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カリスマ幻想と組織統治の解体
─なぜヒューレット・パッカード社は CEO を社外から招聘したのか─

伊

藤

博

之

は，社外から CEOを招聘しては解任すること

Ⅰ

はじめに

（もしくは，辞任に追い込むこと）を繰り返し（表
１参照），「理想の会社」と見なされることもな

1999年７月17日，ヒューレット・パッカード
社（以下，
HP 社と略記）
は，
カーリー・フィオリー
ナ（1999-2005）１）を社外から

くなっていった。
以上の HP 社の「理想の会社」からの転落劇

CEOに招聘した

には，一般的には，経営者の任免をめぐる企

と発表した。このニュースは広く衝撃をもって

業統治の観点からの解釈が加えられている４）

迎えられた。44歳という若さに加えて，彼女

（Burrows, 2003；Burrows and Elgen, 2005：

は，ダウ30社にランキングされる企業が迎える

Collins, 2009）。株式市場からの圧力に晒された

初めての女性経営者であった。ハイテク分野の

取締役会の CEO 採用判断の間違いにその転落

大企業でも，女性経営者の前例は皆無といって

劇の原因がある，という解釈である。このよう

よかった。

な解釈の背後では，往々にして，次節で紹介す

一方，HP 社の社員やウォッチャー（経営研

る「カリスマ幻想」（Khurana, 2002）の考え方

究者やジャーナリスト）には，このニュースは

が敷衍されている。カリスマ幻想とは，会社を

別の衝撃を与えた。1990年代半ばまで，同社

救ってくれる救世主の出現を待望する根拠なき

は「理想の会社」と考えられていた２）
（Collins

思い込みであり，社外からの CEO 招聘には，

and Porras, 1994；Peters and Waterman,

しばしばこの幻想が働いているとされる。

1982）
。この
「理想の会社」
というイメージには，

HP社の転落劇にこのような説明を当てること

社内で人材を育成し，生え抜きの経営者を戴く

は間違いではない。フィオリーナ採用以前，HP

伝統を誇りとすることも含まれていた。
それは，

社の取締役会は，同社が組織としての俊敏さ

同社の創業者（ディブ・パッカード３））が存命

を失い改革を必要としている，と認識していた

中 に 明 示 し て い た 方 針 で も あ っ た（Packard,

（Burrows, 2003）
。そのような状況下で，取締役

1995）
。そして，2005年２月９日，同社は，取

会は，CEOの経験はおろか，厳密な意味での事

締役会がフィオリーナを解任したというニュー

業運営の実績さえなかったフィオリーナを経営

スで，世間を再び驚愕させる。その後の HP 社

者に選任した。後述するように，この判断をカ

─────────────────────────────────
１） 括弧内は CEO 在職年次。以下同様。
２）『ビジョナリー・カンパニー』や『エクセレント・カンパニー』は，HP 社を超優良企業の代表例とした。当時，
同社は，フォーチュン誌の「もっとも評価の高い企業」などの上位に選ばれてもいた（1995年に全体で10位，コ
ンピュータ業界では首位）。
３） パッカードのファーストネームについては，デーブと表記されることもあるが，本稿では引用文を含めてディ
ブで表記を統一している。
４） ただし，Collins（2009）は，本稿の指摘と同様に，フィオリーナの前任者（プラット）の時代に経営の規律が緩
んだことにも言及している。その際，プラットが成長を制御可能な範囲をこえて加速させたことを，Collins は
問題として指摘している。
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HP 社がカリスマ幻想に囚われた理由を掘り下

しかし，それで HP 社の転落の理由がすべて

げて吟味し，プラットの時代に組織統治が解体

明らかになったわけではない。というのも，同

されるに至る経緯を明らかにする。最後に本稿

社とは別の道を選択した企業も多数存在するか

の内容を要約し，残された課題を提示する。

らである。たとえば，GE，プロクター＆ギャ

Ⅱ

ンブル，ジョンソン＆ジョンソン，インテル，

理論的論点の提示

マイクロソフトは，現在に至るまで生え抜きの
CEOを輩出し続けている。HP 社と同様に，こ

本節では，HP 社が社外から CEOを招聘した

の中には『ビジョナリー・カンパニー』
（Collins

理由の考察に必要な３つの理論的論点を整理す

and Porras, 1994）や『エクセレント・カンパ

る。第一の論点は，組織統治論と企業統治論の

ニー』
（Peters and Waterman, 1982）で「理想

視点の違いを論じることで，本稿の基本的立脚

の会社」として讃えられた企業も存在する。上

点を明確にすることである。ここでは，HP 社

記の諸企業が株式市場の圧力と無縁であったわ

がカリスマ幻想に陥った理由を読み解く解釈図

けでもない。その中には，ある時点での業績や

式となる，組織統治論の仮説的論理も提示する。

株価が HP 社以上に悪化していた企業もある。

第二の論点では，経営者の社内育成の方針と

それ故，問われるべきは，
「なぜ HP 社がカリ

組織統治の関連性を論じる。そして，Khurana

スマ幻想に陥ったのか」
，あるいは，
「なぜ HP

（2002）のカリスマ幻想の議論を紹介し，それ

社は CEOを社外から招聘したのか」という問

が組織統治に対して持つ含意を示すことを第三

いである。

の論点とする。

本稿では，次節で紹介する組織統治論（伊藤 ,
2012, 2013, 2014）の観点から，この問いを考察

１．企業統治論と組織統治論

していく。組織統治論では，取締役会などの経

本稿には，企業統治論と区分される組織統治

営外部からの監視による企業統治とは別に，経

論の視点を例示する事例研究としての意義も

営実践に内在する規律である「組織統治」が存

ある。それ故，企業統治論と組織統治論の視点

在すると考える。本稿の結論としては，フィオ

の違いを，まず明確にしておくことが必要とな

リーナの前任者（ルー・プラット）の時代にこ

る６）。

の組織統治が解体されたことが，カリスマ幻想
を招来する土壌となったことが主張される。
以下，本稿の議論は，次のように展開される。

一般的に，企業統治は，「最高経営責任者が
前述の企業理念，企業文化，企業倫理を体現，
強化しまたは進化させ，会社の法的，経済的責

第二節では，本稿の解釈枠組みとなる３つの理

任を果たしているかを取締役を通じて行う監視

論的論点を提示する。第三節では，フィオリー

機能とその制度である」
（吉森・齋藤, 2009：p.

ナ解任までの HP 社の歴史を歴代経営者の経営

11）と定義される。この定義が示すように，企

を区分しながら概観していく５）。第四節では，

業統治論では，第三者による経営者の監視が

─────────────────────────────────
５） なお，本稿の分析は，フィオリーナの社外招聘までとする。この社外招聘の結果を示すために，彼女の経営に
ついてもこの節で概括されているが，それについての分析は別稿での検討課題とする。
６） ここで提示している企業統治論と組織統治論の区分は一般的なものではない。また組織統治論も経営学で一般
的に使用される用語ではない。しかし，Berle and Means（1932）の「所有と経営の分離」論に起源をもち，1990
年代の反経営者革命から成長してきた現在の企業統治論には，ファイナンスや法律のアプローチの影響が大きく，
組織論的な考察が欠ける傾向がある。それ故，現在の主流派の企業統治論を批判するために，組織統治論という
対立軸を設定することは有意義であると考えられる。以上の論点については，別稿で詳述している（伊藤 ,
2012）。
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重要な統治の鍵と考えられている７）。しかし，

でとりあげる HP 社はその一例であるが，例外

組織の規律には，外部からの第三者による監視

的な事例ではない。たとえば，Collins（2009）

ではなく，経営の実践に埋め込まれた規律であ

や Pascal（1990）は，「理想の会社」から転落し

る組織統治も存在すると考えることができる。

た事例を多数提示している。

「組織統治とは何か」
については，
伊藤
（2013）

そして，「理想の会社」の転落メカニズムに

で論じている。それをごく簡単にまとめると，

ついては，上記の単純な図式を展開することで

次のようになる。

一つの仮説が導出できる。既述のように，「正

組織統治で求められるのは，
組織の
「統治性」

しさ」は，２つの異質な基準を最大限実現する

を確保することである。
「統治性」とは，フラ

ことで達成される。それ故，組織統治解体の一

ン ス の 哲 学 者 Foucaultの 造 語 で あ り，
「統治

つの経路は，経営が「有効性」か「正統性」か

８）
」と「合理性」を併せた言葉である（Foucault,

のいずれか一方の基準に偏ることである。

1994）
。そして，「統治性」とは，
「正しさ」を

ここで注意すべきは，
「有効性」や「正統性」

基準として判断される統治の実践上の合理性を

のいずれかの基準に偏った経営は，必ずしも，

指す。
本稿では，このような組織統治論の発想を，

「悪い経営」には見えないことである。たとえ
ば，「有効性」の基準に偏った経営は，戦略的

「経営実践の内的規律」や「組織統治の解体」

経営や株価最大化を目指した経営として評価さ

を解釈する単純な図式として展開してみたい。

れる可能性がある。
「正統性」を重視した経営は，

「経営実践の内的規律」については，次のよう

企業文化を大切にする経営と捉えられ，社内は

なことがいえる。すなわち，統治における「正し

一時的に活性化するかもしれない９）。

さ」を確保するには，
「有効性」と「正統性」と

一方で，「正しさ」を追求する経営に既成の

いう２つの異質な基準を最大限両立させる必要

正解はなく，２つの異質な基準を統合する経営

がある。
「有効性」
だけであれば，
道具的合理性
（ビ

者（経営管理者を含む）の苦悩が伴う。だから

ジネスの論理）による評価が可能である。売上

こそ，「理想の会社」が「理想の会社」であり

高，利益，株価，業界順位などがこの評価基準

続けることは難しいのである。また，それ故に，

の具体例となる。一方の「正統性」の基準となる，

経営者には徳や叡智が求められるのである（伊

当該組織の理念・歴史・文化などへの配慮には

藤 , 2014）。

価値判断が付随する。それ故，
組織の「統治性」

以上の考察を踏まえて，本稿では，
「正しさ」

を追求する経営とは，外的基準により判断され

（「統治性」の合理性の基準）＝「有効性」×「正

る厳しいビジネス上の諸基準を考慮しながらも，

統性」という，単純化した解釈図式を議論の骨

組織の価値にこだわる経営実践を意味する。

子とする。ここで「＋」ではなく「×」として

この「正しさ」を維持し続けることは容易で

いるのは，「正しさ」を実現するためには，組

はない。それは，
「理想の会社」が「理想の会

織ごとに異なる「正統性」の基準のうえに立ち

社」であり続けることの難しさに表れる。本稿

「有効性」を実現する必要があり，２つの基準

─────────────────────────────────
７） 外部の監視を統治の鍵とする立場に対しては，「その監視者はどう統治するのか」，「その監視者を監視するよ
り上位の監視者はどう統治するのか」という，議論の無限後退の問題が提起できる。本稿の事例でも，HP 社の
経営陣を監視すべき取締役会の規律の欠如が問題視されることとなる。
８）「統治とは事物の正しき配置である」（Foucault, 1994：p. 256）とされる。
９） 3M 社においても同様の偏りが生じたが，それを是正する努力が1990年代に行われた（河合他 , 2004）。同社の
事例は，一旦社外から CEO を招聘することで「有効性」の回復を図り，その後再び社内の生え抜きの CEO に
経営を戻すことで，経営の規律の適性化する試みとして解釈できるかもしれない。
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が独立しているわけでないことを示すためであ

