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ＧＭとドラッカー 

――スローンはなぜドラッカー『企業とは何か』（1946年）を無視したのか。 
その結果は。 

                    坂本和一（立命館大学） 
 
「経営政策というものは一時的なものでしかありえず、常に陳腐化の惧れがある・・・。」 
「GM が認めることのできなかった考えが、マネジメントについてのこの考え方だった。

彼らはマネジメントという科学の先駆者を自認していた。マネジメントとは医学と同じよ

うに、基本的に実務であり、科学はその道具にすぎないとの私の考えは到底認めることが

できなかった。事実 GMは、戦後、1920年代から 30年代にかけて練り上げた経営政策と
組織構造に復帰し、部分的な修正は加えたもののほとんどそのまま今日に至っている。」 
――Drucker, P. F., Concept of the Corporation、1946, Epilogue（1983）：上田敦生訳『企

業とは何か』ダイヤモンド社、2008年、272～274ページ 

 
 
はじめに 
 1954年、『フォーチュン』誌の全米企業ランキングが発表されるようになって以来、半世
紀にわたりそのトップ・グループの座の常連であり続けてきた、米国を代表する大企業 GM
（General Motors Corporation ）が、21世紀に入って、経営不振に病んでいる。 
 GMは、2001年以降、純利益の伸び悩みに直面してきたが、2005年にはとうとう通期で
105億 6,700万ドル（約 1兆 1,500億円）の赤字に転落した。通期赤字は、1992年、235
億ドルという米国企業史上最大（当時）の赤字を計上して以来のことである。 

2006年は、幅は縮小したが、それでも 20億ドルの赤字を計上している。さらに 2007年
は、当初リストラ効果もあり、本業自動車事業の赤字は縮小しつつあったが、個人向け住

宅融資（サブプライムローン）問題の余波で金融関連会社ＧＭＡＣの損失が拡大し、通期

で 1992年の赤字を大きく上回る、過去最大の 387億 3,200万ドルの赤字に陥ることになっ
た（『日本経済新聞』2007年 11月 18日）。  
このような不振の背景にあるのは、この間の GMの市場シェアの大幅な低下である。GM

のメインランドである米国での市場シェアは、1980年代以降低落を続けている。70年代ま
では 50%を超えていたが、80 年代には 40%を割り込み、今日まで一貫して低落を続けて、
今日では 25%も割り込んでいる（『日本経済新聞』2006年 1月 12日）。 
 他方、1970年代にはまだ先行する GMの背中も見えなかった日本の自動車企業の進出は
著しく、とくにトヨタ自動車の進出はめざましい。2007年には、総生産台数（ダイハツ工
業、日野自動車を含むグループとしての）が 940万台を超え、925万台の GMを追い越し、
史上はじめて世界一を実現した。 
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このような状況展開の背景にあるのは、なによりも 1980年代以降の自動車市場の急速な
グローバリゼーションと、それに対する世界主要自動車企業の対応戦略の結果であるとい

ってよいであろう。 
 さらに、環境・資源エネルギー問題に対する消費者の価値観が大きく変わるなかで、グ

ローバル化する市場でますます重要性を増してきているのは、これらの課題に配慮された

技術開発、製品開発である。 
 こうして 1980年代以降、自動車産業をめぐる市場環境と技術・製品環境は、大きく転換
した。いうまでもなく、このような環境変化に対して、企業サイドの競争パラダイムも大

きく転換を迫られることになった。 
 1980年代以降の世界市場での自動車企業の浮沈を決めたのは、まさにこのような要因で
あった。そこでは、各社にとって、1970年代までの各国国内市場を主戦場とした競争戦略
パラダイムからの転換が問われた。 
 その点は、米国という世界最大の自動車市場を支配しているとはいえ、GMにとっても同
様であった。 
 しかし、結果と経過をみる限り、これまでの GM は、この点できわめて不十分な対応し

か果たせていないようにみえる。 
 ところで、このような GMの今日の窮状の危険性を早い時期から警告していたのは、「マ
ネジメント学の発明者」、Ｐ．Ｆ．ドラッカーである。 
 周知のように、ドラッカーには、『企業とは何か（Concept of Corporation）』と題する、
1946年刊行の名著がある。本書は、これもよく世に知られているように、ドラッカーが 1940
年代半ば、GM そのものからの依頼で GM の内部を調査し、それに基づいて書かれた、ド
ラッカーにとっても最初の本格的な、企業の内部組織研究であった。それは、ドラッカー

の「マネジメントの発明者」としての名を後世に残すことに成った、引き続く一連のマネ

ジメントの書、『現代の経営』（1954年）、『経営者の条件』（1964年）、『創造する経営者』
（1966 年）、『マネジメント――課題・責任・実践』（1974）などの基礎になった記念碑的
作品であり、また合衆国を代表する大企業 GM の内部組織の最初のケーススタディでもあ

った。 
 しかし、本書は、GMの総師アルフレッド・Ｐ・スローンの受け入れるところとはならな
かった。スローンは、ドラッカーの本書をみて、その成果を打ち消すべく、後に 1963年刊
行の『GMとともに（My Year with General Motors）』に結実する自著の執筆を決意した
とされる。そして、このスローンの著書こそが、以後 GM 内のいわば経営のバイブルとし

て君臨することとなった。それは今日もかわらない。 
 ドラッカーは、GMを研究した自著が無視され、代わってスローンの著書が権威付けられ
た組織の内部状況に対して、個人的、主観的な感情のレベルではなく、客観的な GM の将
来への展望の問題として危惧を表明した。最も体系的なそれは、『企業とは何か』1983年版
エピローグにおいてである。 
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 スローンの著書『GMとともに』は、今日でも、経営実学のバイブルとして、世界的に広
く読まれ、高い評価をえている。それに最も忠実な組織として固められてきた GM自身が、
いまなぜ、このように呻吟するのであろうか。 
 他方、ドラッカーは、スローンの経営観に何をみ、そこから GM の将来に対するどのよ

うな危惧を感じたのであろうか。 
  
１．20世紀企業改革の雄としての GM――スローンの功績 
少なくとも 1960年代まで、GMは 20世紀企業改革の雄であり、米国企業の象徴であっ

た。今日も合衆国企業のステータスを表示する『フォーチュン』誌の全米企業ランキング

が発表されるようになったのは 1954年からであるが、それ以来、半世紀にわたり GMはそ
のトップ・グループの座の常連であり続けてきた。そして、1923年から 56年までの 33年
間、GMを CEO（最高経営責任者）として率いてきたスローンの著書、1963年に刊行され
た『GMとともに』は、今日に至るも多くの企業経営に関心を持つ人々に読まれ、「20世紀
最高の経営書」と評価されている。 
 この GMの存在を磐石のものにしたのは、1920年代、スローンに主導されて実現した組
織改革、事業部制の導入であった。 
 
