
はどこか。恐らくオーストラリアは、日本、韓国を天秤にかけつ
つ両国との連携をはかっていくだろう。そこに当然中国も入って
くるだろう。そして、将来これらの国々が得意技を住み分ければ、
そこには安定した強固な国際産業経済機構が構築される可能性が
生まれてくる。
　上武大学では平成23年２月28日行われた学内研究会にオース
トラリア大使館マーケッティング事務所の市川智子商務官を講師
としてお招きし、「オーストラリアのビジネス及び教育事情」と
題する講演をお願いして、オーストラリアと日本との今までのそ
して今後の連携について学ぶ機会を得た。産業経済にはまったく
素人の上記「感覚的」国際産業経済論に対して専門の先生方から
のご修正、ご教示と叱正をいただくことができれば幸甚である。

基礎医学研究の基

　ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ作曲）を聞きながら、年末の
夜を過ごした。中学生の頃も、古典的なレコードで聞いた懐かし
いバイオリンの名曲である。この悲しみにあふれる曲を聞きなが
ら、2011年、私の研究歴にとって大変貴重な貢献をしていただ
いた２人の先生を亡くしたことを悼む。お一人は上代淑人（かじ
ろよしと）先生（東大名誉教授、昭和29年卒）であり、私の基礎医
学研究の基を作っていただいた先生である。私が医学部で生化学
の講義を受けたのは昭和40−41年であったが、当時の生化学は
時代の制約もあり、ビタミンなどの構造式を記憶していくのが第
一のものであった。無論、その中に無限の生物学的な興味が含ま
れていたのであろうが、若輩の私にはよく理解できず、興味が湧
かなかった。そこへ、米国留学から帰国された上代先生が、文字
通りさっそうと新しい生化学「分子生物学」の講義をされた。私
はその魅力に大変引かれ、生化学教室に押し掛けて、大腸菌と
ファージを使った単純な実験までさせていただいたほどであっ
た。
　通常、医学部を卒業すると90％以上は臨床医を目指す。私は
臨床にも大変興味をもっていたので、約３年半の卒後臨床研修を
受けた。しかし、内科系では当時、急性白血病やがんを有効に治
療することはほとんどできず、私は重症患者さんを目の前にして、
自分の無力さと、病気の本質に迫るような基礎研究の必要性を痛
感していた。そこで、ベッド受け持ちの研修が終了した時に、内
科の同級生とともに医科学研究所での研究を希望した。幸い、上
代先生が医科学研究所に助教授（現在でいう独立助教授の立場）と
して移動しておられたので、是非にとお願いして研究室に入れて
いただいた。
　先生のモットーは、先生が留学していた世界的に著名なオチョ
ア教授が掲げられていた「⑴生物（学）への限りない興味、⑵サイ
エンスへの献身的な努力、⑶暖かい研究室の雰囲気」の３つであ
り、それを見事に継承されていた。今考えると、上代研究室では
研究費も質素を旨としており、大腸菌を基本に、また、高等生物
の細胞に関しては、ブタ肝臓などを臓器ごと手に入れて生化学的
に解析するという手法で、お金はあまりかけず、しかし内容的に
は大変高度な、世界的な研究を遂行されていた。
　1970年代なかばに細胞の増殖にサイクリックGMPという物質
が重要ではないか、という論文が欧米から発表され、私がそれを
テーマに研究したいと申し上げると、もしそれが生物にとって本
当に重要なのであれば、大腸菌でも重要な役割を果たしているは

ずだから、大腸菌でやってごらん、とのアドバイスをいただい
た。今振り返ってみると正しく適切な助言であり、結局、私はこ
れを実践して、予想とは逆にこの物質が細胞増殖には無関係であ
ることを極めて明瞭に結論づけることとなった。この結果は世界
的にトップの学術誌に掲載され、その後、生物学の世界でサイク
リックGMPを細胞増殖と結びつけて解析する研究者は誰もいな
くなった。私自身、これらの苦戦した研究のなかで、生物学的な「事
実」というものは非常に明快なものであり、また、研究する以上
はそのレベルまで質を高めなければならないのだ、ということを
学ぶことができた。これは、その後の私の「がん遺伝子」研究、「血
管新生」研究を支える本質的な背景となった。この場をお借りし
て、改めて上代先生に感謝申し上げたい。

自らは自らの立場と範囲でベストをつくす

　もう一人、重要な先生を亡くした。それは小高健（おだかたけ
し）先生（元東大医科研所長）であり、小高先生は上代先生と同級
の昭和29年卒であった。小高先生と私の出会いは、私の米国留
学後のことになる。私は上代先生の研究室から３年間、米国ロッ
クフェラー大学に留学してがん遺伝子研究を行った。そのあと、
小高先生は私を研究室の助教授として採用して下さった。私が帰
国し、そこで小高先生がおっしゃったことは、独立した自分のテー
マで、自由に研究しなさい、ということであった。もし私が教授
であった場合、おそらく教授として進めていた研究テーマを補強
するために、新しく着任した助教授の力を使おうとしたのではな
いかと思う。しかし、小高先生は大変広い度量をもっておられて、
助教授は教授と同等の自立性をもって研究をすべきだと考えられ
た。そのお陰で、私自身、独立したテーマを掲げてがん遺伝子と
チロシンキナーゼの研究を独自に発展させることができ、それは
血管新生に関わる極めて重要な細胞受容体の発見につながること
となる。自らは自らの立場と範囲でベストをつくし、その後は後
輩の独立した活動にゆだねるとの姿勢は、私の研究を外から支え
る大きな考え方であり、いまも大変感謝している次第である。私
は、ある意味で本学の得意な駅伝、各自が自分の場で自主的に努
力し、その成果を次のランナーに伝える、この駅伝の精神とも繋
がるものと思っている。学問であれ、教育であれ、また、スポー
ツであれ、どの分野でも大変重要な姿勢ではないだろうか。

01 02今後の日本とオーストラリアとの連携
─「感覚的」国際産業経済論─

上武大学 学長　鈴 木　守　

随筆：「私の研究歴 ── 研究指導者について」
上武大学 副学長　澁 谷　正 史　
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地域住民のニーズに沿った
公開講座の開催