主張が示唆しているのは，HP 社においては，

る。また，この３つのキーコンセプトを際立た

組織統治と経営者の社内育成方針との間に何ら

せるために，それらを記述する際には，カギ括

かの関連性があった可能性である。

弧をつけることにする。

２．経営者の社内育成と組織統治
「理想の会社」
とされていたころの HP社では，

経 営 者 社 内 育 成 の モ デ ル（Bower, 2007；
Charan, 2007；Kotter, 1982）は，この関連性を
理解するヒントを提供している。
このモデルでは，まず，キャリアの早い時点

経営人材（経営者を含めた経営管理の中核的人

で成果をあげた人物を，大勢の経営者候補の一

材）の社内育成を明確な方針としていた。創業

人として選抜し，何らかの事業責任を負うゼネ

者ディブ・パッカードは，自著『HPウェイ』

ラルマネジメント担当の職務に異動させること

で次のように述べている。

を推奨する。当初それは小規模事業ユニットや，
利益責任を負った営業支社の経営などである。

管理者の重要な責任は，後継者の候補を選び，

そこで成果をあげれば，次に，経営課題を抱え

訓練することである。とくに，組織の上層では，

た事業部の担当に異動させるなどして，経験の

ひとりの管理者が，何百万ドルもの支出や何千

幅を広げるとともに，経営の難易度をあげてい

人もの従業員にかかわる複雑な事業に広く責任
を負っている場合があり，管理の継続性がきわ
めて重要となる。（Packard, 1995：邦訳 p. 183）
私は，成功する企業は，管理者は内部から昇
格させるのが常道だと考えている。…ビルと私
は，引退するはるか前から，後継者をだれにす
るのかを考え，話し合っていた。様々な理由か
らジョン・ヤングを選び，1977年に社長職を譲っ
た。ビルは CEO，私は会長職にとどまった。こ
れは適切な移行期となり，1978年にビルが引退
し，ジョンが社長兼 CEOになった。（Packard,
1995：邦訳 p. 86）

く。そこでさらに成果をあげれば，海外子会社
の経営や新事業開発などを任せる。これらの試
練を乗りこえた人材が本社トップマネジメント
に抜擢されるころになると，彼らは，将来の経
営者候補として，自他ともに認められるように
なる。そして，候補者達は，それぞれ事業運営
責任を担い，現在の経営者から将来の戦略構想
や経営哲学などを問われながら，最後の昇進競
争を繰り広げるのである。このモデルの模範例
は，GEやプロクター＆ギャンブルとされている。
このモデルでの各異動は，当該候補者のゼネ
ラルマネジメントの経験の幅を広げる訓練の場
を提供すると同時に，さらなる昇進の可否を判

『HPウェイ』が出版されたのは，パッカード

断するための試験を兼ねる。一方，現経営陣の

最晩年の1995年である（パッカードは，1996年

立場から見れば，各事業の課題を把握し，それ

に亡くなった）。その時点まで，生え抜き経営

に適した人材を配し成果を評価することは，経

者登用の方針が HP 社の経営の根幹にあったこ

営の実践そのものでもある。

とが分かる。事実，出版当時，ジョン・ヤング

組織統治論の観点からは，これは重要なポイ

（1978-1992）後任のルー・プラット（1992-1999）

ントであることが指摘できる。すなわち，この

が CEOを務めており，生え抜き経営者の伝統

モデルでは，経営人材育成と経営は，表裏一体

は維持されていた。
パッカードの主張と重なり，

の実践なのである。それ故，社内の経営人材育

Collins and Porras（1994）も，彼らが「ビジョ

成を放棄することは，このモデルによる経営の

ナリー・カンパニー」と呼ぶ「理想の会社」の

破壊も意味する。このモデルでは，経営人材の

特長の一つとして，生え抜きの経営者の存在を

育成を経営実践の焦点とすることが，経営の規

あげ，HP 社をその代表例としている。彼らの

律装置となっているのである。
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さらに，このモデルに，既述の組織統治の解

しかし，Khurana（2002）は，社外からの CEO

釈図式を応用するならば，経営者候補達は，単

招聘にカリスマ幻想によるものが多いことを指

に「有効性」による判断だけではなく，
「正統

摘し，このような風潮に警鐘を鳴らした。

性」を確立することにも最大限配慮するよう育

カリスマ幻想とは，自社の現状や候補者の能

成される必要がある。
「正統性」への献身は，

力や実績の真剣な検討を経ずに，社外招聘の経

会社の歴史への知識や社内での長期間の規律訓

営者を救世主として待望する，根拠なき思い込

練によって涵養されるので，社内育成は効果的

みを意味する。カリスマ幻想による経営者の社

なルートとなる。一方で，各候補者の実績を厳

外招聘には，次のような問題が付随することも

しく評価しなければ，
「有効性」への配慮が疎

指摘されている。

かにされる危険性もある。それ故，経営人材育

有名人の経営者は限られているので，社内候

成の過程で，「正統性」と「有効性」は，同時

補者を選考対象とするよりも，実際には候補者

に厳しく評価され続ける必要がある。

の人数は遥かに少なくなる。また，社外の候補

その際，各人がその評価に応えるために，自

者の能力や実績を事実に基づいて評価すること

己を監視し，自己を規律づけることが求められ

は困難であり，伝聞や風評に頼らざるをえない

る。このような経路（経営者の社内育成）を通

部分が大きい。候補者たちは，業界（技術・市場・

して，組織統治は，組織全体や所属する諸個人

競合）についての知識を欠いているのが普通で

（コアとなる社員）に広がる内的な規律を埋め

あり，社内の組織事情にも通じていない。以上

込んでいく，と考えられるのである。

３．カリスマ幻想
1990年 代 に な っ て，CEOの 顕 著 な 解 任 劇
（あるいは辞任劇）がアメリカで起こり始める。

の結果，カリスマ幻想による社外招聘の経営者
が成功する確率は小さい。そして，社外招聘の
経営者が経営に失敗すると見るや，カリスマ幻
想に囚われた取締役会は，社外に救世主を求め
ることを繰り返すことになる。

GM，IBM，アメリカン・エクスプレス，イー

カリスマ幻想と組織統治は，次のような関係

ストマン・コダック，ウェスティングハウスで

にある。既述のように，企業統治とは別に，経営

CEOがこの時期に解任されるか，任期途中の辞

実践の内的規律である組織統治の存在を認める

任に追い込まれている。HP 社でも，フィオリー

ならば，カリスマ幻想が経営者の任免を左右す

ナの前任のプラットが退任に追い込まれたのは

るということは，そもそも組織統治が機能してい

1999年のことであり，時期的にこの一連の解任

ないことを意味する。カリスマ幻想に依る取締役

劇に加えることができる。当時はネットバブル

会は，後継経営者の育成に配慮を全く欠くばか

全盛期であり，株式市場からの経営者への圧力

りか，
当該企業特有の「正統性」も無視している。

は高まり，カリスマ経営者が高く評価されてい

一方，伝聞や風評でしか能力や実績を判断でき

た。
社外の有名人の CEO起用を発表するだけで，

ない以上，社外の経営者候補の「有効性」への

株価が好意的に反応するのが普通のことだった。

貢献の可能性も不確かなはずである10）。それ故，

─────────────────────────────────
10） 社外招聘の候補者について，客観的な戦略分析能力を評価することが可能な場合は存在しよう。しかし，その
場合でも，「正統性」への献身を引き出せなければ，彼らが「有効性」の基準に一方的に依拠した経営を行う可
能性が高い。その場合，「正しさ」という基準に依る組織統治は，新しい経営者のもとでも，日常業務の実践で
破壊される可能性が排除できない。本稿では議論を掘り下げていないが，このような解釈は，フィオリーナの経
営に当てはまる。たとえば，Johnson（2008）は，フィオリーナの経営スタイルを倫理に中立的な判断によるもの
であることを，Parouti et al（2013）は，言説分析から彼女の経営が道具的合理性に依拠したものであることを指
摘している。彼女の経営についての分析は，別稿の課題とする。
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表１：歴代 CEO 一覧
氏 名
ディブ・パッカード
ビル・ヒューレット
* ジョン・ヤング
* ルー・プラット

CEO 就任直前の職
創業者
創業者
HP 社 COO
HP 社 COO

* カーリー・フィオリーナ

ルーセント・テクノロジー 1999－2005
社グローバル・サービス・
プロバイダー事業部長
NCR 社 CEO
2005－2010
SAP 社 CEO
2010－2011
eBay 社 CEO
2011－

