
Ｐ．Ｆ．ドラッカー：「マネジメントの発明」への道程 

                                坂本 和一 

 「いかなる社会的権力も正統でないかぎり永続することはできない。企業における権力

も、広く認められた正統性を基盤としないかぎり、消えざるをえない。そのような権力は、

中央政府によって容易に奪われる。政府がそれを欲するからではなく、国民が要求するか

らである。」（Drucker, 1942：邦訳 117 ページ） 

 
 
はじめに 

ドラッカーは「マネジメントを発明した男」といわれ、1954 年に刊行された『現代の経

営』は「マネジメントの発明」の金字塔とされる。  

本稿は、この「マネジメントの発明」に至るドラッカーの道のりを辿る。 

 

経営者の支配に「権力の正統性」はあるのか 

この道のりの根底にあったのは、産業社会における経営者の支配に「権力の正統性」は

あるのかという、ドラッカーのいわば根源的な問いであった。 

1939 年刊行の処女作『経済人の終わり』と、それに続く 1942 年刊行の『産業人の未来』

段階のドラッカーは、新しく浮上する産業社会の支配者が企業経営者であることを確認し

つつも、かれらの支配に「権力の正統性」があるとすることを否定していた。 

しかし、1950 年刊行の『新しい社会と新しい経営』に至り、ドラッカーは、経営者支配

の「権力の正統性」を肯定的に評価する立場を明確に打ち出すことになった。 

 ドラッカーは、『産業人の未来』の直後に経験したＧＭの内部調査を踏まえて 1946 年に

刊行した『企業とは何か』を境として、経営者支配の「権力の正統性」の評価をめぐって、

否定から肯定へ、180 度の転換を果たした。 

 この経営者支配の「権力の正統性」を否定する立場から、これを肯定する立場への転換

は、ドラッカーの理論的営みの方向に大きな影響を与えることになった。その集大成が 1954

年の『現代の経営』であり、その結果としての「マネジメントの発明」であった。 

ドラッカーを「マネジメントの発明者」と命名した嚆矢は、1976 年、『ドラッカー：企業

社会を発明した男（Drucker:The Man Who Invented the Corporate Society）』を著したジ

ョン・Ｊ・タラントあろう。タラントは、同上書序文の中で、「ドラッカーは、本当の意味

で、『マネジメント』という概念を考え出した（In a very real sense Drucker invented the 

concept of “management.”）」と述べている。さらに、第 8 章「エグゼクティブ・ストレ

スの問題」の冒頭で、「現代のマネジャーなるものの『発明者（inventor）』として認め得

る人物がいるとしたら、ドラッカーをおいて他にはない」と述べている 

1 
 



また、1998 年、『マネジメントを発明した男ドラッカー（The World According to Peter 

Drucker）』を著したジャック・ビーティは、その第 6章を「マネジメントの発明（Inventing 

Managrment）」としている。 

それでは、これらの論者はドラッカーによる「マネジメントの発明」の背景をどのよう

にみていたであろうか。 

 

タラントのドラッカー評価 

タラントについていえば、この問題と新しい産業社会における経営者の「権力の正統性」

の関連について、敏感な関心を持っていたことがうかがわれる。タラントは、「ドラッカー

の出発点となっているのは、支配の正統性に対する基本的に保守的な関心である」（同上書、

邦訳 42 ページ）とし、「いまの企業の権力は、明らかに、正当でない権力である。・・・こ

のように主権者が正当でないのに、どうして、自由で思いやりのある産業社会が機能しう

るというのか」（Tarrant,1976:邦訳 47 ページ）と述べる。そのうえで、「ドラッカーは、

この制度の支配的権力を、正当な権力にしなければならい、という。この原理は、明々白々

である。だが、『その方法』は、おいそれとは、みつからないのである」（Tarrant,1976:邦

訳 47 ページ）という。しかし、「ドラッカーは、この新秩序の展開図の中で当然に踏むべ

き、次なる段階へと進む。マネジャーたちに、よりよく管理するための用具を提供する仕

事に関心を集中しはじめるのである」（Tarrant,1976:邦訳 57 ページ）と述べている。もと

よりここで「よりよく管理するための用具」とは、「マネジメント」の知的体系である。こ

うしてタラントは、ドラッカーが「マネジメントの発明」に至る背景を示唆している。 

 