　明るい未来と同じくらい予測不可能なことが多く感じられる今
日、国際社会も含めた私たちを取り巻く社会全体においては、知
の拠点であり高等教育の場である大学に、今までにないくらい多
くの期待が寄せられている。１億２千700万人の人口規模の我が
国全体の真の活性化には、おのおのの地域が元気になることが大
変重要であるという共通認識が持たれるようになってきた。「地
域」に暮らす人々が、安心で安全に、楽しく、生きがいを持って
暮らす生活基盤である「地域」の元気が強く求められていると言
える。未来の社会を背負う子どもたちが健全で健やかに育つよう、
一生懸命働く人々がワークライフバランスを保てるよう、また高
齢者が生きる目的を持ち続け、自らの心身の健康の保持増進に向
けた健康行動を積極的にとれるよう、各々の場としての「地域」
が今必要とされている。
　大学には以上のように、地域活性化に向けて多くの役割が期待
されているが『公開講座』においては、地域に暮らす人々の「生
涯学習機能」の一役を担っていると言える。公開講座開催の目的
は、大学の地域貢献の一部と言えることからも、地域で暮らす人々
のニーズに沿った公開講座を開催することが求められる。上武大
学では、できるだけ地域住民のニーズに沿った公開講座の開催を
目指してきている。本学は高崎キャンパスと伊勢崎キャンパスと
２つのキャンパスに分かれており、各キャンパスのあるそれぞれ
の地域である、高崎市新町および伊勢崎市戸谷塚町においては、
すでに地域住民に対するニーズアンケートを実施し、翌年の公開
講座のテーマ設定や実施内容、時期等について検討してきており

「地域住民のニーズに沿った公開講座の開催」を目指してきてい
る。両キャンパスの間に位置する玉村町の住民の方々にも是非本
学の公開講座の積極的な活用によりQOLの向上を目指していた
だくことを目的とし、去る2011年11月19日（土）に本学澁谷朋子
理事長および貫井孝道玉村町長のご協力を得て公開講座に関する
ニーズアンケート調査を実施することができた。ご尽力いただき
ました理事長、玉村町長はじめ関係各位にこの場を借りて厚く御
礼申し上げたい。またデータ入力および集計は教育研究センター
福島さんに協力いただいた。以下は分析結果の概要である。今後
の本学における『公開講座』の企画・立案に役立てるとともに、
地域の人々がどのようなテーマに関心を持ち、どの程度公開講座
に期待しているかについて参考としていただき『公開講座』を通
した地域住民との交流により、大学が地域に貢献し、地域にさら
に愛される大学となるよう、地域の方々と情報を共有することと
したい。

アンケート調査の結果

　アンケート調査は、2011年11月19日（土）玉村市民文化セン
ター「カルテットスピリタス・ブラスフェスタ」における来場者
128名の方々から貴重な回答をいただいた。ご協力いただきまし
た皆様に対し心より御礼申し上げたい。調査票は下記の内容で実
施させていただいた。回答者の属性および基本的ニーズに関する
結果は以下の通りとなっている。
　図１は、回答者の年齢構成である。50才代が30％で最も多く
なっており、60才代が25％と続いている。40才代を含めると、
全体の70％以上を占めている。図２は、回答者の性別である
が、女性の方が61％と、男性の31％に比べかなり多くなってい
る。図３は回答者の住まい（居住地）についてであるが、玉村町が
41％であり、前橋市14％、高崎市（新町2％、その他10％）伊勢
崎市７％と玉村以外からも参加者が多くいた。図４は回答者の職
業についてであるが、主婦が28％で最も多く、無職も22％と多
い。その他では会社員が17％となっている。図５は回答者の公
開講座の開催希望場所についてであるが、高崎キャンパスを希望
する方が40％（伊勢崎キャンパス19％）と多く、またどちらでも
よいという回答も同じく41％となっている。図６は公開講座開
催希望時期についてであるが、いつでもよいという回答が圧倒的
に多く69％を占めた。図７は、公開講座開催希望曜日について
であるが、土曜日開催希望が最も多く52％となっており、平日
の32％を上回っている。図８は公開講座開催希望時間について
であるが、午後の希望が57％で最も多く、夕方から夜にかけて
の9％よりもかなり差が生じている。図９は開催希望講座のスタ
イルについてであるが、講義型が41％で多く、続いて参加・体
験型が35％となっている。

学びたいテーマ

　次にどのようなテーマを希望するかに関する結果を表したのが
図10である。各テーマを「文化・教養：９テーマ」、「能力開発・
向上：３テーマ」、「知識・啓蒙：８テーマ」、「社会問題・問題解
決：２テーマ」、「健康・医療・福祉：６テーマ」と、５つのカテ
ゴリー計28テーマに対して回答してもらった。希望の多かった
テーマは、①音楽、健康（ともに94名）、③歴史（80名）、④文化（78
名）、⑤芸術（76名）、⑥スポーツ（健康増進）（70名）、⑦環境（69
名）、⑧保険・年金、病院医療（ともに65名）、⑩在宅ケア（62名）
という結果となった。調査実施会場が音楽に関係するため、上位

に音楽があがってきていることがまず考えられるが、回答傾向と
しては、上位の各テーマ（音楽、健康、歴史、文化、芸術など）は
いずれも生活を豊かに、あるいは生活に潤いやゆとりを与える領
域のものであり、公開講座に求めるものは、力まずにリラックス
しながらQOL（Quality of Life）の向上を期待するということが示
唆された。またカテゴリー別では「文化・教養」および「健康・
医療・福祉」が多い結果となっている。
　最後の図11は以前に実施した高崎市新町および伊勢崎市戸谷
塚町の実施結果と今回の玉村町の結果を合わせたものである。３
地域ともほぼ同様のニーズ傾向を示しているが、若干異なる点と
しては、①玉村調査では他の調査地域に比べ、音楽に対するニー
ズが高い、②伊勢崎では英会話に関するテーマへのニーズが他の
地域よりも高い、③新町では他の2地域に比べ、教育に関するニー
ズが高い、④玉村では危機管理に関する関心が他の2地域よりも
高い傾向が見られる。このような傾向の違いに関する背景要因に
ついては、本調査のみでは確認できない部分かと思われるが、　
玉村調査実施場所が芸術活動実践の場であったこと、また伊勢崎

には外国人も多いことから、英語を学習する機会をより望む傾向
があることなどが示唆される。いずれにしても今回いただいた貴
重なご意見をもとに、今後の『公開講座』のあり方、テーマや内
容の検討資料として、地域に期待され、地域住民の生活の充実に
役立つよう工夫・発展させていくことが求められる。

03地域に愛される大学創りを目指して
上武大学『公開講座』ニーズ調査分析から

上武大学 教育研究センター長　一 戸　真 子　

JOBU Education and Research Center

【アンケート調査用紙】
上武大学『公開講座』についてアンケートご協力のお願い

上武大学教育研究センター　

　上武大学では、地域のニーズを十分に把握した上で、公開講座のプログラムを作成しております。「わ
かりやすく」、「楽しく」というキーワードで、地域の皆様の生活の質 (QOL) の向上に少しでも役立つこと
をモットーに公開講座を開催したいと思います。
　できるだけ地域の皆様のご希望やご関心に添えるようなテーマや講座内容の充実を図っていきたいと思
いますので、下記及び裏面のアンケートにご回答のうえ、率直なご意見をお寄せいただきたいと存じます。
何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

《上武大学公開講座に関するアンケート》
　公開講座を受講するにあたり、ご希望や以下の各テーマに関する関心度等をお聞かせください。  
☆あてはまる番号に○をつけてください。