* マーク・ハード
* レオ・アポテカー
メグ・ホイットマン

CEO 在籍年
1964－1968**
1968－1978
1978－1992
1992－1999

就任年と退任年の売上高
1.2億ドル－2.7億ドル
2.7億ドル－17.3億ドル
17.3億ドル－164億ドル
164億ドル－424億ドル
（但し , 会社分割により1998年の471億ド
ルから1999年の424億ドルに売上高減額）
424億ドル－867億ドル
（但し , 任期中に売上規模400億ドルのコ
ンパックを統合）
867億ドル－1260億ドル
1260億ドル－1272億ドル
1272億ドル－

* は，解任と辞任を含め任期途中で退任した CEO を意味する。
**HP 社は，1939年に創業されたが，CEO のタイトルを使い始めたのは1964年からである。それまで，パッカードのタイ
トルは社長だった（当時，ヒューレットは副社長だった）。
（出所）筆者作成（annual report などを参照した）

組織統治が機能していれば，経営者の任免にカ
リスマ幻想が入り込む余地はないことになる。

たことが示唆される。２人の創業者と現 CEO
（メグ・ホイットマン）を除いて，歴代 CEOは，

以上から，本稿の事例解釈には，次のような

何らかの理由で，任期途中での退任を取締役

課題が導き出される。すなわち，HP 社が経営

会により強いられているからである（該当する

者の社内育成を前提として実践してきた組織統

CEOには *印を付している）。ジョン・ヤングは，

治の姿を確認し，どのようにそれがカリスマ幻

取締役会会長であったパッカードにより退任を

想に道を譲ることになったのか，を解き明かす

強いられている。ルー・プラットは，パッカー

ことである。

ド亡き後の取締役会により退任に追い込まれて
いる。フィオリーナは，情報漏えいをめぐる取

Ⅲ

HP 社の経営の概観

締役会との対立の結果解任される。マーク・ハー
ドは，スキャンダルにより辞任に追い込まれる。

この節では，フィオリーナ解任までの HP 社を，

レオ・アポテカーは，任期１年目で取締役会に

歴代CEOの経営を概括しながら描いていく。
なお，

解任される。また，それぞれの解任時には，後

これ以降の HP 社に関する記述は，特に言及がな

継 CEOが未定であった。

い場合，House and Price（2009）に依拠している。

以下で議論の俎上にあげられる，創業者以外

彼らは HP 社の元社員であり，同著の記述は極め

の３人の CEO（ヤング，プラット，フィオリー

て詳細に及んでいる。本稿が同著をもっとも信

ナ）の経営成果に対する簡単なコメントも加え

頼性の高い情報源として依拠する所以である。

１．歴代の CEO
事例に目を向ける最初に，HP 社の歴代 CEO

ておこう。創業者を除いて CEO 在職中に売上
を著しく伸長させたのはヤングである。彼の任
期中に HP 社の売上高は，８倍以上（19億ドル
から164億ドル）に拡大している。プラットも

を確認しよう11）（表１参照）
。この表を一瞥し

任期中に売上高を2.5倍（164億ドルから424億ド

ただけでも，HP 社の経営者継承に問題があっ

ル）に拡大している。しかし，その大半は，就

─────────────────────────────────
11） 数か月の在任期間しかなかった２人の暫定 CEO は，この表のリストから除外している。彼らは，突然退任し
た CEO の後任を選ぶ間だけの「暫定」的な CEO であった。

カリスマ幻想と組織統治の解体

─なぜヒューレット・パッカード社は CEO を社外から招聘したのか─（伊藤博之）
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任３年目までに実現したものであり（1995年315

れる経営の流儀を確立したことが，同社成功の

億ドル）
，
その後，
成長速度は減速していく
（なお，

決定的要因であった14）。

1999年に売上高が前年を下回っているが，そ
れは，HP 社を新生 HP 社とアジレント・テク

HPウェイについて，
1973年にヒューレットは，
次のように説明している。

ノロジー社に分割したためである12））
。フィオ
リーナの任期中には，売上高は２倍（420億ド

HPウェイとは何か。それを一般的に述べれ

ルから867億ドル）
になっている。
しかし，
その間，

ば，適切な環境さえ与えられるならば人はだれ

売上規模約400億ドルのコンパックを買収・統

もがよい仕事や創造的仕事をしたいと望んでい

合していることを考慮に入れる必要がある。

る，という信念に基づいた諸政策や取組みを指

２．創業者の経営（1938 年〜 1978 年）

い。それと密接に結びついているのは，ひとり

HP社は，
ディブ・パッカードとビル・ヒューレッ
トが1938年にカリフォルニア州パロアルトのガ
レージで事業を開始したことに起源をもつ（パー
トナーシップは，
翌年に締結された）
。
創業理念は，
技術によって社会に貢献することであり，後に

す。しかし，それは，HPウェイの一部でしかな
ひとりを配慮と尊敬をもって処遇し個人の貢献
を認める，という HP 社の伝統である。それは
当たり前のことに聞こえるかもしれない。しか
し，ディブと私は，この哲学を心の底から信じ，
創業以来この路線そのままに会社を経営してき
たのだ。
（Yuan, 2006：p. 20）

それは「技術的貢献の原則」と呼ばれることに
なる13）。当初は，エンジニアリングの受託開発

以上のヒューレットの発言にある「
（HPウェ

会社として事業を開始したが，やがて，ヒュー

イとは）…という信念に基づいた諸政策や取組

レットが開発した音響オシレーターを製品化し，

み」の中心が自律的事業部を中心とした経営実

そこから祖業となる電子計測器事業（電圧計，原

践であり，逆に，それ（事業部の経営実践）は，

子時計，オシロスコープなど）を確立していく。

HPウェイの具現化として理解するのが適切で

同社の成功には，幸運や偶然の要素もあっ

ある。すなわち，各事業部の管理者は，創業者

た。それについては，エレクトロニクス時代の

の信頼に応え会社に貢献する責任を引き受け，

黎明期に電子計測器事業を開始した事業立地の

関連する領域の変化に当事者意識をもって迅速

よさや，第二次世界大戦や朝鮮戦争が需要を押

に対応した。このような事業部での経営実践は，

しあげたこと，電子計測器分野の競争が限定的

若い管理者に自由と責任と経験を与えることに

であったことなどが列記できる。しかし，自律

なった。その結果，同社は，経営人材の育成機

的な事業部を根幹とした，
「HPウェイ」と呼ば

関としても知られることになった15）。

─────────────────────────────────
12） 新生 HP 社の売上高は，471億ドルから420億ドルに，社員数は，12.5万人から8.4万人に減少した。分離直前（1998
年度）の決算では，アジレント・テクノロジー社の母体となった電子計測器・医療機器・化学分析器の事業の売
上規模は，80億ドル程度だった。
13）	1937年に会社の設立計画を立てた際，具体的な事業領域を選択する前に，創業者たちは，会社の目標を「科学，
産業，福祉の進歩に技術面から貢献する」（Packard, 1995：邦訳 p. 112）ことに置いた。
14） HP 社が自律性の高い製品別事業部制組織を完成させたのは1958年ころとされる
（House and Price, 2009）
。
また，
この組織の発展にはジョン・ヤングの貢献が大きかった，とされる（Minck, 未公刊）。
15） HP 社出身の代表的人物には，次のような人々がいる（校條・本荘 , 1995：p. 19）。スティーブ・ウォズニアッ
ク（アップル創業者），エドワード・マクラケン（シリコン・グラフィックス CEO），ボブ・フランケンバーグ（ノ
ベル CEO），ウィリアム・クローズ（スリーコム創業者），ジム・トレイビッグ（タンデム・コンピュータ創業者），
ウィリアム・フォスター（ストラタス・コンピュータ創業者），ロブ・ケリー（ピラミッド・テクノロジー創業者），
ダグラス・チャンス（オラクル・コミュニケーションズ CEO），トム・パーキンズ（クライナー・パーキンズ・
コフィールド・アンド・バイヤーズ創業者），ウィリアム・ダビドゥ（ムーア・ダビドゥ・ベンチャーズ）。
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1975年に，HPウェイは，当時 CEOであった

