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本学会の創設者である森田松太郎会長が 5 月 31 日にお亡くなりになられました。享年 85 歳でした。
心からご冥福をお祈りいたします。合掌
今号では故森田会長を偲んで、以下のとおり追悼特集を組みました。
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ありし日の森田松太郎会長(この笑顔は金婚式の時のものです)
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◆ 森田先生を偲んで
－先生の人的資本研究に関する一考察
花

堂

靖

仁

（日本ナレッジ・マネジメント学会理事長）

大先輩の業績に言及することは畏れ多いことですが、会計研究から KM 研究へと同じ道で後に
続ければと思いつつ牛歩の歩みを重ねてきた者として、森田先生が遺された研究成果について感
じるところを記させていただき、先生への追悼文に代えさせていただきます。
2008 年 2 月に、当時、先生が研究調査活動の拠点にされていた ARI 研究所から、あずさ監査
法人と共同で、第 2 回研究誌『人的資本についての論考‐非財務項目における人材の評価』が刊
行された。森田先生を囲み、小生を含め脚注１）の 5 名が「人的資本研究会」に参加し、分担し
た研究成果を寄稿１）させていただきましたが、その掉尾の論考は森田先生が「人的資本の研究」
を執筆され、一連の研究成果を総括されました。
「はしがき」において、同誌を著す動機について、
「人的資本研究会一同」としつつも森田先生
は次のように記されておられました。
「21 世紀に入ってから、企業の実態を知るには、財務諸表だけでは不十分で非財務項目のディ
スクロージャーの必要性が各方面で議論されるようになった。
・・・
（中略）
・・・昨近では、知的
資産経営とそのリボーティングのあり方について注目が集まってきている。
非財務項目は多岐にわたるが、経営を実際に動かしているのは人であるから企業経営としては
「人」の要素が一番重要ではないかと考えられる。経営における人の要素をどう評価するかは難
しい問題であるが、今回の研究は、企業内における知的資産、特に知的資産の中の重要な地位を
占める人の価値（ヒューマンキャピタル）についてそれぞれの違う立場から研究した成果である。
（以下 略）」
このような問題意識に立ち、
「会計は企業経営の羅針盤」と自負しながらも、企業経営を左右す
る最も重要な要素である「ヒューマンキャピタル（以下 人的資本）」についてその大半が財務
諸表においては表現されないという、企業会計の矛盾に挑まれた試論が「人的資本の研究」に他
ならない。その骨子は次のように書き抜くことができよう。
①人そのものは仕訳の対象にならないから、財務諸表には経営の３要素である人・物・金の全
てが表示されない結果、会社の真の実態を把握することは難しい。
②伝統的財務貸借対照表に倣い人的貸借対照表を創るとするならば、次のようになる。

人的貸借対照表
経営者

人的資本

従業員

１）

寄稿され、掲載された論稿は以下のとおりである。
花堂 靖仁 稿「Intangibles の情報化とコミュニケーションの展開に向けて」
（pp.1-40）
、梅津 裕良 稿
「企業経営における人材開発」
（pp.41-58）
、住田 孝之 稿「人的資産重視の時代」
（pp.59-76）
、瀧口 匡
稿「ベンチャー・キャピタルの投資意思決定と「人」の評価の関係」
（pp.77-92）
、芝坂 佳子 稿「人が活
きる組織－コンサルティングファームにおける実践を踏まえて」(pp.93-108)、森田 松太郎 稿「人的資
本の研究」(pp.109-122).
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③貸方を構成する人的資本の具体的な存在形態である借方は、経営における人の機能
の違いに着目し経営者と従業員に分けられ、それぞれの会社に対する貢献の責任・期待度の
違いからそれぞれに評価基準が適用される。
④経営者の能力は会計期間における経営成果を著す経常利益によって示すことができ、その成
果を獲得するためコストを端的に示すのが役員報酬に他ならないから、経営者の評価は「役
員報酬あたりの経常利益比率（経常利益÷役員報酬）」によって捉えることができる 2)。
⑤従業員の能力は、従業員が働いた成果である営業利益とその業績を産み出すコストである人
件費の関係である「人件費あたり営業利益比率」３）によって評価できる。
⑥上記④および⑤で算出されたデータを手がかりにして、森田先生は、永年にわたり企業経営
を観察されてきた経験則により、経営者と従業員それぞれの企業経営への貢献度合を経営者
6 に対し従業員 4 とみなされ、人的資本の評価を、次の計算で試算することを提案されてい
る。
人的資本評価＝（｢役員報酬あたりの経常利益比率｣×6）＋（｢人件費あたり営業利益比率｣
×4）４）
⑦上記⑥の人的資本評価における「人件費あたり営業利益比率」の寄与度は極めて小さいこと、
ならびにこの人的資本評価方法により試算した高スコア企業が優れた経常利益率と高い相関
が認められるところから、人的資本の評価は役員報酬と経常利益の関係でみればよいと結論
づけられている。
僅か B-５版 13 頁の試論によって、小生を含む研究会メンバーをはじめ広く関係者に先生が託さ
れようとしたことは何であったのだろうか。
今にして思えば、「財務報告では直接的に扱えない非財務項目の表現を急がなければならず、
頭デッカチに当為的な解決策を探り、時間をかけることは許されないのだ!!」という先行する 5
人の執筆者への苦言に近い警句ではなかったかと反省する次第です。殊に、森田先生が 80 歳を迎
え纏められた自叙伝、森田松太郎著『道産子の青雲』（2010 年 5 月 15 日刊行）を読み返すたび
に、その思いがますます募ります。
工業化社会から情報化社会への転換が前世紀末から加速的に進むにつれ、企業活動の成果を適
確に評価し、その将来を合理的に見通すためには、それぞれの企業が果たさなければならない価
値創造活動を左右する非財務項目を、投資家を含めその価値創造活動に深く関与する利害関係者
へ適時に提供することが必須である。しかしながら、われわれは、このことを明確に自覚し、い
ま出来るところをもってまずは実践して事に対処し、漸進的に必要な改善を加えてこようとして
はこなかった。特に、情報化が進展すればするほど、企業経営を左右する経営情勢の変化は早く