（１）GMの設立と経営危機――創立者デュラントの退陣 
 GMにおける事業部制の導入について語る際、その前提としてはじめに確認しておかなけ
ればならないのは、そもそも GMがどのような経過で成立したかということである。 
 GM は、1908 年、投資家ウィリアム・C・デュラントにより、自らの手で育てた当時米
国最大の自動車会社、ビュイック（Buick）社を支配する持株会社として設立された。その
後、GMは、1908年から 1910年にかけて、1897年設立の老舗自動車会社オールズ（Olds）
社を皮切りに、オークランド（Oakland）社、キャディラック（Cadillac）社など、後に
GMの自動車ブランドを構成することになる主要な自動車会社を中心に、合計 25の会社を
株式交換などの方法で傘下に収めた。 
 デュラントは、当時もう一つの有力自動車会社フォード（Ford）社に対しても参加を持
ちかけたといわれる。しかし、フォードはこの話に乗らず、独自の道を歩むことになった。 
 しかし、1910年、デュラントは買収資金で負った多額の負債のため、GMの支配を手放
し、GMを去った。 
 デュラントは GM を去った後、1911 年、シボレー（Chevrolet）社の設立に関わった。
さらに 1916年、デュラントはピエール・S・デュポンの支援を得て、GMにカムバックし
た。そして、1917年には、シボレー社を GMの傘下に収めて。 
 しかし、1919年からの景気低迷は GMの経営を直撃し、工場はほぼ全面的に停止状態に
陥った。1920年、ついにデュラントは経営不振の責任をとって社長を辞任し、再び GMを
去ることになった。 
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（２）事業部制の導入 
 1920年、デュラントが去った後、GMは組織の建直しを迫られていた。デュラントの辞
任後社長の座を引き継いだデュポンは、この組織建直しの仕事を、アルフレッド・P・スロ
ーンの手に託した。当時スローンは、GM傘下の部品・アクセサリー・メーカー、ユナイテ
ッド・モーターズ社の社長であり、同時に GM の取締役と経営委員会のメンバーにも加わ

っていた。 
 スローンは新社長デュポンの要望に直ちに応えて、1920年末の経営委員会に組織改革案
を提案した。改革案は、経営委員会、取締役会で承認を得、1921年早々から実行に移され
ることになった。この組織改革案こそが、企業組織改革の歴史を画することになる「事業

部制」の導入であった。 
 スローンがこのように機敏に組織改革案を提起できたのは、すでに 1 年前に前社長デュ
ラントから求められて改革案『組織についての考察』を準備していたからである。 
 GMはすでにみたような主として買収によるその成立経過や、さらに第一次大戦後にとっ
た一層の拡大路線の結果として、大きなひずみと弱点を抱えていた。それが経営不振時に

一挙に噴出してきた感があった。スローンは、その状況をつぎのようにのべている。 
 「GMは組織に大きな弱点を抱えていた。第一次世界大戦中、そして戦後のインフレ期に
は表立ったひずみは見られなかったが、1919 年末から 20 年にかけては見過ごせない問題
へと発展した。各事業部ともに生産能力の拡大を計画しており、要求すれば巨額の予算を

得ることができた。ところが、資材コストと労働コストが急騰したため、拡大の完了を待

たずに予算が底を突いてしまった。各事業部の支出は軒並み予算をオーバーした。事業部

間で予算の奪い合いが始まり、経営上層部でもさまざまな思惑が交錯するようになった。」

〔Sloan（1963）：邦訳、36ページ〕 
 スローンの『組織についての考察』は、このような状況を打開することを念頭において

作成されたものであった。したがってそれは、抽象的、一般的なな組織理論からの結論で

はなく、現実に GMが直面していた組織上の解決課題からの帰結であった。 
 この点で留意される価値があるのは、化学会社デュポン社の採用した事業部制との違い

である。1916年デュラントの GMカムバックを支え、また 1920年デュラント退陣後、GM
の社長に就任したのがデュポン社を率いるピエール・デュポンであったこともあって、GM
の事業部制はデュポン社に倣ったものであるかのようにみる向きもあった。しかし、両社

における事業部制導入の事情を具体的にみてみると、まったく正反対の状況がその背景に

なっている。 
 一方のデュポン社は、よく知られているように 19世紀からの著名な爆薬製造会社であっ
たが、第一次大戦を境に急速に化学会社として製品分野の多角化を展開した。しかし、そ

の組織体制は、それまで、伝統的な当時の多くの合衆国企業と同じように機能部門別の集

権的な組織体制をとっていた。そこで、デュポン社にとっては、多角化した事業構造に相
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応しい組織体制として、分権的な事業部制が志向された。 
 他方、GMの方は、事情は全く逆であった。すでにみたその成立ちの経過からわかるよう
に、GMは、そもそも著しく分権化された状況におかれており、極端にいえば、独立会社の
寄り集まりといっていい状況であった。ここでは、むしろ分権化のメリットを残しつつも、

いかにして一つの会社としての統一性を確立するかが課題であった。 
 スローンの作成していた『組織についての考察』は、GMのこのような現実的な課題を解
決しようとしたものであった。 
 こうしてデュポン社と GM は、実際、人脈と資本で深いつながりをもっており、しかも

ほとんど同じ時期、第一次大戦直後に事業部制の導入に踏み切ることになったが（デュポ

ン社の方は、GMの導入の 9ヶ月後に事業部制を採用した）、その現実的な背景は、全く異
なるものであり、それぞれ独自の必要から結果的には同様の仕組みを持つ組織体制に行き

着くことになったのであった。 
 実際、米国の多くの企業も、また世界の主要企業も、そのころから規模の拡大と事業構

造の複雑化のなかで急速にデュポン社や GM と同様の企業組織問題に直面することになっ
た（あるものは過度の集権化に、またあるものは過度の分権化に）。このような課題に先進

的な解決形態を世に提示した両社の経験は、当時の企業の直面する問題に有力な解答を提

示することになった。そのようなこともあって、事業部制はその後、デュポン・タイプの

企業でも、GMタイプの企業でも、企業の世界に広く普及することになった〔以上、事業部
制の採用については、Chandler（1962）を参照〕。 
  
（３）スローン『組織についての考察』の考え方――事業部制の原理と実践 
 それでは、事業部制構築の基本となった、スローンが『組織についての考察』で提示し

た組織改革構想とはどのようなものであったか。 
 その要点をスローンの著書『GM とともに』にもとづいてみておく〔Sloan（1963）：邦
訳、60～67ページ〕。 
 まず前提となっているのは、「従来の効率性をいっさい損なわないようにしながら、幅広

い事業全体に権限ラインを確立して、全体の調和を図る」ことである。 
 その上で基本となるのは、つぎの二つの「原則」である。 
 原則 1 各事業部の最高責任者は、担当分野についてあらゆる権限を持つこととする。各
事業部は必要な権限をすべて有し、自主性を十分に発揮しながら筋道に沿って発展を遂げ

ていける。 
原則 2 全社を適切にコントロールしながら発展させていくためには、本社が一定の役割

を果たすことが欠かせない。 
 ここには、事業部への「分権化」と、本社による一体的コントロールのための「集権化」

という、よく知られた事業部制の二つの大原則がのべられている。このようにのべてしま

うと、なんの変哲もない原則の表明である。 
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しかし、周知のように、事業部制の成功も失敗も、この 2 大原則の現実の運用に懸かっ
ているといっても過言ではない。事業部制を採用した企業にとっては、かつても今も、こ