年齢 ① 10代　  ② 20代　  ③ 30代　  ④ 40代 　 ⑤ 50代  　⑥ 60代　
⑦ 70代　  ⑧ 80代　  ⑨ 90代以上

性別 ① 男性　 　② 女性

お住まい ① 玉村町   ② 新町　 ③ 高崎市（新町以外） 　④ 伊勢崎市 　⑤ 藤岡市
⑥ 前橋市　⑦ その他県内（　　　　　 　　）  ⑧ 県外（　　　  　　　）

職業 ① 会社員　　② 教員・公務員　　 ③ 医療・福祉従事者　　④ 自営業
⑤ 主婦  　　⑥ 学生　  ⑦ 無職 　 ⑧ その他（　　      　　       　　 ）

開
催
希
望

場所 ①高崎キャンパス（新町）　　② 伊勢崎キャンパス（戸谷塚町）　　③ どちらでも良い

時期 ① 4月～ 6月　     ② 10月～翌年1月　   ③ 夏休み等長期休暇期間
④ いつでも良い　  ⑤ その他（　　　　      　　　　　  　　 　　  　）

曜日 ① 平日　　② 土曜日　　③ 日曜日　 　④ その他（　 　         　　　）

時間 ① 午前　　 　② 午後　 　 ③ 夕方～夜　   ④ 午前～午後（1日）
⑤ いつでも良い　　　 ⑥ その他（　　　　       　　　      　 　　　）

講座の
スタイル

① 講義型　　　② 参加・体験型　　　③ 演習型　　　④ 実習型
⑤ その他（　　　　　　　　　 　　  　　　　　　　            　 　　）

☆あてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。
テーマ 是非受講して

みたい
可能であれば
受講してみたい

あまり受講
したくない 受講したくない

◇文化・教養
　文化に関すること ① ② ③ ④
　歴史に関すること ① ② ③ ④
　音楽に関すること ① ② ③ ④
　アニメーションに関すること ① ② ③ ④
　芸術に関すること ① ② ③ ④
　語学に関すること ① ② ③ ④
　哲学や倫理に関すること ① ② ③ ④
　アジア地域に関すること ① ② ③ ④
　ジャーナリズムに関すること ① ② ③ ④
◇能力開発・向上
　コンピュータに関すること ① ② ③ ④
　スポーツ（技術）に関すること ① ② ③ ④
　英会話に関すること ① ② ③ ④
◇知識・啓蒙
　経営に関すること ① ② ③ ④
　経済に関すること ① ② ③ ④
　メディアに関すること ① ② ③ ④
　税金や税法に関すること ① ② ③ ④
　教育に関すること ① ② ③ ④
　ビジネスに関すること ① ② ③ ④
　保険や年金に関すること ① ② ③ ④
　労務管理に関すること ① ② ③ ④
◇社会問題・問題解決
　環境に関すること ① ② ③ ④
　危機管理に関すること ① ② ③ ④
◇健康・医療・福祉
　健康に関すること ① ② ③ ④
　看護に関すること ① ② ③ ④
　がんに関すること ① ② ③ ④
　病院医療に関すること ① ② ③ ④
　在宅ケアに関すること ① ② ③ ④
　スポーツ（健康増進）に関すること ① ② ③ ④
◇その他　「上武大学公開講座」に期待することや、希望する講座やテーマを具体的にお知らせ下さい。何でも結構です。

アンケートは以上です。ご協力いただきましてありがとうございました。
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　近年、日本のビジネスが益々グローバル化する中、今後の日本
企業成長の鍵を握るのが人材の育成であることは言うまでもあり
ません。当オーストラリア大使館においても、学生の留学をオー
ストラリアに誘致する活動を長年行ってきましたが、企業におけ
る人材のグローバル化のニーズに応えるため、昨年より企業の人
事関係者へのヒアリングを行うと共に、グローバル人材育成拠点
としてのオーストラリアの優位性についてプロモーションをはじ
めています。
　これまでに、20社以上の人事担当者からお話を伺った結果、
グローバル人材に求めるスキルとして共通項にあがってきた点は

「異文化理解力」や「新しい環境への適応能力」、そして実際の仕
事で使える「生きた英語力」です。また、今後のグローバル展開
で重視する地域を尋ねたところ、圧倒的多数の企業がアジアと答
えられました。つまり、いま求められているグローバル人材とは、
アジアを中心としたグローバルな舞台において効果的にビジネス
を実践できる、コミュニケーション力を持った人であると言える
でしょう。本文においては、そのようなグローバル人材の育成先
としてのオーストラリアの魅力について解説します。

アジアとの交流が盛んな多民族・
多文化な教育大国

　世界約140カ国から移民を受け入れている多民族・多文化国家
のオーストラリアでは、総労働人口における外国生まれの労働者
の割合が25.8％と多く、特に近年アジア系人材の割合が増えて
います。また「アジアに最も近い英語圏」であるオーストラリア
では、グローバル社会で通用するわかりやすい英語を習得する場
として、また、アジアを舞台としたビジネスシーンで求められる
スキル習得を目指して、毎年多くの海外人材が学んでいます。
　2010年には、世界各国から集まった約62万人がオーストラリ
アの教育機関で学んでいます。その７割近くがインドや中国、韓
国、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなどアジア諸国
からの留学生や研修生です。アジアの人材と文化が息づく教育環
境を提供するオーストラリアは、拡大するアジア市場への参入を
見据える日本の産業界にとって、重要なグローバル人材の育成拠
点として位置づけられています。

　多くのアジア人材がオーストラリアでの教育を選んでいる理由
の一つには、オーストラリアが留学生の保護とサポートに力を入
れていることが挙げられます。オーストラリア政府は、留学生が
安心して勉強できる環境を維持するために、世界でも稀な「留学
生の権利を守る国家法」を設け、留学生を受けるすべての教育機
関に対して政府登録を義務付けています。その上、高等教育にお
けるレベルの高さに定評があり、QS世界大学ランキング2011-
12では、トップ100の中にオーストラリアの全大学39校の内、
８校がランクインしています。この数はアメリカ、イギリスに次
いで３番目に多く、オーストラリアの教育水準の高さが世界的に
評価されている表れといえます。また、オーストラリアでは、生
涯学習のコンセプトが浸透しており、年齢や国籍を問わず、学び
たい人が、学びたいときに、目的に応じた勉強をすることができ
る環境が整っています。実に20％の社会人が生涯学習を受けて
おり、その半数以上が大学や専門学校などの高等教育機関に在籍
しています。