執筆当時の日本の代表的産業である乗用車メーカーにおける「経常利益と役員報酬の関係」を 2006 年、
2005 年および 2004 年の 3 年間に関し、以下のように算出されていた。
トヨタ（243.56 313.41 227.51）、日 産（90.76 119.71 81.41）
、
ホンダ（147.60 94.35 104.58）、スズキ（157.42 122.66 48.97）
。
各年で 200 以上のスコアをマークするトヨタのデータが果たして同社の役員の働きの良さを表すものと言
えるかどうかに関し、森田先生は、売上高経常利益率、自己資本比率、総資本経常利益率という経営の良
否を見る定番の分析指標と照合して検証され、
「経常利益対役員報酬比率」が経営者の能力を捉える有効な
指標になりうると結論づけられている。
２）

a 営業利益、○
b 人件費および○
c 「人件費あたり
2006 年 3 月期における上記乗用車メーカーにおける、○
a ÷○
b )」はそれぞれ次のようになっていた。
営業利益比率(○
a 847,998 ○
b 834,946 ○
c 1.02） 日 産（○
a 254,159 ○
b 339,299 ○
c 0.75）
トヨタ（○
a 239,891 ○
b 336,741 ○
c 0.71） スズキ（○
a 47,482
b 81,441 ○
c 0.58）
ホンダ（○
○
３）