の原則の有効な運用との闘いである。 
そのことを誰よりも早く体感したのは、多分スローン自身であったであろう。そのよう

な現実の苦労を、スローンはつぎのような言葉で語っている。 
「組織について語る際にはいつも、適切な表現が見つからずに苦しむ。さまざまな相互

関係の実情を、ありのままに表せないのである。加えてその都度、各事業部の完全な独立、

調和の必要性、本社によるコントロール、などといった別の側面に光を当ててしまうので

ある。しかしいずれにせよ、カギを握るのは『相互関係』である。」〔Sloan（1963）：邦訳、
63ページ〕 
スローンはそのことを察し、五つの「目的」という形で、さらに上の原則をいかに運用

すべきかを説いている。 
目的１ 各事業部の役割を明確にする――その際には他事業部との関係のみならず、本

社組織との関係をも定めなければならない。 
目的 2 本社組織の位置づけを定め、全社との足並みを揃えながら必要で合理的な役割を

果たせるようにする。 
目的 3 経営の根幹に関わる権限は、社長すなわち CEOに集中させる。 
目的 4 社長直属のエグゼクティブを現実的な人数に絞り込む。他に任せておけばよい事

柄から社長を解放して、より大きな全社的な課題に集中させるためである。 
目的 5 事業部や部門が互いにアドバイスを与え合う仕組みを設けて、それぞれが全社の

発展に寄与できるようにする。 
以上のような原則と目的にもとづいて形作られた GMの事業部制は、1921年早々から実

施された。この組織構図の基本は、第二次大戦後も、さらに 21世紀の今日にいたるまで変
わることなく継続している。 
 『GMとともに』が刊行されたのは 1963年である。スローンはそれまでの実践を振り返
り、同書の締めくくりの部分で、繰り返し事業部制運用の難しさと、同時に事業部制の筋

道の有効性を説いている。 
 スローンは、「なぜある経営が成果を上げ、他がつまずくかは、容易には述べられない」

としながらも、「権限の分散と集中をうまくバランスさせ、分権化を進めながらも全体の足

並みを揃え続けるのが、優れた経営の秘訣である」〔Sloan（1963）：邦訳、491ページ〕と
のべている。 
 スローンは、さらに以下のようにのべて同書をしめ括っている。 
 「本書では GM の組織についても説明したが、読者の皆さんに、私が『組織はすでに完

成している』と考えているとの印象を与えてしまっていなければよいのだが。企業は例外

なく変わり続けていく。変化は好ましい方向、好ましくない方向、両方があり得る。私は

また、組織は放っておいても動いていく、との印象を皆さんに残していないことも願って



 7

いる。組織が判断を下すことはあり得ない。組織の動きは、既存の尺度に沿って、秩序立

った判断が下せるような枠組みを用意することだ。判断を下し、その判断に責任を持つの

は、一人ひとりの人材である。」〔Sloan（1963）：邦訳、499ページ〕 
 
２．GMの事業部制からドラッカーはなにを学んだか 

――ドラッカー『企業とは何か』（1946年）があきらかにしたこと 
 1920年代に導入され、以後 20世紀の企業組織改革の大きな指針となってきた GMの事
業部制を実際に GM の内部にまで入って調査し、その現代的意義を誰よりも早く社会的に
あきらかにしたのは、ドラッカーであった。1946年刊行された『企業とは何か』は、20世
紀前半から半ばに、急速にその社会的存在感を増してきた大企業の組織の実態と社会的意

味を、その内部の具体的な実態を踏まえて解明した最初の学術書であった。 
 よく知られるように、ドラッカーは、同書のなかで、まずはじめに、到来しつつある産

業社会において人間の生活と生き方を規定し、方向付け、その社会観を定め、また問題を

生み出すとともに問題を解決していく代表的な社会組織が「企業」という存在であること

をあきらかにし、この社会的存在を徹底的に分析することの重要性を強調した。 
 このような観点に立って、ドラッカーは、1943年、機会を得て、米国の代表企業 GMの
内部調査をベースとして、具体的に現代の企業はつぎの三つの側面をもつことをあきらか

にした。 
第一． 事業体としての企業 
第二． 社会の代表的組織としての企業 
第三． 産業社会の存在としての企業 

  
（１）事業部制の評価 
まず「事業体としての企業」という側面では、ドラッカーは、「そもそも企業が社会や人

間のために働くには、事業体として機能できなければならない。あらゆる組織と同じよう

に、まず組織として存続することが必要である」ことを強調した。 
さらにその上で、「企業とは人間組織である」ということ、「企業においてもっとも重要

なものが人間組織である」ということ、そして「人間組織の存続こそ絶対の規範である」

とした。 
このような企業の存在意義の確認に立ち、ドラッカーは、そのような企業存続のための

経営政策として、GMが 1920年代に実現した組織改革、組織分権制としての事業部制の原
理とその機能、その意義を詳細にあきらかにした。GMの組織改革、事業部制についての、
この紹介は、史上はじめての試みであり、社会的に大きな関心を呼んだ。ドラッカーの『企

業とは何か』は、この事業部制を最初に世に紹介した業績であり、事業部制が後に企業の

組織改革の流行となるきっかけとなった。 
ドラッカーは、まずはじめに「企業は存続しなければならない」として、つぎのように
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問題提起をする。 
「企業にとって重要なことは、経済効率に優れた生産という共通の目的に向けた人間活

動のための組織として存続することである。そのために必要とされるものが、管理と目的

を調和させ、弥縫策ではない変化への対応を可能にし、かつ現場の仕事を評価するための

尺度と枠組みとなりうる経済政策である。」〔Drucker（1946）：邦訳、39ページ〕 
これに続けて、ドラッカーは問う。「企業はこれらの問題を解決できるだろうか」と。 
このような問いへの回答として、ドラッカーは GMの事業部制、分権制を評価する。 
GMは、「規模に伴なう問題」「多様性にかかわる問題」「事業部の自立性にかかわる問題」、

さらに「一体性の問題」、といった相矛盾する関係も含むような多様な問題を抱えた大企業

である。このような現代を代表する企業である GM が、事業部制を採用し、これらの問題

を一体的に解決するのに成功した。ドラッカーはいう。 
「事業部に最大限の独立性と責任を与えつつ、全体の一体性を保持した。集権と分権の

バランスに成功した。これが GMの分権制である。」〔Drucker（1946）：邦訳、44ページ〕 
「GMの分権制は、本社経営陣と事業部経営陣の関係にとどまらない。職長を含むあらゆ

るマネジメント上の階層に適用される。それはまた GM の内部にとどまらない。事業上の
あらゆる取引先、とくにディーラーとの関係にまで適用する。まさにスローンとその同僚