や全社的戦略立案の必要性が少なかったからで

ヒューレットの指示により，初めて文章化され

ある。すなわち，電子計測機市場には，音響オ

た16）。ここで注目すべきことは，HPウェイは，

シレーター，電圧計，オシロスコープなどの製

創業者の経営の末期まで文章化されることなく，

品用途に応じた，明確に分断された市場セグメ

長期間に亘って「言葉」よりも「実践」だった，

ントが存在した。また，顧客は，原則としてエ

という歴史的事実である。また，HPウェイが

ンジニアであったので，技術の優位性を的確に

文章化された際も，それは，言葉で表現される

理解し，それだけが製品の価値を決定した（価

ものよりも，ダイナミックな経営実践上の哲学

格やマーケティング上の考慮は重要ではなかっ

であることが強調されていた。このようなコン

た）
。

テクストで，HPウェイの厳密な定義は問題と
されなかった。

HP 社の各事業部も，特定の市場セグメント
に対応していた。各事業部のエンジニアは，や

一方，創業者は，自律性の高い事業部を一つ

はりエンジニアである顧客に密着し，潜在的

にまとめる役割を果たした。創業者（とりわけ

ニーズを深く理解することが求められた。ま

パッカード）は，財務数値に明るい，厳しい経

た，各事業部は，自己収入で成長を支える必要

営者でもあった。社員は，彼らを敬愛すると同

があったので，「技術的貢献の原則」に依拠し

時に恐れてもいた。年に一度の事業部レビュー

つつ，身近な市場や技術の動向に主体性をもっ

では，創業者と本社スタッフが事業部を訪問

て対応した。その結果，電子計測器分野におけ

し，開発中のプロジェクト，通常業務（オペレー

るデジタル化の流れを同社がリードすることに

ション），人材育成など，あらゆることを評価

なり，そのことが，電子計測器市場を同社が支

対象とした。創業者の一存で，事業部長が更迭

配する推進力ともなった。

されることもありえた（解雇されるわけではな

HP 社が最初に多角化した医療機器や化学分

いが）
。
事業部間の幹部の異動も当然のことだっ

析器の分野でも，電子計測器事業の上記のよう

た。パッカードの口癖は，
「できないなら，で

な特徴を共有していたので，同じ成功の方程式

きる奴と代わってもらう」
（Burrows, 2003：邦

を容易に再現できた。

訳 p. 71）だった。

一方，創業者が強く反対したにもかかわら

さらに，HP 社では，全社共通の方法論が確

ず，1960年代後半にコンピュータ事業への事実

立され，分権化された事業部や買収された会社

上の進出が果たされたのも，以上の経営の賜物

にもそれらが適用されていた。たとえば，全社

であった。すなわち，当初，パッカードは，コ

共通の部品番号システム（それに含まれる様々

ンピュータ事業への進出禁止を厳命していた。

な書式なども含む）やマーケティング予測・生

有力な顧客でもあり，当該業界で圧倒的な支

産スケジュール・在庫購入の連動システムが導

配力を有した IBMとの競合を恐れたためであ

入されていた。こういった組織インフラの存在

る。それにもかかわらず，事業部の独自のイニ

と創業者の個人としての統合力が自律的な事業

シアチブでコンピュータの開発は実行された。

部の前提であった。

1968年に販売された同社最初のコンピュータ

そして，以上の創業者の経営は，電子計測器

（HP9001A）
は，
パッカードを納得させるために，

の事業環境に適合してもいた。次のような特徴

電子計測器の制御装置という名目で開発・販売

をもった電子計測器事業では，事業部間の調整

された。その後，同社は，コンピュータ事業へ

─────────────────────────────────
16） このとき文章化されたのは，HP ウェイそのものというよりも，それにかかわるキーワードを列記したもので
ある。その後も HP ウェイは，「語られる以上の何か」として，社内では理解されてきた。

カリスマ幻想と組織統治の解体

─なぜヒューレット・パッカード社は CEO を社外から招聘したのか─（伊藤博之）

なし崩し的に展開していくことになる。

３．ジョン・ヤングの経営
（1978 年〜 1992 年）
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として，1982年に，コンピュータ戦略委員会が
設置された。事業部の自律性を許容しつつも，
コンピュータ事業に関連する戦略に限って，同

1978年にジョン・ヤングは，CEO 職をヒュー

委員会の承認と調整が必要とされたのである。

レットから引き継ぐ（ただし，ヤングの CEO

一方，1984年ころから，ディック・ハック

在任中，取締役会長職は，もう一人の創業者で

ボーンに率いられたプリンター事業が急成長を

あるパッカードが保持し続ける）
。ヤングは，

遂げる。プリンター事業は，ヤングの戦略構想

「HPウェイ」を維持しながらも，コンピュータ

がコンピュータ事業を中心としたものであった

事業に関して経営の集権化を図ろうとした。そ

ので，その運営は，HP 社の伝統に則り，担当

れは，これまでの事業部分権化一本やりの経営

の事業部門に一任されていた。それ故，プリン

から，秩序ある分権化に転換することを意味し

ター事業の成功は，ヤングの意図をこえたもの

た。

であり，同社の伝統的な事業部の自律性が「創

そして，ヤングは，CEO 就任直後，HP 社の

発戦略（Mintzberg and Waters, 1985）」を機能

ドメインを C&C（コンピュータ＆コミュニケー

させる土壌として存続していたことを示してい

ション）であると宣言する。コンピュータを同

る（伊藤 , 1999）。

社の事業の筆頭に置いたのである。創業者の経

表１に示されているように，ヤングの CEO 在

営の前提であったのが電子計測器事業であった

任中に HP 社は，コンピュータ事業とプリンター

ことに鑑みると，これは，大胆な改革の意志の

事業の成長により急拡大する。しかし，コン

表明でもあった（電子計測器等の既存事業の名

ピュータ事業の運営には紆余曲折も伴った。ヤ

前が用いられていないことに注意されたい）
。

ングが社運をかけて開発を断行し，1986年に販

1981年には，コンピュータ分野の戦略を技術

売された RISCコンピュータの売上は当初期待

的に統合するために，ヤングは，社運を賭けた

を裏切った。また，ワークステーションの開発

RISC（Reduced Instruction Set Computer17））

プロジェクトが大混乱に陥ることもあった。そ

コンピュータの開発プロジェクトを開始する。

して，大胆に改革を進めるヤングに批判的な意

RISCコンピュータ開発は，経営上の難題（事業

見も社内にあった。ヤングにとって不幸だった

部の自律性を維持しつつ，必要な集権化を進め

のは，その中に，創業者であり，当時会長でも

ること）を解消する突破口と考えられていた。す

あったパッカードが含まれていたことである。

なわち，コンピュータのアーキテクチャー（基本

パッカードは，業績が好調のうちは，ヤング

設計）
・レベルでの技術を RISCに一本化するこ

の改革を黙認していた。しかし，1987年から

とで，本社の介入によらず，事業部間での技術

1990年にかけて HP 社の株価が50％以上下落す

統合が自ずと促されることが期待されたのであ

ると，パッカードは，ヒューレットと社外取締

る。RISCコンピュータに対する対抗技術の開発

役とともに，ヤングにコンピュータ戦略委員会

が事業部で進行中であったが，ヤングは，それ

を廃止し，複雑化した組織を簡素化するよう

に中止命令を下すという強権も発動している。

働きかける。さらに，1992年に HP 社の成長率

さらに，コンピュータ事業の戦略統合の一手

が大きく落ち込むと18），パッカードは，会長

─────────────────────────────────
17） コンピュータの命令セットアーキテクチャーの一設計手法。
18） なお，ヤング解任時の1992年は，コンピュータ産業は大不況の最中にあり，業績の悪化は，ヤング個人の責任
に還元し尽くせないことは注記を要する。同業他社と比較しても，当時の HP 社は，利益率や売上の増加率で，
IBM や DEC を大きく上回っていた。
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の権限で社内取締役を除外した取締役会を招集

た協働の仕組みを作り出す必要がある。その

し，
ヤング解任を決定する
（Anders, 2003）
。パッ

ためには，トップダウンの経営も必要とされ

カードは，後任の決定についても，ヤングに口

る。しかし，それは，プラットの経営方針に反

を挟ませないこととした。取締役会における会

した。彼の経営方針は，事業部の自律化を徹底

長パッカードの意向は絶対的だった。当時の取

し個人の自主性を尊重するということにあり，

締役のほとんどは，パッカードとヒューレット

彼の任期中には，「それが HPウェイである」

の友人と親族からなり，創業者２人で HP 社の

という言説が社内に流布した（Anders, 2003；

株式の３分の１を所有していたこともその背景

Burrows, 1998, 2003）。

をなす（Anders, 2003）
。

それでも，プラットの任期の前半（1992年〜

４．ルー・プラットの経営
（1992 年〜 1999 年）

1995年ころ）は，ハイテクブームやヤング時代
に開発されたプリンターや RISCコンピュータ

ヤングを解任したパッカードが後継に強く望

の売上の寄与により，HP 社の売上高はほぼ倍

んだディック・ハックボーンは，CEO 就任を

増する（1992年の164億ドルの売上高は，1995

固辞し，
取締役を引き受けるにとどまった。
ハッ

年の315億ドルに急拡大した）。
1995年ころには，

クボーンは，同社プリンター事業の構築者とし

好業績と個人を尊重する経営が評価され，HP

て社内外で英雄視され，ヤングの CEO 任期最

社並びにプラットの評価は，社内外で頂点に達

末期には，ルー・プラットとともに共同 COO

する20）。しかし，その背後で，プラットの経

を務めていた。パッカードが次に声をかけたの

営により，事業部をこえて全社へ貢献する社員

が，もう一人の COOのプラットだった。

の意志は急速に消えていったとされる。

２

就 任 当 初， プ ラ ッ ト は，MC （ エ ム・

そして，1997年から業績が停滞する一途を辿

シー・スクエア）という戦略ビジョンを提唱

り始める。当時のインターネットブームに対し

し，HP 社の総合力を重視する姿勢を垣間見せ

ても，プラットは，明確な戦略を打ち出すこと

る。測定（measurement）
，コミュニケーショ

はなかった。その結果，同業他社の中でも，同

ン（communication）
，コンピューティング

社の株価の低迷は際立つことになった。それに

（computing）の３つの技術ドメイン（M・C・C）

不満を募らせた経営幹部や優秀なエンジニアの

から総合力を引き出すことを，HP 社の競争優

退社が相次ぎ，プラットに戦略やリーダーシッ

位の源泉とするのが，このビジョンだった。と

プが欠けていることを取締役会も問題視するよ

りわけ，電子計測器事業・医療機器・化学分析

うになる。

器の流れを汲む測定技術の存在は，IBMとの違

追い詰められたプラットは，「コンピュータ・

いを際立たせる切り札となる可能性があった。

プリンター事業」と「電子計測器・医療機器・

しかし，結局，このビジョンは有名無実なも

化学分析器事業」の分割を決断する。前者は新

のになる。それは，プラットがこのビジョンを

生 HP 社となり，後者はアジレント・テクノロ

実現するために必要なリーダーシップを発揮す

ジー社と呼ばれることになる（1999年11月分離

ることを忌避したためであるとされる19）。こ

実施）。これは，同社が長年抱えてきた，事業

のビジョンを実現するためには，事業部をこえ

構造の複雑性を解消する決断であった。しかし，

─────────────────────────────────
19） MC2のビジョンを考えたのもプラットではなかった。それは，ヤング時代に IBM から引き抜かれ，その後
HP 社の研究開発をリードしたジョエル・バーンバウムが，プラットに経営の指針とするように提案したアイデ
アだった。バーンバウムも，このビジョンが実現しなかった責任をプラットに帰している。
20） HP 社を高く評価した著書（Collins and Porras, 1994；校條・本荘 , 1995）が国内外でこの時期出版されている
のは偶然ではない。
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それは同時に，MC２ で構想されたような総合