三戸公氏と井坂康志氏のドラッカー評価 

日本で、ドラッカーにおける、経営者支配の「権力の正統性」についての認識の転換を、

ドラッカーの企業観、産業社会観の進化として鮮明に問題にしたのは、三戸公氏の功績で

あった。三戸氏はいう。 

「『新しい社会と新しい経営』では、前著であれほど経営者支配の正統性を問題にし、財

産権＝所有権に立脚していない経営者支配を非正統な支配であると明言していたのに、こ

の著作では経営者支配は非正統性の主張はすっかり影をひそめている。そして、経営者支

配の正統性を前提とした議論を最終の「結論：自由な産業社会」と題する章で行っている。」

（三戸公、2002、225 ページ。以上の引用を含む同上書、Ⅳ章「コーポレート・ガバナンス

としての管理――Ｐ．Ｆ.ドラッカー」は『中京経営研究』6巻 2号、1997 年、に「経営者

支配の正統性」として発表されたものである。） 

「ここでは、・・・所有にもとづく支配はむしろ既に実質的に正統な根拠を喪失している、

と論じているのである。だが、これでは前著『産業人の未来』の所有者支配の正当性、経

営者支配の非正当性の立論とは 180 度の転回である。では何故、彼の言説の転回は可能で

あったのか。それは彼の企業観の変化、産業社会観の進化によるとみてよかろう。」（三戸
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公、2002、256 ページ） 

また近年、井坂康志氏が、ドラッカーの初期 2 著作『経済人の終わり』と『産業人の未

来』にみられる思考様式とそれが後のマネジメント体系構築の思考にいかに連なるかを論

じた論文のなかで、経営者支配の「権力の正統性」の認識が思考の中心軸としての役割を

はたしたことを綿密にあきらかにしている。井坂氏はこの点を、次のように述べている。 

「ドラッカーの基礎的思考には正当性確保への動因が働いており、このことが彼にその

主要機関としての大企業に目を向けさせ、かつ実現の手段たるマネジメント体系の創出に

いたらしめたものと考えられる。」（井坂康志、2006、86 ページ） 

「彼にとってマネジメント体系の創出とは、社会における意味ある個人、コミュニティ

の創造の正統性の維持・発展と不即不の関係にあった。このことによって、第一次世界大

後に崩壊した『経済人』概念を主軸にした文明転換とその後の新たな地平が示された。」（井

坂康志、2006、86 ページ） 

以上、すでに内外の論者の研究のなかで示されているように、1939 年『経済人の終わり』

と 1942 年の『産業人の未来』から 1950 年の『新しい社会と新しい経営』への、経営者支

配の「権力の正統性」に対する立場の転換こそは、ドラッカーの最大の功績である｢マネジ

メントの発明｣の背景となった。 

1954 年に刊行された『現代の経営』が「マネジメントの発明」の成果を示す金字塔であ

ることは、現代経営理論史、社会思想史の常識となっている。しかし、ドラッカーの企業

観の上述のような転換がどうして起こったのか、その展開機軸は何だったのかについては、

これまで必ずしもまだ十分に取り上げられてきているようには思われない。タラントにお

いても、また三戸氏や井坂氏においても、この点についての鮮明な問題指摘を超えた分析

は未だしの感がある。 

本稿は、ドラッカーの『現代の経営』に至る歩みをたどりつつ、この問題をもう少し掘

り下げてみることにする。 

 

 

1．経営者支配の「権力の正統性」――否定から肯定へ：認識の転換 

1939 年『経済人の終わり』、1942 年『産業人の未来』段階のドラッカー 

 1939 年『経済人の終わり』、1942 年『産業人の未来』段階のドラッカーは、以下の引用

が示すように、経営者支配の「権力の正統性」を明瞭に否定していた。 

 「ここでわれわれは、最も重要な結論に達する。すなわち、今日の経営陣の権力は正統

な権力ではないということである。経営陣の権力は、いかなる観点から見ても、社会が権

力の基盤として正統なものとして認めてきた基本的な理念に基づいていない。そのような

理念によって制御されてもいなければ、制約を課されてもいない。そのうえ、なにものに

対しても責任を負っていない。」（Drucker, 1942:邦訳 90 ページ） 

 「財産権は、社会的、政治的権力の正統な基盤として認められていた。経営陣の限界、
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制御、責任は、財産権を共同で行使する株主によって課されていた。しかも西洋社会は、

依然として、財産権を正統な権力として認めている。しかし今日、経営陣の権力は、株主

とは関係なく、株主によって制御されず、株主に責任を負っていない。しかも、現実に経

営陣が行使している権力の正統な基盤としての財産権の代わるものは何も見つかっていな

い。」（Drucker, 1942：邦訳 90 ページ） 

 「先進国の国民は依然として、財産権を正統な権力の基盤としている。」（Drucker, 1942：、

邦訳 117 ページ） 

 「いかなる社会的権力も正統でないかぎり永続することはできない。企業における権力

も、広く認められた正統性を基盤としないかぎり、消えざるをえない。そのような権力は、

中央政府によって容易に奪われる。政府がそれを欲するからではなく、国民が要求するか

らである。」（Drucker, 1942：邦訳 117 ページ） 

 