４）

上記乗用車メーカー各社の人的資本評価はそれぞれ以下のように試算されている。
トヨタ（243.56×6+1.02×4＝1,465.44） 日 産（90.76×6+0.75×4＝547.56）
ホンダ（147.60×6+0.71×4＝888.44）
スズキ（157.42×6+0.58×4＝946.84）
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激しくなり、それへの速やかな対応を促す経営判断が企業の死命を決するといって過言ではなく、
経営者の能力の評価データが切望されているに他ならない。
このような経営情勢の変化への対応が疎かにされていることに、太平洋戦争の戦中・戦後の混
乱期に経験された勤労動員を含む多種多様な体験を経られて身につけられた、今日で言うところ
の「危機対応」の感覚に照らし、忸怩たる思いを抱かれていたに違いありません。さりとて、高
い目線で「こうすべき」と指示するのではなく、問題意識を持つ者と対話することを重ねて、そ
の者の「気付き」を待たれるところに、森田先生の教育観とお人柄を感じるところです。
いま、急がなければならない人的資本の評価、特に経営者の能力の評価については、定性的な
記述データの提供だけでは不十分で、記述した事柄の実体を捉えた関連データを探し出し定量デ
ータを加工してこれを補完しなければならい。このメッセージを発することこそ、紹介させてい
ただいた上記の試論であり、補完する定量データこそ「役員報酬あたりの経常利益比率｣なのでし
ょう。その背景としては、北大を卒業されて勤務した二つの商社での倒産を経験されたこと、そ
して公認会計士へ転進すべく学ばれた小樽商大専攻科において、同大学の先輩であり芝浦製作所
社長の西野嘉一郎氏から受けた経営分析に関する特別講義に感銘されたこと、さらに後に朝日会
計社を興されたとき、監査のみならず、コンサルティング業務に注力されたことが挙げられるで
しょう。
「何をボヤボヤしているんだ!! 上場会社には監査済みの財務データがあるじゃないか。まずは、
「役員報酬あたりの経常利益（経常利益÷役員報酬）」でも「人件費あたり営業利益比率」が適
切であるかを発行体は検討し、妥当するならば、経営執行責任者が‘これが弊社の人的資本の評
価指標です’と宣言すればよい。しっくりこないのならば、それらに代わる自社の人的資本指標
を工夫すればよいのだ」との、森田先生の声が聞こえてきます。同時に、経営に必要なデータは
非財務項目を含めてほぼ全体が電子化され、組織内は言うまでもなく関係者間で共有できる時代
が到来していることに照らせば、これらを駆使して企業の価値創造プロセスを適確に表現する指
標を開発し、体系化することが KMSJ に求められている新たな課題に他なりません。
森田先生のご冥福を心からお祈りいたします。
合掌
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◆故森田会長ご葬儀、しめやかに
日本ナレッジ・マネジメント学会を創立した故森田松太郎会長の葬儀が、6 月 5 日、築地本願寺で
しめやかに営まれました。森田会長の幅広い人間関係を象徴するように、小雨降る中、
各界からの参列者は、通夜、葬儀、告別式を合わせておよそ 700 人に上り、それぞれが、故人を偲ん
でご冥福をお祈りました。
通夜、告別式の主な参列者は、学会
関係者では特別顧問の奈良久彌三菱総
合研究所特別顧問、同花村邦昭大妻学
園理事長を始め、佐野尚見松下政経塾
塾長、杉之尾宜生国際戦略シナジー学
会総括理事ら評議員の方々、海外出張
中の花堂靖仁理事長に代わり久米克彦
副理事長、そのほか多数の理事、会員
有志の方々などでした。学会関係以外
では、オムロン会長作田久男氏、アサ
ヒグループホールディングス代表取締
役社長兼 CEO 泉谷直木氏、住友金属鉱
山代表取締役社長中里佳明氏、三井住
友信託銀行常陰均氏、元東日本旅客鉄
道社長松田昌士らの方々が参列されま
した。弔電も野中郁次郎先生はじめ、
元総理大臣野田佳彦氏など多数寄せられました。
森田会長の一生は、新しいことへの挑戦の連続といえ、ある意味波乱万丈ともいえるものでした。
昭和 26 年に北海道大学農学部農業経済学科を卒業。貿易会社等に勤務した後、小樽商科大学の経理経
営専攻科に再入学して会計学を学び、昭和 33 年に公認会計士 3 次試験に合格、36 年に日本橋に森田
公認会計事務所を設立しました。その後、会計事務所の再編、米アーネスト・ヤング、同アーサー・
アンダーセンとの提携、朝日監査法人の設立と会計士界をけん引していきました。監査法人を退任後
は、企業経営には、財務分析ばかりではなく、ナレッジ創造という非財務の重要性を強く認識し、平
成 10 年に日本ナレッジ・マネジメント学会を設立、その後は、企業経営全般を視野に入れた出版や社
会的な活動に重点を移されました。
平成 22 年に出版された自叙伝には「振り返ってみると、学校の選択もその後の会社や会計事務所に
ついても、自分の意思と関係なく自然にそのようになった感じがする。学校のころから将来の計画を
立てて実行している人は偉いと思う。
（中略）自分がこうしようと考えても、結果から見ると何か不思
議な力で動かされてきたように思う。人生は相手があるので、自分の思うようにはなかなかいかない
ものだと思う」と書かれています。その時々の状況に全身全霊で立ち向っていった森田先生らしい境
地です。心からご冥福をお祈りします。（了）

冨尾 一郎様より弔辞

一般の焼香
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親戚の方の出棺前のお別れ

一般の方々の最後のお別れ

大勢でお見送りをいたしました
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◆森田会長追悼の辞
“ 思い出すこと
奈良

”

久彌（本学会特別顧問、株式会社三菱総合研究所顧問）

森田会長に初めてお会いしたのは、先生が日本ナレッジ・マネジメント学会を
立ち上げられ、私に顧問になってほしいと依頼に来られた時でした。銀行経営の
経験こそあれ、私には畑違いに思えて、一度はお断りしたのですが、森田先生の
熱意と公認会計士という枠を超えた企業経営全般への深く幅広い見識に感銘を
受けて、顧問をお受けしました。その後、野中郁次郎先生を始めナレッジ・マネ
ジメントをリードする方々もご紹介いただき、年を追って先生とも親しさが増し
ていったのです。ある時、気が付いたら、学会長までお受けしていました。これ
は、ひとえに、私が森田先生のお人柄に惹かれていった結果なのです。
先生の幅広い分野に渡る見識には、お会いするたびに驚かされ、感銘を受けま
した。先生は、当初、北海道大学の農学部に進まれ、一度社会に出た後で、小樽
商科大学で会計学を学ばれたのです。のちに、朝日監査法人を設立してからは、
米国の巨大会計事務所とも連携するというスケールの大きな実績を残されまし
た。こうした様々な経験によって幅広い知識が蓄積され、公認会計士という高度
な専門性が求められる分野にありながらも、あのように幅広い見識が形成されたのではないでしょうか。
稀有な方です。
学会のグローバル化で、ブラジルやフランス、ロシアで国際会議を開催した際には、その都度必ず相談
にお見えになりました。二人で率直な意見交換をしたのですが、私の銀行時代の経験や、意見を申し上げ
ると、じっと真摯に耳を傾けていただいていた姿が思い起こされます。もう少し第一線で活躍してほしか
ったという思いと、大切な同志を失ったという喪失感でいっぱいです。新しく発足された執行部の方々に
は、森田先生の御遺志をしっかりと受け継ぎ、今後とも、学会を大きく発展させていただきたいと願って
います。森田先生のご冥福を、心からお祈りいたします。
（談）