にとっては、分権制こそ、近代産業社会の直面するほとんどあらゆる問題への答えである。」

〔Drucker（1946））：邦訳、46ページ〕 
こうして、分権制は GM にとっては、広く適用されるべき組織の基本原理となった。ド

ラッカーはこの分権制がいかにメリットに富むものであるのかを、GMの内部の、以下のよ
うな生の声を紹介して、示している。 
・意思決定のスピードが速い。 
・GM全体の利害と事業部の利害との間に対立が生じない。 
・万事に公正が確保されている。 
・民主的な実力主義が実現されている。 
・エリートとその他大勢の差別がない。 
・マネジメントの責任を担う人間が大勢いる。 
・事業部の業績や事業部長の能力がはっきり現れる。 
・何のために何を行っているかがわからないという、一方的な命令によるマネジメント

は行われていない。 
これらの説明からも明らかなように、「GMでは、分権制は組織の原理として正しいとさ

れているだけではない。現実に実行され、成果をあげている」〔Drucker（1946）：邦訳、
48ページ〕と、ドラッカーは彼自身のGM内部での調査の実感を通して高く評価している。 
しかし、他方でドラッカーは、外部環境の変化との関係で、経営政策には絶えず陳腐化

の危険があることも指摘した。 
「変化するには経営政策が必要とされる。それを策定するものも必要とされる。しかし
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経営政策は、その本質および機能からして、しばしば日常の活動から切り離される惧れが

ある。・・・これは重大な危険である。それでは自分たちが行っていることが何であり、な

ぜであるのかがわからない。意味のなくなった時代遅れの規則を経営政策と名づけ、聖な

る牛のように扱うことにもなる。」〔Drucker（1946）：邦訳、39ページ〕 
経営政策についてのこの指摘は、ドラッカーの予想を越えて、スローンおよび GM トッ

プとの関係で厳しい問題を孕むことになった。 
 

（２）従業員関係のあり方 
 第二の、「社会の代表的組織としての企業」という側面からは、ドラッカーはとくに企業

という組織とそれを構成する従業員との関係の新しいあり方を提案した。 
 ドラッカーは、まず、「もし企業がアメリカ社会の代表的組織であるならば、それはこれ

らアメリカ社会が信条とするものを体現する存在でなければならない。一人ひとりの人間

に機会の平等を与え、位置づけと役割による尊厳をあたえなければならない」という考え

方を出発点におく。そして、「一人ひとりの人間に位置づけと役割が必要であるというとい

うことは、産業社会にあっては、人は社会における位置づけと自己実現の喜びを、企業の

一員すなわち従業員として得るより他にないことを意味する。すなわち個としての人間の

尊厳は、仕事を通じてのみ得られる」〔Drucker（1946）：邦訳、130～131ページ〕する。 
 しかし、現実の産業社会では、人々の社会における位置づけと役割、自己実現と充足が

必ずしも実現されているわけではない。それはなぜか。その一つの答えは、現代最先端の

大量生産工場での仕事がいかにも単調で、それは創造力の発揮どころか、単なる賃金のた

めの労働になっているからである。 
 しかし、ドラッカーはこのことが示す一面の真実をみとめつつも、問題のより重要な点

は、仕事の内容ではなく、仕事の重要度への認識であると指摘している。そして、実例を

戦時生産の経験から取っている。ドラッカーはいう。 
 「戦時の経験はさらに多くを教える。イギリスでは、戦時下にあって働く人たちが、か

つてない充足、自己実現、市民性、自信、誇りを経験したことが報告されている。しかも

この現象は、機械化が加速的に進行するなかで見られた。アメリカでも西部のある航空機

部品メーカーから似た経験が報告されている。」〔Drucker（1946）：邦訳、146～147 ペー
ジ〕 
 「これらのことは、何が問題かを明確に示している。確かに単調さという問題は残る。・・・

だが最大の問題は、それら作業上のものではなく、社会上のものである。大量生産産業で

は、仕事に働きがいを見出すうえで必要な、仕事の意義づけが行われていない。そこに働

くものは、いかなる製品もつくっていない。何をなぜ行っているかを知らない。仕事は賃

金以外にいかなる意味もない。」〔Drucker（1946）：邦訳、144ページ〕 
 現代企業における従業員という存在についての、このような評価に立ち、ドラッカーは

企業が直面する問題を解決し、創造性を高めるために、仕事をすすめるうえでの、さまざ
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まな側面での従業員の参画を提案した。ドラッカーはいう。 
 「したがって難しくはあっても、働く者のために行っている職場コミュニティにかかわ

る仕事に、働く者自身を参画させなければならない。今日経営側は、それらの仕事を働く

者たちに行わせず、自ら行いすぎている。」〔Drucker（1946）：邦訳、184ページ〕 
 
（３）企業の社会的責任について 
 第三の、「産業社会の組織としての企業」という側面からは、とくに企業という組織の果

たすべき社会的責任について強調した。 
 この点でドラッカーが立脚するのは、「いずれにせよ企業とは、社会のための道具であり，

社会のための組織である」という点である。「したがって、社会は企業に対し、その存在理

由である経済的機能を果たすことを要求しなければならない。これこそ企業に対する絶対

の要求である。企業が存続し機能するうえで必要とする絶対の要求と並ぶ絶対に要求であ

る」と、ドラッカーという〔Drucker（1946）：邦訳、196ページ〕。 
 それではこの二つのこの絶対的な要求はいかなる関係にあるのか。社会が繁栄し機能し

ていくうえで必要な条件と、企業自身が機能するうえで必要な条件は、調和するのか、対

立するのか。「ここで少なくとも言えることは、社会が自由企業体制のもとで機能するには、

これら二つの条件が同一の経済政策によって満たされなければならないということである。

社会の利益のための経済政策が、企業が機能するための経済政策と相容れないのであって

は、社会と企業のいずれもが麻痺することになる」〔Drucker（1946）：邦訳、196～197ペ
ージ〕と、ドラッカーはいう。 
 こうしてドラッカーは、現代企業は自らの存続のためにその経済的機能を果たすと同時

に、自らの属する社会の存続のためにその機能を発揮する社会的責任があることを強調し

た。 
 
３．『企業とは何か』とスローン 

――なぜスローンは『企業とは何か』を評価しなかったのか 
 ドラッカーは、GM の細密な内部実態調査の結果を踏まえ、それを通して第二次大戦後

急速にその存在感を拡大してくる企業の社会的な意味、役割を、『企業とは何か』を著わし

て世に問うた。『企業とは何か』は、当初の GM経営陣や出版社の予想に反して、ベストセ
ラーとなった。 
ドラッカーは、当然のこととして、米国のどの企業よりも GM 自身が自分の意見に耳を

傾けてくれることを期待した。 
しかし、GM の総師スローンは、ドラッカーに GM 調査を自ら依頼し、調査活動を好意

的に支援したにもかかわらず、その成果、『企業とは何か』を全く評価しなかった。という

よりもむしろ、これを意識的に無視した。 
 スローンは刊行された『企業とは何か』に言及することは一切なかった。また、この著
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作は GM 社内でおかれることも、言及されることも固く禁じられたと、ドラッカー自身は

いう。 
 スローンはドラッカーの『企業とは何か』が刊行された 17年後の 1963年、彼自身が生
涯を閉じる 3年前に、今日も「20世紀最高の経営書」といわれる名著、『GMとともに』を
世に問うた。このなかでは、スローン自身が主導してきた GM の経営改革の詳細が自伝風