1950 年『新しい社会と新しい経営』段階のドラッカー 

 しかし、1950 年『新しい社会と新しい経営』の段階になると、ドラッカーは、経営者の

支配の「権力の正統性」の肯定へ、大きく転換する。 

 ドラッカーは、同上書の「結論 自由な産業社会」の「自由企業社会における財産権」

と題する項で、次のように述べている。 

 「企業内における経営者層の合法性は自律的な工場共同体の確立いかんによるとすれば、

社会に対する経営者層の合法性と、彼らの経済的権力の合法性は、『資本家』の問題をどう

解決するかによって定まるのだといえる。」（Drucker, 1950：邦訳 383 ページ） 

 「資本市場の機能の中には、投資者に対して所有権というものを与えなければならない

ような契機はなに一つないのである。投資家に対して与えなければならないものは、本来

の収益の分け前に対する請求権だけである。」（Drucker, 1950：邦訳 384 ページ） 

 「企業の政治的・社会的機能、すなわち経営機能は、企業が社会の経済機関として果た

している客観的な機能にだけ基因させることができるのである。」（Drucker,1950：邦訳 385

ページ） 

 このような社会的変化に沿った法制的改革によって、取締役会は、「経営者の権限と権力

の基礎を財産権ではなく経済的機能の中に新しく筋道を立てて表すような機関にされるで

あろう。」（Drucker, 1950：邦訳 386 ページ） 

 こうしてドラッカーは、経営者支配の「権力の正統性」に対して、否定の立場から肯定

の立場へ、大きく転換することになった。 

 

1954 年『現代の経営』段階のドラッカー 

 さらに、1954 年の『現代の経営』に至ると、ドラッカーは「マネジメントの責任」と題

されたその結論部分で、かれが到達した認識を次にようにまとめている。 

「歴史的に見るならば、社会は常に、そのような永続的な力の集中、少なくとも私人の
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もとへの集中、特に経済的な目的による集中を拒否続けてきた。しかしこの力の集中、す

なわち近代企業の存在なくしては、産業社会そのものが存立しえなくなっている。 

 かくして社会は、最も容認しがたいものを企業に容認することになった。第一に、永久

とまではいかなくとも永続的な免許を『法人』に与えた。第二に、企業のニーズが要求す

る範囲内において、経営者に権限を与えた。」（Drucker, 1954：邦訳・下 300～301 ページ） 

 「しかしこのことは、企業とその経営者に対し、私有財産に伴う伝統的な責任をはるか

に超える、まったく異質の新しい責任を課すことにもなった。企業と経営者に課された責

任は、もはや私有財産の所有者の私益は公益に資するとか、私益と公益は分離しておくこ

とができ互いに何の関わりもないと見ることができる、などといった前提にたっては果た

すことはできない。それどころか、いまや経営管理者は、公益に責任をもつべきこと、自

らの行動を倫理的基準に従わせるべきこと、そして、公共の福祉や個人の自由を害する可

能性があるときには、自らの私益と権限に制約を加えるべきことを要求されている。」

（Drucker, 1954：邦訳・下 301 ページ） 

 こうしてドラッカーは、経営者支配の「権力の正統性」を確認するとともに、同時に経

営者には、これまでの私有財産に伴う伝統的な責任をはるかに超えるまったく異質の新し

い社会的、公益的責任を課すことになったことを強調している。 

 

 

２．ドラッカーの転換を導いたもの 

 この、1942 年の『産業人の未来』から 1950 年の『新しい社会と新しい経営』への、経営

者支配の「権力の正統性」についてのドラッカーの立場の転換は、なにを背景にしてすす

んだのであろうか。 

 

 1946 年『企業とは何か』がもたらしたもの 

 よく知られているように、この２つの著作の間に、ドラッカーは米国を代表する大企業

ＧＭ（ゼネラル・モーターズ）から請われて同社の内部組織を行う貴重な機会をえた。そ

して、その結果を 1946 年、『企業とは何か』を著した。結論的にいえば、このＧＭ調査と

その成果『企業とは何か』が見出したものが、経営者支配の「権力の正統性」に対するド

ラッカーの立場を大きく転換させることになったと思われる。 

 そのような企業観転換の根幹となったのは、伝統的な財産権・所有権のもとづく、「株式

会社」としての企業観から、企業を「事業体」「組織体」としてみる企業観への転換であっ

た。この、「株式会社」としての企業観から、企業を「事業体」「組織体」としてみる企業

観への転換こそが、経営者支配の「権力の正統性」についての認識を転換させるは背景と

なった。 

 この転換の契機は、ＧＭの内部組織調査であった。３年間にわたるＧＭの内部組織調査

は、ドラッカーの企業についての認識を大きく変えた。 
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この調査をとおして、ドラッカーは企業という存在を「事業を遂行するための人々の組