花村

邦昭（本学会特別顧問、学校法人大妻学院理事長）

「日本ナレッジ・マネジメント学会」の創設者である森田松太郎先生が亡くな
られたとの一報を受けたとき私の脳裏をよぎったのは、
一つは、最初に「学会」創設のご相談を受けたときのことである。先生は最初
から「学会」を「国際学会」に育てることを目指しておられ、そのためには、学
会と実業界を横断的に組織化するような「学会」でなければならないという高い
志を持っておられた。私もこれに賛同し、主だったシンクタンク業界の社長方を
メンバーにとご紹介申し上げたが、皆さま快く応諾され、日ならずして立派な「学
会」の設立を見た。
二つは、当「学会」の事業として「日本経営品質賞」を立ち上げられたことで
ある。日本生産性本部や関係学会との下交渉から、賛助会員企業との折衝まで、
ほとんど全てをお一人で仕切られた。第三回アワードに（株）日本総合研究所が
選ばれ、セントラルパークホテルの大会場を充たす聴衆の前で、社長として記念
講演をさせていただいたのも今は懐かしい思い出である。
三つは、一昨年初夏の頃、久しぶりにお誘いがあり、アルカディア市ヶ谷で昼食を共にさせて頂いたこ
とである。少しおみ足がご不自由かなと思う程度で、これからの抱負などいつもと変わらぬ談論風発ぶり
に私も大きな勇気を頂戴した。先生から頂いたあるときのお手紙に、私のことを「父に出会えたような気
がする」とあったので、私の何が先生にそのような思いを誘ったのかをお聞きしようと思いながら聞きそ
びれてしまった。今となってはその機会も永に失われた。
本願寺でのご葬儀の日は関東地区は梅雨の入りで出棺のときにはかなり激しい降りとなった。多くの方
と一緒に柩を見送りながら「私のことをよく知って下さる親しい方がまた一人この世からいらっしゃらな
くなった」の思いが激しく私の胸を突き上げた。
“梅雨寒や

知己またひとり

野辺送り”

7

野田

一夫（本学会特別顧問、一般財団法人日本総合研究所会長）

森田氏に初めてお会いしたのは、氏が日本ナレッジ・マネジメント学会を創設さ
れる直前だったが、われわれは年齢がほぼ同じで、戦前から戦後にかけての日本社
会を共に直に体験してきたから、モノの見方感じ方が基本的に似ており、最初から
互いに親近感を感じた。視野が広く、人物が大きく、発想が柔軟…といったあらゆ
る意味で、氏は公認会計士という世間的イメージを遥かに超えておられた。その際
氏からは「特別顧問に就いてほしい」というご依頼を受けたが、当時の私は、
“ナ
レッジ・マネジメント”自体が初めて聞く言葉だったので、丁重にお断りすると、
「…その源流をたどって行くと、ピーター・ドラッカーに行き着くから…」という
懇請を受けたことで、結局，恐縮して氏のご依頼を拝受した次第だ。
僕は日本の航空技術の草分けだった父親を憧れて、子供の頃から日本に唯一つだ
けあった東大航空学科を一途に志望しつづけた。だが、旧制高校理科 3 年の時祖国
は無条件降伏し、その直後の占領政策により日本の航空機の生産は永久に禁止され
ると共に、東大航空学科も廃止されたため、私は何の見通しも無く文科に転科し、
人生は 180 度変わった。その後東大の学生時代、敗戦後の虚脱状態の日本人の中で唯一抜群に元気だった
“起業家”に惹かれて“企業経営”に興味を抱き、大学で「経営」の講義を聴いたが、全く失望した。
卒業後、思いも寄らず大学教授の道を選ぶこととなり、その後数年して、全くの偶然からドラッカーの
The Practice of Management にめぐり合うや感激し、友人たちと一緒にそれを翻訳、
『現代の経営』と名
づけて出版（1958 年、自由国民社刊）したことがドラッカーとの長い交友のきっかけとなった。森田氏は
その間の事情を十分知っておられたに違いない。ドラッカーは「自分は経営学者ではなくてコンサルタン
トだ」という矜持を持っていたから、“企業経営”への“学者的アプローチ”に対して根源的疑問を抱いて
いたはずだ。
僕はもともと理系志望の人間だったから、社会現象に対する見方・考え方が、純粋の文科系の人々と根
本的に違う。森田氏も当初は北海道大学農学部という、いわゆる社会科学とは異なるところで学問し、後
に社会科学に移られたせいか、
“経営学という学問”の本質というか、限界を良くわかっておられたはずだ。
だからこそ、
“ナレッジ・マネッジメント”という新しい発想で、企業経営の諸問題の理解と解決にチャレ
ンジされたのだろう。われわれは森田氏の遺志を引き継ぎ、この学界の成果を積極的に世に問い続けるべ
きだ。
（談）

