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賃金と報酬理論

真
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野 {措

かつて， L ・ハザード (LelandHazard) は， I賃金理論;ー経営者の見

解〈註 1リ及び「賃金について経済学者の未知のもの段2)J と題したこつの論

文において，スミス以来の経済学における賃金理論が，実際に賃金の決定に

直面している個々の経営者にとっては，殆んど顧みられていない事実を指摘

しているO 彼によれば，現実に賃金決定の間憩に直面した場合に，経営者の

意識を導いているものは， (1)生産活動を維持したいとする強い要請， (2)実

現可能な製品価格を維持したいとする要講， (3)必要条件としての利潤の確

保の三つの要請であり，この内，生産活動の維持についての要請が第一の要

請として，他の二つの要議に優先して考麗される事実を強調しているO

そして，その理由として彼は，現代の企業が社会的経済制度と化している

為に，その生産活動の中絶は，その企業の供給活動に依存している多くの顧

客に迷惑を与え，その結果経営者の最も好まない企業に対する経営者として

の地位，換言すれば，競争企業との関係において当該経営者の占める社会的

地位を傷つける結果となる事実を指摘しているO
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更に彼によると，今日の労働者遣は，企業に対する終身的地位(lifetime

status)への要求を強めて来ており，先任権や年金の知き付加給付に対する要

求を，貨幣的賃金と同じ重要性の比重において求めるに至っている<n3)。そ

の結果，伝統的賃金理論が前提として来た様な「多くの企業所有者達と，非

組織の移動可能な労働者達が，最大の来lJi筒と最大の貨幣的賃金を求めて日々

競い合っている歴史的概念は，こうした今日の実際的要求に適用する事は国

難となり(!4)J，I一方において経済人の考え方が伝統的な賃金理論において

主要な役割を果している簡に，現実の経営者連は，古典的経済学者がかつて

認めた仮説以上に，多くの代替的選択の可能性を持つ事となり，彼の会社

は，より多くの管理的な運用可能性を有するものとなっているのである。か

くて多分，賃金理論自身が，今日実際家と経済学者との間の友好的な団体交

渉の最中に寵かれているほ心」事となったので、あるO

確かに経済学の賃金に関する学説の多くが，イ個々の企業における賃金決定

に際して重要な具体的指針となる事例は，極めて少ない事は事実であり，多

くの場合，使用者と労働組合とi主，それぞれの時期に自己にとり都合のよい

して，自己の主張を賞ぬく一つの用具に利用しているに過ぎない

のが普通である(計百〉。

しかし，本来経済学は，社会経済の一般的動向を解明する事を目的とした

社会的視角をもった研究であり，経前学における

の社会的決定の問題を中心として展開せられてL、る理論である。従って，

それは，例えば全国的規模を有した物的労働生意性、の極めて高し

る

の内に入ましなければ、ならなし

る とっては，むしろ始めか として

りをヰぎしている

経営者の具体的な個別 とは、なり得ないのが

00 

元来，個別的な企業経営上における ，本来社
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会的客観的立場に立つ経済学の賃金理論に求める事は，適切な事とは言い得

ないであろう O むしろ，伝統的な経済学における賃金理論の体系とは7JIJに，

主体的行為の立場よりする思考体系の内より，賃金問題についての思考方向

安求める事が試みられるべきであると考えられる。間様な事は，賃金管理技

術に関した問題についても言い得る事であり，例えば，職務分析の技術が如

何に発達し，詳縮になっても，その事自体から賃率の決定が行われ得ない如

く，技術的視角そのものも，主体的行為の立場よりする思考体系と結び令っ

て，始めてその問題解決の為の有益なる用具となり得るものである。従って

本稿においては，主体的行為の立場よりする思考体系における賃金問題に関

した理解の流れを検討する

事を自的としている O

より，今後のわれわれの研究視角を確立する

自

(註1) LeJand Hazard，“Wage Theory A Management View，" G. W. Taylor 

and F. C. Pierson ed.， New Concepts in Wage Det巴rmination，1957， pp. 32 

-50. 

〔設2) L. Hazard，“What Economist Don't Know About WagesプH剖 vardBusiness 

Review， Jan.-Feb. 1957， pp. 48-56. 

〈註3) ibid.， p. 51. p; 56. 

(設4) ibid.， p. 49. 

(言主5) Jules Backman， Wage Determinution， un Anulysis of Wage Criteria， 1959. 

バーナードの誘閣の経済論

の立場から解明する 経

った(;;]'1)。従って，経済的諸活動の主体である

自体」と言う概念は， おいては，

じられて来ている。しかし初期における

の立場よりする研究の多くは，主とし J占し、

じられた場合が多く，従ってたとえその研究領域が利害調張問題の分野に及

おいても，せいぜい経営形態論的な分析方法が取られる位以」肝つ

ている であ叶た。従って， 自体jの内在的な論現よりする主
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体的行為の立場に立った従業員管理，更にその賃金問題に対する体系的考察

の具体的な試みは，近代的な組織理論の展開を待って，始めて開始せられた

と考える事が出来ょう O この意味において，バーナード (Chester1. Barnard) 

の組織論より，われわれの考察を始めるのが妥当であると考えられる。

周知の様にバーナードの思考の集大成として知られている彼の「経営者の

役割(，12)一!と題した研究は，具体的には公式組織の研究として展開せられて

いる O 彼は， r公式結織を二人以上の人々の意識的に統括された活動や諸カ

の体系 (asystem of consciously coordinated activities or forces of two or 

more persons) (;t3) Jと定義しているO それは個人が何等かの自的を達成し

ようとする場合に車問する人間の生物的，物的な制約，或いは心理的社会的

要因よりする種々な制約を克崩しようとする時に生み出される協働活動の体

系の内から，物的体系，社会的体系，生物的体系及び具体的人間などの構成

要素を総去した後に残された意識的な人間活動の体系である O

そして， rこうした公式組織は， (1)共通の目的を達成する為に， (2)進

んで貢献活動を行おうとして， (3)穏互簡に意思を伝達する事の出来る人々

がいる場合に生じる O 従って組織の構成の要素は， (1)伝達， (2)貢献意欲

(willingness to serve)， (3)共通の目的であるcはりと考えられている。即

ち，組織を構成しているものが，人々の用役や行動であるから，普通「忠誠

心 (loyality)J r間結心(solidarity)J r盟体精神 (espritde corps) J等と呼

ばれている協働体系に対して努力を捧げようとする人々の自発的意思の存在

が，先ず必要である O それは個人が，自己の行動の自由を放棄して，

行為体系に貢献しようとする気持であるO この意欲は，特定のi協働行為に参

加する事により負担しなければならない犠牲と，得られる満足とを，他の協

働行為に参加して得られる満足と負担するべき犠牲と比較して，その差引純

満足 (netsatisfaction)が大なる場合に生じるものであり，従ってその強さは

個人により相違し，時期により変動する O 特に個人を重視する現代社会にお

いては，組織に対して貢献者となり得る人々の内の多くの人々を，消極的な

貢献者としての地位に留める額向があり，積極的貢献意欲を有する人々(土，
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比較的少数である傾向が強く，人々の意欲は非常に流動的で、あるO そして組

織の存続は，こうした個人の動機(純満足を求める欲求〉と，それを満たす

可能性との間の変動的な関係に基づく人々の意欲に依存しているO

次に，こうした協働意欲は，問時に，組織の参加者によって認!められた協

働の目的，即ち，組織の目的の存在を必要としている O それは，個人が貢献

活動に参加する目的である傭人的な主綴的日的とは異なった客観的な組織賞

献者によって認められた共通の日的である。従って，組織における参加者

は，個人の在的を追求する個人的人格と，この共通目的を追求する組織的人

格との 2つの側誼を持つ事となるO そして，この共通話的と，個々人の貢献

意欲とを結びつけるのが伝達の過程であり，それは組織の形態を決定する中

心的役割を果している。

組織は，この三つの構成要素を，外部の状況に適する様に結び合わせて，

均衡のとれた協働体系を確立する事により創設され，その存続は，この協働

と外部の全般的状況の変化との間に，均衡がとり得るか否かにより決定

されるO 却ち，組織の存続は，その時の外部状況に適した様に，具体的共通

E的を修正乃35.は新しく採用し，その目的を達成する個人の貢献活動を獲得

し続けて行く より達成されるものである。そしてそれは，その協働体系

の全てに参加している人々の得る純満足が，人々を続けて協働させるに足る

ものであるか否かによって定まる事となる。

かくて，バーナードは，組織存続の基礎的エネルギーとして，協働体系に

参加しi初動活動を行おうとする個々人の頁献意欲を置き， それを獲得する

為に組織が個人に働きかける側面を， r誘悶の経済 (TheEconomy of 

lncentives) Ciluりとして分析している。 即ち，先ず，組織が行う働きかけと

しては，作j等かの客観的な誘因を提供し，個人の純満足を得ょうとする場合

と，人々の心理的状態や態度或いは動機を改変して，提供し得る客観的誘国

の放果告さ増加して，純満足を得ょうとする場合とがある。バーナ{ドは，こ

の容綴的な誘因な提供する方法を「誘因の方法(themethod of incentives) J， 

主観的態度を改変させる方法を「説得の方法 (themethod of persuasion) J 
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と名付けて分析しているO

〔一〕誘因の方法

被によれば，誘因の種類は二つに大別出来るO その識つは，個人に個別的

に提供され得る特定的誘閤(specificinducεments)であり，他の一つは，

的であり個人的，特定的に提供され得ない一般的誘因 (generalinduc芭ments)

であるO 前者の例としては， 刷物質的誘因， (b)個人的，非物質的機会，

〈巴)好ましい物的作業条件， (d)理想、の恩典 (idealbenefiactions)が挙げら

れ，後者の例としては (e)集団による社会的接触の魅力 (associational

attractiveness)， (f)慣習的作業条件並びに慣習的態度に一致する事， (g)物

事の過程に一層広く参加出来ると言う感情を満たす機会， (h)殺しい交りの

状態(thecondition of communication)が挙げられているO

(叫物賀的誘因 貨幣・物及び物的諸条件であり，雇用を受諾する為の誘

国或いは貢献活動に対する報酬として，偶人に提供せられるものである。

原則としてこの種の誘因は，受給者の生存水準を超えて提供せられる場合

には，急速にその技力を失う性質を有している。ただ物質的誘因は，

技術の発展から，他の誘関に比較して生産し易く，提供し易いところか

ら，既に生存水準以上に与えられている人々にも，物財愛着の気風を強制

的に養成して，物質的誘因の故果を広めようとする努力が払われて来てい

るO この為に人は，物財を欲するべきであるときう感情が作り出されて来

ており，支配的な動機の様なものが満たされない為に生じる不満まで，物

資的報酬の不足として，その不満を合理化しようとする傾向が強まって来

ているO 特に今日の高度に専門化した市場経済制度の下で、は，貨幣の持つ

交換力が極めて大きく，それは非物質的動機，例えば博愛的，芸術的，

間的，宗教的動機を満たす間接的手段として用いられる事があり，また貨

幣的所得は，社会的地位，人格的発援などの指標として用いられる;場合が

ある為に，個人の貢献活動に対する刺激として貨幣の持つ放用は著しいも

のがあると君倣されてし、る。しかし，貨幣及びその他の物質的誘因の放果

は，今日，可成りな程度まで，例えば， t広告や各種の販売技術の様な，
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得の方法を伴った他の誘閣により高められていると考えられるO