織」として捉えた。それはまずなによりも様々な仕事を分担する人々と、それらの人々の

活動を指揮する管理者の組織であり、さらにそのような人々の事業活動を支える様々な連

携関係も含めた一つの組織である。このような企業観からすれば、財産権者・所有権者（株

主）もまた、「株式会社」としての企業にとっての決定的な重要さにも関わらず、企業とい

う組織の一つの構成員とみられる。 

 このような認識をベースに、ドラッカーはさらに「社会の代表的な組織としての企業」、

さらに「産業社会成立の条件としての企業」という、企業認識に到達し、そこから、「企業

の社会的責任」、企業の生産活動ととおしての「社会の要求と個人の欲求の調和」の実現と

いった、これまでの通常の企業認識では乏しかった企業の社会性を強くアピールすること

になった。この点は『企業とは何か』の内容構成がよく表している。 

 このような認識の転換は、企業における「権力の正統性」の理解についても大きな転換

をすすめることになった。「株式会社」から「事業体」への企業観の転換は、企業における

権力の所在を株式会社における「株主支配」から、事業体における「経営者支配」へ、大

きく転換し、「経営者支配」の「権力の正統性」を確信させることになったと思われる。 

 このような経営者支配の「権力の正統性」の確信は、さらに根源的にいえば、「支配」概

念の転換を孕んでいた。それは、「財産権（所有）」から「機能」への支配概念の転換であ

り、「機能」による支配の容認であった。 

  

 ナチズムとの闘いの勝利 

しかし、ドラッカーに経営者支配の「権力の正統性」を容認させた最大の背景は、なん

といっても、それに先立つナチズム（全体主義）の崩壊と、これによって実現の見えてき

た自由な機能する産業社会への展望であったと思われる。 

ドラッカーにとってのナチズムとの闘いは、到来しつつある新しい社会、「産業社会」と

いう新しい社会が「自由な機能する」社会として確立できるかどうかをめぐる闘いであっ

た。このような中で、伝統的な財産権・所有権に基づかない経営者支配の「権力の正統性」

を容認することは、同じく伝統的な財産権・所有権を無視して成立してきたナチズムの「権

力の正統性」を容認することにつながりかねなかった。 

大企業における株式所有の分散化と所有と経営の分離、それにもとづく経営者支配の現

実の中で、当時すでに、経営者支配に対する「権力の正統性」を容認する考えが登場して

きていた。その代表は、1941 年刊行されたジェームス・バーナムの『経営者革命（The 

Managerial Revolution）』であった。バーナムは、「経営者は主権のありかを変える」

（Burnham,1941：邦訳、第 10 章）と述べ、経営者の権力はそれ自体「正当性」をもつとし

た。 

しかし、ドラッカーはこれに対して、「先進国の国民は依然として、財産権を正当な権力

の基礎としている」とし、「現実の支配が理念的な正当性を生むというバーナム・・・の主

6 
 



張には、いかなる根拠もない」と、バーナムの主張を退けた（Drucker, 1942：邦訳 117 ペ

ージ）。その背景にあったのは、「現実の支配が理念的な正当性を生む」という考えを認め

れば、ナチズムの「権力の正統性」もまた認めざるをえなくなるという現実であった。 

しかし、1945 年、ナチズムは崩壊し、経営者の支配によって自由な機能する産業社会へ

の展望が大きく開けてきた。このような産業社会をめぐる政治状況の大転換は、ドラッカ

ーに、経営者支配の「権力の正統性」を容認させる最大の背景となったと思われる。 

 

 

３．1954 年『現代の経営』と「マネジメントの発明」 

経営者支配の「権力の正統性」を肯定するとすれば、次に必然的に必要となるのは、こ

れを裏付ける経営者の「マネジメント機能」の実践的知識体系の確立であった。「マネジメ

ント機能」の発揮はもはや、特定の人々の資質や才能ではなく、誰でも身につけ得る普遍

的なものにならなければならなかったのであり、そのためには、「マネジメント機能」の客

観的な知識体系が確立される必要があった。 

1954 年『現代の経営』は、まさにそのようなものとして世に問われた。これが「マネジ

メントの発明」といわれる所以であろう。 

しかしドラッカーは、この 1954 年『現代の経営』に至る思考の過程を自身でそれほど詳

細に書き残しているわけではない。この点でほとんど唯一参考になるのは、同上書、1986

年版に付された「はじめに」であろう（この「はじめに」には Thanksgiving Day,1985 年

の記録がある）。この文章は、簡潔な叙述の中に、ドラッカーが『現代の経営』を著した当

時に自身の研究の背景や、「マネジメント」に関する史上最初の体系書としての同書に対す

る自負を興味深く伝えている（この「はじめに」は、同上書、1998 年版邦訳・ドラッカー

選書に収録されているが、2006 年版邦訳・ドラッカー名著集には、要約的にのみ収録され

ている）。 

この「はじめに」で、ドラッカーは、『現代の経営』に先立つマネジメントの先駆的業績、

1911 年刊行の、フレデリック・Ｗ・テイラーの『科学的管理法』、1916 年刊行の、アンリ・

ファヨールの『産業ならびに一般の管理』、1938 年刊行の、チェスター・Ｉ・バーナードの

『経営者の役割』、1941 年刊行の、メアリー・パーカー・フォレットの『組織的行動――動

態的管理』、1945 年刊行の、エルトン・メイヨーの『産業文明の人間問題』、をあげつつ、

それらが企業のマネジメントについての理解を社会的に深める上で果たした役割を讃えた。

それらの中でもとくに、テイラー、バーナード、フォレットの業績を高く評価した。さら

にそれらの先駆的業績の一つに、1946 年刊行の、自身の『会社とはなにか』をあげた。 

しかし、それらの先駆的成果にもかかわらず、『現代の経営』は「世界で最初の経営書」

であるとし、次のようにのべた。 

「（それは）マネジメントを全体として見た初めての本であり，マネジメントを独立した

機能としてとらえ、マネジメントすることを特別の仕事として理解し、経営管理者である
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ことを特別の責務としてとらえた最初の本である。」（Drucker,1954：1998 年版邦訳「はじ