杉之尾

宜生（本学会評議員、特定非営利活動法人国際戦略シナジー学会総括理事）

２１世紀の日本に必要な人材「知行合一・文武両道のグローバル・サムライ」の育成を使命にする「国
際戦略シナジー学会」創設に際し、「初代会長を何方にお願いすべきか」と、創設有志団から相談を受けた
時、私は躊躇することなく「森田松太郎先生」を推挙した。
当時、先生は「危機管理学会」の運営に御苦労されながら、
「日本ナレッジ・マネジメント学会」の創設
業務に東奔西走の尽力を重ねていらっしゃった。穏やかな御性格でいらっしゃったが、利得を超絶し高邁
な理想を追究される熱烈なる気迫を秘めた志操高潔な志士の面影を、先生の謦咳に接しながら私は感じ、
御出陣を仰いだ。
獅子奮迅の御尽力にも拘らず現実の壁は厚く、先生が構想される域に学会の質的向上を期することはで
きなかったが、日本のパウエルと呼ばれた西元徹也元統合幕僚会議議長を第二代学会長に指名し、
「グロー
バル・サムライ」の育成を託し、静かに勇退された。

久米

克彦（本学会副理事長）

森田松太郎先生との出会いは、平成 12 年 2 月８日開催の KM 学会の第３回年次大会においてであった。
その時の第一印象はとても上品で華奢な紳士であった。しかしその後お付き合いが長くなるにつれ、先生
のエネルギッシュな行動力や人のネットワークの広さ・読みの深さに舌を巻くことになる。東海部会でモ
ノ作りを軸に KM 講演会を開催することになりトヨタの役員を呼ぶ企画になったのだが、私の古巣であっ
た東海銀行の役員に頼んだもののなかなか具体化しない。そこで森田先生に相談したら、事も無げに「そ
れは KMSJ 会長の奈良さん（当時三菱総研会長）に頼もう。
」とその場で電話をして頂いた。白水さん（当
時トヨタの生産技術担当副社長、その後ダイハツ社長・会長を歴任）から名古屋での講演の承諾を頂いた
のは、それから間もなくであった。白水さんは「何故俺なのか。でも奈良さんからの話じゃ断れない。」と
苦笑しながら素晴らしい講演をされた。森田先生は友人の範囲が広いだけでなく、誰が何を持っているの
か良くご存知で、人と人とを結びつけるアイディアマンで、加えて行動のダイナミックさには驚かされる
ばかりであった。これからも色々学びたいと思っていた矢先、亡くなられたのは誠に悲しく残念である。
合掌。

8

大西

幹弘（本学会専務理事・東海部会長）

森田先生と初めてお会いしたのは、2000 年 4 月 11 日に名古屋市の東海総合研究所セミナールームで開
催されたナレッジ・マネジメント研究会（現東海部会）第 1 回セミナーでのことである。2 回目は翌年 6
月 22 日に名古屋国際会議場で開催された第 6 研究部会（現東海部会）のキックオフ・セミナーで、それか
らは年次総会や理事会等でほぼ毎年お目にかかることとなる。
森田先生のお名前は御高著『ビジネス・ゼミナール経営分析入門』
（日本経済新聞社）で存じ上げていた
が、KM 学会の活動を通じて、ここまで身近なお付き合いをさせて頂けるようになるとは私には望外の幸せ
であった。
今でもよく思い出す先生の姿がある。2009 年 3 月 7 日の朝 7:30 過ぎだと記憶しているが、本学（名城
大学）の正門の坂を上られているオーバーを着た先生の後ろ姿で、当学会の第 12 回年次大会を名古屋で開
催した朝である。準備責任者の私よりも一歩先に会場に向かわれる森田先生の後姿に、思わず駆け出して
いた私だった。

山崎

秀夫（本学会専務理事）

故森田松太郎会長のご冥福をお祈り申し上げます。会長は私財を投じて日本ナレッジ・マネジメント学
会を支えてこられました。私の思い出に残っているのは、学会から書籍「知識コミュニティにおける経営」
を出した時の事です。一定部数を学会が引き取り多数の在庫を抱えた事があります。その時「埼玉の農協
青年団からセミナーを頼まれたから講師をしてそこで書籍を売って来い」と言われました。早速、セミナ
ーの講師を演じて約５０冊を売りぬいたのが今や楽しい思い出です。

石川

昭（本学会理事・実践知のベストプラクティス研究部会長）

私が何故、日本ナレッジ・マネジメント学会に入会するようになったのかは、故森田理事長が、私が当
時、熱烈に推進しようと思っていた知能（知力あるいは知の）オリンピック活動について積極的に支援し
たいという意思を表明されたからである。
その後、
「知能オリンピック開催の構想」というテーマで、２００１年２月１３日、経団連国際会議場で
開催された日本ナレッジ・マネジメント学会第４回年次大会で発表の機会を与えて頂き、知能オリンピッ
ク発起人・推進委員会を設立し、資金計画を含む知能オリンピック開催趣意書を作成したり、２００３年
６月には、青年商工会議所主催、日本ナレッジ・マネジメント学会協賛で、実験的に知能オリンピックを
開催するところまで漕ぎつけた。
当日は、真夏のような暑い日ざしのなかであったにかかわらず、故森田理事長には、審査段階から賞状・
賞品の贈呈まで、積極的に参加して頂いたことは、今でも脳裏から離れない。
折りしも、２０２０年に日本が（体力）オリンピックの開催国のなった今、故森田理事長は、天国で本
学会は何をすべきと考えておられるであろうか。