グローバル化のニーズに合った
研修プログラムが充実

　オーストラリアの教育機関は年間を通して各国の教育機関や企
業から研修生を受け入れており、国際化が進むビジネスシーンで
求めれる能力の養成を目的とする研修プログラムを、各レベルで
提供しています。もっともニーズが高い、ベーシックな英語の運
用スキルやビジネスシーンでのコミュニケーションスキルの養
成は、主に大学附属や私立の英語学校で行われています。アジ
ア、ヨーロッパそして南米から集まる多国籍なクラスメートと共
に、英語で効果的に意思疎通を図るための基本的なスキルを養い
ます。その上で、中級以上のレベルからは、仕事で使える英語力
の習得を目指し、ビジネス文章の作成、電話やメール応対、交渉
の場での戦略的な英語の使い方等、海外との取引を担う社員や外
資系企業への就職を志す学生に適したプログラムも充実していま

す。また、教室だけでなく、実際のビジネスの場で実践的にコミュ
ニケーションスキルを高めるため、現地の企業でインターンシッ
プを行うプログラムも近年増えています。
　また、企業の管理職レベルには、アジアをはじめとする世界か
ら集まったビジネスパーソンと共に学び、最短１年間で修得でき
るMBAプログラムの他、１週間から受講できるリーダーシップ
プログラム等、管理職レベルのマネジメント力の育成を目的とし
たプログラムも大学院で提供されています。更に、オーストラリ
アは、クライアントのニーズに合った研修を柔軟にカスタマイズ
することを得意としており、エグゼクティブ研修において世界的
に高い評価を受けています。2010年には、英国Financial Times
紙のアジア太平洋地域におけるエグゼクティブ 研修部門評価で、
オーストラリアの三大学が上位にランクインされました。また、
研修場所はオーストラリアだけではなく、日本やクライアント企
業の海外支社に講師を派遣することや、テレビ会議システムを活
用した遠隔授業の提供についても経験豊富です。

安心して社員を送れる理想的な研修環境

　グローバル人材育成に効果的な質の高い研修内容は勿論のこ
と、社員を研修のために送る際には、やはり生活環境や安全面も
重要な検討材料です。その点、オーストラリアは世界でも最も暮
らしやすい国のひとつと言われています。Economist Intelligence 
Unitが、政治・社会安全性・犯罪率・自然環境・医療サービス・
教育等の５分野にわたって、世界各国の140以上の主要都市を評
価した「世界で最も住みやすい都市ランキング2011」では、第1
位にメルボルンが輝き、６位にシドニー、８位にパース、アデ
レードとオーストラリアの主要４都市がトップ10に入っていま
す。その上、日本との時差が１時間から２時間と、現地で研修中
も日本との連絡が容易で、この点は危機管理の面においても大き
なメリットです。
　このように、安全で、一国にいながら様々なアジアの文化に触
れ、グローバルなビジネススキルやヒューマンスキルを培える
オーストラリアは、日本企業にとって理想的な人材育成の拠点で
あると言えるでしょう。オーストラリアはこの20年間で、中高
生の修学旅行先や大学生の語学研修先、そして若者のワーキング
ホリデー先としての魅力が幅広く理解され、人気の高いデスティ
ネーションとして定着しました。今後は、企業研修先として多く
の日本企業に認知され、活用されることで、日豪間の人材交流が
更に活発になることを願っています。

04グローバル人材育成拠点としての
オーストラリアの魅力　

オーストラリア大使館マーケティング事務所 商務官　市 川　智 子　

JOBU Education and Research Center JOBU Education and Research Center
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　本稿は、平成22年度の上武大学学内研究会における「よみがえ
れ！新町紡績所の会」幹事兼「新鐘会」会長の小林修氏の報告を
基に新町屑糸紡績所をめぐる歴史を概観したものである。なお「よ
みがえれ！新町紡績所の会」とは、新町屑糸紡績所を群馬県が中
心となって進める「富岡製糸場と絹産業遺産群」を世界遺産にす
る運動の一翼を担おうとする市民組織である。また新鐘会とは鐘
淵紡績株式会社 （以下、鐘紡という。）新町工場退職者を中心とす
る会を指す。
　その鐘紡は、日本の数多い企業の中でも新日本製鉄株式会社（旧
八幡製鉄所）と並んで名門と呼ばれた大企業であった
　その中にあって新町工場は、独立王国的色彩が濃いように感じ
るとの感想を他の工場から転勤してきた社員が語ったことがあ
る。それは、新町工場の起源が富岡製糸場から遅れること５年の
1877（明治10）年に開場した内務省勧業寮屑糸紡績所にあり、官
営工場としての歴史、伝統そして業績に起因するものではないか
と推察される。

発　端

　1853（嘉永６）年に米国海軍のペリー提督の砲艦外交によって
日本は開国を余儀なくされ、1858（安政５）に日米修好通商条約
が締結され、以後蘭、露、英、仏と同様の条約を締結した。その
間の開国の是非をめぐる対立が、倒幕勢力に勢いを与え、明治維
新への道を開いたことはいうまでもない。その過程で、開国後に
は日本が外国との交易に着手しなければならない。但し、何を輸
出品とすべきか。それが課題の１つとなった。それは、その後の
日本の産業育成と密接に関係する大問題でもあった。徳川幕府に
しろ、明治新政府にしろ、列強の需要と農業国日本の産物を考え
る時、蚕糸業に着目し、生糸を主要な輸出品と考えたことは自然
な帰結であったろう。
　しかし、当時の日本の生糸生産は、農家の女性の手による座繰
という手工業の段階にあり、機械製糸場という近代的生産段階に
は達していなかった。
　明治新政府は、殖産興業政策と富国強兵政策を核とする欧化政
策を施策としようとしていた。その象徴の一つとして、現埼玉県
深谷市の農家出身の渋沢栄一が、明治新政府の中で一番養蚕や生
糸に詳しいとの理由から官営の近代製糸場建設の政府側の窓口と
なるようにと大久保利通から命じられたことがあげられる。その
渋沢は、群馬県にとって幸運なことであったが、富岡が官営製糸
場建設の条件に適う地として選んだ。その結果、お雇い外国人で

あるフランス人のブリュナ等の外国人技師の手によって1873（明
治６）年に明治新政府の威信をかけた模範製糸工場である煉瓦造
りの近代的製糸場が建設されたのである。
　それがアジアで最初の産業革命につながったこと、日本の製糸
産業の大いなる発展の源となったこと、世界の生糸貿易の勢力図
を塗り替えたこと等、その意義には近代産業遺産として世界遺産
登録にふさわしいものがある。
　本稿の目的は、富岡製糸場についての考察ではないことから、
同製糸場についてはこの程度にとどめたい。しかし、新町屑糸紡
績所との関連でいえば、後に述べるように富岡製糸場が新町屑糸
紡績所建設に向けての大きな誘因となったことを忘れてはならな
い。