に紹介されている。そのハイライトは、彼自身も自負するように、何といっても 1920年代
の事業部制、分権制の導入であった。それは、これが GM 再建の切り札であったからであ

る。 
 後日、スローン自身がドラッカーに語ったところによれば、『GMとともに』を書く気に
なったのは、実はドラッカーの『企業とは何か』の刊行であったという。しかし、この『GM
とともに』のなかでも、先行して GM の事業部制の原理とその意義を世に紹介したドラッ

カーの『企業とは何か』に触れることは一切なかった。 
 スローンは、なぜドラッカーの『企業とは何か』を評価しなかったのか。あるいは無視

したのか。 
 ドラッカーは、後年、『企業とは何か』の 1983 年版の終章にくわえたエピローグ「成功
を原因とする失敗」のなかで、スローンが『企業とは何か』を受け入れなかった理由とし

て、つぎの三つの点をあげている。 
 第一．経営政策（マネジメント）についての考え方 
 第二．従業員関係、従業員政策についての提言 
 第三．大企業は公益にかかわりがあるとする考え方 
 そして、これらのいずれもが、戦後の GM の成功の元となり、しかしまたのちには不振
の元となったものであった、とのべている。 
 これらの点をもう少し具体的にみてみる。 
 
（１）経営政策（マネジメント）についての考え方 
スローンと GMにとって気に入らなかった第一の点は、「経営政策というものは一時的な

ものでしかありえず、常に陳腐化の惧れがある」というドラッカーの考え方であった。 
スローンと GMにとっては、「経営政策とは原理であって恒久的たるべきもの。少なくと

も長期に続くべきもの」であった。つまりスローンと GM は「物理の法則のような絶対的

な原理を発見したと考えていた。それは徹底的に検討し検証したものであって、間違いの

ありようのないもの」だった。 
しかし、ドラッカーの考え方は、「経営政策というものは、人が考えたものであるからし

て唯一絶対たりえず、せいぜいのところ、正しい問いを見つけるための問題提起にすぎな

い」というものであった。 
ドラッカーはのべている。 
「GMが認めることのできなかった考えが、マネジメントについてのこの考え方だった。
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彼らはマネジメントという科学の先駆者を自認していた。マネジメントとは医学と同じよ

うに、基本的に実務であり、科学はその道具にすぎないとの私の考えは到底認めることが

できなかった。事実 GMは、戦後、1920年代から 30年代にかけて練り上げた経営政策と
組織構造に復帰し、部分的な修正は加えたもののほとんどそのまま今日に至っている。」

〔Drucker（1946）：邦訳、272～274ページ〕 
 

（２）従業員関係、従業員政策についての提言 
 第二に、スローンと GM が気に入らなかったのは、従業員関係、従業員政策についての

考え方であった。 
 ドラッカーは『企業とは何か』で、第二次大戦時下での経験から、「戦後の従業員関係の

基本は、仕事と製品に誇りをもちたいという従業員の意欲におくべきであり、労働力はコ

ストではなく資源としてとらえるべきである」ということを提言した。 
 「マネジメント的視点をもつ責任ある従業員と、職場コミュニティの実現」がドラッカ

ーの一貫したキーワードであった。 
 この考え方は、スローンの後継者と目されていた当時の社長、チャールズ・E・ウィルソ
ン（Willson）の賛意を得ていたが、スローンや GMのトップ主流の共感を得ることができ
なかった。さらに、この考え方に対しては、全米自動車労働組合（UAW）が強烈に反対し
た。従業員の全米横断組織からすれば、ドラッカーの考え方は、組織分断をすすめるもの

だったからである。 
 こうして、従業員関係についてのドラッカーの考え方はスローンと GM トップ主流の受
け入れることとはならず、無視された。戦後この考え方を、むしろ積極的に受け入れたの

は、日本企業であった。 
 この点について、ドラッカーはつぎのようにのべている。 
 「責任ある従業員と職場コミュニティの実現を目指したウィルソンの試みをつぶした GM
の経営幹部が大きな間違いを犯したことは、いささかの疑いもない。しかしそれ以上に、

労組のリーダーたちの行ったことが間違いだった。そうすることによって彼らは、アメリ

カの労働組合運動を不毛と無能に追い込み、やがてまったく無意味な存在にしてしまった。

私自身について言うならば、マネジメント的視点をもつ責任ある従業員という考えこそ、

もっとも重要な考えであって、社会に対する最大の貢献だったと自負している。」〔Drucker
（1946）：邦訳、280ページ〕 
 
（３）大企業の社会的責任について 
 第三に、スローンと GM が気に入らなかったのは、大企業の社会的責任についての考え

方であった。 
ドラッカーは『企業とは何か』で、企業は公益にかかわりがあるとし、社会の問題にも

関係をもたざるをえないとした。しかし、スローンと GM の経営幹部は、GM に経済的機
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能を超えた権限と責任を与えることを拒否した。スローンにとって企業とは、それに固有

の機能、つまり経済的機能に専念すべきものだった。 
 「権限なきところに責任はなく、社会的な責任を自負する企業は、いかに自制しようと

しても、社会的な権力を要求することになるという考えそのものは間違いではなかった。

また、企業に限らずあらゆる組織が、その得意とする能力に限りがあり、その能力を超え

た領域では成果はあげられないという考えも間違いではなかった」と、ドラッカーも GM
の考えに理解を示している〔Drucker（1946）：邦訳、284ページ〕。 
 しかし、ドラッカーは主張した。「今日われわれは、いかに理屈が通っていようとも、GM
の考えが適切でなくなったことを知るに至っている。それは、一般に言われるように、企

業、病院、大学、労組などの組織には、それぞれの機能と能力を超えた社会的責任がある

がゆえに適切でなくなったのではない。われわれは今日、新しい種類の多元社会を迎えて

いる。・・・・・まさにこのような変化を認めず、自らのやり方や、ほかとの関係、責任、

立場について徹底的に検討しなかったことが、GMのその後の弱化の原因となり、ある意味
では経営陣としての責任の放棄を招いたといえる」〔Drucker（1946）：邦訳、285ページ〕、
と。 
 
４．ドラッカーの警告と GM 
  ――GMの窮状をもたらしたものは何か 
（１）1970年代以降 GMの窮状 
 スローンが生涯を閉じたのは 1966 年、『GM とともに』を世に問うた３年後のことであ
る。そのころまでの GM は、売上高純利益率が大体 7％台以上を保ち、米国ナンバーワン
企業に相応しい業績を確保してきていた。 
 そのような実績を背景に、GMは自ら米国を代表する企業であることを自認し、また社会
的にも広く GMが米国を代表する企業であると認められる状況がつくられていた。 

1950年代アイゼンハウアー大統領政権下で国防長官に抜擢されたGM社長ウィルソンは、
「GMに良いことは、米国にも良いことだ」といって憚らなかった。 
しかし、1970年代に入って以降、GMの経営業績の足取りは、危うさを感じさせること