植木

英雄〈本学会理事・知の創造研究部会長）

故森田会長が理事長としてご健在の頃に先ず、
『型と場のマネジメント』の本の原稿を依頼され、10 人の
著者の分担により一ヶ月の短期間で見事に本の出版を実現されたことが、強く印象に残っています。故森
田会長は、名指揮者さながら序章で本書の神髄をお書きになり、全体の扇の要役を果たされていました。
次に小生の新提案を瞬時に理事会でご判断して頂き、本学会の革新を支援して頂きました。①研究発表
大会の開催、②学会誌の査読制度の導入、③経営関連協議会への加盟等が挙げられます。
故森田会長は、瞬時に物事の本質を直感的に洞察するたぐい希な達観力をお持ちで様々な革新を即座に
決断・推進されました。東京経済大学にも科研費助成研究フォーラムや研究発表大会で前席に着席されて、
祝辞のご挨拶をして頂いたことが思い出されます。合掌

小野瀬

由一（本学会理事・アート部会長）

故森田松太郎先生とのお別れに際し、森田先生との思い出を偲びたいと存じます。
森田先生との出会いは、10 年程前の KMSJ 入会でした。その頃、森田先生は TKF（The Knowledge
Forum）を構想され、日本、ブラジル、フランス、そして昨年はロシアでの TKF を実現させました。小生
はフランスを除いて全て参加し、KM 研究を通じた国際交流の重要性を学びました。
また、森田先生は、ブラジル国熱帯雨林保全支援による地球温暖化防止活動を理念とする NPO 法人
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VERSTA の理事長就任を快諾され、NPO 設立時には、先生の多くの人脈を理事や顧問としてご紹介頂くと
共に、協力企業を多数ご紹介頂きました。森田先生のご尽力により、当 NPO は独立行政法人環境再生機構
「地球環境基金助成」を得て、ブラジル大西洋沿岸林保全活動を本格展開するに至りました。
森田先生のご冥福を心からお祈りします。

澤谷

みち子（本学会理事）

平成 16 年 7 月 14 日、ARI 研究所の一室ではじめて森田先生にお会いしました。それは当時全日本空輸
株式会社 CS 推進室のメンバーとして社内の CS 推進ホームページ記事のためのインタビューでした。記事
のタイトルは「相手の感情をキャッチする能力」
。森田先生のお話の中から抜粋して使わせていただきまし
た。ご自身もかつて北日本航空の設立に関わっていたこと等もあり、豊富な知識や経験を基に航空会社の
サービスについてのご意見や、インターネットの普及に伴うマーケットの変化や中国の台頭など，アジア
を中心とした世界の変化等についてお話しいただきました。
その後、学会の理事として活動する中で何度もお会いしましたが、いつも、優しい笑顔で話しを聞いて
くださったのが一番印象に残っています。今思い出すと「相手の感情をキャッチする能力」が最もあった
のが森田先生だったと改めて実感しています。この言葉が大切な思い出です。

芝坂

佳子（本学会理事）

スケールが大きく、肯定的で、けっして否定から入ることがなく、そして、何よりもフェアな先生でし
た。いろんな関わりをいただきましたが、
も：守りに入らず、いつも前向き
り：理論はもちろん、それを上回る Passion
た：耕すことを継続的に
ま：まつ時間にも、意味を見出す見識の高さ
つ；つながりを大切に、謙虚なお姿
た：他者に向ける、あたたかいまなざし
ろ：ロマンチストの本質がいつも、脈々と息づいて
う：労をおしまず、好奇心旺盛な行動力
だと思います。それぞれにエピソードがありますが、教えていただいたことが多すぎて、ただただ感謝あ
るのみです。先生をお訪ねできない事実に愕然とし、本当に寂しいですが、
「もりたまつたろう」を心にと
めて、励んでいきたいと思います。

進

博夫（本学会理事）

私の森田先生との関わりは、２００５年のＴＫＦからである。２００７年の南フランスＴＫＦにはご家
族も参加され、私も夫婦で参加して親しくお付き合い頂いた。
その後、学会の叢書出版の話が持ち上がり、私は共同出筆者への参加を切望し先生にはご快諾頂いた。
先生の大変なご尽力で、無事ＫＭ叢書『場のチカラ』が１２年に発刊された。
最近では、エーザイ高山氏による「組織変革実践研究プロジェクト」である。研究部会の枠を超えた試
みであり難色を示す意見もあったが、森田先生には当初から支援して頂きメンバー企業も紹介頂いた。
何回か事務所に伺って状況報告しつつ、幅広い体験談などサシで聞かせて頂いた。もっと早くから親し
く伺っておけばよかったとつくづく悔やまれる。退出時も必ずエレベータ前まで丁寧に見送って下さった。
昨春にプロジェクトの現場を見て頂く予定が、体調を崩され叶わなかったのが残念である。ご冥福をお祈
りするばかりである。合掌