れたものではなかった。また，選考委員の間で

力の追求を放棄する選択でもあった。そして，

も，求める CEO 像をめぐって対立があったと

取締役会は，
この会社分割案を承認する一方で，

される（Burrows, 2003）。ハックボーンとジン

プラットに退任を求め，彼の後任を社外から採

は，HP 社の大改革を求めていたが，プラットは，

用することを決定する。

彼の考える「HPウェイ」の維持を前提に改革

５．カリスマ幻想による社外招聘（1999 年）

を考えていた。フェリーは，中立的だった。
さらに，名門企業である HP 社にふさわしい

取締役会は，４人の取締役からなる CEO 選

社外の CEO 候補は，そもそも限定されていた。

考委員会を設置する。選考委員は，プラット，

名前のあがった有力候補は，ネットバブルの全

ハックボーン，サム・ジン（通信会社 CEO・

盛期にあって，既に名誉ある地位と十分な報酬

社 外 取 締 役 ）， ジ ョ ン・ フ ェ リ ー（ 製 紙 会 社

をえていた。その結果，選考委員が合意した最

元 CEO・社外取締役）だった（Anders, 2003；

終候補者（オラクルの COOレイ・レイン，サ

Burrows, 2003）
。そして，CEO 選考の通常の

ン・マイクロシステムズ社長のエド・ザンダー，

慣行に沿って，同委員会は，選考上の実務を担

インテル上級副社長ポール・オテリーニ，そし

当する専門のコンサルティング会社と契約す

て，フィオリーナ）の中で，HP 社の CEO 職を

る。

最終的に望んだのはフィオリーナ唯一人であっ

しかし，HP 社が契約したコンサルティング

た21）（Anders, 2003；Burrows, 2003）。

会社は，トップマネジメントの採用に経験が浅

一方で，選考委員は，面接した彼女のカリ

く，
シリコンバレーとも無縁の会社であった
（同

スマ性に魅了される。
「彼女は第二のジャッ

社は，オハイオ州クリーブランドにある会社

ク・ウェルチになる可能性がある」
（Anders,

だった）
（Burrows, 2003）
。CEO 候補者やシリ

2003：邦訳 p. 87）という，当時のハックボーン

コンバレー内部者に，実務を担当するコンサル

の発言は，彼女の際立ったカリスマ性をよく表

ティング会社が人脈や知識を欠いたために，候

現している。そして，取締役会も選考委員会の

補者リストが有名人に極端に偏る，候補者につ

決定を追認し，フィオリーナは，HP 社第５代

いての情報が不足するなどの，カリスマ幻想に

目 CEOに1999年７月19日に就任することとな

伴う問題が深刻化することになる。

る。

新 CEOに何を求めるのかについての取締役
会での検討も不十分であった。取締役会では，
新 CEOの人物像は，非凡なリーダーであり，

６．フィオリーナの経営 22）
（1999 年〜
2005 年）

規模の大きな組織を理解でき，新しいテクノ
ロジーに先端的な考えをもち，スターのよう

フィオリーナの CEO 就任は，社内外で驚き

な輝きのある人物とされた（Anders, 2003, 邦

をもって迎えられる。彼女が40代のまだ若い女

訳 p. 61）。しかし，このような人物像のリスト

性であり有名人であったことで，マスコミから

は，HP 社の現状を詳しく吟味したうえで選ば

の注目も集めた。彼女は，1998年のフォーチュ

─────────────────────────────────
21） フィオリーナを除く候補者は，それぞれ各社の CEO の有力候補の一人でもあった。実際に，ポール・オテリー
ニは，その後，インテルの CEO に就任している。
22）「フィオリーナの経営」について，特に言及がない場合，コンパック統合までの経緯については，Anders（2003）
と Burrows（2003）に，また，解任の経緯については，Bianco（2010）と Fiorina（2006）と Murray（2007）に依拠
して，記述をまとめている。なお，彼女の経営については，本稿の分析対象としていない。別稿で改めて，それ
についての詳しい議論を展開する予定である。
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ン誌「ビジネス界最強の女性ナンバーワン」に

部門」，バックエンドに「プリンター・イメー

選ばれ，同誌の表紙を飾ったこともある有名人

ジング部門」と「コンピュータ部門」という，

だった。

それぞれ２部門が置かれる。それらを統括する

その一方で，HP 社の CEOとして不安材料も

COOは置かれなかったので，営業と開発・製

多かった。同社にとって，彼女は，初めて迎え

造を統合する立場に立つのはフィオリーナ唯一

る社外出身の CEOであった。そのうえ，彼女

人となり，彼女に権限が集中することとなった。

には，CEOの経験はおろか，厳密な意味での

このマトリックス組織は HP 社の事業に不適

事業運営の経験さえなかった。CEO 就任前の

切である，との社内からの批判の声があったも

彼女は，ルーセント・テクノロジー社グローバ

のの，業績だけで評価するなら，フィオリーナ

ル・サービス・プロバイダー事業を率いていたが，

の任期１年目は順調だった。しかし，2000年11

それは，マーケティング・セールス部門であり，

月決算の四半期業績予想が達成できないことが

厳密な意味での事業部門ではなかった。彼女に

明らかになると，フィオリーナへのマスコミや

は，ゼネラルマネジメントの経験が欠けていた

アナリストの評価は厳しいものに変わる。この

のである。シリコンバレーと無縁のキャリアを

時期にネットバブルが崩壊するという不運も重

歩んできた彼女の業界や技術に対する知識にも

なる。さらに，プライスウォーターハウスクー

不安があった。

パーズ社のコンサルティング部門の買収交渉が

しかし，彼女は，経営者として決して無能と

頓挫したことで，フィオリーナの総合力を重視

いうわけでもなかった。彼女のプレゼン力，分

する戦略の実現可能性にも疑問が呈されるよう

析力，決断力，忍耐力が傑出していたことは，

になる。この買収によって，フィオリーナは，

後に出版された書籍や記事などにも，異論を見

PCやプリンターといったハードに依存する体

出すことはできない。また，彼女が就任時に抱

制から，ソフトやサービスを強化し総合力を発

いていた基本方針は概ね妥当なものとされてい

揮する方向に戦略の舵を切ろうとしていたから

る（Collins, 2009；House and Price, 2009）
。そ

である。この時期，彼女の退任の可能性が社内

れは，⑴ HP 社の総合力を発揮するため本社権

外で話題にのぼるようになる。

限を強化し，事業部間の協働を進めること，⑵

2001年９月４日，フィオリーナは，このよう

重点市場でナンバーワンかナンバーツーの地位

な苦境の渦中でコンパックの買収・合併計画を

を占めること，⑶組織文化を再活性化して，イ

発表する。この決定は，「重点市場でナンバー

ノベーションを生み出すこと，などであった。

ワンかナンバーツーを目指す」という基本方針

以上の方針を実現するために，フィオリーナ

によるものであり，取締役（ディック・ハック

は，取締役会の全面的支持をえて，就任直後か

ボーンとジェイ・キーワース23））が提案した構

ら組織改革を迅速かつ大規模に実行していく。

想を実現したものだった。当時，世界の PC 市

たとえば，事業部主導の組織をマトリック組織

場で，コンパックは２位，HP 社は４位の地位

の枠組みに組み込んでいく。すなわち，事業部

にあった。両社が合併することで，圧倒的な優

の数を集約したうえで，営業を担当する「フロ

位を誇ったデルに規模で迫ることが可能になる，

ントエンド」と，開発・製造を担当する「バッ

と考えられたのである。

クエンド」
の２軸に組織は分割される。さらに，
フロントエンドに「一般消費者部門」と「企業

2002年５月６日の統合後の新株上場でこの合
併は完了するが，その間，創業者の長男ウォル

─────────────────────────────────
23） レーガン政権の科学技術顧問を務めたパッカードに近い人物。当時，最古参の取締役だった（1986年取締役就
任）。

カリスマ幻想と組織統治の解体

─なぜヒューレット・パッカード社は CEO を社外から招聘したのか─（伊藤博之）
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ター・ヒューレットが合併反対を唱え取締役を