めに」ⅳページ） 

ドラッカーは、「それ以前のマネジメントに関する本はすべて、そして今日に至るもその

ほとんどは、マネジメントの一局面をみているにすぎない。しかも通常、組織、方針、人

間関係、権限など、企業の内部しか見ていない」と述べ、これに対して『現代の経営』は、

企業を次の 3つの次元でみたという。 

第一に、市場や顧客のために、経済的な成果を生み出す機関 

第二に、人を雇用し、育成し、報酬を与え、彼らを生産的な存在とするための組織、し

たがって統治能力と価値観をもち、権限と責任の関係を規定する人間的、社会的組織 

第三に、社会やコミュニティに根ざすがゆえに、公益を考えるべき社会的機関 

そのうえで、「『現代の経営』は、・・・今日われわれがマネジメントの体系としているも

のを生み出した。・・・実はそれこそ、『現代の経営』を書いた目的であり、意図だった」

と述べている。（以上、Drucker, 1954：1998 年版邦訳「はじめに」ⅴ～ⅵページ。） 

こうしてドラッカーは、『現代の経営』によってそれまでだれも果たしたことのなかった

「マネジメントの体系」を世に問い、これによって、現代産業社会における経営者支配の

「権力の正統性」を確立しようとした。そしてこれこそが、「マネジメントの発明」といわ

れるべきものであったのである。 

しかし、ドラッカー自身は、自分が「マネジメントの発明」を発見した、といったこと

は一度もなかった。 

ドラッカーの晩年の著、『ドラッカー 20 世紀を生きて：私の履歴書』2005 年、の訳者・

牧野洋氏によれば、この点について次のようにのべていたことを紹介している。 

「私よりずっと先行していた人たちがいる。例えば、偉大なエンジニアであるフレデリ

ック・テイラーは 1911 年に『科学的管理法』を発表し、労働者の生産性を高める方法を化

学的に提示した。ただ、マネジメントを発明したわけではない。では発明したのはだれか？

私ならメアリー・パーカー・フォレットかアルビン・ドットのどちらかと答える。」

（Drucker,2005：邦訳 130 ページ） 

ドットは 1923 年、米国マネジメント協会（ＡＭＡ）の創設者であるが、ドラッカーは「マ

ネジメントという言葉に現代的な意味を最初に与えたのはドットだろう。私はそれを借用

しただけ」といったと、牧野氏は伝える。 

しかし、「先駆者がいたのにドラッカーが『マネジメント発明した男』と呼ばれるのは、

彼以前にマネジメントを全体としてとらえ、体系化しようとした人はいなかったからだ」

と牧野氏はのべているが、正鵠をえているといえよう。 

 

 

４．「マネジメントの発明」の主舞台となったＧＥ 

しかし、ドラッカーがマネジメントの体系化の作業をはじめた時、「マネジメントの仕事、
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機能、挑戦についての研究や理念や知識に関する文献は、ほとんど完全に欠落していた。

いくつかの断片と専門論文があるだけだった。」（Drucker, 1954：1998 年版邦訳「はじめに」

ⅷページ） 

この時、ドラッカーの有力な武器となったのは、1943 年ＧＭとの関係以来続く有力企業

を相手とする調査やコンサルタントの経験であった。そのような文献には依らない実地の

経験や知識の蓄積が『現代の経営』におけるマネジメントの体系化の成功を導いた。 

数々の有力企業との関係の中でも、ドラッカーにとって、とりわけ大きな役割を果たし

たのは、1950 年から始まるＧＥ（ゼネラル・エレクトリック）との関係であった。ＧＥに

おけるコンサルタントとしての経験はドラッカーの「マネジメントの発明」の決定的に大

きな意味をもったと思われる。 

 

1950 年代ＧＥの組織改革とドラッカー 

 『現代の経営』に結実するドラッカーの「マネジメントの発明」の主要な舞台となった

のは、ＧＥであった。「マネジメントの発明」につながる、経営者支配の「権力の正統性」

の肯定を導いたのは自動車大企業ＧＭでの内部組織調査であったが、これをさらに「マネ

ジメントの発明」に導く舞台となったのは、総合電機大企業（当時）ＧＥでの組織改革へ

の実践的な関わりであった。 

 ドラッカーは 1950 年、請われてＧＥの経営コンサルタントに就任し、新社長ラルフ・Ｊ・

コーディナーが主導するＧＥの組織改革に大きな貢献を果たした。この時期のＧＥの組織

改革への関わりは、ドラッカー自身の「マネジメントの発明者」としての確立にとってか

けがえのない成果をもたらした。 

 しかし、このドラッカーのＧＥ組織改革への関わりと成果については、彼が経営コンサ

ルタントに就任したことはよく知られているが、その具体的内容はこれまであまり語られ、

評価されることはなかったように思われる。 

 ここではこのことに、もう少し立ち入ってみよう。 

 