田中

孝司（本学会理事）

「田中さん、森田ですけど今事務所に来ることが出来ますか」
「はい、直ぐに伺います」
。
このような電話を受け、故森田理事長（当時）の事務所に何十回もお伺いさせていただきました。
事務所にお伺いすると、理事長を訪問しているお客様を紹介していただいたり、学会関連の用事を仰せつ
かったりすることだけでなく、理事長からいろいろなお話をお伺いする機会もありました。
理事長と一緒にいる機会が増えることによって、理事長の懐の深さというか人間性の素晴らしさに引き
込まれていました。
ドラッカーは著書の中で、経営者の根本的な資質として「真摯さ（Integrity）」が必要であることを強
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調しています。ドラッカーが求めている「Integrity」と理事長の人間性や仕事の進め方などが、多くのと
ころで一致していることに気付きました。
ドラッカーと理事長は長年にわたる友人だったとのこと、もしかして「Integrity」のモデルは理事長だ
ったのかもしれない、などと思い出してしまいます。

眞崎

達二朗（本学会理事・リスクマネジメント研究部会長）

学会の用件で事務所をお訪ねした後、１対１で森田先生のお考えをお聞きする機会が何回かありました。
私が都市銀行在勤中にお取引先企業で起こった問題について、関与した監査法人の立場からのご意見を伺
うことが出来て非常に感銘しました。基本的な問題意識は同じでも、貸出金債権保全の立場と監査の立場
とでは見る側面が異なります。企業を多面的に見ることの大切さを改めて学ぶことが出来ました。差障り
がありますので、個々の問題の内容をご説明出来ないのが大変残念なのですが、企業を公正に評価して意
見を述べることの難しさ大切さが改めて痛感され、この歳になって「目から鱗」の思いでした。都市銀行
在勤中は企業の評価に苦労し、今はリスクマネジメントや BCP でリスクの評価に苦労していますが、学識・
経験に基づく広い視野で物事を評価するについて、もう森田先生にご相談出来なくなって誠に寂しく思い
ます。心からご冥福をお祈り申し上げます。

松本

優（本学会理事・メルマガ編集長）

私が理事にならせていただき、メルマガの編集に携わる前から、学会に入って間もないころから年次大
会やその他の学会イベントでお会いしたときは必ずと言っていいほど近くや遠くから写真をいっぱい撮ら
せていただき、ちょっと図々しいかなと思いつつも、その都度自分でプリントした下手な素人写真を沢山
差し上げましたが、いつもにこにこと喜んで嬉しそうに受け取っていただき、ご丁寧なお礼のお言葉をい
ただきました。それが一番印象に残っています。その後理事会でもいつも優しいお言葉をかけていただき
うれしかったです。もうあの優しい笑顔のお写真が撮れなくて、優しい「ありがとう」のお声が聞けない
のが残念でたまりません。心からご冥福をお祈り申し上げます。合掌