展　開

　当時、例えば富岡製糸場の生産過程で生じる屑糸や屑繭は、再
利用されずに捨てられていた。ところがイギリスやフランスの商
人はそれらを再利用の目的で廉価で購入し本国に送っていた。そ
れを見た日本側でもそれらの再利用を考えたが、残念ながらそれ
を実践するだけの知識も技術水準もなかったのである。
　そのような折の1873年にウィーン万博が開催された。日本か
らは、日本館の建築責任者の佐々木長淳、建築顧問のドイツ人グ
レーフェン、大工の棟梁松尾伊兵衛、大工の山添喜三郎等が参加
し、生糸、茶、漆器、陶器等日本各地の物産や伝統工芸品を出展
した。
　その意図は、世界、とりわけヨーロッパにおいて日本製品の認
知度を高め、輸出増のための環境作りをすること、自国製品を世
界の製品と比較する機会を得、それによって日本製品の品質の水
準を知ることにあった。なお、生糸は、フランス、オーストリア、
ドイツ、イタリア等の国々からの展示もあり、その中で最も高い
評価を得たのが７種類の褒賞のうちの１等の名誉賞を獲得したイ
タリアの生糸であった。
　富岡製糸場で生産されたトミオカ・シルクには、２等の進歩賞
が授与された。それは、進歩の度合いや将来性に対して与えられ
る期待賞というべきもので、ウィーン万博では、2929件の進歩
賞が授与されたという。従って進歩賞受賞は、トミオカ・シルク
の品質の高さが世界で認められた訳ではなく、万博事務局が今後
の日本の進歩、発展に期待した賞とでもいえる性格のものであっ
た。そこから理解出来ることは、トミオカ・シルクがヨーロッパ
の生糸先進国のそれと肩を並べる水準には至っていなかったとい

う事実である。それが、日本側では、意図的か否かはともかくと
して、賞の性格を誤って受け止め、トミオカ・シルクがあたかも
世界の一流品に並ぶことが認められたかのように流布されてし
まったようである。もっとも、日本人にとってはその方が都合が
よいという意味で受け入れられやすく、また自尊心をくすぐるも
のでもあったといえる。
　ところで、明治新政府はウィーン万博の開催期間中に不平等条
約改正予備交渉等のために、岩倉具視を特命全権大使、木戸孝允
や伊藤博文等を副使とした岩倉遣外使節を欧米に派遣した。岩倉
一行は、その途次フランスのリヨン、イギリスのブラックフォー
ドにおいて日本から廉価で輸入された屑繭や屑糸から生糸が再生
産され、しかも通常の生糸とほぼ同じ値段で取り引されている事
実を知って衝撃を受け、かつ屈辱感を覚えたのであった。
　この衝撃が使節一行に屑糸紡績所建設を決意させることになっ
た。同じ文脈で、万博事務副総裁の佐野常民は、富岡製糸場の完
成年と同じ1873年に佐々木をグレーフェンとともにオーストリ
ア、スイス、イタリア等に研修に赴かせ、屑糸製錬機械の操作や
動力を得るための水車等について学ばせた。そのことが佐々木に
日本で屑糸紡績を起業する必要性を認識させるとともに、工場建
設のノウハウを学ぶ機会を与えることになったといえる。
　以上の２点は、新町屑糸紡績所建設に決定的ともいえる影響力
を持つことになる。

新町屑糸紡績所建設とその意義

　帰国した佐々木は、大久保の指示により1874（明治７）年４月
内務省絹糸紡績所新築係長に任じ、建設用地の選定を命じた。佐々
木は、建設地は現高崎市新町を選定した。その理由は、周囲では
蚕糸業が盛んであることや建設予定地には温井川が流れ、その水
面と予定地との間には3.6mの落差があったことである。それは、
工場の動力源である水車タービンを回すことを考慮する時、必須
条件であった。
　1876（明治９）年に入ると、グレーフェンやスイス人のヘール
等の指導、佐々木の陣頭指揮のもと大工の山添喜三郎等によって
工場が建設され、スイス製紡績機、ドイツ製の動力の水車と蒸気
機関の輸入等も行われた。建設は順調に進み、1877年10月に開
業を迎えた。
　富岡製糸場は国家の威信をかけたもので、レンガ作りの建物は
今も威容を誇っている。一方新町屑糸紡績所は、大久保の命によ
り質実剛健に建てられた日本人の手による最初（現存最古）の木造

洋式工場である。東京大学の藤森照信教授は大久保には日本の繊
維産業の普及モデルとする意図があったのではないかと見る。但
し、木造とはいえ、山添の職人としての徹底したこだわりから選
りすぐられた木材や瓦等が用いられ、建物内の柱を少なくし、か
つ強度を高めるためにトラスという三角構造が大量に用いられて
いる。また1877年の建設時そのままに残る輸入窓ガラスやグラ
デーションのついた窓枠、下見板張り、北方光線取り入れのため
ののこぎり屋根、木鼻等、非常に手のこんだ作りとなっている。
余談であるが、山添が後に宮城県の登米市に建築した小学校は、
現在国の重要文化財に指定されている。藤森教授は、新町屑糸紡
績所はそれを上回る建築物との評価を寄せている。
　開業式には、大久保、伊藤それに大隈重信等が出席し、大久保
が祝辞を述べたとの記録がある。さらに1878（明治11）年には明
治天皇の行幸、翌79（明治12）年には英昭皇太后の行啓の栄誉に
浴している。それらは、明治新政府の期待がいかに大きかったか
を物語る。
　その後、1887（明治20）年に民間払下げとなって三井紡績所と
なり、1902（明治35）年に絹糸紡績会社に合併。1911（明治44）
年に鐘紡に譲渡された。その間に、富岡製糸場から出る屑糸や製
糸に適さない屑繭を新町屑糸紡績所が短い糸にし、それを撚りあ
わせて生糸にする役割を担った。そういう形で富岡製糸場と新町
屑糸紡績所とは切っても切れない関係となって日本の産業を牽引
した。その結果、生糸が明治初期の日本の輸出総額の30 〜 50パー
セントを占めたことにも示されるように外貨獲得に貢献するとと
もに、桐生や西陣の絹織物、伊勢崎や足利の銘仙等の絹産業を発
展させる等、大きな足跡を残したのである。

参考文献、資料他　
・  鐘紡新町工場90年史編集委員会『鐘紡新町工場90年史』1969

年、非売品。
・  群馬県立女子大学地域文化研究会編『群馬・黎明期の近代』群

馬県立女子大学刊、1994年。
・  よみがえれ！新町紡績所の会作成『新町紡績所ガイド養成研修
［テキスト］』2007年。
・ 2005年５月21日付『上毛新聞』。
・  小林　修氏作成の平成22年度上武大学学内研究会配布資料『新

町屑糸紡績所の歴史』。
・ 2007年４月付『よみがえれ！新町紡績所の会だより』創刊号。
・ 鈴木芳行『蚕にみる明治維新─渋沢栄一と養蚕教師─』吉川弘

文館、2011年。

05新町屑糸紡績所の史的概観　
よみがえれ！新町紡績所の会 会長　片 桐　庸 夫　 
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住民参加のまちづくり