(b) 個人的・非物質的誘因 著名さ (distinction)，威信，個人的勢力乃至

は支配的地位麗得の機会の提供を意味し，これらの誘因は，生存に必要な

最低限の物質的報酬を与えた後には，協f動的活動を確保するのに極めて重

要なものとなる。古典的な潟業組織においてさえ，著名さ，威信，地位を

伴わない貨幣的誘閣の提供は殆んど殻果を持たず，一時的にすら誘因とし

て殆んど作用しなし、。逆にもし署名さや威信が保証されていると，少なく

とも短期間は，物質的報酬が少なくても，その誘因としての設果が認めら

れる場合が多L、。 また貨幣所得や物財所有の程度の差が，嫉妬や分裂の原

因となるのは，そうした差違が，社会的著名さや威信の差を現わすものと

考えられるからである。

(c) 好ましい物的作業条件 物的な作業条件は一つの重要な誘因であるO

(d) 連想、の恩典 勤労活動に伴う誇りや適性感，家族やその他の人のため

の奉仕等の非物資的，将来的または利他主義的関係に関する鏑人の理想、を

満足させる組織の能力であるO

(日}集聞による社会的接触の魅力 人は，被をめぐる社会的状況がその人

の見地から見て不満足ならば，他の誘因が与えられでも全く働かないか，

または殆んど働かない場合がある。人種，民族，宗教， iぎ嶺，道徳，社会

的身分，教育，野心等の相違は，人々の意欲に対して支配的な影響を与え

るものであるO 従って，その人から見て好ましい社会的接触が得られる状

況，却ち社会的調和性(socialcompatibility)の確保は，一つの強力な誘因

な提供する。

(f) 慣習的作業条件並びに慣習的態度に一致する事 人は不慣れな作業方

法や状態の下では， うまくやって行く事が困難であるために，不慣れな方

法や状態を受け入れなければならない場合には，協惨を拒否しようとする

鶴向を有する。

(g) 物事の過程に一層広く参加出来ると言う感情を満たす機会 息分が参

加している協働体系全体が，社会的に重要なものであるから，自
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個々の努力もまた重要なものであると感じる事を意味し，この感情は，個

人的著名度や威信への愛着と結びつき， 一つの誘国となって機能してい

る。他の事情が等しければ，多くの人々がなるべく大きくて有用で，設果

的と見られる組織との結合を好むのはこの為である。

(h) 殺しい交わりの状態、 社会連常感，社会的統合感，社会的本能とも呼

ばれる社会関係における個人的気安さの感情を満たす機会の提供で、ある O

それは仲間意識を持ち，或いは偶人の態度における相互扶助の機会が提供

される事を意、味しているO

こうした諸誘因の殻果は，人によりそれぞれの誘国に対する反応が異な

り，開時にその組合わせによっても反応が違い，更に時間の経過に従っても

った放果を有しているO それは人々の環境が不安定で、ある事と，組織が

人々を協働活動に誘引するのに必要な総ての誘国を提供する事が出来ず，そ

の不足を説得の方法によって埋め合わせている事から来る人々の欲求水準の

不安定性に由来するものである。

仁-説得の方法

組織が必要とする個人的貢献活動の確保の為に，充分な誘因を組織が個々

人に提供し得ない場合には，人々の欲求水準を説得の方法により改革して，

紡織が提供し得る誘菌で必要な貢献活動を誘引出来る様にしなければ，その

組織は存続し得なくなる O この為に用いられる説得の方法としては， (a)強

制的状態の創出， (b)機会の合理化， (c)動機の教導の三つの方法が含まれ

v 

r，J 0 

(a) 強制的状態の創出 特権停止，各種の罰則，解鹿等の強制は，組織に

対する個人の貢献を排除する為にも獲得する為にも用いられる O 好ましか

らざるものの排除は，組織を維持する為に必要な方法であるが，同時に産

接に影響を受けない人々の間にも恐怖を作り出して，組識に何等かの貢献

を行おうとする気持を起こさせる故果を有している。しかし，強制的状態、

の創出による協働行為の獲得は，永続的協{動体系や，非常に複雑な協働体

系においては，積極的な貢献活動を維持するのに充分な方法ではなL、。



賃金と報酬理論真野 9 (469) 

(b) 機会の合理化 これは，他の諸誘因の放果を有数にする為の種々の方

法を意味しているO この方法には，一つの社会組織全体の表現としての一

般的合理化の方法と，個人や集団に対して，特定の総織の要求に従うべき

であるとか，従うのが利益になると言う事を納得させようと企てる特殊的

合理化とがある。前者の内の重要なものとしては，物質的目的達成の手段

として科学を礼讃し，発明や発見の才能を賞讃したり，資源の開発を奨励

したり，物質的生産物の利用から得られる満足を強くうったえる競売術や

広告，宣伝などが挙げられる。後者の代表的なものとしては，組織に参加

する様に，或る職務や地位を引き受ける様に，奉仕活動を行い，或る問題

の達成に貢献する様に個人に訴える諸活動があり，新規募集や好条件で組

織への参加を勧誘しようとする過程に見られるものである。それは，提供

される満足の機会を，その他の機会と比較して強調し最も容易にかつ最

も尽立q て提供される誘菌に興味を起こさせようとするものであるO そし

て，こうした特殊的合理化の方法は，普通狭い選択領域に対してのみ有殻

であり，誘因同士松互に競争し令う面を有しており，更に説得せられる

個々人の欲求や過去の経験が相違している事から，一定の時期には比較的

少数の人のみが対象となり得るに過ぎないのが普通で、あるO

(c) 動機の教導 若い人々を慎重に教育したり，成人に対して宣伝活動を

行ったりする過程を意味し，最も重要な説得形式であるO こうした正式の

説得方法と結びついた非公式的関接的な方法もあるO 教訓，供i示，示唆，

模倣と対抗，習t民的な態度と言った様なものがそれであり，それ等は，誘

因に対する個人の感情的反応を規制するものである。それは，誘因の数果

について，全体の人々を支配し，集団と階級に支配的影響を与える基本的

条件ででもあるO

組織において，こうした説得の方法が用いられると言う事は，組織におい

て，異なった水準での主主献活動と誘国の配分との間の均衡が成立する可能性

がある事を意味してし、るO 従って，組織は，配分する誘閣や説得の方法の利

用について，常に組織自からの経済に基づく評価を行っ vご，その合理的な配
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分・組み合わせを図っていくのであるO

即ち，今，バーナードによると，協{動体系には，中心となる組織以外に，

物的体系 (physicalsystems)，人的体系 (personalsyst巴ms個人及び個人の

合)及び社会的体系 (socialsystems他の組織)が含まれており，経織の機能

である放用 (utilities) の創造，変形，交換と言う面より見ると，それぞれ組

織経済 (theorganization economy)，物的経済 (amaterial economy)，個人

経済 (theindividual economy)， 社会経済 (asocial economy) の四種の経

済が混り合っている事となるO そして，今まで見て来た各種誘因に対する組

織参加者の主観的な設用の評価の問題は，餌人経済の問題を意味している。

いわば，組織を構成している構成員連〈利害関係者達〉の放用の問題であ

る。これに対して物的経済とは，組織の活動によって管理されている財や物

理的諮力に対して組織の与えている款問の総計を意味している。物的体系を

構成している原材料や機械等の物的諸要素は，それ自体で、はそれ程大きな意

味はなく，組織により支置され体系的に組織化されて始めて組織にとって，

その各要素の価値ーの算術総和より大きな，いわゆる組織的に価値あるものと

なるのである。

次に，社会経済とは，他の組織や当該組織とは関係を持たない錨々人との

間の設用を交換し合う関係より成り，協!動体系以外のものとの協働関係を

ぶ可能性の総計を意味しているO いわば，組織が各種の市場(資本，商品，

労働，原料等の市場〉に接触して技用を交換し合う過程であるO こうしたも

のに対して，組織の経済とは，一つの社会的体系としての組織が，自己の管

理下にある物的な体系，入国体系，社会的体系の各要素に組織が与えた故用

を相互に統一的総括的に評価した総体を意味しているは自)。そして，組識経

辞としては，組織の支配している各種の設用を直接に，或し、は変形，創造し

て，交換する事により，キ旦織参加者即ち貢献活動の提供者から継続的に必要

な技用を受取る訳である O 従って，組織は，白からの評価におし、て，この交

換の過程において得られる必要なる設用と，それを獲得する為に支出せね:ま

ならぬ誘因としての交え用との比較考量を行わなければならなし、。誘閣の
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とはこの事を意味している O

今，組織活動に対する貢献者が，各自の交換に際して，余剰 (a surplus) 

即ち純満足を要求する限り，組織は白からの経済において，殻用の交換・変

形及び創造を行い，貢献者の純満足を得る為の技用の余剰を確保し得る場合

にのみ存続しそれに失敗すれば，組織を構成する諸活動の支記が困難とな

り，組織全体の衰退を招く事となる。産業組織においては，人々の活動を物

的環境に適用して物的な生産物を獲得している O そしてもしこれ等の活動を

得る為に提供せられる誘因も物質であり，その物的生産物が充分であれば，

組織はこの生産物の内から，誘因の為の支出合行い存続を続けるであろう

が，もし誘因の為の支出量が，この生産物の量を趨えると組織は捕滅する結

果となる。そして一般に，組織の生み出す物的生産物には眼界があるから，

物的生産物のみによって，貢献者の十分な純満足を得る事は不可能であり，

非物質的誘国の利用や説得の方法の利用が広く用いられる事となるほ7)。

ただこの場合，組織より提供される誘因の殻用について，それを支出する

組織は，組織自体の基準に基づいて評舗を行い，それを受ける貢献者の純満

足は，貢献者の主観的基準に基づいて評価せられる O 従って，問ーの誘簡に

異なった二種の評価体系による判断が行われる事となる。かくて，組織は，

交換の過程において，組織にとって余り儲値は無いが，受ける者には多くの

価値を有するものを与え，提供する者には余り{函館は無いが，組織にとって

は価値のあるものな受け取ると言う交換の剰余を追う一般法則に従う事とな

るぽ8)。従って，従業員関係について言うと，貨幣が使用者に価値あるもの

となり，被用者には価舘が無くなるまで貨幣を与え，次いで使用者に費用が

掛らず，被用者から高く評価される付加的誘閣を与える事が望ましい事とな

るO

交換過程において，組織は，この様にして交換に伴う余剰を追求する

可能であるが， しかし一般に組織の支配する誘閣のみでは不充分なところか

ら，説得の方法が広く用いられる事は前述の通りである O かくて，個人の主

観的評価基準は常に変動的であり，組織を巡る物的・社会的・人的環境も絶
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えず変動している。従って，充分な誘因提供の手段を獲得し，誘因棺互の設