自らが招いた混乱の責任を部下に転嫁した，と

辞任し，委任状争奪戦や裁判沙汰を引き起こす

取締役会が判断したためである。この会議では，

などの波乱を伴った24）。創業家一族と社員株

多くの経営幹部や技術者が退社していることも

主の大半は，合併反対派に回ったが，最終的に，

問題視された。その後もこの問題を議論するた

取締役会と経営陣の全面的支持を受けたフィオ

めに，電話での秘密会議（電話会議）が複数回

リーナが，この戦いに勝利を収める25）。

実施される。

しかし，アナリストやマスコミは，この合併

2005年１月に開催された取締役会では，事業

に否定的であり続けた。大型合併の成功率は一

運営の権限を３人の経営幹部に委譲する組織改

般的に極めて低いこと，
HP 社の事業ポートフォ

編案が提案される。それは，フィオリーナに権

リオで，コモディティ化が進み利益率の低い

限を集中したマトリックス組織に修正を迫るも

PC 事業が巨大化することなどが，その理由で

のであり，これは，彼女のリーダーシップに対

あった。大方の予想を裏切って，両社の統合プ

して，取締役会が根本的疑問を呈したことを意

ロセス自体は順調に進む。それは，統合プロセ

味した。ただし，この時点で，取締役会は，フィ

スを極めて慎重に管理した結果であった。それ

オリーナ解任を考えてはいなかったとされる。

にもかかわらず，買収・統合後の HP 社の戦略

ところが，ウォール・ストリート・ジャーナ

に対する不信は社内外で大きなものとなってい

ル紙に，この日の取締役会の内容が漏洩したこ

く。低価格で勝負するビジネスモデルを築いた

とで，事態は一変する（１月24日に問題の記事

デルと，企業向けサービスを中心に置く IBM

は掲載された）。漏洩後の１月28日の取締役会

に対して，HP 社がどう対抗するかの戦略が不

（電話会議）では，議題の中心を情報漏えい問

明だったためである。
一方，大規模な組織改革やコンパック買収な

題とすることを主張するフィオリーナと，組織
再編の討議を優先すべきとする取締役会が対立

どのフィオリーナの戦略を全面的に支持してい

する。また，情報漏洩問題をめぐるやりとりで，

た取締役会であったが，彼女のリーダーシップ

大勢の取締役がフィオリーナに侮辱されたと感

に不安を募らせていく。取締役会は，マトリッ

じたことで，両者の溝は決定的なものとなる。

クス組織の導入などによる現場の混乱が収拾さ

そして，２月７日の取締役会で，フィオリーナ

れず，彼女が社内の人心を掌握できないことに

解任が急遽決議される。それに伴い，独立取締

危惧を深めていった。取締役会は，彼女が会社

役のパティー・ダン（バークレイズ・グローバ

の日常業務に関心がないのではないか，とまで

ル・インベスターズ前会長）
が会長に選出される。

考えるようになっていた。

そして，その２週間後，新 CEOのマーク・ハー

そして，2004年第３四半期の業績不振の責任
を問い，フィオリーナが３人の営業役員を解雇

ドが，再び社外（前職は NCRの CEO）から招聘
されることになるのである。

したことがきっかけとなり，11月の取締役会後
の秘密会議26）で，
彼女に対する不満が噴出する。
─────────────────────────────────
24） 委任状争奪戦は「プロキシー・ファイト」と呼ばれ，株主総会での議案への投票権の委任の奪い合いを意味す
る。また，このときの裁判沙汰とは，委任状争奪の過程での HP 社側のドイツ銀行への働きかけにおける不正の
有無を争う，ヒューレット側が株主総会後に提起した訴訟を指す。裁判の結果，HP 社側は無罪とされた。
25） Burrows（2003）によれば，当時の HP 社の株主構成の概要は以下の通り。同社の発行済み株式数は19億株。
機関投資家が11億株を所有。創業者一族と財団が18％を所有（筆頭株主はパッカード財団であり，10.2％を所有。
ヒューレット一族は，5.2％を所有していた）。退職者を含めて社員が保有するのは５％だった。
26） 経営陣を除外した社外取締役会のみでの取締役会を指す。
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効性」を両立した「正しさ」
（＝「正統性」×「有

Ⅳ

ディスカッション

効性」
）が根幹にあった。HPウェイは，このよ
うな経営の実践に埋め込まれた論理であり，そ

フィオリーナの社外招聘の判断がカリスマ幻

れは，同社の「統治性（統治の実践的な論理＝

想の典型例であることは，前節の記述で明らか

統治の合理性）」を表現していたと考えられる。

であろう。しかし，そこに至る歴史もあわせて

当時の同社は，経営人材を輩出する機関として

記述されたことで，彼女の社外招聘は，一時点

知られていたが，その事実も「統治性」との関

での取締役会の判断（カリスマ幻想）によって

連で理解される必要がある。すなわち，同社に

説明が尽くされるものではないことも，前節の

おける経営人材の育成は，単に事業部が高度に

記述で示唆されているのではなかろうか。それ

分権化されていたことによるのではなく，HP

は，同社の経営の歴史の帰結でもあったと考え

ウェイの実践として事業部が経営された成果で

られるのである。このような解釈を組織統治論

ある，と考えられるのである。この違いは，些

の観点から明確化し，更なる洞察を引き出すこ

細なものに見えるかもしれないが，重要である。

とが本節の目的となる27）。

１．組織統治の実践：「統治性」としての
HP ウェイ

２．転換点：ジョン・ヤングの解任劇
ジョン・ヤングの経営には否定的な意見もあ
る。そのような立場からは，パッカードによる
ヤング解任劇は好意的に評価される。たとえ

既述の内容と重複する部分も多いが，創業者

ば，Malone（2007）によれば，異質なリーダー

の経営を省みることで，HP 社の組織統治の原

の組み合わせこそが創業者の経営の特長であり，

型を簡単に確認しておこう。

HPウェイの源泉であった。パッカードは，規

創業者の指揮下にあった HP 社は，創業の理

律を重んじ慎重だったのに対し，ヒューレット

念である「技術的貢献の原則」を基軸としなが

は，自由を愛し大胆だった。このリーダーの組

ら，自律的な事業部を中心としたボトムアップ

み合わせが，経営に規律と柔軟性を与えたとさ

型の経営に依拠していた。創業者は，社員を信

れる。しかし，ヤングと彼の副官である COO

頼し権限を大胆に委譲したのに対して，各事業

ディーン・モートンが同じタイプのリーダー（規

部の管理者は，責任を積極的に引き受け，会社

律を重んじる合理主義者）であったことで，ヤ

に貢献することを当然視した。また，
創業者は，

ングの経営下で同社は官僚化したとされる。そ

事業部の成果に厳しく目を光らせ，全社を統合

れ故，ヤング解任劇は，HPウェイを復活させ

する役割を果たした。必要があれば，事業部長

るものであった，と Maloneは評価する。創業

の解任や異動などに強権を発動することも一切

者と同世代の HP 社 OBにも，このような評価

躊躇しなかった。このような経営方式は，電子

は一般的であった（House and Price, 2009）。

計測器・医療機器・化学分析器事業には適合的
であった。
以上の創業者の経営では，
「正統性」と「有

しかし，Maloneや OBの解釈は，ヤングと創
業者の時代の間の事業構造の抜本的変化を無視
し て い る（House and Price, 2009）。1980年 に

─────────────────────────────────
27） 以下の考察では，フィオリーナの発言をとりわけ重視している。フィオリーナが経営を引き継いだとき，HP
社は，まさにカリスマ幻想の渦中にあった。当初，部外者であった彼女の眼に，HP 社やその経営陣や取締役が
どのように映ったのかは重要な分析対象となる。なお，ここでフィオリーナの発言とは，彼女の著書『私はこう
して受付から CEO になった』（Fiorina, 2006）の記述を指す。

カリスマ幻想と組織統治の解体

─なぜヒューレット・パッカード社は CEO を社外から招聘したのか─（伊藤博之）
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コンピュータ事業の売上高と利益は，HP 社の

た29））
。ヤングが CEOを務めていた時期（1982

それぞれの総額の50％をこえていた。既述のよ

年）のパッカードを，ビジネス・ウィーク誌は，

うに，創業者の経営は，電子計測器事業に適合

次のように描いている。

したものであり，そのままではコンピュータ事
業に対応できないことは明らかであった。コン

パッカード（彼には完全に引退する気などな

ピュータ事業では，技術の互換性の確保のため

かった）は，20億ドル規模の計測器事業で事業部

に，事業部間の調整のための集権化も必要とさ

制組織がもっとも適切であると信じていた。こ

れるからである。
ヤングの課題は，HPウェイを維持しながら，
事業構造の複雑化に対応する答えを見つけるこ
とであった。そこでは，
「有効性」と「正統性」
の両者を実現すること（HPウェイの本質を，複
雑化した事業構造の中で創造的に維持してい
くこと），すなわち，
「正しさ」
（＝「正統性」
×「有効性」
）の実現が追求されていた。ヒュー

の事業領域では，HP 社の16の事業部門は，小規
模な競合企業に対抗し，市場セグメントは，明
確に定義されていた。しかし，パッカードは，
同じ事業部制がコンピュータ事業でも機能する
と主張する。「新しいことを試みるより，どの
ようにマネジメントするか分かっていることに
こだわる方がよい」と彼は断言する。（Business
Week, 1982：p. 54）

レットも，ヤングが CEOを務めた時期に，
「HP

ここで，パッカードは，経営実践から最善の

ウェイは，ダイナミックなものである。それは

選択肢を導き出そうとすることなく，過去の成

時間とともにかわるべきものである。テスト・

功方程式に依拠することを唱えている。1990年

計測事業と同じ意味でそれを用いて，巨大なコ

にパッカードが組織の簡素化をヤングに働きか

ンピュータ企業であることなどできない」28）

けた背後には，このような彼の経営観・組織観

（House and Price, 2009：p. 384）と述べている。

があった。しかし，事業構造の変化への対応の

ヤングの経営は，事実上，ヒューレットのこの

責任を負ったヤングの立場に目を転じれば，事

発言に沿うものであった。

態はそれほど単純ではなかったことが分かる。

一方で，創業者は，1978年に経営実務から身

ヤングは，次のように述べている。

を引いていたので，この事業構造の変化に経
営者として直面することはなかった。その結

神話では，創業者たちは答えを知っていて，

果，パッカードは，電子計測器事業で育まれた

私は知らなかったとされている。しかし，シス

経営の原則に生涯こだわり続けることになる

テムの動かし方を把握するのには長い時間が必

（ヒューレットは，ヤングに経営を引き継いだ
後，経営に表立って意見を述べることはなかっ

要だった。1980年代をシステムビジネスの運営
方法を学ぶことに費やさざるをえなかった。…

─────────────────────────────────
28） ダグラス・チャンスへの著者らによるインタビューによる（2005年３月24日実施）。チャンスは，HP ウェイを
ヒューレットの指示で最初に文章化した人物であり，後にオラクル・コミュニケーションズ CEO も務めた。こ
の発言は，チャンスによるヒューレットの発言の伝聞である。
29） ヒューレットは，積極的なものではないものの，現役時代に集権化への配慮も示していた。たとえば，ヒュー
レットは，経営管理を担う人材として MBA 採用を開始していた。その枠組みで採用されたのがジョン・ヤング
であり，彼は組織体制の構築に貢献してきた（ヤングの採用は1957年）。また，パッカードが国防次官に就任し
て HP 社を離れ，ヒューレットが CEO を務めていたとき，錯綜した経緯の結果ではあるが，彼の補佐役を務め
たトム・パーキンズが PPM（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント）を戦略計画の手法として導入したこ
ともあった。しかし，その方針も，1972年，パッカードが国防省から HP 社に復帰し，事業部への分権化の強化
を宣言すると転換された。同年，パーキンズは，パッカードによって退社に追い込まれる。その後，パーキンズ
は，シリコンバレーの代表的なベンチャー・キャピタルであるクライナー・パーキンズ・コフィールド・アンド・
バイヤーズを創業し，さらに，コンパック統合後（フィオリーナの時代）に HP 社の取締役に就任することになる。
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たことである。
（Fiorina, 2006：邦訳 p. 176）

みは何もなかった。…技術の問題もあるが，事
業部の集合体をシステムとしての会社に統合す
ることが問題だった。…それは文化に反した。
（House and Price, 2009：pp. 380-381）

かつての CEOジョン・ヤングは，事業統合を
図ろうとしてディブ・パッカードに引導を渡さ
れた。次の CEOにルーが選ばれたとき，大きな
改革をディブが望んでいないことを HPは知り，