が多くなってきていた。 
 GMの経営業績は、1970年代に入ると、売上高純利益率が 6％台以下に割り込み、1980
年にはマイナスへの落込みを経験した。さらに、1990年代はじめには、世界的なマクロ経
済の落ち込みもあって、3 年連続のマイナスに落ち込み、1992 年には、235 億ドルの赤字
という米国企業史上でも稀にみる大赤字を記録した。 
 その後、1990年代後半には幾分の回復がみられたが、2001年以降は再び厳しい状況に陥
り、2005年には再び 105億 6,700万ドルという大幅赤字を記録した。そして 2007年には、
3年連続の赤字、しかも 387億 3,200万ドルという、過去最大の赤字の陥ることになった。 
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 さらにドラスティクなのは、GMが市場に占めるシェアの変動である。戦後 1960年代ま
では、GM は米自動車市場でシェア 50％を超える、突出した存在であった。しかし、その
後、GMのシェアは徐々に低下軌道をたどり始めた。それでも、1970年代には 40％台を確
保していた。 
 しかし、1980 年代になると、その低下傾向に拍車がかかりはじめ、1980 年代後半には
35％台を割り込み、さらに 1990年代後半には 20％台にまで落ち込んだ。2000年代に入っ
てしばらくは 27％前後で推移してきていたが、2004年以降、ふたたび急速な落込みがみら
れ、2005年には 25％をさえ割り込んでいる。 
 こうして、米国企業の象徴ともされてきた GM が本業、自動車事業が市場で占めるシェ
アは、この半世紀の間に半減したことになる。 
  
（２）GM窮状の背景 
 このような GM の窮状の背景は、すでに多くの人々が指摘してきたように、一言でいえ

ば、戦後半世紀の間に米国および世界の自動車市場の環境が大きく変容し、そこでのビジ

ネス・モデルも変革を迫られてきていたなかで、GMはそれへの適切な対応をなさないまま
今日に至っているということである。 
 この半世紀の間の、自動車市場の環境変化の大きな流れは二つである。 
 いずれもとくに 1980年代以降急潮化したものであるが、第一は、市場の国際化、グロー
バル化である。それまでの国内市場単位の競争の壁が崩れ、競争が一気に国際化の波に洗

われることになってきた。その最大の主役は、トヨタ、ホンダ、日産をはじめとする日本

の自動車企業であり、これらの日本メーカーの進出によって競争の枠組みの変容を迫られ

た最大の市場が米国市場であった。 
 第二は、環境問題と資源・エネルギー問題が重要化し、実際に燃料費が上昇するなかで、

省エネルギー志向の車へのニーズが高まり、またそれが小型車志向を急速に浸透させ、ユ

ーザーの価値観を大きく変えたということである。このような自動車ユーザーの価値観の

変化は、それまで長年にわたり自動車王国米国の市場で支配してきた大型車、デラックス

車志向の自動車デザインの通念を大きく転換させるものであった。そして、この点でも、

環境変化からくる課題にいち早く対応し、新しいタイプの自動車コンセプトを世界に提示

したのは、日本のメーカーであった。すでに 1970年代に米国の排ガス規制を象徴するマス
キー法をいち早くクリアーしたホンダの CVCCエンジンの開発や、1990年代トヨタのハイ
ブリッド・カーの開発は、それを代表するものであった。 
 こうして、1980年代以降、世界の自動車市場はかつてない大きな市場パラダイムの変化
に直面しており、とりわけ米国市場はその主戦場となっている。 
 このような状況にあって、米国自動車メーカー、いわゆる「ビッグ３」（GM、フォード、
クライスラー）はこれまでこぞってなんら有効な戦略を打ち出すことができなかった。省

エネ車の開発は大幅に遅れてきているし、サイズダウンもなかなか進展していない。サイ
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ズダウンの実現には、小型車でも利益を出せる生産システムの獲得が不可欠であるが、長

年大型車生産で利益を上げる体質を蓄積してきた米国メーカーには、一朝一夕には実現で

きない、大きな体質改革を求められる課題なのである。 
 もとよりビッグ３も全くなにも手を打ってこなかったわけではない。GMは 1990年、小
型車戦略の切り札として、新車種「サターン」の導入をおこなった。 
またこれに先立ち、小型車生産を得意とする国外のメーカー、とくに日本のメーカーと

の提携で、このような状況を乗り切ろうとしてきていた。1970年代、石油ショックで小型
車需要が高まると、日本のいすず自動車やドイツのオペルとの協力関係で小型車開発をす

すめた。1984年にはトヨタ自動車との合弁会社、NUMMIを設立し、小型車生産を強化し
ようとした。また富士重工業やスズキといった小型車、軽乗用車に強い日本のメーカーと

の資本提携もすすめ、小型車生産のノウハウを吸収しようとした。 
しかし、小型車戦略を切り札とする日本メーカーとの競争では、本来小型車戦略を得意

としないビッグ３、とくに GMにとっては、日本企業との提携戦略や、「サターン」戦略も
さして大きな効果を上げたとはいえなかった。 
 その結果、この間、米国市場でのビッグ３のシェアは急速に下降してきた。1990年代末
にはまだ 65％を保っていたビッグ３のシェアが、とくに最近 2000年代に入ってから 60％
台を割り込み、2006年には 54％にまで下降した。 
 これに対して、トヨタ、ホンダはじめ日本メーカーの進出は目覚ましく、2006年にはシ
ェアは 35％にまで上昇した。 
 このような状況のなかで、2005 年 10 月に、資本提携していた富士重工業の株式をトヨ
タに売却し、また 2006年 3月には、スズキの株式の大半を売却した。 
 
（３）ドラッカーの警告 
『企業とは何か』での 2回の警告  

 しかし、GMがこのような状況に直面する危険性について、すでにみたように、ドラッカ
ーはまず『企業とは何か』のなかで、二回にわたって警告していた。第一回は、1946年刊
行された『企業とは何か』そのものにおいてである。第二回は同書の 1983年版の最終章「成
功を原因とする失敗」においてである。 
 ドラッカーはまず、1946 年刊行の『企業とは何か』の全体をとおして、戦時生産後の
GMのあり方を提示した。ドラッカーが同書であきらかにしたのは、GMの組織実態を事例
としながら進化しつつある産業社会、自由企業体制における一般的な企業のあり方につい

てであったが、それは同時に新しい時代における GM そのもののあり方についての提案で

もあった。 
 しかし、米国企業の顔とされ、本業、自動車市場では 50％のシェアを確保していた 1950
～70年代に GMは、それに耳を傾ける度量をもたなかった。そのことは、既にみたとおり
である。 
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 ドラッカーは、さらに同書、1983年版に書き加えられた最終章で、今度は、1946年刊行
の自分の著書が史上はじめての GMの分析であったのに、なぜ GMはこれを無視したのか
を分析しながら、直接に GM の行き方に警告した。その内容については、すでに紹介した

とおり、現代産業社会における企業のあり方を問う三大視点にかかわるものであった。 
   
論文「企業永続の理論」（1994年）での警告 

 その後、ドラッカーはさらに、『ハーバード・ビジネス・レヴュー』誌 1994年 9・10月号
掲載の論文「企業永続の理論」のなかで、1970年代以降の GMの経営行動に再度厳しい目
を向けている。 
 「企業永続の理論」は、これまで成功を収めてきた企業が今日困難に陥っているのは、