果の対立を避け，設果的な説得努力を行う事には，常に困難な問題が伴い，

殻果的で、実行可能な組み合わせを前もって長期的に定めておく事は，不可能

である O 総織における誘因計画は，徐々に発展し得るものであり，組織の存

続上において考えられる主として戦略的な要国であり，不安定な性賓のもの

である O

ノミーナードの誘留の経済並びにそれを基礎として展開せられる上述の様な

組織経済の均衡の理論は，公式組織一般の理ー論として述べられている。市場

経済と特に密接な関係を持ち，それに支配されている経営組織の具体的な理

論としては，殆んど展開が行われていなL、。そして，その誘因配分 貢献

誘引の理論は，経営組織について見れば，従業員のみならず顧客や質権者，

原材料供給者，株主等の全組織構成員(利害関係者・組織参加者)につい

て，共通に取扱われている。従って，各穏の誘因や説得の方法が，同一の平

田に並べて説明される結果となり，各種誘悶相互間，或いは説得の方法との

関係、において見られる筈の，それぞれの場合における優位性や，複数の誘因

によるその相乗的救果や相殺的投果についての分析が，極めて不充分な事と

なってしまっている O 特に，綴織の構成要素を成す個人活動の確保について

は， r(1)人を組織との協働関係に誘引する事と， (2)この関係に誘引した後

に活動を引出す事のごつの主要部分に分けられ明日lJ る事を指摘しながら，

それぞれの問題部分に対する各一種の誘因や説得の方法の有する故果の異同に

は殆んど、触れないで終っている O

従って，従業員管理，特ーに賃金管理的な関係より考えると，ノミ{ナ…ドの

研究は極めて不充分なものと言わなければならなし、。しかしそれにも拘ら

ず，バーナードの研究は，法統的経済人の代りに，多様な欲求を持った近代

的人間像を前提として， (1)賃金が，各種の誘簡の内の一つである物的誘因

の一要素にしか過ぎず， (2)その純粋の放果は，生存水療を満たし得る程の

供給の行われた後には，急速に低下する額向があり， (3)その他の誘因が与

えられて，始めて純満足が得られるものである事実や， (4)貨幣賃金が純粋
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の物的誘閣としての妓用を満たす以外に，他の誘閣によって求められる故用

を購入する手段として用いられている点，或いは， (5)個人の満足水準が，

説得の方法により変動する事実を指摘している点等は，何れも，貨幣的賃金

や付加給付のみを独立して敢り出して考える事が，経営組織の維持と言う点

から見ると無意味である事実を論述するものとして注目に鑑するものであ

るO 組織経済の均衡，従って組織の維持と言う点より考えれば， (付加給付

をも含めた〉賃金管理は，それ自体を独立的に論じるべきではなく，他の誘

閣や説得の方法との総合的関連において考えられなければならない訳であ

るO かくて，バーナードに始まる組織的観点よりする従業員管理の思考は，

賃金管理論を，非貨幣的要素をも含めたより広い従業員報酬管理論として展

開する事の必要性に到達する事となるのである。

(註1) 真野{際「経営学の性格についてJ大阪経大論集，第37号.

(註2) Chester I. Barnard， The Functions of The Excutive， 1938. 

〈註3) ibid.， p. 73. 

〉註 4) ibid.， p. 82. 

〈註5) ibid吋 pp.139-160. 

(註 6) この内，人的体系の評儲は，俗人からの寄与と， 1混入に対する交出の要素の

総体として行われる。そして，こうした統一的総括的な評価は，決して各要素

を共溺の評飽の尺度によって評価しているものではないから，その評(illi並びに

その評価に基づいて行われた行為が正しいものであるかどうかは，組織活動の

成功か失数かを見る以外Iこなく，また組織経済を分析する唯一の手段は，組織

の行動に関する諸決定を分析する事である。 ibid.，pp. 242-244. 

く註7) この結果組織は，非物質的誘因を求めて，常に成長，拡大，拡張を行う必要

伎を有しており，更に差別的誘因の維持郎ち誘因の配分に差別的格差を設ける

のが普通である。けだし総ゆる誘因は，組織にとり費用が掛り，その費用は

総織の存続を妨げる傾向がある為に，更に組織の収支の均衡は，最大の経済性

なしには，本来不可能と考えられるから，誘因の配分は，色々な貢献の餓{直と

有効性に釣合ったものでなければならなし、からである。 ibid.，p. 159. 

〈註8) そして，この交換は，欽沼について行われる訳であり，致用の付属した物が

尺度になる訳ではなし、から，この二つの流れは正確には区5][)出来ず，また産出

投入の細部にまる釣合わせば不可能である。 ibid.，pp. 252-253. 

く註9) ibid.， p. 227. 
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一・ マーチ・サイモンの動機誘導論

ノミーナ{ドによって体系づけられた組織理論は， H.サイモン (Herbert

A. Simon)により引継がれて種々の方向への展開が試みられてし、る。特に，

誘閣の配分と貢献活動の誘引との関係の検討は，自からパーナ{ド・サイモ

ン組織均衡理論(TheBarnard-Simon theory of organizational equilibirum) 

と名づけて，組織の各参加者集問毎への理論の展開が試みられているほ1)。

その内でも，従業員に対する誘国一一貢献理論として最も注宮するべき価値

を有するものと考えられるのは， J.マ{チ (JamesG. March) との令同研

究として，その共著「組織論(詳2)J の内に畏関せられた動機誘導論 (Motiva-

tional Constraints<註3りである。

マ{チ・サイモンによれば I組織の均衡は，組織参加者を継続的な参加

へ動機づけるのに適した支払の調整についての，組織の成功を意味してお

り(制つそれは「組織の生存の条件を意味しているf訓 )0Jそして「均衡理

論は，本質的に動機誘導理論である(註呂)Jと解され， その理論の中核は，次

の五箇の仮説に要約されているCl'6)。即ち，

(1) 組織は，我々が組織の参加者と呼ぶ多数の人々の相互関係的社会行動の

体系であるO

(2) 各参加者及び各参加者の築盟は，彼等の絡識に対する貢献に対する反対

給付として，組織から各種の誘因を受け取るO

(3) (彼の価値基準及び彼に開放せられている

照して〉彼に提供されている誘因が，彼が行う様に要求されている文献よ

り大であるか，少く共等しい眠りにおL、て組織への参加をど続けるであろ

うO

(4) 参加者の各集団より される 組織が参加者に提供す

り出す源泉 (sourcε)であるO

(5) 参加者の貢献を将来も引き出すに足るだけの誘因を提供するのに必要な

られるi設りにおいてのみ，組織は支払能力 (solvent) を持ち，生
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;停を続ける事が可能である〈詑7)。

以上のところから知られる様に，組識の存続の条件である各参加者が続け

て組識に貢献を行う為には，参加者による主観的な評価の設用において，組

織が彼に要求する貢献と反対給付として支払う誘因との致用バランスが，プ

ラスの剰余を示す芸評が必要であるO そして，この参加者の主観的な評舗の基

準を外部から観察する手掛りとして，マーチ・サイモンは，ニつの方法を示

唆している。却ち，参加者の行動を観察する事により，直接に誘閣と貢献の

参加者におけるバランスを評価する方法と，設用函数について，単純な経験

的仮定を寵いて，個々の設用とは直接には無関係に，誘悶と貢献の量的変化

より，バランスを推測する方法とであるO

直接的に誘閣と実献の主観的設用のバラ γスを測定する為の最も合理的な

方法は，個人の満足度の変化を測定する事ーである O 得られる誘因と，要求さ

れる貢献の主観的設用の差額が大なる程，個人的満足は大きいと考えられる

からであるO しかし，但人の満足度により誘因一一一貢献殻用バランスを測定

するには，代替的行動案の得られる容易さが強い影響を与えると考えられ

る。即ち，個人の満足尺度(satisfactionscale) の零ポイントは，不満足の程

度について人々が語り始める点であり，希望水準 (thelevel of aspir呂tion)

と密接な関係を持ち，個人的希望を満たす為に代替fì~行勧業主ど探究し始める

誌であるO 代替的行動案の探究な始めて，それが容易に見出される

l主， 故舟ノミランスの零ポイントは

ポイントとは，個人

るからである。今も

U:.， 

ボイソトを示しながら， パラこノスはプラスを示し，

しなL、ofこだ， こうし J
h
u
 

えると，

ると

る う代替的行動案の師f肢は抵でし，従叶て る

価値も低下する惑となり，論足尺度と バラ γスと
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する方向に動くと考えられるO 従って，代替的行動案の得られる容易さの変

化は，個人の満足尺度を用いて，誘関一一一貢献設用バラ γスを測定する擦

に，常に留意、を要する問題である。

次に，設用函数について次の三つの仮定を置いた場合，誘因と貢献の各要

素の量的変化から，参加者の主綴的数用のバランスの測定が行われると考え

られている。即ち， (1)設用函数の変化は， 極めてゆっくりしたものであ

る(制)0 (2)各技用函数は，その栂応する誘困または貢献の各要素につい

て，一本調子(monotonic)に働く O 例えば，賃金の増加は，常に受給者にと

って，設用の増加を意、味し，逆に効用の減少が生じると言った事は考えな

L 、。 (3)人々の可成り広い階膚に亙って，技用函数は，大体同じであると仮

定する。一定の文化簡の内で，或る人にとり殺用の増加を来すものは，他の

人にも開様な作用を及ぼすと仮定する訳である。こうした三種の仮定を置い

た場合，或る組織が一つの貢献に対して他の紡織が提供するのと同様な種類

の誘閤量乃査はそれ以上の誘酒量を提供する場合，参加者は継続して参加を

続け，或いは新しい参加者を期待することも出来ると考えられる。

今，従業員の組織参加についての外部的変数についての指標としては，

(1)個々の労働者による生産量の測定， (2)欠席率 (3)労働移動率の五つを

挙げる事が出来る(註9)。そして，マーチ・サイモンは，労働移動率を，従業

員の綴織参加指標として取り上げているO この場合，個々人の組織への参加

を決定する誘菌数用と食献設用の差は，個々人の組織からの離税率として現

われると考えているのである。従って，従業員の組織よりの離脱を決定する

二つの要素， 郎ち， (1)組織より離説する事についての望ましさの自覚，

(2)組織から移動する事の容易さの二つの要素は，そのまま個人にとっての

誘間放用と貢献設用の差を示す函数と考えられるO マーチ・サイモンは，こ

の両要素に対して影響する他の要素を，それまでの関連した諸学者の実態調

査に基づく研究を纏めて整理している。

CIJ 組織から離脱する事の望ましさの自覚に影響する諸要素

組織から離脱する事の望ましさの自覚に影響する基本的な要素は，個々人
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の従事する職務 (job)についての満足であるO 職務についての満足の大なる