以上の発言が示すように，ヤングの任期中に
組織が複雑化したのは，コンピュータというシ

分散化した組織に逆戻りした。それが，いまも
染みついている。
（Fiorina, 2006：邦訳 p. 217）

ステムビジネスに対応する方法を見つける試行
錯誤の結果であった。ヤングの立場に立てば，

既述のように，パッカードが生涯で唯一の

他に選択肢はなかった。また，1990年に問題が

著書『HPウェイ』を出版したのは，死の前年

生じた際に，ヤングは，パッカードからの要求

の1995年である。それは，プラットの CEO 就

を入れつつ，コンピュータ戦略委員会を廃止す

任３年後のことであり，HP 社やプラットの社

る一方で，COOを２人体制（ハックボーンとプ

内外の評価が頂点を極めていた時期に当たる。

ラットの共同 COO 体制）にするなどの独創的

パッカードが著書をこの時期に出版したのは，

措置をとり，組織の簡素化を適切にコントロー

おそらく，ヤングの解任劇と無縁ではない。同

ルしていたとされる。さらに，ヤングが解任さ

著によって，HPウェイという言葉は，プラッ

れた1992年は，ハイテク業界が厳しい不況に

トがそれを重視したことと相俟って，彼の任期

陥った年であり，HP 社の業績悪化は外的要因

中，経営実践への影響力を強めた。しかし，そ

によるところが大きかった。

の HPウェイは，組織統治の実践に埋め込まれ

しかしながら，
ヤング解任とともに，
彼のトッ

た「統治性」ではなく，過去の成功方程式であ

プマネジメント・チーム（ディック・アルバー

る「よい伝統」という「ドグマ（教義）」に変

ディン，ビル・テリー，ジョン・ドイル，ディー

質していたと考えられるのである。

ン・モートンなど）30）は退社を強いられる。そ
こには，パッカードの強い意向が働いていたと
される。その結果，10年以上におよぶヤング時

３．組織統治の解体：戦略とリーダーシッ
プの欠如

代（1978-1992）の統合の経験は，経営から排除
されることとなる。
パッカードの介入（ヤング解任劇）が HP 社の

プラットの経営に対する考え方は，優秀な
人材に自律性や自由を与えれば成果が現れる，

歴史に刻印されたことは，以下のフィオリーナ

というものであった（Anders, 2003；Burrows,

の発言にも明らかである（歴史の刻印を引き継

1998, 2003）。それは，フィオリーナが，括弧つ

ぐ立場にある彼女の発言は重要である）
。

きの「よい伝統」（Fiorina, 2006：邦訳 p. 176）
として皮肉った考え方そのものであった。さら

この解任劇で明らかになったのは，ジョン・ヤ

に，その考えのもとに，彼は，事業部間に共有

ングは大胆に改革しすぎたから放り出され，
ルー・

されていた組織インフラ（部品の番号システム

プラットは「よい伝統を残す」ために指名され

など）も廃止した。一方で，創業者のように，

─────────────────────────────────
30） 退社前の彼らの肩書は以下の通り。ディック ･ アルバーディンはマーケティング・海外事業担当執行副社長。
ビル・テリーはメジャメントシステム（計測器）部門担当執行副社長・取締役。ジョン・ドイルは事業開発担当
執行副社長（人事トップや HP ラボ所長も歴任）。ディーン・モートンは取締役兼 COO（執行副社長）。

カリスマ幻想と組織統治の解体

─なぜヒューレット・パッカード社は CEO を社外から招聘したのか─（伊藤博之）
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プラットが組織を統合するような強力なリー
ダーシップを発揮することもなかった。その結

ルーによると，HPは分散化が行きすぎてお

果，プラットの時代に事業部の独立化は，創業

り，CEOに権限がないという。だが権限を与え

者が経営していた時代にさえなかったほど極端

られた事業部側も，高い目標を目指そうとしな

なものになる。最終的に，プラットは，主要４
事業部門それぞれに CEOと CFOを配置すると

い。八方ふさがりだった。
（Fiorina, 2006：邦訳 p.
174）

ころまで進む31）。プラットから経営を引き継
いだとき，フィオリーナの目に HP 社が次のよ
うに映った背景には，
そのような事情があった。

HP 社の分散化を進めたのは，プラット自身
である。プラットの経営実践は，事業構造の複
雑化という難問を抱えながら，現実と HPウェ

各事業は，通常では考えられないような自由
裁量の余地と権限を認められていた。それぞれ
が戦略を立て，製品開発・製造を任され，営業
戦力ももつ。では，ルーはいったい何をするの
か。ルーと各 CEOとの関係はどうなのか，はっ
きりしなかった。…これは間違った選択だ，と
私は考えた。総力を結集しなければならない時
期に，極端な分散化を進行させている。（Fiorina,
2006：邦訳 p. 177）
HPは，言わば千の部族からなるムラ社会だっ
た。そこには共通のアイデンティティはない。
87のユニットがそれぞれ損益計算書を出してお
り，87の独立会社があるのと同じことだった32）。
（Fiorina, 2006：邦訳 p. 200）

プラットの時代に，HPウェイのドグマ（教

イの折り合いを見出そうと模索したヤングの経
営との著しい対照をなしている。
ヤングは，「正統性」だけではなく，事業構
造の複雑化という現実を直視し，「有効性」の
実現も追求した。また，ヤングは，正しい経営
の答えを探し求めたが，プラットは，その答え
を知っていると考えていた（晩年のパッカード
も同様である）。組織統治論の観点からは，プ
ラットの経営実践は，その答えである「よい伝
統」（Fiorina, 2006）への回帰を目指すことで，
「正統性」の基準に偏り，組織統治を解体する
過ちを犯していた，と解釈されるのである33）。

４．組織統治解体と経営人材育成の失敗
HP 社の事業部が極端に独立化したことは，プ
ラットの CEOとしてのコントロールを制約する

義）である「よい伝統」とされるものが現実の

にとどまらず，事業部の管理者たちにとっても，

経営実践に影響を与えるようになっていたので

経営者としての経験を積み，能力を実証する場

ある。プラット自身も任期の末期には，自らの

を破壊したことを意味する。プラットから引き継

経営実践の結果に苦しめられるようになってい

いだ「経営チーム」に対するフィオリーナの次

た。それについて，フィオリーナは，プラット

のような評価に，それを読みとることができる。

との会話を次のように振り返っている。
─────────────────────────────────
31） フィオリーナが経営チームを組んだのは，この４人の CEO であった（彼女は，この４人を執行副社長に戻し
ている）。うち２人は数年以内に退職している。
32） 他の文献では，当時の HP 社の事業ユニットは83とされている。
33） 本稿で検討されていないのは，「破壊的技術（Christensen, 1997）」としての PC がプラットの経営に与えた影
響である。1995年に HP 社では論争が起こり，ウィンテル路線推進派（ハックボーンの派閥）が勝利を収め，経
営に大きな影響を与えていた。また，PC は，コンピュータ事業の中でも，とりわけ「HP 社らしからぬ」製品
でもあった。この点について検討を進めれば，プラットがリーダーシップを発揮できなかった理由を，より深く
理解できるかもしれない。その結果，本稿のプラットに対する評価も一部修正する必要も出てくるかもしれない。
これについては，別稿での検討課題としたい。
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私は（筆者注：最初の経営チームとの）ミーティ
ングの最初に，四半期目標の達成状況はどうか，
期首予想やアナリスト予想と食い違いはないか，
と質問した。CEOとして当然の質問である。が，
経営チームには予想外の質問だったらしい。今
期の業績の責任はルー・プラットにあるのだから，
考える必要はないという。これにはこちらが驚
いた。（Fiorina, 2006：邦訳 p. 199）
CEOに就任して二カ月足らずの私が HPの広
がりと厚みを知りつつあるというのに，彼らは
守備範囲の外のことに驚くほど無知だった。個々
の事業は会社を構成するパーツでしかないのだ。

2014

事業部は，経営者の職能の本質であるゼネ
ラルマネジメントの能力を培う絶好の機会を
提供する（Bower, 2007；Charan, 2007；Kotter,
1982）
。経営者の社内育成モデルは，そのよう
な前提に立っていた。しかし，プラットの時代
の HP 社では，事業部の経営が，経営人材の育
成メカニズムとして用いられることはなかっ
た。
一方で，HP 社でこのような問題が昔から存
在していたわけではなかった。既述のように，
HP 社には，経営人材の育成機関として知られ
た時期があった。その当時の HPウェイは，厳

HPの製品ポートフォリオについて，全社の事業

しく貢献を求めるものであり，社員は進んでそ

計画や投資計画について，経営チームは知って

れに応えた。このような規律の中でこそ，事業

いなければならない。
だが創業60年の歴史の中で，

部への経営の委譲は，経営人材を育てうるもの

経営チームがそれを求められたことはなかった。
（Fiorina, 2006：邦訳 p. 206-207）

だった。また，創業者の方針は，優秀なゼネラ
リストに事業部の経営を任せることであり，し
ばしば専門にこだわらない人材登用が実行され

ここで経営チームとされるのは，４つの主要

ていた（House and Price, 2009）。ヤング時代

事業部門のトップである。彼らは，フィオリー

にも，事業部間の異動は頻繁に行われていた

ナに次ぐ地位にあり，本来 CEOとともにトッ

（Scannell, 1991）。

プマネジメントを構成する人々であった（彼ら

しかし，プラットの時代は，事業部の経営と

には，プラットによって，各部門の CEOとい

経営人材の育成が切り離され，事業部が人材を

うタイトルが与えられていた）
。彼らは，
プラッ

囲い込んでいた（それは，本社が権限を失い事

ト後継 CEOの社内候補として検討対象とされ

業部が独立した，当時の HP 社の組織構造の反

るべき人々でもあった。

映でもあった）
。CEOの継承プログラムも存在

彼女の著書の別の個所では，HP 社の経営幹

しなかった。プラットが退任に追い込まれたと

部の人材育成の問題は，事業部の独立化の行き

き，取締役会が社内に後任候補を探すことを即

過ぎに関連づけられている。

座に断念し，社外に目を向けた背景には，この
ような事情があったのである。

HPではそれまで，原則として一つの事業単位
や一つの職能の中でだけ昇進が行なわれていた。
つまりスペシャリストを養成する組織だったと
いえる。深く狭い知識はマネジャーには必要だ
が，
ときにリーダー育成の妨げにもなりかねない。
実際，HPではかなり上の地位にいるマネジャー
まで，戦略立案や部下の能力開発に割くべき時
間を，細かい業務に費やしている例が多かった。
（Fiorina, 2006：邦訳 p. 237）