『ＧＥにおける専門的経営管理（Professional Management in General Electric）』全

四巻の編集（1953～1959 年） 

 1950 年、コーディナーの会長就任とともに始まった、事業部制組織の確立を軸とするＧ

Ｅの組織改革は、実際には、副社長ハロルド・Ｆ・スミディとドラッカーの共同作業で推

進された。この作業を象徴するのは、このＧＥの組織改革の理念と原則を全社管理者に徹

底するために使用されたテキストの編集と、それを使った管理者研修プログラムの実施で

あった。 

ＧＥ組織改革の理念と原則を体系化は、『ＧＥにおける専門的経営管理（Professional 

Management in General Electric）』と題された、全四巻のテキストとして実現した。これ

らのテキストは、その表紙の色合いから、社内では通称『ブルー・ブックス』と呼ばれた。 
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 『ＧＥにおける専門的経営管理』は、1953 年と 55 年の間に第 3巻までが完成した。第 4

巻は、遅れて 1959 年に刊行された。それらの構成は、つぎのようであった。 

 第１巻 「ＧＥの成長」全 106 ページ・・・1953 年 

 第２巻 「ＧＥの組織構造」全 315 ページ・・・1955 年 

第３巻 「専門経営管理者の仕事」全 248 ページ・・・1954 年 

 第４巻 「専門個別貢献者の仕事」全 293 ページ・・・1959 年 

（このシリーズは、必ずしも順序良く刊行されたわけではない。なお、以上４巻に加えて、

第５巻「ＧＭにおける専門的な仕事」が執筆され、1960 年に見本が印刷された。しかし間

もなくスミディが退職したため、完成出版にまでいたらなかった。） 

 これら４巻から成る『ＧＥにおける専門的経営管理』は合わせて 1,000 ページに及ぶ大

部なものであり、その内容を紹介するにはそれ自体かなりの執筆量を要する。 

 しかし、なんといってもその白眉は、第 3巻「専門経営管理者の仕事」の部分であろう。

第 1 巻でＧＥの創設以来の成長史が総括され、第 2 巻で、1950 年、コーディナーの主導で

確立されることになったＧＥの事業部制組織の構造が細密に紹介されたあと、第３巻では、

ＧＥのような大企業の分権化された組織構造での経営管理がどのように遂行されなければ

ならないかが、計画化（plan）、組織化（organize）、統合化（integrate）、成果計測（measure）

といった 4つの経営管理のキーコンセプト（ＰＯＩＭと呼ばれた）にもとづいて、250 ペー

ジにわたって説明されている。 

 ここで注目されることは、マネジメント論としてのそのエッセンスである専門的経営管

理者論がドラッカーの最初の本格的経営書である『現代の経営』（1954 年刊行）でも大きく

取り上げられていることである。 

 しかし、これは当然のことである。当時、ドラッカーはＧＥの経営コンサルタントとし

て、スミディとともにＧＥ組織改革のための、上記のテキスト編集に取り組むと共に、自

らの最初の本格的なマネジメント書を書き上げつつあったのであり、1954 年には、これら

両方が併せて公にされることになったのである。 

 

 クロトンビル経営管理研修所（Crotonville Management Training Center）開設（1956

年） 

 ＧＥは、1956 年、ニューヨーク州ハドソン河下流河岸のクロトンビルで、『ブルー・ブッ

クス』にもとづく経営管理者研修を開始した。 

 それまで合衆国では、経営幹部のトレーニングを行う機関は、ハーバード、フィラデル

フィア(ウォートン)、コーネルなど著名大学のビジネス・スクールに限られており、企業

内で本格的な経営幹部の養成に取り組むのは、このＧＥのクロトンビル経営管理研修所が

はじめてであった。 

 今日、クロトンビルのＧＥのリーダーシップ開発研究所は前会長ジャック・Ｆ・ウェル

チの名とともに世界最高の経営幹部養成機関として著名であるが（実際に、この研究所に
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はウェルチの名が冠せられている（J.F.Welch Readership Development Institute）、この

ＧＥの研究所は、こうして誕生したのである。 

 このクロトンビル経営管理研修所もスミディの考案によるものであった。大学のビジネ

ス・スクールと異なる、この研修所での訓練プログラムの大きな強みの一つは、著名な経

営幹部や学者の講演と、これをめぐっての熱心な参加者と講演者との間の討議を重視し、

ケース・スタディの使用を最小限にとどめたことであった。 

 ちなみに、1956 年第 1 回目の訓練コースでの著名な講師のリストをみてみると、後掲の

表のようである。これによってわかるように、クロトンビルでの経営者研修に登場した講

師陣は、ＧＥ内部からは当時のトップ経営陣が顔を揃え、また外部からは当時社会的に経

営管理研究界、経営コンサルタント界をリードする超一流の講師陣が参加していた。ここ

で講演日数をみてみると、このなかで断然群を抜いていたのは、社内では副社長スミディ

であり、外部講師ではドラッカーであった。 

 こうして、このクロトンビル経営管理研修所での実際の経営幹部研修活動でも、ドラッ

カーはＧＥに大きな貢献を果たしていたことがわかる。 

 