矢澤

洋一（本学会理事・事務局・広報担任）

森田先生との出会いは、先生が日本ナレッジ・マネジメント学会を立ち上げようとして東奔西走してい
るさ中でした。当時、私は新聞社に勤務しており、上司から電話で、
「新しい学会を作ろうとして、会社に
お見えになった方がいる。対応してほしい」という指示があったのです。そこで先生にお目にかかり、学
会の趣旨、構想を伺ったのですが、先生のスケールの大きさと、お人柄に魅了されてしまいました。早速、
編集局の担当部と相談し、経済教室面の「基礎コース」欄に「ナレッジ・マネジメント」をテーマに 20 数
回の連載を書いていただいたのです。この連載記事は多くの方に読まれ、先生はその反響に大層喜んでお
られました。爾来、折りにつけ、先生から直にお話しを伺う機会に恵まれました。新鮮なテーマを追う情
熱、深い経営論を紡ぐ知見、分かり易くお話される大衆性を最後までお持ちでした。今、改めて感嘆して
います。心からのご冥福をお祈りいたします。合掌。
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◆故森田会長の履歴書
森田 松太郎（もりた まつたろう）
生年月日 昭和４年１月３０日生（１９２９年）
出 生 地 札幌市
昭和２６年 ３月 北海道大学農学部農業経済学科卒業
４月 東亜交易株式会社入社
１０月 東亜交易株式会社解散
１１月 三晶実業株式会社へ出向 同年１２月帰社
２７年 １月 光和商事株式会社入社
２９年 ２月 光和商事株式会社解散
３０年 ３月 小樽商科大学経理経営専攻科修了
９月 公認会計士第二次試験合格
３３年１１月 公認会計士第三次試験合格
（登録：昭和３４年１月１４日 Ｎｏ．１４１７・日本橋支部）
３６年 ７月 森田公認会計士事務所設立
４４年 ７月 監査法人朝日会計社設立 代表社員就任
平成 元年 ５月 監査法人朝日新和会計社 本部理事会議長就任
１０月 Ernst & Young International マネジメントカウンシルのメンバー選任
２年１０月 Ernst & Young International エグゼクティブコミッティのメンバーに選任
５年 ６月 Ernst & Young International から朝日新和会計社脱退
７月 Arthur Andersen Worldwide Organization へ加入
１０月 朝日新和会計社と井上斎藤英和監査法人が合併、朝日監査法人理事長就任、Arthur
Andersen 日本代表就任、Arthur Andersen & Co. S. C.エグゼクティブカウンシルのメ
ンバーに選任
９年 ５月 朝日監査法人理事長退任、Arthur Andersen 日本代表退任
７月 朝日監査法人 相談役就任
１０年 １月 日本アーサーアンダーセン研究所（後にＡＲＩ研究所）理事長就任
１０年 ２月 日本ナレッジ・マネジメント学会理事長
１２年 ３月 朝日監査法人相談役退任、アサヒビール株式会社監査役就任
１３年 ７月 松下政経塾顧問就任
１４年 ３月 全国農業協同組合中央会 理事就任
４月 JA 全国監査機構 監査委員長就任
１５年 ３月 アサヒビール株式会社監査役退任
１７年 ６月 国際戦略シナジー学会 会長就任
８月 全国農業協同組合中央会 理事退任、JA 全国監査機構監査委員長退任
１９年 ４月 松下政経塾 顧問退任、監事就任
２０年 ６月 国際戦略シナジー学会 会長退任
２０年
WICI 会長就任
２１年 ６月 ARI 研究所理事長退任
２１年 ７月 特定非営利活動法人 VERSTA 理事長就任
２３年 ６月 一般社団法人証券リサーチセンター代表理事就任
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◆故森田会長の全著作（雑誌論文を除く）
昭和 42 年 企業会計原則と会社法現
（日本経営協会）
43 年 経営分析のはなし
（同文社）
43 年 医院経営のポイント
（金原出版）
44 年 経営分析のポイント
（同文社）
44 年 簿記への招待
（同文館）
44 年 医病院経営ハンドブック
（金原出版）
45 年 会社の実力
（同文社）
45 年 資金管理の手法
（日本マネジメントスクール）
46 年 医療院会計監査の実務
（金原出版）
46 年 医療と税金の本
（野村証券）
48 年 やさしい経営分析
（日本実業出版社）
49 年 やさしい法人税
（日本実業出版社）
52 年 付加価値分析
（すばる出版社）
52 年 やさしい経営分析のはなし
（同文館）
52 年 やさしい簿記のはなし
（同文館）
52 年 やさしい財務諸表のはなし
（同文館）
52 年 負債性引当金
（中央経済社）
53 年 特定引当金
（中央経済社）
53 年 会社がわかる 101 章
（日本実業出版）
53 年 やさしい連結財務諸表のはなし
（同文館）
56 年 経営分析がスラスラできる本
（中経出版）
56 年 勘定科目のきめ方
（中央経済社）
61 年 オーナー経営者は人で勝負する
（洋光）
61 年 一週間でわかる簿記
（同文館）
62 年 企業数字を読む
（講談社）
62 年 会社経理のノウハウ
（第三出版）
63 年 決算書を見抜く法
（日本経済新聞社）
63 年 企業会計の軌跡と展望
（三嶺書房）
平成 元年 メイアイ ヘルプ ユー
（洋光）
元年 消費税の決算実務
（中央経済社）
元年 現代の経営と企業評価
（同文館）
2 年 経営分析入門
（日本経済新聞社）
4 年 ひとりで学べる簿記
（悟桐書院）
5 年 経理部長の常識
（中央経済社）
6 年 新版経営分析入門
（日本経済新聞社）
8 年 新版電卓片手に経営分析がスラスラできる本 （中経出版）
8 年 図解ストックオプション入門
（中経出版）
8 年 新版ストックオプション入門
（中経出版）
9 年 経営分析のエッセンス
（中央経済社）
9 年 図解 新版ストックオプション入門
（中経出版）
10 年 図解 持株会社のしくみとつくり方
（中経出版）
10 年 アンダーセン 発展の秘密
（東洋経済新報社）
10 年 簿記がみるみるわかる本
（あさ出版）
11 年 会社分析の新知識
（第三出版）
11 年 入門 ﾅﾚｯｼﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 基本と実例
（かんき出版）
11 年 図解 国際標準経営がわかる
（中経出版）
（著者:日本ｱｰｻｰｱﾝﾀﾞｰｾﾝ研究所 執筆:森田松太郎）
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12 年
12 年
14 年
19 年
19 年
20 年
20 年
20 年
22 年
22 年
24 年
24 年
24 年

図解 新版持株会社のしくみとつくり方
社内のﾅﾚｯｼﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門の入門
ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｾﾞﾐﾅｰﾙ 経営分析入門
ＪＡの監査６０問６０答
撤退の研究
脱「資本効率」の経営
「型」と「場」のマネジメント
ビジネスゼミナール経営分析入門４訂版
道産子の青雲
撤退の本質 文庫版
場のチカラ
新会計基準とＪＡ経営
撤退の本質(三版)
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（中経出版）
（中経出版）
（日本経済新聞社）
（全国協同出版）
（日本経済新聞出版社）
（日本経済新聞出版社）
（かんき出版）
（日本経済新聞出版社）
（自費出版）
（日本経済新聞出版社）
（白桃書房）
（全国協同出版）
（日本経済新聞出版社）