多くの場合、これまでその企業が前提としてきた「事業の定義」が新しい現実にそぐわな

くなったためであり、環境の変化に対応して「事業の定義」を見直していかなければなら

ないことを説いた、広く知られた論文である。 
 この論文のなかでドラッカーは、1970年代以降、この「事業の定義」の必要に迫られた
代表的な合衆国として IBMと GMのケースを取り上げている。 
 IBMの場合、1950年代初頭コンピュータ産業に参入して以来、コンピュータにはビジネ
ス仕様の大型コンピュータという一種類しかないという前提、したがってまたこの産業は

ハードウエア志向であるという前提のうえでビジネス・モデルが組み立てられてきた。し

たがって、IBMにとっては、この産業がパソコンという個人仕様のコンピュータを包摂し、
したがってまたソフトウエア志向の前提に立つビジネス・モデルが必要となることは想定

外であった。しかし、パソコンが急速に普及し始め、ソフトウエア志向が強まる 1980年代
以降、IBMは事業の再定義を迫られることになった。これが、1980年代後半から 90年代
初頭に IBMが直面した危機の背景であった。 
 GMの場合、IBMよりもさらに成功した事業の定義をもっていた。この会社は、1920年
代から 60年間というもの、まったく大きな障害というものにぶつかったことがなかった。 
 1920年代のはじめから、GMは、合衆国の自動車市場とは価値観において同質のもので
あり、安定した所得階層によって区別されるものであるという前提に立っていた。社内で

はこのような前提で、市場シェアを最大にし、最大の利益をあげうるように生産体制が組

織されていた。したがって GM では、各モデル・イアーにおける変更を最小限にし、大量
生産の車をできるだけ長く持ちこたえて、一台あたりの固定費を最小にすることがめざさ

れた。GMの経営陣は、このような前提にもとずいて、独立性の高い事業部制の組織構造を
作り上げ、それぞれの事業部が一つの所得階層の狙いを定めるようにした。そして、それ

ぞれの事業部は、そのなかで最高の車の価格が、一つ上位の事業部の最低の車の価格とか

さなるような仕組みを考えた。 
 60年間、この事業部制の仕組みは魔法にようにうまく働いた。しかし、1970年代の終わ
りころから、この仕組みの前提がうまく機能しなくなってきた。 
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 ドラッカーはのべている。 
 「1970年代終わりになって、市場と生産に関するこの前提は機能しなくなった。市場は
極めて移り気な『ライフスタイル』によって区別されるものに分岐していったのである。

所得は購入の意思決定に際して唯一の要因ではなくなり、多くの要因の一つになった。ま

た、リーン生産体制が小型車を経済的に意味のあるものにした。つまり、リーン生産体制

によって車種の通用年限の短縮と、仕様の増加に以前ほどコストがかからなくなり、統一

仕様の車を長く通用させるよりも大きな利益をもたらすようになったのである。 
 GMはこれらのことをすべてわかっていた。信じようとしなかっただけである。・・・む
しろ GMは、一時的にとりつくろおうとした。・・・一般的に信じられているのとは反対に、
GMは膨大なエネルギーと勤勉さをもって、惜しみなく時間と金を投入しながらとりつくろ
おうとした。しかし、このとりつくろいは、顧客もディーラーも、そして GMの従業員も、
マネジメントさえも混乱させた。そして、その間に GM は真の成長市場を見視してしまっ
た。リーダーシップを握り、ほとんど無敵でありえた市場、すなわち、軽トラックとミニ

バンの市場である。」〔Drucker (1994)：邦訳、7～8ページ〕 
 こうして GMは、60年間続いた成功のゆえに、その背景にすすみ始めていた市場の変動
に対して対応力を発揮できなくなっていた。 
これに対してドラッカーは、再度厳しい目を向けた。しかしドラッカーの警告が常にそ

うであるように、現状に対する深く厳しい言葉と同時に、そこからの脱却についてのきわ

めて具体的な処方箋を提示していた。1994年の「企業永続の理論」などは、「事業の再定義」
の一般理論の形をとっているが、具体的にはそこで事例として取り上げられている IBMや
GMの 1990年代初頭の窮状に対する、いわば温かいアドバイスであったとも読み取れる。 

 
（４）ドラッカーとスローン 
 ドラッカーの期待に反して、スローンも GM経営陣も、『企業とは何か』を評価せず、無
視した。スローン自身、自分のいる席で、ドラッカーの著作のことを話題にすることさえ

許さなかったという。 
 しかし、著作への評価、扱いとは別に、ドラッカーとスローンの個人的な関係は、その

後むしろ緊密になったという。 
 『企業とは何か』に対するスローンと GMサイドの態度は変わらなかったが、「実のとこ
ろ、これをきっかけに個人的にスローンと長い付き合いを始めることになる。彼は 1950年
代半ばに会長職を辞めるころから、年に数回は私をニューヨークの自宅に招き、ランチを

食べながら話をするようになった」、とドラッカーは回想している。そしてその際、もっと

も好んでとり上げる話題が、彼自身が執筆し、刊行することになる『GMとともに』のこと
であったという。 
 推測の域を出るものではないが、スローンのドラッカーに対する気持ちは二面的であっ

たのであろう。一面では、天下の GM を創り上げてきた実践経営者として、GM を題材と
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して評論的に大企業体制論、マネジメント論を展開した『企業とは何か』はどうしても認

められなかった。しかし、このまま推移すれば、ドラッカーのこの著作が GM マネジメン

ト論の決定版になり、実践経営者スローンの存在はそのなかに埋没してしまう。それは許

せない。それならば、なんとしても実践経営者スローン自身の GM マネジメント論を書き

残さなければならない。これが、晩年スローンに、『GMとともに』を書かせたエネルギー
であったのではないか。 
 しかしスローンは、経営学者、経営評論家としてのドラッカーのセンスと力量を高く評

価し、尊敬していた。したがって、『企業とは何か』は無視し続けつつも、自著『GMとと
もに』を完成させるために、ドラッカーの意見にはいつも謙虚に耳を傾けようとしていた

のではないか。 
 他方、ドラッカーは、一方では『企業とは何か』がスローンと GM 経営陣から無視され
たことを悔やみつつも、スローン自身に対しては、終始、人柄にたいする親しみと、稀代

の経営者としての力量と実績に尊敬の念を絶やさなかったように思われる。 
 ドラッカーは、スローン没後（1966年没）、『企業とは何か』の 1983年版エピローグ、『GM
とともに』に寄せた序文、さらに回想記のなかで〔Drucker（1979）,Drucker（2005）な
ど〕、たびたび『企業とは何か』をめぐるスローンとの関係に触れている。それらに一貫し

ているのは、上記のようなスローンへの真摯な尊敬の気持ちである。 
 『GMとともに』1990年版の序文のなかで、ドラッカーがつぎのようにのべているのが
印象的である。 
 「ぜひ述べておきたいのは、スローンが温かい人柄の持ち主で、金銭だけでなく時間を