程，組織より離脱しようとする動機は少なくなる。そして職務に対する満足

は，次の三つの要素の函数と考えられているO 即ち， (1)個人により描かれ

た自己の性格(self-charact巴rization)への自覚と，職務の性格(job-characte-

ristics) との一致が見られる程，満足度は高いと考えられるO 逆に，現実の

職務と個人の画いた自己の理想、 (self-ideal) の間に分離が認められる場合に

は不満が生じ分離の程度が大となる程不満が高まって，その状況より逃が

れようとする自覚が高まると考えられる o (2)職務における手段の諮問係

(instrumental relationships on the job) の予測可能性が大である程，満足

度は高L、。特に職務上の重要な問題についての予測性が低い場合には，人々

は自己の意思決定に対して自信が持てず不安が増大する。 (3)

と，伺人が職務以外の他の社会集団内での生活において諜されている役割の

要求との間に両立の見られる程，満足度は高くなる。職務の上から課される

要求と社会生活上要求される役割(例えば，日曜日は家族と共に暮す)とが

矛盾しない事を人々は求めていると考えられる O

この三つの要素の内，個人によって商かれた自己の性格への自覚と，税務

の性格が一致する程度と言う要素は，次の;機な五つの要素の函数として考え

られているO 即ち，①摺人の独立性と監餐者の行動とが両立している程，

個人の自己のイメージと職務の性格との間の葛藤は少ない。監督者の行動が

権威主義的である程，個人の独立性は侵される事となり，職務の満足震え低

下するO ②組織より提供される報酬の量〔地位或いは貨幣による報酬)の

多い程，個人の自己イメージと職務との間の葛藤は少なL、。 ③職務の割当

に参加する割合の大なる程，職務と倒人の自己イメージとの開の葛藤は少

なL、。 ④当該職務の一般水準の中で，教育水準の高い程，職務と鏑人のイ

メージとの間の葛藤は大きくなる傾向にあるO ⑤与えられた昇進昇給段南

の内では，過去における地位や収入の増加率が大である程，職務と借入のイ

メージの関に葛藤が生じる傾向がある。即ち，人々は，自己の現在の価値を

過去の成綴の投影として評価する。今，例えば，昇進や昇給が規則的に行わ
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れている場合，人々は同様な傾向の上に，将来の予測を立てるのが普通で、

ある。しかし，或る点で昇進や昇給の割合や量が減少すれば，人々の自己評

価との間に矛庸を生じ易く，激務に対する満足が低下すると考えられるO

次に，組織よりの離脱の望ましさの自覚に影響するもう一つの要素とし

て，組織の規模があるO 却ち，個人は自己の関係する種々の社会的組織を通

じて，社会的な規範を諜せられるので，作業集聞の規模が余り大きいと，職

場集関内に色々な非公式組織が発生し相互に矛盾した競範を課す可能性が

強い。その意味で，作業集団の規模は小さい程，組識との簡に矛盾した規範

を生じて偶人を悩ませる可能性は少なし、。しかし，反面，組織全体の規模は

大きい程，組織内での配霞転換の可能性は強まるので，組織よりの離脱率は

低下する傾向を示している。

以上の関係を表示したのが，第 I表である。

〔第 I表〕

移動山!涼1j1せられた望ましさ

移動の感知された望ましさに影響する主要要素

March and Simon， organization， 1958， p. 99. 

[]IJ 組織より離脱する事の容易さの自覚に影響する要素

一般に外部に仕事が多数存在している場合には，労働の移動率が高く，仕
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事が少ない場合には移動率が低い事はよく知られているところである。部

ち，従業員に感知せられる代替的組織が多い程，労働移動に対する容易さの

自覚は高いと言う事が出来る。そして，この感知ぜられる代替的組織の最は，

次の 3つの要素の函数と考えられるO 即ち， (1)経済界の動きが不活発な時

期には，感知される代替的組織の量は少なし、。逆に事業活動の活発な持期に

は，従業員の感知する代替的組織の量は多い。 (2)偲人の属性 (individual

attributes)は，感知される代替的組織の量に影響するo (3)錨々の従業員が

見る事の出来る組織の量の多い程，感知される代替的組織の数は多くなる傾

向があるO

この三つの要素の内，感知される代替的組織量に対する個人の属性の影響

は，更に次の五つの要素の函数と考えられるO 即ち，①男性の労務者は，

女性の労務者より移動し易い。 ②若年労務者の方が，者令労務者より移動

し易い。 ③社会的地位の高い程，移動し易い。従って，白人は黒人より，

非ユダヤ教徒はユダヤ教徒よりも移動率が高い。 ④勤続年数の長い程，専

門化の程度が高くなり，移動の可能性は減じる傾向がある O ⑤外部的要素

として，経済技術の発達が移動の可能性に影響する。例えば，最近の技術の

発達は，ブ、/レーカラーよりもホワイトカラーや女性労務者の麗用の機会を増

加して来ているO

次に，個々の従業員の見る事の出来る組織の最は，次の三つの要素の函数

と考えられる O ①参加している組織の著名度が高い麗，参加者の見る事の

出来る組織の量は多くなる。そして，総織の著名度は，規模が大きく，目立

った製品を作り，社会的に高い地位にある人が多く参加し同じく，高い地

位の職務が多く，また成長率が高い程，高くなるO そうした著名な組織で高

く評価されている個人は，余り知られていない総織に参加している人より

も，移動の容易さを感知する程度は高い。 ②個人の交際範酉が広く多様で

あり，社会的な地位が高く，鏑人の特異性が大である程，個人の知名震は高

くなり，見る事の出来る総織量は増す傾向にあるO 逆に，この場合，見得る

組織量が多くなる程，個人の知名度も高くなると言う関係も認められるO
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③最後に組織の参加者が感知する代替的組織の数は，代替的組織を探究す

る個人の主体的努力の程度にも依存するO そして，この努力は，個人の不満

の程度によって高められ，職務や組織に対する慣れは，この努力を低める放

果を有している。

以上の関係を表示したのが，第五表である O

〔第 II表〕

寸!~.4t-ç業活動山水準 参加l円山俗人的特科

移動の感知された容易さ

March and Simon， op. cit.， p. 106. 

なお，こうした[1] [IIJ より生じる組織参加者の組織離競招向

が貰ちに現実の労働移動となって現われるかどうかについては，

織参加者が現在の雇用契約乃至康用条件を，変更可能なものと考えるか否か

と言う要素が作用する。もし変更不能と考えられた場合は，組織より

する事の望ましさと容易さとによって，労働移動が直ちに現われると考えら

れるO しかし，変更可能と考えられる場合には，現実の労働移動の行われる

前に，交渉や闘争が，その代替行為として生じそれが不成功に終った場合

に初めて労働移動が現われると考えられるO もっとも，マーチ・サイモンの

場合，この間の関係は，一応問題を指摘するに留まり，具体的な分析は行わ

れていなL、〈註10)。ただ，この場合においても，各種誘閣の組織参加者の組織

に継続的に参加し続けるか否かの決定への有数性のI二述のメカニズムは，

本的には何等影響されない事は言うまでもなL、。
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ノミーナードにおいて，組織を生存せしめる為の条件は，参加者の貢献故用

と誘菌数用の均衡を取る能力を，組織が維持する事とせられていた。そし

て‘この能力は，参加者との誘因と貢献の交換過程並びに各種の貢献の設用

を変形し移転し新しく妓用を創造して誘国に転化して行く創造的過程

(creative side of organizationC託行))とに依存していたo ~ 、わゆる組織有放性

(efficiency of cooperation) と組織能率性 (efficiencyof coop巴ration) の相

る。 従って，バーナードにおける組織の均衡 (equilibirumof 

cooper討 ion) は， 配分の と共に， 生産の問題が同時相期的に問題と伝

るっこれを従業員について見れば，従業員を協働行為に継続的に参加せしめ

ると同時に，彼等から組織目的に対する「質的にも量的にも勝れた努力を引

き出す事が，より重要なそして人事管理 (personneleffort)のより大きな部

分を占めるね事となるのである。

Lかしマーチ・サJイモンの場合，バーナード・サイモンの組織均衡論と

して把えられているのは，前者の個人の組織への参加退程における誘罰と貢

献偲人の主観的放用ノミランスの問題のみである。そして， :f;走者の参加者に

よる組織目的に対する貢献過程は，同じ動機誘導論の一部ではあるが，パ{

ナード・サイモシ組織均衡論とはIR7JIJして，組織内における意志決定

(interorganizational decisions) と題して，論じられている

即ち，マーチ・サイモンによれば，従業員が組織への参加乃至は離説を決

める場合の決定と，組織の自主治こ貢献乃奈は貢献を拒否する決定とは呉賓の

ものであるO 前者における決定は，組織から提供される誘因と，要求される

との間設用の主観的評価において純満足が得られるならば，参加決定が

ると言う満足に伴う決定が考えられている。これに対して，後者にお

いて;主，基本的には，不満足において，組織目的に対する積穣的貢献が決定

ぜられると考えているのである。彼等は，この間のメカニズムを次の様な五

笥の命題より成るモデノレで、説明している。

(1) 満足が少ない程，満足を得る為の代替的行動案に対する探究が増加す

、~ 。
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(2) 探究が行われる程，期待される報酬の価値は高L、。(即ち，探究が行わ

れるにつれて，不満を解決する為のより高い報酬獲得の可能性が見出され

て，それに対する期待が生じる o ) 

(3) 報酬への期待が高い程，満足は高くなるo (即ち，見出された方法で得

られる報酬が高い価値を持っている程，高い満足が得られる答である。)

(4) 報酬への期待が大きい程，希望水準は高くなるO

(5) 希望水準が高くなる程，現実に得られた報酬に対する満足は低下するつ

以上の関係を表示したのが，第E表であるO

〔第 III表〕

十

¥ノ 人/

March and Simon， op. cit.， p. 49. 

