


 

 

はじめに 

管理者になったら何が変るであろうか。管理者といった場合は通常、課⻑とか
マネージャーと呼ばれる⼈たちをさすが、管理階層といった場合は、部下のいな
い専⾨課⻑や主任研究員なども含まれてくる。⼀⼝に管理者といっても、それぞ
れ果すべき役割が異なるので、役割を⼀緒に考えると複雑になってしまう。 

そこで管理者といった場合は、管理を専業とする⼈に加えて、プレイングマネ
ージャーとして管理をしながら実務も⾏う⼈も含めて考えることにしたい。   
管理者は管理を主業務とするので、具体的には、⾃部⾨の⽬標を設定し、予算を
編成し、⽇常の管理に当たると共に部下を育成し、よりよい職場の⾵⼟作りにも
努めることが基本的役割になる。 

また、リスクマネジメントを実践したり、職場の機密を保持したり、個⼈情報
を保護するなどといった新しい役割も果たさなければならない。 

このように、管理者になったら役割が拡⼤することはもちろんのこと、責任も
重くなるし、新しい課題も与えられてくるし、組織的な問題にも対応せざるを得
なくなってくる。 

この重要な職責を果たすために、まず管理者は、会社とは何か、管理とは何か
を正しく理解すると共にどのような使命や役割があるかについても正しく理解し
なければならない。さらに、管理者としてどのような能⼒が必要か、どのような
管理技術を習得すべきかなども理解しておく必要がある。 

この管理者⾃⼰啓発シリーズの「管理者の役割とマネジメント」では、管理の
基本を理解していただくと共に管理者として使命は何か、どのような役割を果た
すべきかを理解していただくことにする。また必要な能⼒についても触れたい。 

なお、⽬標による管理や⼈材育成などに関連する管理技術については、詳細な
説明が必要なため別冊に譲るとして、本書では管理技術の概要だけを説明するに



 

 

とどめたい。 

始めて管理者になられた⽅には啓発のために、すでに管理者になられた⽅には
管理の⾒直しに役⽴てれば幸いである。 

 
                          ⽥中 久夫 



 

 

プロローグ 

管理者である以上、「会社とは何か」、「管理とは何か」、を理解し、それを果た
すためにどのような能⼒や技術が要求されるかを理解し、それを強化していかな
ければならない。しかし管理に対する基本的な理念は変らずとも、管理に対する
考え⽅や技術は、時代により変化するため、その考え⽅を先取りしながら技術を
習得し、能⼒を強化していかなければならない。 

⽇本のマネジメントは、⽇本的経営の上に伝統的な管理が組み込まれ、その上
に⽬標による管理が上乗せされて現在に⾄っている。ただ当初、⽇本の経営は、
集団主義、家族主義を⼟台としてきたため、欧⽶の個⼈主義、契約主義のマネジ
メントと相容れないものがあった。特に昭和５０年ごろから、年俸制の導⼊など
をきっかけに、個⼈主義や契約主義の考え⽅が強まり、組み⼊れる段階で⽭盾や
抵抗も起こり始めた。 

しかし⽇本の企業は適応⼒があるためか、⽇本的経営に合うように修正、改良
が加えられて、⽇本独⾃のものに作りかえられて、組み込まれてきた。つまりよ
い所を巧みに取り⼊れ、独⾃のマネジメントシステムを作り上げてきたのである。  

このように、管理についての基本理念は変らずとも、考え⽅や展開の仕⽅や技
術は時代に応じて、変ってきているので、その時代にあった管理の考え⽅と技術
を⾝につけていく必要がある。また欧⽶のお仕着せではなく、新しい⽇本的マネ
ジメントは何かも追求していかなければならない。 

そういったことを前提に、本書を読んでいただきたい。
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１．会社について考えてみよう 

管理者は会社を運営する⽴場に⽴つため、まず会社について考えてみなければ
ならない。管理者は、⾔うまでもなく、経営者の代理権を⾏使してマネジメント
を実践する⽴場にある。会社や経営管理はそのよりどころになるものであるので、
その概念や基本的な考え⽅をまず理解しておかなければならない。また経営管理
と⽇常管理の違いについても理解しておく必要があろう。 

（１）会社の⽣い⽴ち 

会社とは何であろうか。⼀⾔で会社といっても、株式会社もあれば、合名会社
も合資会社も合同会社もあるが、通常は、会社といった場合は株式会社をさすこ
とが多い。 

まず会社の⽣い⽴ちであるが、元をたどると数百年前にもさかのぼらなければ
ならない。室町時代や鎌倉時代にも商⼈がおり、お店もあったが、規模が⼩さい
ため、組織として成り⽴っていなかった。組織的に活動し始めたのは、江⼾時代
であるといってよいであろう。今の三越は江⼾時代の「越後屋」であったし、⽺
かんの「とらや」などはもっと前からお店としてスタートしていた。こういった
お店が⽣まれたのは、商⼈が競ってお店を拡⼤しようとしたからである。いうま
でもなく商⼈が⽣活のために、お⾦を儲けようとして始めたものであるが、お客
が増え、商品が売れるようになると、分家をつくる必要も出てくるし、組織で仕
事をせざるを得なくなっていった。ここに会社という組織形態が⽣まれ、明治時
代には、それが会社組織になり、財閥という⼤組織に発展し、国の保護の下に国
策的な事業を始めるところも出てきたのである。 

明治以後、近代化が促進されるにつれて、会社という組織はもはや個⼈の持ち
物ではなくなり、国や社会発展や経済発展に⽋くべからざるものとして発展して
いったのである。 
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（２）会社というもの 

会社とは何であろうか。何を⽬的としているのであろうか。インターネットの
相談サイトで「会社とはなにか」と質問した⼈がいた。それに対していろいろな
回答がなされた。 

ベストアンサーに選ばれたのは「会社は、英語でいうコーポレーションまたは
カンパニーのことなので、"⽬的や利害を共有化する⼈の集まり"であり、株式会社
はそのひとつの形態である。会社の運営にあたっては会社のメンバーが何を⽬指
し、何を⾏うかを決めるのであって会社は単なる"器"にすぎない。」という答えで
あった。この考え⽅からすると株式会社は、営利⽬的として事業を⾏う株主と社
員の集まりになる。営利であるので、⾦儲けが優先されるが、何らかの⽬的を持
って集まる集団であるので、参加する⼈には⾼邁な理想や社会への使命感が必要
になってくる。 

もうひとつの答えに次のようなものもあった。「資本主義社会の会社は、社会、
⽂化、⽂明への貢献を、社業を通じていかに成すかである。会社が倒産しては元
も⼦もないので、その理念を実現した上で利益も上げなければならない。また社
員に貢献できることも必要である。」 

法律に詳しい⼈からの回答では「会社は⼀般に株式会社を指すので次のように
定義されよう。株式会社は株主に資本を提供してもらった経営者が、事業活動を
通じて運⽤し、利益の創造を⾏うものである。株主は拠出した資本の割合に応じ
て有限責任を負い、⼀⽅、経営者は事業を通じて創造された利益を株主に報告す
る義務が課せられる。⽬指すものは短期的には事業収益、中期的には株主からの
信頼、⻑期的にはステークホルダーに対する社会的責任である。」というものもあ
った。 

その他｢永続的な利益の追求と還元｣「営利⽬的の団体」といった回答もあった。 

表現の仕⽅は異なっても、これらの回答は全て的を得ているといってよいであ