も惜しみなく周囲に分け与えたということである。」〔Drucker（1990）：邦訳、ⅲページ〕 
 『企業とは何か』は、1954年『現代の経営』、1964年『想像する経営者』、1966年『経
営者の条件』、そして 1974 年『マネジメント』へと続く一連の著作を通して、ドラッカー
を「マネジメントの発明者」「マネジメント学の祖」といわしめるようになった原点の書で

あった。スローンと GM がこの著作を無視し続けたとしても、ドラッカーは、この著作を
書くきっかけを与えてくれたスローンに対する恩義を終生忘れることがなかったのであろ

う。 
 
５．GMはなぜ企業改革を断行できなかったのか 
（１）1990年代はじめの危機で企業改革をできなかった GM――GE、ＩＢＭとの対比 
 ドラッカーのスローンと GMへの思いは、ドラッカーの GMへの警告のなかにも表れて
いるように思える。それは、GMに対する温かいアドアイスとも読める。 
しかし GM は、ドラッカーの著作を無視し、そこでドラッカーが示した警告（提言）を

無視した。同時に GM は、ドラッカーの提言に見合う根本的な経営改革、組織改革を行う

ことなく今日に至った。 
 GMにとって、これまでに最大の改革のチャンスは、ドラッカーが上記「企業永続の理論」
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を著わす直前に、米国企業史上でも稀にみる赤字を記録した1990年代初頭に時点であった。 
 この時点の経営の落ち込みはマクロ経済レベルでの不振も背景にしており、程度の差は

あったが、GMだけのことではなかった。同じく米国を代表する企業ということでは、ドラ
ッカーも GMと並んで取り上げている IBMも類似の不振に落ち込んでいた。また、GMや
IBM のような大きな経営の落込みはみられなかったが、GE もマクロ経済の不振を背景に
経営落込みの危機感を共有していた。 
 このような状況のなかで、経営改革、組織改革の点で、各社はそれぞれ独自の行き方を

選択した。 
 当時ジャック・ウェルチが会長として主導していた GE は、すでに 1980 年代後半から、
経営改革の軸足を 1980年代前半での事業構造改革から組織改革に移していた。これによっ
て、ウェルチは、前段の事業構造改革とあわせて、景気変動に収益性を左右されない強靭

な企業体質を築こうとした。そして、それを実際に実現した〔この点について具体的には、

坂本和一（2007）第Ⅱ章、を参照〕。 
 他方、IBM の方は、1990 年代に入って GM と類似の急激な経営の落込みに直面した。
このとき IBMは、株主サイドの主導で、会長・CEOの交代を図り、1993年、しかもこれ
を社外からのスカウトによって断行した。スカウトされたのは、当時 RJRナビスコの現役
会長・CEOであったルイス・Ｖ・ガースナーであった。ガースナーは就任と同時に大胆な
改革に取り組み、1950 年代以来のコンピュータ・ハードウエア企業としての IBM の体質

を転換し、新たなソリューション・サービス企業として再構築した。これによって、経営

を急速に回復させ、IBMをふたたび米国を代表する企業として浮上させることに成功した。
このガースナーの改革は、まさにドラッカーが 1994年の「企業永続の理論」で提起した「事
業の再定義」による難局突破を文字通り実践したといってもいいものであった。〔この点に

ついては、Gerstner, L. V.（2002）、坂本和一（2007）第Ⅲ章、を参照。〕 
 これに対して、この時期、もっとも深刻な経営不振に落ち込んだ GMの方は、1990年小
型車戦略として新車種「サターン」を発表し、この危機を乗り切ろうとした。しかし、押

し寄せる日本メーカーの小型車戦略の前に、本来得意としない小型車部門での競争はそれ

ほど大きな効果を上げるものではなかった。 
 しかしこの他には、GMは GEや IBMのような決定的な経営改革を打ち出すことはなか
った。GMは採算上の落ち込みを、その都度、従業員のリストラや工場閉鎖といった弥縫策
で切り抜けるのを常とした。その結果、2000年代を迎えると、ふたたび GMは深刻な経営
不振に直面することになったのである。 
 
（2）なぜ GMは企業改革を断行できないのか――スローンの呪縛 
 しかし、GMは再三経深刻な経営危機に直面しながら、なぜ決定的な改革を断行できない
のか。 
 もとより、弥縫策といわれようと、難局に直面しても、従業員のリストラや工場閉鎖に
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よって、結果的には経営を維持できたということであり、これが 80年間にわたる米国ナン
バー・ワン企業の蓄積であり実力であるということなのかもしれない。 
 しかし、この間に GM の現代企業としての実力は、その社会的尊敬度も含めて、確実に
劣化してきている。これが誰もがみとめる GMの実状であろう。 
 確かに 2000年代におけるこの度の難局も、GMはまたこれまでと同じような経営手法で
一時的には切り抜けるかもしれない。 
 しかし、自動車市場のグローバル化、環境・資源エネルギー問題と人々の自動車に対す

る価値観の急速な変容のなかで、誰の目にも今日の GM の経営スタンスは、時代遅れにな
っている。これまで米国の栄光のナンバー・ワン企業 GM が、自動車生産台数で日本のト

ヨタに抜かれるところにきたということは、まさにそのような事態を象徴するものである。 
 事ここに至っても、GM が、かつて 10 数年まえに IBM が見せたような決定的な経営改
革を打ち出せないのはなぜなのだろうか。 
 私なりに結論的にいえば、GM はいまだに 80 年前、1920 年代にかのスローンが築いた
経営システムと、1963年に著書『GMとともに』に結晶させたスローンのマネジメント哲
学の呪縛から解き放たれていないのではないか、ということである。 
スローンは完璧な経営システムとマネジメント哲学を求めた。その成果を著書『GMとと

もに』に残した。ただ、スローン自身は、「読者の皆さんに、私が『組織はすでに完成して

いる』と考えているとの印象を与えてしまっていなければいいのだが」というコメントを

残して、同書を締めくくった。 
しかし、スローンが残した経営システムとマネジメント哲学は、スローンを受け継いだ

GM経営陣に重くのしかかったのではないか。かれらは歴代、完璧をめざしたスローンが残
した経営システムとマネジメント哲学の、「完璧」の呪縛から容易に逃れられなかったので

はないかと推測する。 
 スローンの構築した経営システムとマネジメント哲学を超えることは容易なことではな

かった。しかし、今日 GM が直面している事態は、果敢にスローン・モデルを超克する必

要を GM経営陣に迫っている。 
その際、GM経営陣は、今改めて、1946年の『企業とは何か』に始まる一連の「ドラッ

カーの警告」を真摯に吸収する必要があるであろう。 
 ドラッカーはのべている。 
 「事業の定義の中には、強力であるため長く継続するものがある。しかし、人間がつく

るものには永遠のものはない。とくに今日では長く続くものはめったにない。結局は、あ

らゆる事業の定義が陳腐化し、実効性のないものになる。1920年代に創設されたアメリカ
の偉大な企業がその基礎としてきた事業の定義に、今生じていることこそ、まさにそれで

ある。」〔Drucker (1994)：邦訳、9ページ〕 
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