今，この過程を，従業員の意思決定過程に当てはめて考えると次の様にな

る。即ち，個人が不満を感じると(第一命題)，満足を求めて代替的行動案

の探究が行われるO その場合生じる代替的行動案の種類としては， (1)鐙織

を離脱する事， (2)組織に留まって，組織の日的に貢献する事， (3)組織に

留まり，組織の自的以外の非公式組織の日的や規範等に従って行動す

通じて，満足の開復を図ると言った三穣類の行動案が考えられる。こ

の内の何れの代替的行動案の選択が行われるかは，それぞれの案を選択した

場合に生じると予想、ぜられる結果に対する望ましさの評価に依存する。も

し組織を離脱した場合の方が，組織に留まった場合よりも多くの報酬が得

られると考えられれば，組織よりの離脱が生じるであろう 前述の通り
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である。今，組織への参加の継続が選択せられた場合，組織目的に主主献する

かどうかは，組織目的に貢献する事により得られると予想される満足と，組

織目的以外の非公式組織の自的や規範に奉仕する事によって得られると予想

される満足との比較考量において，その差の大なる方の選択が行われると考

えられる(第二命題〉。かくて組織尽的への貢献即ち「生産への動機付けは，

現在及び将来の予想される不満の状態から生じ そして個人の生産目的へ

の貢献と満足の新たな状態との簡の直接的関係の知覚より生じるものであ

る(部門 と考えられるO 組織目的に貢献する，より具体的には組織階賭より

する生産活動の要求に従う事により得られる新たな報酬(組織よりの誘因)

が，新たな満足の状態をもたらす(第三命題〉けれども，地面新たな報酬の

獲得は，個人の希望水準を高めて，ここに不満を再び招く結果となり(第

四，第五命題)，新たな代替的行動案の探究の循環活動に入る事となる訳で

あるO

かくて，総織話的即ち生産目的への貢献活動は，現在並びに将来の状況に

対する不満より生じると考えられる訳であるが，不満より始まる代替的行動

案の探究が，果して，組織臼的への貢献活動の選択に謹接結びっくかどうか

は， (1)探究活動の結果感知される代替的行動案の性質， (2)特定の代答的

行動案を選択した場合に生じると予想される結果の状態， (3)予想される結

果の状態を評儲する際の個人目的乃至は個人の評価基準の三つの過程に依存

する事となるO かくてマーチ・サイモンは，この三つの過程における影響要

素の機能過程のメカュズムな分析しているO

CIJ 感知された代替的行動案の性質

組織に参加している従業員が，感知する代替的行動案が，組職目的より見

て好ましいものかどうかと言う事に影響す として， (1)公式の権威関

係 (formalhierarchy)， (2)仕事自体の性質， (3)公に規定せられた報酬形

態， (4)職場仲間と言う四つが指構せられる O この外，総織よりの離脱さど考

えた行動案を感知させるのに5郎、影響を与える要素は，前にも触れた (5)

外部の参加可能と考えられる組織の量であるO
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こうした五簡の要素の内，公式の権威関係の要素は，作業活動に対する決

定に従業員の参加を認める様な監督方法が取られる場合，従業員が組織内に

おけ忍権威関係、の格差を感じる程度が少なく，かつ従業員の意識の内に組織

目的が入り込み，逆に従業員の感知する行動案に組織が支配乃至は影響を及

五る事が知られている。また報酬制度が，偶人の努力に直接結びつ

いた形首長であり， 革新を促す様な刺激的形態が取らわしている様な場合f汗15)，

参加者の職務上の満足をもたらす様なものである場合，何れ

も，組織田的に主主献する様な性質の代替的行動案を感知させる傾向が知られ

ている《

最{をに職場において共に作業主どしている同僚や隣人の行動が，相互に影響

し令寸て，探究活動において感知される代替的行動案の性質に影饗な与える

られている O 以上の関係を表示したのが，第百表である。

〔第 IV表〕

代替的行動案の感知に影饗する要素-

March and Simon， op. cit.， p. 57. 
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(ITJ 代替的行動案の選択結果の予測

代替的行動案が感知されると問時に，その行動案を選択した場合に生じる

結果の予測が行われる筈である O この結果の予誤IJに対して影響する要素とし

ては， (1)環境 (2)個人の性格 (3)集団の圧力 (4)報酬体系 (5)評価基準の

操作性の五つが考えられるO

即tぅ，組織の外に15IJに参加する事の出来る組織数が多いと感知された場

令，組織の要求に合致した代替的行動案を選択する事によって得られる結果

の相対的重要性は低下する傾向が認められる。そして，そうした外部の新た

な組織への参加の可能性会感知する能力は，前述の様に個人の性格により強

く影響せられる。更に偶人が，組織内での自己の属する部@謀，或いは係寄与:

の小集団組織や，その他の非公式組織，或いは外部の社会生活に伴って関係

している組織〈労働組合や血族関係，宗教関係、の組織〕の目的や規範と

すを傾向が強い程，またそう Lた諸組織の参加者の開に5郎、意見の一致が見

らわL，同時にそうした諸組織の各参加者の環境に対する支配力の及ぶ範囲が

広い程，そうした諸組織の圧力が，結果の予測に対して与える影響力は強

L 、。そうした諸組織の庄力の方向が，当該公式組織全体の目的と一致する方

向にある場合には，当該公式総織全体の目的に合致した結果を予測せしめる

代替的行動案を選好する傾向が強まり，逆の場合には，逆の方向への選好傾

向が強まる。なお，組織参加者間の意見の一致は，組織参加者相玄関のコミ

ュニケーシヨンの最と松五活動の量が多く，集団の結合が強し、程一致する舘

向は強い。同様に諸築関の間に相互の競争のない程，環境への支配の及ぶ範

囲を広める額向が認められる。

次に，組機内における昇進制度が，業績を基準として行われるか，或いは

先住権に基づいて行われるかは，代替的行動案の結果の予測に当然に影響す

る。同様に付加給付を含めた賃金・俸給制度が，業績を基滋としたものであ

るか否かと言う事は，昇進制度に余り関係のない現場作業者集団をも含め

て，総ての参加者にとり，強い影響合及ぼしているO 従って，伺別的刺激給

制度が集間的刺激給制度よりも，また出来高給制度が時間給制や週給制度よ
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りも生産性と結びついた行動案を選好せしめる餌向が強い。

最後に，特定の代替的行動案を選択した場合に得られる結果を，各参加者

が正確に予測出来る度合いが，行動案の選択結果の予測過程に大きな影響を

与える。例えば，業績を基準として報酬が支払われる様な報酬形態が採用せ

られた場合，参加者が各自，自己の業績を基準として得られる報酬の種類や

百I成り正確に予測出来る事となるO こうした予測可能性は，参加者の

行動案の選択結果の予想過程に大きな影響を与えるO 従って，刺激的報酬制

度は，大規模な集団よりも，小規模な作業集盟においてより有数に働く傾向

〔第 V 表〕

可'1'1 }¥ 

号、ト!IIl1Jw.立Ijh':):!~ 

Í'ぶされられcl!~

感知された代替的行動案の結果の予測に影響する要素
March and Simon， op. cit.， p. 64. 
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があり，また諸活動の計画され得る程度が高く業績が正確に予測出来る傾向

がある程，生産性を目的とした代替的行動案の選好される傾向が高いと考え

られるO 従ってまた組織内の階層の低い程，刺激的な報酬制度は有設に作用

すると言う事が出来ょう O 以上の関係を表示したのが，第V表であるO

〔直] 代替的行動案の評価基準としての個人目的

幾つかの代替的行動案が感知され，そのそれぞれを選択した際の結果の予

測が終ると，最後に，その予樹結果を評価して，行動案の選択が行われる。

この評価の基準を成すものは，参加者個々人の持つ個人目的である。

一般に個人は，自己の先天的選好基準を有しているが，しかし問時に他の

人との関係において自己を評価し，他の人々従って人々の集団，却ち諸組織

の目的を自己の目的として受け入れる様になる事が知られており，組織活動

を通じて個人の罰的に影響を与える事が可能であると考えられているO そし

て，この組織の影響力は，個人がその組織と同一化している程強い訳である

が，この間一化に影響する要素としては，次の五つの要素が指摘せられてい

るO 即ち， (1)集団の感知された威信， (2)集団の目的が参加者の間で共有

物と感知される程度， (3)個人と集団員との間の相互交渉の量， (4)集囲内

で満たされる個人の要求数， (5)個人と集団員との間の競争の量である。

今，この各要素の作用するメカニズム(第VI表〕及び各要素に影響する他の

111'i'Jが共有ーされた

と受:ナ取られたflltit

〔第 VI 奇襲〕

然倒内で滅された

偶人欲求の数

集屈との向一化に影響する基礎的諸要素
h在archand Sirnon， op. cit.， p. 66. 
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要素の構成(第班表，第咽表〉を示すと，次の様になる。

〔第 VII表〕

W~h'<.nv')l出{立 ~15 H!i

集団の感受された威信に影響する要素

March and Simon， op. cit.， p. 69. 