５．組織統治と取締役会
HP 社の取締役会は，かつて経営者の任免を
通じてヤング時代の改革を一掃した。しかし，
創業者の友人や創業家を中心に構成された当時
の取締役会は，実質的には，経営者任免の主体
的アクターではなかった。ヤングの解任劇と改
革の排除は，あくまでもパッカードの意向を反
映したものであった。
一方，プラットの CEO 退任時には，ハック

カリスマ幻想と組織統治の解体
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ボーンを中心にした取締役会が主体的な影響力

タイトルは，それぞれの担当部門の CEOだっ

を行使した。プラットを退任に追い込んだの

た）
。彼らに経営者としての実力があったか否

も，社内候補を選択肢から除外したのも，フィ

かは問題ではない。先に「経営人材育成の失敗」

オリーナの採用を決定したのも取締役会である。

の項で論じたように，彼らが経営者として経験

この取締役会がカリスマ幻想に囚われていたこ

を積み，経営能力を実証する場を，同社が提供

とは，社内候補者を簡単に検討しただけで，適

してこなかったことが問題なのである。その結

任者なしと判断したことで最初に顕在化する。

果，取締役会には，選択肢は残されていなかっ

その際の取締役会の社内候補者の評価は，次の

た。それについての第一義的責任は，CEOで

ようなものだった。

あるプラットにある。その意味では，HP 社の
取締役会は，組織統治解体の被害者であった。

第一段階として，社内の重役の中から選考が

一方，1990年代以降の，取締役会が企業統治

始まった。ハーグバーグ34）が数名の候補につい

に大きな責任を問われる時代状況に鑑みれば，

て調査をまとめた。ずっしりと重い五十頁のリ

経営者育成の仕組みをつくる働きかけをしてこ

ポートを配った。手腕と野心と，タイミングの
コンビネーションをもつ人物はなかなかいない。
レーザープリンター事業の責任者，カロリン・
ティクナーは，実務型の管理職として出色だっ
たが，ボイジーを離れるつもりはない。PC 事業
を統括するデュアン・ゼツナーは，過去の業績
にむらがあるし，一流企業の CEOに求められる
スマートさが欠けている。
ほかに社内で見込みがあるのは，インクジェッ
ト・プリンター事業責任者のアントニオ・ペレ
ツと企業向けコンピュータ事業責任者のアン・
リバモアのふたりしかいなかった。取締役会の
目にはふたりともいまひとつ物足りなく映った。
ペレツはコンピュータ事業での経験に乏しく，
リバモアは垢抜けしないタイプで，はじける要
素が欠けている。
ここから導き出される結論はひとつしかな
かった。考えられなかったことを考えるしかな
い。社外から CEOを招聘する。分権化を進め，
従業員主体の経営が自慢だった会社が，それを
率いる人材の育成に失敗したことを意味する。
（Burrows, 2003：邦訳 p. 156）

なかった取締役会も責任を免れない。それと関
連して，社外取締役（サム・ジン）は，CEO 採
用面接で，フィオリーナに次のような発言をし
ている。
HPには戦略がない。負け犬文化がはびこっ
ている。人材育成にも無関心だとずばりと言っ
た。AT&T35）ではいろいろな部署を経験するが，
HPでは最初に配属された事業部から外に出るこ
とはない。従って自分の専門には詳しくなるが，
視野が狭くなりがちで，長期的な視点を欠く。
（Fiorina, 2006：邦訳 p. 173）

すなわち，取締役会は，この問題の重要性や
本質を理解していた，と考えられるのである。
しかし，取締役会は，それを解決する有効な働
きかけをせずに，カリスマ幻想に踊らされた。
その意味においては，HP 社の取締役会は，組
織統治解体の加害者でもあった。

Ⅴ

結語

ここで名前をあげられている４人は，先に

本稿では，組織統治論の観点から，HP 社が

フィオリーナが経営チームと呼んだ，当時の最

カリスマ幻想に陥った理由を同社の歴史に探っ

高経営幹部たちである（既述のように，彼らの

た。「理想の会社」と讃えられた同社の経営は，

─────────────────────────────────
34） プラットがトップマネジメント・チームを評価するために雇った著名なコンサルタント。
35） フィオリーナもジンも AT&T 出身であるため，同社が言及されているのである。
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HPウェイとして実践され，
「正しさ」
（＝「正

体は，その少し前の出来事である。企業統治制

統性」×「有効性」
）を基軸とするものだった。

度の激変後に対応する HP 社の事例分析では，

しかし，電子計測事業で培われた経営の原則と

必要に応じて，これらについても検討すること

コンピュータ事業の必要性とが矛盾したことが

にしたい。

問題の起源となる。

最後に，他の事例との比較検討も，組織統治

その矛盾の解消に努めたヤングの経営は，創

における経営者の任免や育成方法の意義につい

業者・会長であったパッカードにより否定され

ての洞察を深めるために必要となることを指摘

た。ヤングを引き継いだプラットの経営では，

しておきたい。本稿では，経営者の社内育成

ドグマとなった HPウェイが経営の諸実践を主

を前提とした組織統治（とその解体）を論じた

導した。その結果，彼の時代に事業部の極端な

が，同様の事例でも様々なバリエーションがあ

独立化が進み，事業部の経営と経営人材育成は

る。たとえば，HP 社と同様に「理想の会社」

分断される。取締役が社内候補者を経験不足と

と考えられていた3M 社は，一旦社外から CEO

評価したのは，その結果であった。同時にそれ

（ジェームズ・マックナニーとジョージ ･バッ

は，取締役会が継続的な経営人材育成の監視を

クリー）を招聘したが，社内からの CEO 登用

怠り，経営者の交替の一時点でのみ行動した結

方針に回帰した。社外から招聘された CEO（ル

果でもあった。同社がカリスマ幻想に陥ったの

イス・ガーズナー）が経営を立て直したことで

は，以上の経営の歴史の結果であり，それは，

知られる IBMも，ガーズナーの後任に社内か

組織統治の解体プロセスとして解釈できるので

ら CEO（サミュエル・パルミサーノ）を選んで

ある。これが本稿の結論である。

いる。社外招聘の可能性が噂されたが，結局，

なお，本稿では，紙幅の関係で，フィオリー

社内候補者を選択したインテル（ブライアン・

ナの CEO 社外招聘までを分析対象としている。

クルザニッチ）やマイクロソフト（サトヤ・ナ

これ以降の HP 社の事例分析については，残さ

デラ）のような事例も存在する。一方，日本企

れた課題としたい。それ以外にも，本稿にはい

業では，社外から CEOを招聘した（あるいは

くつかの課題や問題点が残されていることを列

その予定の）事例（日産，ソニー，日本板硝子，

記しておこう。

LIXILグループ，サントリーホールディングス，

ま ず， こ れ ま で 組 織 統 治 の 概 念 を， 主 に

資生堂，ベネッセコーポレーション，武田薬品

Foucaultに依拠してある程度論じているが（伊

工業，カルビー）が相次いでいる36）。これらの

藤 , 2012, 2013, 2014）
，本稿では，それについ

事例を比較検討することで，組織統治について

て十分な議論を展開できていないかもしれない。

の理解を深めることが可能となるはずである。

それについては拙稿を参照されたい。
また，取締役会の企業統治制度上の位置づけ

【付記】

が1990年代以降変化していることは本稿の分析

本稿は，科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究

とも関連するが，それについての明示的議論を

24653032・基盤研究Ｂ24330119）及び，滋賀大

避けている。ただし，企業統治制度が激変した

学経済学部リスク研究センター研究助成による

のは，エンロン事件（2001年11月エンロン破産

研究成果の一部である。

申請）と，それを受けたサーベンス・オックス
リー法の制定やニューヨーク証券取引所の上場
基準の変更による。フィオリーナの社外招聘自
─────────────────────────────────
36） ここで一つの類型として，創業者や同族経営者が社外から経営者を招聘する事例が多いことが指摘できる。
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The Charismatic Illusion and the Collapse of Organizational Governance:
Why did Hewlett-Packard Recruit its CEO from the Outside?
Hiroyuki Ito
This paper examines the reason why Hewlett-Packard recruited Carly Fiorina as its first
CEO from the outside. It is generally said that she destroyed the“HP Way（its renowned
culture）
”and that the board of HP failed to select the proper CEO due to a charismatic illusion.
However, a historical analysis points to the following factors leading to Fiorina’
s appointment.
Firstly, John Young, the former CEO of her own predecessor, Lew Platt, was forced out
by David Packard, the founder and chairman, after drastically restructuring HP. Young
had attempted to strengthen HP’
s strategic focus by overarching its highly autonomous
divisional structure. Secondly, Packard selected Lew Platt as Young’
s successor to revert
back to the traditionally-based organization. Platt cast aside Young’
s organizational reforms
and reinforced the independence of HP’
s divisions. Thirdly, Platt failed to provide strategic
leadership to guide the divisions through the period of business turmoil. Fourthly, without
a clear CEO succession plan, there was no obvious candidate to succeed Platt when the
board finally ousted him. In the end, the board searched for a savior to solve the company’
s
troubles and found Carly Fiorina, who did not have any experience as a CEO or as a general
manager.
From the above findings, it can be deduced that Fiorina was selected as CEO due to
the failure of organizational governance. This failure was triggered by the act of Packard
in toppling John Young and actualized by the management of Platt. In this historical
context, the board was constrained to select its CEO from the outside; at the same time,
however, the board was also responsible for the failure as it did not intervene to correct the
mismanagement of Hewlett-Packard.