　新町まちづくり塾は、それまで地域の将来像をはじめとしたま
ちづくりのすべてを行政まかせにしてきたことを見直し、住民と
行政が共通の目的意識をもって共にまちづくりに取り組むことの
必要性を強く感じ、平成11年９月に新町商工会役員、並びに新
町の各商店会の代表者が中心となって、住民参加による独自のま
ちづくりを実践することを目的に発足した。発足以来、電線地中
化、自動車スピード防止のハンプ設置、花いっぱい運動、レンタ
サイクル事業、ひなまつり事業等のまちづくりを行ってきたが、
ここではレンタサイクル事業とひなまつり事業について詳しく述
べたいと思う。

レンタルサイクル事業の定着

　新町は、平成11年12月に自転車利用環境整備モデル都市の指
定を受けたことにより、サイクリングロードのネットワーク化に
着手した。しかし、サイクリングロード整備を進める上で自転車
の利用を促進させるというソフト面での課題が浮上し、まちづく
り塾と新町が自転車という一つの目的に向かって協働して取り組
むこととなり、平成14年度末に塾生の考案によるレンタサイク
ル事業に着手した。
　事業費が乏しく、新品の自転車を購入することが出来なかった
ため、駅周辺に設置された町営駐輪場内に長時間放置され、それ

まで処分されるだけであった放置自転車を町の手続き後に譲り受
け、レンタサイクルとして再利用することになった。レンタサイ
クルには鍵を付けず、利用者はいつでも自由に乗り出すことが可
能で、利用後は町内４箇所の設置場所に返却するだけという利用
者のモラルに頼った方法を採用した。しかし、開始直後から自転
車の指定場所以外への乗り捨てや盗難が相次ぎ、自転車がまった
く返却されない事態となってしまった。この対策として、他の自
転車と容易に識別できるよう塾生自ら車体を白と黒のしま模様に
塗装した「ゼブラ号」を作成し、事業の継続を図った。また、地
域に呼びかけ自宅で不要となった自転車や地元上武大学構内に乗
り捨てられた自転車を譲り受け、ゼブラ号に活用させていただい
た。しかし、無料貸し自転車が認知される一方で、自転車の盗難
も後を絶たず、設置した直後に自転車が全くなくなるといった状
況がしばらく続いた。
　そこで、平成18年からは、貸し出し場所を新町商工会１箇所
に定め、貸し出し時の受付簿への記入や500円の保証金制などの
貸し出し方式を採用したことで自転車の盗難が解消された。平成
21年度の貸し出し実績は414台であり、現在も新町を訪れた多
くの方々がレンタサイクルを利用している。

新たな観光資源の発掘

　次にひなまつり事業について述べたいと思う。平成18年１月
の合併後のまちづくりを考える中で、新町地域の特性を活かした
コンパクトなまちづくりの実践と新たな観光資源を発掘するた
め、町並みにたくさんの雛人形を飾り、「春の風物詩」を創設す
ることで昔のような賑わいのある町並みにしたいと考え、平成

19年より「新町ひなまつり」を開催することとした。開催の前年
には、茨城県桜川市真壁町の「真壁のひなまつり」を視察し、住
民の取り組みの様子などを参考にさせていただいた。
　実施にあたっては、展示場所を確保するため商店のショーウィ
ンドーや店内に雛人形を飾ってもらうよう各店舗などに協力を依
頼した。また、展示する雛人形の不足を補うため、各家庭で飾ら
れずに眠っている雛人形を寄付していただけるよう地域住民に呼
びかけ、展示を希望する店舗・事業所への貸し出しに活用した。

開催期間中は、人形を展示している場所が容易に分かるよう当塾
作成のノボリ旗を掲げ、展示場所を網羅した「雛めぐりマップ」
を各所に配置し、まち歩きを楽しんでいただけるよう工夫した。
また、明治天皇新町行在所をメイン会場とし、毎週日曜日には行
在所公園の特設会場で甘酒の配布や焼きまんじゅう、カツ丼、つ
るし雛等の販売を行っている。
　第４回目の平成22年からはJR東日本とタイアップして、駅か
らハイキング「新町の歴史散策と雛めぐり」を開催している。開
催により、東京や埼玉、さらに関東一円、東北からも多数の来場
者が訪れるようになった。第５回目の本年は新町料理飲食店組合
と共催し、名称を「みる！食べる！新町春まつり」に変更した。
来場者に商店街を回遊していただくことで、更なる地域活性化を
図る新たな試みとしてスタンプラリーを実施している。

新町の活性化を目指して

　今後も展示場所の充実や、期間中のイベント開催など事業の拡
大・推進を図るほか、ＰＲ方法の検討を行い、新町地域以外の来
場を獲得できるように務めていく予定である。新町まちづくり塾
の活動を通して、地域住民の方々が少しでも「まちづくり」につ
いて興味をもっていただければ幸いである。

06きらりと輝く小さな街づくり　
新町まちづくり塾 塾長　金 井　正 敏　 
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はじめに

　上武大学におけるドラッカー研究は、2006年上武大学東京サ
テライト教室で毎月行われたドラッカー学会のメンバーを中心と
した勉強会からである。毎年行われている上武大学学内研究会で
も、ドラッカー研究を取り上げてきた。サテライト教室閉鎖後、
一戸先生の提案で上武大学の教職員、大学院生を中心に毎月学内
研究会として再発足したのが、このドラッカー研究会である。
　昨年はドラッカーブームで、ドラッカーの名前は多くの日本人
の間に浸透し、老若男女、小学生まで知られるようになった。ド
ラッカーがこれほどもてはやされた理由は、ドラッカー学会のメ
ンバーでもある岩崎夏海氏の『もしドラ』のヒットでブームに火
がついたのだが、ドラッカーは、戦後間もない頃から、日本企業
の強みを発見して日本の台頭を予知し、ソビエトの崩壊など数々
の先の時代を見通し、それらがことごとく的中して、優秀な経営
コンサルタントとして日本を代表する経営者から信頼されたこと
にある。もし、ドラッカーが生きていたならば、閉塞感漂う現在
の日本にどのようなアドバイスをしてくれるだろうか、日本の進
むべき方向はどこなのだろうか、という思いがこのブームを生み
出す根底にあった。
　ドラッカーのもうひとつの功績は、戦後日本の経営学がアメリ
カ経営学を導入した際、多くの日本人に対して、マネジメント、
マーケティング、イノベーションという分かりにくい概念を丁寧
に解説してくれたことである。これによって経営学が一部の学者