〔第 VIII表〕

松互作用の頻度，告的が共通のものとして感受される程度，集

団内でj持される個人の欲求の数，競争の主主に影響する諸要素

March and Simon， op. cit.， p. 71. 
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まず，祭出の感知された威信が強い程，人はその集団と同一化する傾向が

強L、が，集団の威信は， ①社会における集団の地位と， ②威信の個人的

評価基準の函数と考えられる。前者は更に集時の目的達成麗，集団員の社会

的地位，集団の著名度の菌数として理解され，集自の著名度は前述の様に集

団の特異性，まえ撲，成長率の謡数と考えられるO 次に威信についての個人的

評価基準は，個人の所属している集団の錨値基準 (norm) と個人の過去の経

く威信についての評儲基準の函数と考えられる。

第二の要素である集団司的の共有程度は，個人の受けた訓練や経験の様な

背影の同質性と，現在の地伎の類似性との菌数であり，目的の共有度が高い

程，集団との同一化は強くなる。第三の要素である相互交渉の盆は，集団員

相互間の接触の量と，集団への参加を{足す文化的圧力並びに集団員の背影の

同質性の函数であり，同時に:地域社会が狭し

ある。そして，

まると考えられるO

相互交渉が多くなると言う

との

される個人の妥求の量は，集団の

より決り，この量が増加する程，集団と個人の冊一化は高L、。第五の競争要

素は，個人の報酬決定基準が他人の行動と無関係に決められる程，競争は少

ないと考えられ，競争が少ない程，個人乙集団の同一化の傾向は強いと

られるO

今，個人がさ当該綴織とのみ強く i司一化している場合には，個人の行動案の

選択の基準である個人目的は，経織の目的と一致乃至は接近する事となろ

うO しかし，普通一人の人は，当該組織，組織内の部・課の知き単位組織，

非公式組織，外部の総織等の諸組織に参加しているO 従って，個人が強く同

一化している組織が，当該組織以外に存在する場合，両組織の価値基準の類

似を促す要素として，次の郁き要素が考えられる。 (1)二つの組織の社会的

類似性， (2)総織の文化的集中度(thecultural centrality)， (3)組織参加者

の代替的行動案の感知や評価過程への組織の影響力がそれで、ある。例えば，

高度の専門教脊を必要とする職務の担当者の，専門家集団と言う外部組織や
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内部の単位組織に対する同一化は，その背影の同質性や感受される威信より

言って可成り5郎、と考えられるO しかし，現在の社会で専門教育を受けた人

は，生産性の向上に努めると言う文化的一般的な価値基準を有しており，同

一文化の下にある組織の話的や価値基準と一致し易く，従って専門家集部と

言う外部組織や単位組織よりする圧力は，組織の目的と錨人の目的を一致せ

しめる傾向があるO 同様に政策の棋立の過程に対する参加の程度が高い程，

逆に組織が個人の代替的行動案の感知や評価過程に対する影響力も強まり，

個人の目的と組織の目的の合一化が促進せられる傾向がある(訟の。

そして，個人の目的と組織の自的が接近する程，個人は総織自的にかなっ

た代替的行動案の選択を行う事となる筈である。総織は，参加者連の代替的

行動案の感知，結果の予測，評価のそれぞれの過程に影響する諸要素を操作

する事により，個人より良質の多量の貢献を引き出す事が可龍となる訳で

あるO

マーチ・サイモシによって展開せられた以上の如き動機誘導論は，ここ二

十年程の間に行われた実証的研究を整理して，従業員の企業への参加及びそ

の継続の決定，並びに，企業目的への貢献の決定と言う二つの意思決定の過

程において働く諸要素(総織よりの誘因〉を分析整理して，その機能過程の

メカユズムを明らかにしている点，極めて示唆に富んだ勝れた研究であると

見る事が出来る。ただ，この捕に，マグレーガーその他の一部の行動科学者

達〈註17)が行っている様に，行動心理学において知られている人間の欲求(動

機〉の階層性を利用する事により，各種の動機の整理を行うならば，動機の

誘導に利用される各種誘因の開に，上下の立体的な序列配置を行う道が開か

れたものと考えられるO しかし，いずれにしろ，マーチ・サイモ γの研究

は，各種の誘因を平面的羅列的に分類したに留まったノミーナードの理論を，

前進せしめて，今後の実証的な研究の方向に多くの手掛りを提供した注目す

るべき分析であるO

この様に，マーチ・サイモンの研究は，誘因の参加者における機龍過程の

分析においてバーナードの理論を前進せしめた訳であるが，彼等の研究を，
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ノミーナードの紹織理論の構成全体の立場から考えると，その理解は，著しく

一面的な偏りな有していると言わなければならない。先に見た様に，マーチ

・サイモンは，バーナ{ドの組織均衡論を，組織参加者の参加への意思決定

商に限って理解している。しかしマーチ・サイモ γの動機誘導論全体が，

本来バーナードの組織均衡論の領域の内に含まれるべきものである。更にパ

ーナードの組織均衡論は，その中心においては，組織参加者の組織への参加

活動と組織目的への積極的貢献活動並びにそうした参加貢献の活動による組

織故用の創造と，そうした貢献活動を誘引する為の各種誘簡の配分と言う組

織経済の誘菌の経済の理論によって支えられている O 今，マ{チ・サイモ γ

の動機誘導論を，こうしたバーナードの誘因の経済との関係で考えると，参

加者より協働活動を引き出す為の誘因の機能的側面の解明に留まり，それら

の誘因を支出し誘因と貢献のバラシスを問題とする中心的な経済的側面の

分析が殆んど行われていないと言えるO マ{チ・サイモン達自身の言葉を惜

りれば，それは「生産性 (productivity) の問題よりも，むしろ生産活動への

動機付け (motivationto produce) の問題畑町を分析して来たと言うに留

まっている O 従って，バーナードの誘因の経済の問題から言うと，マーチ・

サイモンの研究は，個人経済の分析を主として行っている訳であり，組織経

済における誘密の配分と貢献の誘引のパラ γスを考える際の貢献の誘引屈に

対する一つの分析研究を行ったとぎう地位に留まっていると言えるO 従っ

て，バーナードの誘因の経済と言う寒から考えると，少く共，誘因配分支出

菌への分析の試みが別に展開せられる必要があると考えられる。ここに，マ

ーチ・サイモンの動機誘導論は，彼等の意図に反して，バーナードの組織均

衡論の一面的な展開に留まっていると震われる所以があるO

(誌 1) Herbert A. Simion， Donald W. Smithbury and Victor A. Thompson， Pub1ic 

Administration， 1950. pp. 381-401. 

H. A. Simon， Administrative Behavior， 1957， pp. 110-153. 

(註 2) James G. March and Herbert A. Simon， Organizations， 1961. 

(註3) ibid.， pp. 34-111. 

(註4) ibid.， p. 83. 
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(註5) ibid.， p. 84. 

〈詮6) H. A. Simon， D. W. Smithbt時 andV. A. Thompson.， op. cit.， pp. 381-382. 

J. G. March and H. A. Simon， op. cit.， p. 84. 

(註7) パーナードの場合，単に貢献の;震と誘閣の支出量の比較のみを考えるのでは

なく，貢献された効用を転換し，新しい効用を創造して誘因効用を増加すると

言う問題がある。

(註8) この待問は，満足尺度と誘因 貢献パランスとの簡の隠援の存続する可能伎

のある時間である。

(詮9) これ等の指標法，組織よりの分離の一連の穏浸を示めす指標であるが，相主

に必ずしも密接な相関関係を有してし、る訳ではない。例えば，欠勤に対して強

い罰則が設けられていれば，参加者の間では欠勤吉区は低く，生産性も低L、。し

かし組織よりの離脱を決めた人々の間では臨ちに労働移動となり移動率を高め

る事となる。また政府により命令等によって組織よりの離脱が制浪せられてい

る様な場合には，低い移動率ではあるが欠勤率はおし、と言う事iこなろう。しか

し (1)蒸本的に誘因一貢献のパランスへの不満より，組織への参加程度を減

じる動機づけが行われ， (2)離税を行おうとする動機づけが生じる点に関して，

常iこ一時的欠勤により救済を求める動機づけが生じ (3)俗人の不満が生じる

原因姿棄が，労働者集団に共通していると言う三つの仮説が認められ， i罰良IHこ

特に変った}，，:;¥が認められなければ，欠勤と移動率の間には，プラスの関係が認

められよう O

(註10) ]. G. March and H. A. Simon， op. cit.， p. 111. 

マーチ・サイモンの場合，組織における闘争として，俗人的闘争，組織内に

おける単位ふ且織間の闘争，組織間の闘争の三種を挙げて論じている。この内，

労使関係において主主要な意味を持つ組織間観争についての解明は，彼等白から

が認めている様に極めて不充分である。それはしかしその重要性を認めてい

ない訳ではなく，またそれを解明する理論的方向が不充分な為で‘もなく，組織

論よりする解拐の具体的武器が，米開発の状態にあるからである。ゲーム理論

が，その武器として不充分である事が指摘せられ，満足水準を前提とした分析

手法の開発の待たれる所以である。

〈註11) C. I. Barnard， op. cit. p. 256. 

〈註12) ibid吋 p.230. 

(註13) ]. G. March and H. A. Simon， op. cit.， pp. 47-82. 

〈詮14) ibid.， p. 51. 

(註15) もし革新を促す様な刺戟的型が取られていないと，個人の努力は，極めて小

さな組織的技術的変化以上のものを促すものではない。報械が直接に革新と結

びついている場合に，革新は最も生じ易く，次いで全組織的な刺戟制度が取ら
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れている場合に生じ易<.個人的生産性に結びついた刺戟制度の場合は，最も

生じ難い。

(註16) しかし各線織の儲値基準には，各組織図有のものがあり，その形成過程に

影響せられるものである。従って，外部の組織については勿論，組織内の非公

式組織についても，その価値基準を綴織のi回復基準と類似せしめる事が不可能

な場合が屡々ある。そうした場合に，組織として行い得る奈は，組織の価値基

準と一致した組織のメンパーを選び出す尺度の設援のみである。

(註17) A. H. M田 low，Motivation and Personality， 1954. 

D. McGregor， the Human Side of Enterprise， 1960. 

(註18) ]. G. March and H. A. Simon， op. cit.， p. 52. 

四. ベルチヤーの賃金・俸給管理論の展開

従業員に対する誘因の配分支出と言う面において，従来から最も多くの分

析の行われて来たのは，言う迄もなく賃金・俸給と言う貨幣的誘閣の配分支

出頭であるO 一般的な市場費率の社会的成立過程の分析，企業内での激務に

応じた賃率設定の為の方法の開発，各種の刺激的賃金制度の考案等;土，伺れ

もそうした研究乃蕊はそうした研究と筏接に関係した研究と見る事が出来

るO そして，そのそれぞれの分析については，既に内外の多くの論者により

枚挙に曜の無い程の勝れた文献が公にされているO また，その内でも.比較

的分析の少ないと考えられる付加給付としての間接的な貨幣的誘因について

は，われわれも既に過去において幾度か触れて来ている。従って，ここで

は，ただ貨幣的な誘閣のみにその主たる分析対象を寵いた研究を改めて取り

上げる事の必要性は全く認められない。

むしろ各種の付加給付について論じた場合にも触れて来た様に，

と言う立場から考える;場合，貨幣的誘閣は，他の多くの誘因の内の一つにし

か過ぎず¥それのみを抽出して，独立に分析する事の不充分性乃至は思考の

偏向の危険性を改めて指捕しておく事の方が必要であろう O また従来からの

賃金論の前提として来た人間像が，貨幣的誘因によって主として動機づけら

れる経済人を前提として来ているのに対して，今日の綴織論は，そうした人

間像の否定のとに成り立っている事を，手写度指摘しておく事も無駄で辻ない
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であろう。部ち，人関関係言語は，経済人を否定する事によりその展開が行わ