 ドラッカー『現代の経営』の刊行（1954 年） 

経営コンサルタントするとしてのＧＥの組織改革への関わりは、ドラッカー自身が社会

的評価を固めるうえでかけがえのない成果をもたらすことになった。ドラッカーはＧＥで

の仕事の中で、その後ドラッカー・マネジメント学展開の基軸コンセプトとなり、ドラッ

カーをして「マネジメントの発明者」として世に名を成さなさしめることになった、かの

「顧客の創造」という「企業の目的」の定義を開発することになったからである。今日に

至るまで、このドラッカーの行った「企業の目的」の定義は、企業活動の意義を語るとき、

広く人口に膾炙している。経済学で一般にいわれる「企業の目的とは利益を生み出すこと

である」とする考え方を見当違いと断じたドラッカーの事業目的の定義は、今日に至って

も企業論、組織論の世界で燦然と輝いている。 
 またドラッカーは、この時期、ＧＥでのスミディとの共同作業のなかで、マネジメント

の基幹コンセプトである自己統制による「目標管理」という考えに到達し、「目標管理」コ

ンセプトの開発者といわれるようになった。 
これらの定義やコンセプトの新鮮さに気づいたスミディは、ドラッカーに、これらを基

軸とするマネジメント書の執筆をすすめたと、ドラッカー自身が語っている。ドラッカー

は、1954年、ＧＥなどでの経営コンサルタントの仕事を基礎に、名著『現代の経営』を刊
行した。 
 同書は、書いている。 
 「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。」

（Drucker,1954：邦訳・上 46ページ） 
「目標管理の利点は、自らの仕事を自ら管理することにある。その結果、最善を尽くす
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ための動機がもたらされる。高い視点と広い視野がもたらされる。」（Drucker, 1954：邦訳・
上 176ページ） 
ドラッカー自身、数ある著作の中で、『現代の経営』を金字塔と位置付けている。確かに、

この著作によって、ドラッカーは「マネジメントの発明者」と言われるようになったので

ある。 
 
 コーディナー『これからの経営者』の刊行（1956 年） 

 ＧＥ会長コーディナーは、副社長スミディと経営コンサルタント、ドラッカーの協力を

得て、1950 年代半ばにかけて、上のような組織改革を積極的に展開したが、自ら 1956 年、

著書『これからの経営者（New Frontiers for Professional Managers）』を著わして、こ

の間のＧＥの組織改革の理念と原則を社会的に表明した。 

 それは、実際には、コーディナーがマッキンゼー財団記念講演会の講師として招かれ、

1956 年 4 月から 5 月の間コロンビア大学事業経営学部で行った 3 回の講演の内容をまとめ

たものである。その内容は、（１）「新しい企業の性格」、（２）「経営哲学としての分権制」、

（３）「将来への展望」という３つの章から成っている。 

 第 1 章では、「イノベーションの源泉」としての役割、「大量生産と大量供給の源泉」と

しての役割、「高度の技術力の源泉」としての役割、という３つの役割をあげ、ＧＥのよう

な大企業が今日合衆国経済の発展と社会の繁栄のために不可欠の存在となっており、将来

ますますその役割は大きくなるであろうと論じている。 

 第 2 章では、今日そのように経済的、社会的に重要な役割をになうＧＥのような大企業

が、経営管理上重大な欠陥を抱えていることが指摘されてきているが、ＧＥは、これを克

服するために、「分権制」（事業部制）を実施することにした。これによって、①組織規模

の拡大と内容の複雑化に伴う経営活動の非効率化、②経営管理者と一般従業員との間の人

間的接触の希薄化と、将来の経営管理者養成の停滞、という大企業の直面する２つの組織

的欠陥を是正できるであろうと論じている。 

 第 3 章では、将来大企業の経営管理者が直面せざるを得ない課題として、①国民的視野

に立つ企業の長期計画、②合理的経営管理のための情報管理、③人間的資源の効果的活用

のための、人間の動機についての正しい認識を基礎にした人間管理、といった３つの課題

をあげ、それぞれについての現実的な解決方策を提起している。  

 すでにあきらかなように、このコーディナーの講演（著作）は、それまでの間、自身が

副社長スミディとドラッカーの協力をえて強力に推進してきたＧＥの組織改革の理念と原

則の普遍的意義を簡潔、明快に世に示したものであった。それは、ドラッカーの『現代の

経営』と併せて、1950年代、「マネジメント」の学の確立を象徴する、記念碑的作品であっ
たと位置づけられるであろう。 
 
コーディナー『これからの経営者』（1956 年）とスローン『ＧＭとともに』（1963 年） 
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コーディナーの『これからの経営者』に関わって、同時代の著名経営者の著書として想