のものではなく、一般大衆のものとして戦後日本の経営学発展に
つながってきた。そのため日本人は誰もが日常的にマネジメント
やマーケティングを話題にし、組織の重要性を認識することが出
来るようになった。
　上武大学のドラッカー研究会は毎月１回、午後６時から７時
30分まで高崎キャンパス内の教室で行われ、ビジネス情報学部、
経営情報学部そして看護学部の教員と事務職員、さらに大学院生
が参加して学部や分野を越えたメンバーによる研究会が開催され
ている。今まで発表された研究内容は、ドラッカーのマネジメン
ト論を中心に『もしドラ』の分析や、組織と人間の関わりなどの
研究が行われ、看護学部の教員からナイチンゲールの業績をド
ラッカーのマネジメントの視点で分析された研究が発表された。
経営学では語られてこなかった、新鮮な研究に驚ろかされた。ま
た、家庭における家事のマネジメント研究も行われ、家族それぞ
れの立場や役割を再認識し、円満な家庭作りに貢献する研究も
あった。
　ドラッカー研究会は堅苦しいものではなく、自由で楽しい雰囲
気の中、続けられており、今後さらに多方面からの研究がなされ
るものと期待されている。

P.Fドラッカー

　P.Fドラッカーは1909年オーストリアに生まれ、2005年に亡
くなるまで多くの著作を残している。その中には日本人に向け
た著作も多数あって、日本ではもっとも著名な経営学者である。
ドラッカーの父親はオーストリア・ハンガリー帝国の官僚で、
1918年ドラッカー８歳のときに帝国の崩壊を経験した。領土の
一部はドイツに併合されドラッカーはドイツのフランクフルト大
学卒業後、新聞記者となった。ドラッカー理論の基礎はファシズ
ムに対する批判で始まり、ヒットラーにインタビューした記事が
ナチス批判であり、ドイツの敗戦を予告した。迫害の脅威からイ
ギリスへ逃れ、やがてアメリカへと移住した。日本の経営学は戦
前ドイツ経営経済学の影響を受け、戦後はアメリカ経営学の影響
を強く受けて発展してきた。その意味でドラッカーの経営学は日
本人にとって理解しやすい体系であった。ドラッカーは経営学の
著書を多く出版しているが、自身を経営学者ではなく、社会生態
学者であると述べている。たしかにドラッカー理論は現代アメリ
カ経営学の潮流からはかけ離れ、近年の新自由主義的なアメリカ
経営学とは一線を隔して、社会を鳥瞰する姿勢を崩していない。
特にアメリカから始まった、ヘッジファンドによるマネーゲーム

のような投資には厳しい批判を展開している。
　ドラッカーは国家や社会体制の崩壊を身もって体験したことか
ら、国家とは何か、組織はどのようにあるべきかという視点が研
究の中心にある。そして組織研究の中からドラッカーのマネジメ
ント論が導き出されていった。ドラッカーは組織における支配者
権力の源泉について問題意識を持っていた。経営者による部下へ
の命令は絶対服従しなければならないのか、具体的には家族がバ
ラバラになってしまうかもしれないような転勤命令を拒絶できな
いのか、その経営者の権力は法律によって定められているのか、
誰でも疑問に思う。現代社会では経営者の権力を認めざるをえな
い。それだから支配者が権力を振るうときには、誰でも納得でき
る正当性が問われることになる。経営者の俸給は、社員の平均賃
金の７～８倍程度に留めるべきで、さもないと労働者の勤労意欲
が損なわれる。多くの従業員をリストラして会社を再建したグ
ローバル企業の経営者俸給が、社員平均の数百倍であることに正
当性は感じられない。
　また、企業が目指すべき経営目的は利潤の極大化ではなく、社
会貢献であるという。社会の進歩に役立つ組織でなければ存在価
値はない。このように、ドラッカー理論は誰にでも理解しやすく、
いつの時代でも、どのような分野でも適用することが出来るので、

多くの人たちからドラッカーは「私のためにこの本を書いてくれ
た」と思われているのは、そのような理由からである。日本でド
ラッカーの影響を受けた経営者にはイトーヨーカ堂の伊藤雅俊氏
やユニクロの柳井正氏、パナソニックの中村邦夫氏、山崎製パン
の飯島延浩氏、富士ゼロックスの小林陽太郎氏、キッコーマン茂
木友三郎氏など多数いて、その交友関係は広く日本の財界に対す
る影響力も大きい。ドラッカーが亡くなった現在でも、その著書
は多くの人々に読み続けられていて、現代社会組織の諸問題解決
に大きく貢献している。

マネジメント研究

　ドラッカーを「マネジメントを発明した男」などといわれるよ
うにドラッカーといえばマネジメントであろう。岩崎夏海著『も
し高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」
を読んだら』が280万冊もの売上を記録し、アニメ、AKB48によ
る映画化などで空前のブームになった。（岩崎氏はかつて秋元康
氏とAKB48のプロデュースをしていた。）同時にドラッカーの『マ
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ネジメント』も100万冊を超えて売れ続けている。経営学の本で
これだけ売れた本は他にない。ドラッカーはマネジメントの先行
研究を評価しながらも、それはマネジメントの一部に過ぎないと
して、マネジメントを世界で最初に体系化することに成功した。
　ドラッカーによるマネジメントの定義を端的に表現すれば、目
標達成のためのあらゆる手段のことである。小惑星探査機「はや
ぶさ」の成功はマネジメントの勝利であった。「はやぶさ」は小惑
星「イトカワ」からサンプルを採取して地球へ持ち帰るという壮
大な計画をプロジェクトマネジャー川口淳一郎氏初め多くのプロ
ジェクトメンバーによって実現することが出来た。プロジェクト
チームに必要な人材は目標達成のために必要な知識を持つ人物を
国内のあらゆる組織から集め、マネジャーは彼らの仕事をマネジ
メントすることで遭遇した数々のトラブルに対応し、チームメン
バーは専門的知識を駆使して問題を解決し、ミッションを成功さ
せた。目標を達成したプロジェクトチームは解散してメンバーは
もとの職場に戻り、次の仕事に携わることになる。このような仕
事のあり方や組織の運営は、これから多くの企業や組織で利用さ
れることになり、人材は国内だけではなく世界中から集めること
ができる。
　マネジメントが一般化したことで、組織や社会と人間の関わり
について、さまざまな分野でその重要性が認識されている。上武
大学ドラッカー研究会では、看護学部の教員により、病院経営や
病院で働く人間について重要視する研究がなされている。ドラッ
カーの母親は、オーストリア最初の女性医師であったことから、
著書の中に病院についての記述が多くみられる。患者を治療する
という行為のためには、それぞれの専門家がひとつの目的のため
に最善を尽くさなければならない。それぞれの持つ知識を最大限
発揮して目的達成に向かって努力することは、つまりマネジメン
トである。会社の経営や病院だけではなく、教育においてもクラ
ブ、サークル活動で人が集まって組織ができたなら、マネジメン
トが必要なのである。上手にマネジメントが出来ないと組織は崩
壊してしまう。ソビエトの崩壊はドラッカーの目に当然のことと
映ったのである。