れて来たが，ノミーナ{ド以後の組織論は，更に人間関係論の前提とした社会

的帰属に満足する事において，組織自的に貢献する人間像を，既に見て来た

様に否定して，複雑な動機(欲求〉を有した人間像を前提として渓関せられ

て来ている。従って貨幣的誘菌の重要性は，多くの誘因の中の最も重要な部

類に属する誘国の一つである事を充分に自覚してはいるが，しかしなおその

限界をも同時に強く指摘する結果となって来ているのであるO

今，こうした立場よりする従業員に対する各種の誘因の配分支出論の展開

と言う面から控目するべきものに，最近，ベルチャー (David W. Belcher) 

によって試みられた彼の「賃金・俸給管理論第ニ版〈註llJでの展開があるO

彼は，間警の序文を次の言葉で始めているO 即ち 11955年に『賃金・俸給管

理論』の第一販を出版して以来，濯用における反対給付 (remunerationin 

employment)の決定と管理の過程は極めて大きく変化した。その内でも多分

最も広く行き渡った変化は，給付の性貿であろう。賃金 (wages) と言う

にしろ，俸給 (salaries) と言う言葉にしろ，何れも最早考慮せられるべき主

要問題を現わすものとして充分なものではない。誼接的貨幣的支払，付加給

付(従業員給付〉の形での間接的支払，非貨幣的報酬を含んだより広い意味

を持った従業員報酬 (employeecompensation) と言う言葉がより適切である

ばかりでなく，雇用の結果生じる支出の継続的な変化をより以上に反映する

事が出来得るのであるo ・H ・..そして多分最も重要なしかし殆んど評価され

ていない変化は，報酬理論と実際の簡の暫次的接近であるO 過去において報

酎政策と報酬制度の慣行とは，賃金理論に無関係であると見られて来た事実

は，理論家と実際家の両者にとって一つの興味ある問題であった。しかし行

動諸科学の働きと，制度派経済学者連の行動諸科学の発見と経済学とを統合

しようとする努力は，理論と実際との間の橋渡しを次第に進めて来ている

のであるm2りと。

ベルチヤーは，従業員の麗用に伴う反対給付，却ち金業と言う組織経済よ

り提供される誘閤として，従来貨幣的な誘罰のみを主に単独に取り上げてそ
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の管理を考えて来たのであるが， 1純粋に経済的条件での賃金の説明は不可

能である〈註3リ事実に直面しその考察の対象を非貨幣的な諸誘国にまで広

げなければならない事態に到ったので、ある。彼はその「賃金・俸給管理論・

第二版Jにおいて，非貨幣的誘因を，貨幣的誘因である賃金・俸給及び付加

給付と同一公準に並べて分析し，従来の賃金・俸給管理論は，中心的重要性

を有してはL、るが，なお全体として報酬管理論の一部として展開せられるべ

き旨を強調しているのである。

彼の著書の第一阪は，既にわが閣において論者により詳細な紹介が行われ

て来ている〈制}。第二阪におし、ては，全篇に亙って報酬問題への探究や研究

が行われているが，今，著者が序文で述べた様な趣旨との関係において，特

に注Bすべき点は，非貨幣的報酬 (nonfinancialrewards) と題した独立の-

2きが設けられた点〈註5)と，報樹理論 (compensationtheory) と題した一章と

が新しく設けられ論ぜられるに至っている点問的であろう O 以下この二点を

中心として，被の報酬問題に対する分析を概観して見る事とするO

彼は，仕事に対して支払われる報酬1としては， (1)賃金俸給の形を取った

貨幣的報酬と (2)付加給付の形の貨幣的報酬と並んで (3)非貨幣的報酬の三

穏があり，それ等は相互に密接に関連し合っていて，明確に区分する事が函

難な場合の多い事を繰返し指摘しているO しかし一応，非貨幣的報酬のみ

を試論的に取り出して分析するとすれば，大体次の様に分類整理出来ると考

えている。

(1) 職務に附髄した報酬

職務に附随して生ずる職務上の満足，興味，国難の様な報酬を意、味してい

る。その職務に従事している人々に，行動上の自由や統制!を行わしめ，或い

は責任を持たせている場合，自由や責任の殆んどない職務に比較して，多く

の給付が提供されていると震い得る。高い業績を要求し その達成の機会

と自己の成長の機会を同時に与え，業務達成の満足感の得られる様な職務

は，自我実現の機会を提供するものとして好ましい給付を提供していると

言える。職人気質の発揮を認める様な職務も同様であり，職務の専門化
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(professionalization of job) や創造性を要求する職務は，個人的特性を生か

す機会を提供するものと考え得る。自尊心に対する欲求，自己実現の欲求を

満たす方向に職務を立案出来る場合，その職務自体が給付せど提供する源泉と

なると言い得る。

複雑なかっ合理化された今日の大規模経営における下級の労務者には，こ

うし，た様な報酬の与えられる事は少ないが，しかし職務に熟練する事によ

り，仕事の関に余暇を生み出すと言う種類の報酬が残されている。また彼等

の職務が組織にとり重要な職務であり，他の部署により代行され得ない様な

場合には，その職務の重要性が，人々に認められ，そこから一種の勢力

(power) を生み出すと言う報酬の支払 (power pay) が認められる。特にそ

うした職務についての多くの専断的支配擦を認められてL、る場合には，その

勢力と言う報酬は極めて大きなものとなると設い得る O

(2) 組織に附随した報酬

経織の参加者となる事により得られる各種の報酬がある。近代的経織ス一

般に，迅速な情報の交換，争いの解決，良好な獲督，意思決定への参加，

率的業務の流れを目指して構成されるが，その様にして作られた環境は守妻子

ましい健康的な環境として人々に受取られる事となろう。有能な仲

緊密な使用者との上下関係を持ち得る事も女子ま Lい給付と考えられ，交た二

震忠誠の発見は，良好な労使関係も非貨幣的報酬と考える事を妥当と4主Lめ

た。雇用の保障，先任権も好ましい給付である。特に昇進は，個人の業績の

客観的な承認であり，威信と地位を;留め貨幣的給付を増加せしめる。従 η て

それは，業績向上に対する5郎、誘簡となり得る。ただしかし業績と直接関

係のない諸要素が昇進に影響し失敗の糞任が組織に吸収される場合に;ふ

昇進の業績向上に対する誘菌数果は低下する事が知られているO

デューピ γ(RobertDubin)は，組織参加に伴4 て支払われる給付と Lて，

権威 (authritypay)，特権(privilegepay)， 地位(statuspay) の三つの給付

を指摘しているく設7)。即ち管理者の地位に昇進する事により，他人の行動に

関しての意思決定を行うべき地位に立つ事となり，それが権威と言うー穫の
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として考えられているO また特権報酬としては，組織の決定に部下が参

加する程震を決める権利を考えており，次いで地位報酬としては，人々が組

織の構成員中に占める社会的地位が考えられている O 一般に地位の上昇は，

組織により与えられる報酬であり，それは先ず管理者が部下を認めて評舘す

る事iこより，次いでイ中期間志の価値基準による評価によっても生じるもので

あ乙?もしこの場合，両者の{節能基準の一致している場合には，地位報酬の

持ィ寸法開放果は大きく，ラテ属vn、る場合は，その殻果は低下する。

(3) 社会関係よりの報酬

との社会関係より得られる社会的満足は，一つの組織の提供す

る報酬と考えられるO いわゆる非公式組織の設用であり，それは組織の運営

やその誘悶の相対的価値に種々の好ましい選手響な与える可能性を有してい

るつしかし逆に公式組織との出に価値基準の不一致が見られる;場合には，

参加者に対しマイナスの誘因数用を持たらす事となり，組織にとり有害なも

のとなる。従って，職場集団における価値基準と組織の価値基準とを一致せ

しめる管理者の能力は，社会関係よりする報酬の錨値基準の決定に重要な役

を担っていると言う 出来る。

(4) 地域関連社会よりの報酬

一般に現在の社会では，特定の職務に従事する事により得られる報酬は，

社会的にiJ1IJ度化されて来ており，例え各組織毎に独自の報酬i体系が採用され

ていたとしても，大局的に見れば，或る職務に就き業績を挙げる事により得

られる評{習は，大体社会的に定まったものとなって来ている。従って，各従

;主，その家族や関連した社会的諸集団より，それぞれの職務において得

られる答の貨幣的報酬・非貨幣的報酬の理解を組織に持たらし，その結果i敢

に，地域社会の規範が，組織の報酬体系の各誘因要素の錨値を高める作用を

持「たらしている。

(5) 組織の雰囲気

して，結果による 目標による管理の原則を基

叫して計画・運併されており，従業員の業務上の自由を大幅に許し，高い
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業績には報い失敗は罰する原則]のとに運営されてL、る場合，業績の向上に努

力する従業員は，そうした組織環境を，最も強い非貨幣的誘因と Lて受け取

る。そこでは，個人の追求する個人的主観的欲求と，組織の目的とが一致す

いるが放に，組織の目的達成自体が，貨幣的・非貨幣的誘因

の提供となるのである。

(6) その他の非貨幣的報酬

例えば専門的経営者や専門教の人々に聾々見られる様に，激務の遂行自体

が目的であり，そこに専門技術や知識を生かす機会の得られる事に喜びを感

じている人々がし、る。また組織に参加する事により，伎の組織や彼と同様な

社会的地位や才能を持った人々と競争出来る機会の得られる事に，大きな{商

龍之ど認めている人々も居るO

ベノレチャーによる非貨幣的報舗の理解は，大体以上の知きものである C と

ころで，バーナードの誘菌の経済において見た如く，組織経済の誘因の記分

支出と言う点からは，貨幣的・非貨幣的報酬の放用を考えた立体的な結合配

置が考えられなければならなL、。ベルチャーのそうした鹿に対する研究の注

目するべき要胃は，彼の報酬1理論と題した章の中における彼の行動科学的試

案モデル (tentative models) に見る事が出来ょう O 即ち彼は，従来からの

賃金学説の鰐単な紹介を行って，それ等が一般的社会的な賃金水準の成立の

面に主たる関心を向けており，現実の偲々の企業における賃金・俸給制度の

運営の問題点との開に大きな間差のあった点を指摘し批判した後に，最近に

おける行動科学の成果を高く評揺して，その報酬管理に関する今日

点を纏めて一つの試案として以下の如く提示している。

(IJ 賃金水準の決定

(1) 次の場合に，個々の食業の賃金水準即ち貨幣的誘悶の支出水準は高く

なる傾向にある。

(1)職務上の満足の水準の低し

(2)従業員の自覚している現殺の職務に代る代替的手段の数の多い程

(3)賃金調査の結果に対する信頼の高い程
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(4)組合による影響力の5郎、程