起されるのは、ＧＭの最高経営者アルフレッド・Ｐ・スローンの『ＧＭとともに』（1963 年）

である。 

ＧＭとＧＥは、20 世紀をとおして、合衆国はもとより、世界を代表する企業であったし、

それは今日においてもかわらない。この２つの大企業がその社会的存在の大きさを固めた

のは第２次大戦中から戦後、1950 年代のことであったが、この時期、両企業を導いたのは

ＧＭのスローンとＧＥのコーディナーであった。 

もとより、戦後、世界の企業のなかで一般的なものとなった事業部制（分権制）を最初

に開発したのは 1920 年代、ＧＭのスローンであり、1950 年代にこれを普遍性ある現代の企

業組織のモデルとして磨き上げたのは、コーディナーのＧＥの組織改革であった。そして、

これら両巨頭がそれぞれ自らの組織改革の理念と原則を世に残したのが、上記のそれぞれ

の著書、『ＧＭとともに』と『これからの経営者』である。 

ここで改めて注目されなければならないことは、戦後間もなくから 1950 年代に、これら

二人の合衆国を代表する経営者と親しい交流をもったのは、ドラッカーであった。 

ドラッカーとＧＭスローンの関係についてはすでに周知のとおりであるが、ＧＭの実態

調査にもとづき著され、しかしＧＭとスローンには受け入れられなかった『企業とは何か』

が、実際に受け入れられ、その主旨が生かされたのは、ＧＥコーディナーの組織改革にお

いてであった。 

しかし、今日に至るまで、経営書の名著として評価が高く、多くの人々に愛読されてき

たのは、スローンの『ＧＭとともに』である。これに対して、コーディナーの『これから

の経営者』の方は、120 ページほどのパンフレットに近い著作であったこともあり、専門家

を除けば多くの人々にはその存在さえ知られていない。わが国では、川村欣也氏の邦訳が

1958 年、東洋経済新報社から刊行されたことがあるが、その存在を知るものは稀である。 

しかし、このコーディナーの残した著作は、分権制を基軸とした現代の経営管理のあり

方について、新鮮な教訓を残している。それはとくに、人材の育成や人間の働く動機を理

解すること、命令ではなく説得による指導、組織における均衡と統合と協力関係の達成、

業績の正しい評価、などの重要性が強調されているところに際立っている。これらの点は、

比べ物にならないほど大部であるが、どちらかといえば一貫して「機能主義」的に経営シ

ステムの構築を強調したように思われるスローンの『ＧＭとともに』とは異なる、大きな

特色である。 

その点で、コーディナーの管理論は、バーナード＝フォレット＝ドラッカーの伝統を受

け継ぐ、「人間主義と機能主義の結合にもとずく管理論」の一つの成果を体現している。 

  ※ 以上４の部分は、坂本和一『ドラッカー再発見』法律文化社、2008年、の第 3章 2
をリライトしている。 
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表 ＧＥ第 1回上級経営管理者研修コースの主要講師（1956 年） 

ＧＥ内部の講師 講演日数 

ラルフ・コーディナー（社長） 

ハロルド・スミディ（副社長） 

ガイ・スーツ（副社長） 

フィリップ・リード（会長） 

ロバート・パクストン（上級副社長。後に社長） 

ジェラルド・スウォープ（元社長） 

レミュエル・ボールウェア（副社長） 

フレッド・ボーチ（副社長。後に社長→会長） 

メル・フルニー（ＯＲ担当マネジャー） 

ジェラルド・フィリップ（元会長） 

 

  １ 

  ６ 

  １ 

  １ 

  ２ 

  １ 

  ３ 

  １ 

  ２ 

  １  

 

外部講師 講演日数 

ピーター・ドラッカー（コンサルタント、ニューヨーク大学） 

ローレンス・アプレイ（アメリカ経営者協会会長） 

リリアン・ギルブレス（コンサルタント） 

イール・ブロックス（コーネル大学） 

ウィリアム・ニューマン（コロンビア大学） 

フランク・ギルモア（コーネル大学） 

エドウィン・シェル（ＭＩＴ） 

ノーマン・マイヤー（ミシガン大学） 

クリス・アージリス（エール大学） 

アーウィング・ライリー（マッキンゼー社） 

Ａ．Ｍ．リデレー（ＣＩＰＭ） 

 

  ６ 

  １ 

  １ 

  １ 

  １ 

  ４ 

  １ 

  １ 

  １ 

  １ 

  １ 

 

  

（出所）Greenwood（1982）, Managerial Decentrlization：邦訳『現代経営の精髄――Ｇ

Ｅに学ぶ』（増補２版訳）、242 ページ 

 

※ 本稿は、ドラッカー学会年報『文明とマネジメント』Vol.4、2010 年 11 月、

に収録。 
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