ドラッカー視点で見る日本社会

　ドリス・ドラッカー夫人は昨年100歳の誕生日を迎え、ドラッ
カー学会へのメッセージの中に、ドラッカーが亡くなる直前に「日
本の明治維新について本を書くべく梗概をまとめていた」と述べ
ているが、残念ながら完成はしなかった。ドラッカーは常に日本

社会についてその強みを明らかにしていて、その多くは明治維新
期に構築されたものであるという。明治こそが、日本という土台
の上に近代社会を築くことが出来たからである。日本以外に、自
らの伝統の上に近代社会を築くことの出来た国はない、と述べて
いる。
　ところが、現在の日本は不況、停滞、デフレ、そして大震災に
よる破壊と原子力発電所の事故による放射能汚染で混乱状態であ
る。ドラッカーは生前、最近の日本について何度も以下のように
苦言を呈していた。「日本は多くの課題を抱えながら、それを先
送りし、今の問題に対する解答が50年前のものである。」「日本社
会にとって重要なのは経済ではなく社会問題である。その中で最
大の問題は人口問題なのである。今世紀末に日本の人口は、現在
の半分に縮小する。すでに縮小が始まっているのに、日本社会は
この問題を先送りにしている。近い将来、移民について考慮し
なければならないときが来る。」また、グローバル化、官僚支配、
非効率なオフィス労働などについても警告している。それでもド
ラッカーと親しい人たちは、ドラッカーが最期まで、日本の再生
を信じていたと話している。
　ドラッカーが最期まで日本の再生を信じていた理由は「一夜に
して180度転換するという信じられない能力を持っている」国だ
からである。その信じられない能力は明治維新と戦後の改革の２
回発揮された。そして今、日本は３回目の改革を迫られている。
電器も自動車も過去の産業で、これからは知識を中心とした新し
い社会が中心となる。そしてその変化は「すでに起こっている」。
私たちはドラッカーの視点から、今何をしなければならないのか、
その方向はどこなのか学ぶことが出来る。
　こうした事柄に興味をお持ちの方は、この上武大学ドラッカー
研究会に参加していただきたいと願っています。
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　長野県軽井沢町に住んで６回目の冬を
迎えた。２月上旬にマイナス18.6度と、
移住以来の最低気温を経験した。さすが
に新幹線の待合室でこの話題で盛り上
がったが、普段でもマイナス10度前後
なので、特別寒かったという印象はない。
学生時代から軽井沢には夏になると、期
間は短いが毎年のように来ており、結局
は故郷のような軽井沢に住むようになっ
たわけだが、冬はほとんど経験していな
かった。軽井沢は標高900 〜 1000メー
トルの高地にある。夏は最高気温が30
度になることはめったにない。逆に１〜
２月は最低気温がマイナス10度前後で、
最高気温が氷点下の真冬日といわれる日
が結構多い。
　軽井沢に来て３年目の春からバラを育
てるようになった。とはいってもガレー
ジやアプローチを比較的広く取ったの
で、庭は10数坪しかない。父は長年菊
を育て、後を継いだのか弟も菊作りは“プ
ロ級 ”になっている。それに比べると、
植物を育てるのは初めてだが、どうせな
ら華やかな花を育てようと考え、バラに
した。寒冷地で育つのかという不安は
あったが、本場の英国やドイツは軽井沢
並みの寒冷地であり、軽井沢に有名なバ
ラ園もある。狭いながらも庭がバラに覆
われた光景を夢見て、庭作りを開始した。

最初は適当に苗を買い、それを這わせる
アーチを購入。その後中心にガゼボを据
えた。さらにアーチが増えた。この３つ
を基点に、ほぼバラの配置が決まる。近
隣の花や植木の店で購入していたが、そ
のうちインターネットで購入するように
なった。本などで欲しくなったバラをイ
ンターネットで見ると、そのバラの系統、
特徴などがきちんと記されている。誰に
も育てやすい「バラの殿堂」入りしたバ
ラが多くなり、ピエール・ドゥ・ロンサー
ル、アンジェラ、アイスバーグ、ピース、
マチルダなどが咲く。

　バラを始めるにあたって何冊も本を購
入した。どんな種類があるのか、手入れ
はどうするのか。とりあえずは経験がな
いので、本を見ながらということになる。
年間を通じてしなければいけない作業が
決められている。それをとにかくこなし
ていかないと、いけない。夏だけでなく
厳寒の冬にも作業がある。ただ、何冊も
読むと、書いてあることが微妙に違う。
特に困ったのは、寒冷地に関する記述が
少なく、手入れの時期がわかりにくいこ
とだった。冬の元肥にしても一般には１
月から２月と書いてある。しかし、軽井
沢では土が凍ってしまい、肥料そのもの
を土に埋められない。ある本では、「寒
冷地は凍る前にあげてもよい」と書いて
あった。結局は時期などを適当にアレン
ジしながら育てることになる。
　どの本にも共通しているのは、「バラ
に必要なのは光、風、土」。光合成のた
めの光、葉の力をつける風、栄養を補給

する土、というのは良く分かる。中でも
光はすぐに影響が出る。何本かのバラが
植えてある東側に、２メートル以上の
ブットレアがある。夏の間じゅう紫色の
穂上の花を次々と咲かせる。英名のバタ
フライブッシュの通りアゲハチョウが絶
えず蜜を吸いに来る。この花がびっしり
と咲くと、重くなって枝が垂れ下がり、
バラにかぶさる。花が美しいのでそのま
まにしておくと、バラはてきめんに生育
が悪くなる。やむを得ずブットレアの枝
を切らざるを得なくなる。

 

　最近はバラと組み合わせる花に興味が
ある。コンパニオンプランツと言ってバ
ラの生育を助けたり、病害虫から守って
くれる花をまわりに植える方法がある。
また、バラの根元はどうしても土がむき
出しになる。バラの花もずっと咲き続け
ているわけではない。華やかさを保つう
えでも彩りを合わせた花との組み合わせ
が必要になる。宿根草を選んでいるが、
翌年には咲かなかったりと、意外と難し
い。ジキタリスとクリスマスローズは何
とか生きながらえている。
　バラを育てながら、ふと本業の教育に
ついて考えることがある。教育界に入っ
て12年になるが、ずっと続いている科
目は「広告論」。当然メディア環境の変
化とともに内容も変えているが、構成は
大きく変わっていない。しかし、反応の
いい年と悪い年がある。ある時期までは
学生が興味を示していた部分に、あまり
関心がなくなることもある。
　熱意を注いだことに対して、どちらも
応えてくれる。ただ、バラのほうが比較
的単純である。気候の変化はあるが、環
境さえ整えてあげれば、きれいに咲いて
くれる。学生はバラのように応えてくれ
ることもあるが、必ずしも同じではな
い。人間相手のほうが難しいのだろうと
思う。しかし、バラも本気になればなる
ほど、想像以上に奥が深いのだろうと感
じ始めている。
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