(5)企業が賃金指導的立場に立とうとする欲求が高L

(6)貨幣的報酬に代り得る非貨幣的報離を提供する事の少ない程

企業の貨幣的誘悶の支出は増大する額向にあるO 逆に，

39 (499) 

(2) 次の場合に個々の企業の賃金水準，却ち貨幣的誘困の支出水準は低く

なる債向にあるO

(1)職務上の満足の水準の高い程

(2)従業員の自覚している現在の職務に代り得る代替的職務の数の少L、震

(3)賃金調査に対する信頼の低い程，そして雇主相互により行使される社

会的圧力が強い程

(4)企業が賃金指導的立場に立とうとする欲求が抵い程

(5)貨幣的報酬に代る非貨幣的報酬の提供が多い程

企業の貨幣的誘因の支出は減少する傾向にある。

[IIJ 企業内の賃金構造(賃金体系〉の決定

(1) 次の場合には，企業内の賃金構造は計画化され易く安定的である。

(1)企業が閉鎖的で孤立的な官僚的制度である程

(2)半熟練的職務が官僚主義化されている程

(3)専門職が官僚主義化されている程

仏)特殊技術の少ない程

(5)社会的規準や慣行が組織的価値と強く結びついている程

賃金構造は計画化され易く安定的であるO 逆に次の場合には，企業内の

金構造は計画化し難く流動的である。

(1)官僚主義的価値と地域社会における社会的規準や慣習との悶の

大なる程

(2)半熟練的職務が官僚主義化される程度の少なし

(3)専門的従業員の割合が大であり，専門的集団が特殊技術を重視する傾

向のある

(4)特殊技術を要する職務が多い程
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組織的価値と地域社会における社会的規準や慣習との間の乳轄の大な

日夕

な}

(6)組撤内における築間的圧力が強い程

企菜内の賃金構造は予測し難く流動的である。

CillJ 貨幣的誘因の動機誘導要素としての有数性

(1 )大の場合に，貨幣的誘菌の動機誘導交え用は高い領向があるO

(1)生産的欲求及び安全性への欲求が充分満たされておらず，尊敬された

いとする欲求が職務以外で満たさわしてL、る;場合

(2)職場内での関係集団が，貨幣の支払階層，長11ち賃金支払額の差を基準

として人々を格付けする場合

(3)社会が情人女貨幣的条件で評価し収入と地位を向ーに見る場合

俗人に対する高い貨幣的支払が，自我の高揚の機会を提供する;場合

(5)組織が組織目的の達成の為の手段として，有交交な活動により高い支払

を割当てる様に計画されている場合

(6)賃金・俸給が生産性に対する報償として受取られており，生産性の向

とが従業員の諸呂標達成への手段として受け取られている場合

には，貨幣E!守誘閣は，動機誘導要素として有数なものとなると考えられ

る。

(2) 次の場合には，貨幣的誘因の動機誘導設用は低い績向があるO

(1)社会的及び自己実現的欲求が個人にとって重要なものとなっており，

そして職務上でより高い階層の欲求を満たすための穏々の試みが行わ

れている場合{制〉

(2)職場内での関係、集団が非貨幣的条件で個人の格付を行なう場合

(3)社会が貨幣以外の条件で個人を評価する場合

(4)人々が貨幣以外の理由で働く

(5)組織が貨幣を，積極的継続的な妓果を有した一つの動機誘導要素であ

ると仮説の上に計画してい

(6)賃金・俸給は生産性を基準として支払われるものではないと考えられ
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ている場合

貨幣の動機誘導要素としての妓用は低い。

ベルチャーによって試みられたこの試案モデルは，賃金理論一般を取り扱

おいて試みられた行動科学者の研究成果を基礎にして構成せられた

モデルであるO 従って，組織経済における誘因の経済を直接に叙述する事を

日的としたものではないし彼がバーナード的な組織経済の思考をわれわれ

る程明白に持っているかどうかは明らかではなL、。しかしこのモデ

ルは，組識経済における従業員に対する誘因の配分支出のそテ、ノレと Lて読み

かえる事が出来るだけのものを有している。

即ち，賃金水準の決定機構への試論は，従業員が組織に参加しそして参

加を紋続すると言う意思決定を得る為に，組織経済が支出しなければならな

い貨幣的・非貨幣的誘因のそれぞれの和対的支出量の決定法見Ijとして読む事

が可能である O それは，いわば企業別・職能別の賃金格差を説明する要簡で

でもある訳である。そして，この法則の妥当性を，誘因を受ける参加者i侭jの

殻用機能の郷より支える理論が，前節で見たマーチ・サイモンの誘菌数用の

機能メカニズムであると解する事が出来る。

間様に賞金構造，期ち賃金体系の試論は，各企業の賃金体系の安定度と予

測可能性を意味し各種の貨幣的誘閤及び非貨幣的誘因の昔日分構成の安定性

に関係した諸要素の機能のメカニズムを分析していると見る事が出来る。

また貨幣的誘罰の動機誘導要素としての有数性の試論は，賃金体系及び賃

金形態の形成を，誘関設用との関係で解明しているものと見る事が出来るO

いわば従業員が組織体系への参加を決定した後に，組織目的に対する貢献を

誘引する為の誘菌配分支出構成の解明が行われていると読み取る事が可能で

ある。ここに指摘せられた諸要素により，個々の企業内での賃金体系の構成

司や各項母の計算方法が説明されると共に，それに開槌した非貨幣的誘因

の配分体系や配分量の決定態様が説明せられる事となる。それは，組織経済

における組織目的に対する貢献設用誘引の為に支出される事の必要な説得の

方法を含む貨幣的・非貨幣的諸誘闘の配分支出の法見Ijである。企業内におけ



42 (502) 経済学研究第17巻第 4号

る個人別・職能7J1jの賞金格差は，この法員Ijから説明される事が可能である。

マーチ・サイモンの誘因故用の機能メカニズムは，こうして支出された

間の，組織参加者{箇々人の側での機能過程の分析であるO ベノレチャーにより

提案せられたそデノレは， この様に組織経済における従業員の組織体系への参

加と，組織目的に対する貢献設用獲得の為に必要とされる

た，諸誘悶の配分支出のモデノレとして読む時，極めて多くの今後の研究iニ対

する示唆を得る事が可能なのである。

ところで現在までの行動諸科学の研究成果は，ベノレチャーも認めてL、る様

に，企業内の賃金格差の解明に勝れた面を有しているO しかし，それに反し

て，賃金指導型の企業における賃金水準の決定に対しては，充分な解明を行

っているとは言い得なL、。ベノレチャーにより提示せられた試論も同様な欠点

を有していると震える。それは，従業員の意思決定聞に対する誘因数用に注

目する所より来る当然の問題点である。そして，ベノレチャーは，そうした行

動諸科学の持つ欠点を，制度派経詩学の展開により檎われる事を期待してい

るO もっとも，この方面に対するベルチャーの纏まった体系的モデルは，

極的には展開せられないで終っている。

ところで，バーナードの流れに躍する組織理論の展開に対しては，制度派

経済学が色々な影響を与えて来ている事は周知の通りであるO バーナード自

身，コモンズに多大の影響を受けて来ているO しかし組織を複数の人間の

協働行為の体系としてとらえ，その中核を成す組織経済を考える立場は、

ーナード自身が述べている様に〈問〉， 経済学とは異質の思考体系に属するも

のである。従って今，組織経済を中心とした思考体系が展開せられるとすれ

ば，こうした行動諸科学の最近の研究成果を具体的手掛りとして展開せられ

た組織経済における従業員報酬モデルの欠点は，その手掛り

外に求めてでも，組織経済の理論自体の展開によって満たされなければなら

ない答であるO そして，バーナードにおける組織経済の思考d は，そうしfこ企

業一般の賃金水準の決定問題に対しても，従業員のみならず，

者，政府，原料供給者，顧客等の全参加者集問を含めた全体としての
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済の誘閣の経済と言う立場より解明する事により，問題解決が図られる可能

性を示唆していると設い得る。マーチ・サイモンも，従業員に対して試みた

彼等の上述の様な分析は，他の参加者集団に対じても同様に適用さ

を主張している(;1:10)。そしてまたわれわれは，ベノレチャーが従業員報酬に対

して試みた様なモデノレを，誘因の経済との関係において，他の:参加者集団に

対して行う事の必要性と可能性と合同時に指摘する事が出来る O そして，そ

うした各参加者集団(組織構成員〉毎の誘国の経済の理解の上に，組織経済

全体としてのバランスが考えられる事となるO そこに賃金水準決定の指導権

を有する地位にある企業の，企業独自の立場よりする賃金水準決定のメカエ

ズムが明らかにされ得る事となる答である。組織理論に支えられた従業員報

酬理論は，最終的には組織経済の全体理論として， r全体的考察Jの上に展

開せられなければならないのである O そしてこの経営における「全体的考察J

は，正に経営学がその成立の当初から主張して来た経営学的考察の重要な特

長でもあった筈で、ある(誤1170

(註1) David W. Belcher， Wage and Salary Administration， Second Edition， 1962. 

(設2) ibid.， p. v. 

(註3) ibid.， p. 30. 

(詮 4) JIl崎文治「賃金および労働時間j藻利主主隆続「労務管理J163J{-208J{。

江口伝，ベノレチャー著「賃金給料管理論J付同局帥産業経済研究5の

4， 6の3，7の4，8の1. 

〈註5) D. Belcher，むp.cit.， pp. 476-484. 

(設的 ibid.，pp. 29-77. 

〈設7) Robert Dubin， World of W ork， 1958， p. 244 

R. Dubin ed.， Human Re!ations in Administration， Second Edition 1961. 

pp. 280-282. 

〈註8) 欲求の潜腐としては， (1)生理的欲求 (2)安定性欲求 (3)社会性欲求 (4)尊

敬(esteem)への欲求 (5)自己実現(self-actualization)欲求の五つの階層が考え

られている。D.Belcher， op. cit.， p. 58. 

く註9) C. I. Barnard， op. cit.， pp. 154. 241. 

く註10) ]. G. March and H. A. Simon， op. cit.， p. 83. 

〈註11) 例えば，平井泰太郎「経営学的考察J日

題J(経営学論集第四戦，昭和5年)40頁。

「経営学自体の諮問



44 (504) 経済学研究第17巻第4号

五.結

個々の企業における賃金・俸給制度は，従業員報酬制度の一部を成し，従

業員報酬制度全体の関連において考えられなければならなL、。この事実は，

ヱ従来からも賃金管理の実際の上からは，屡々間接的な形で指摘せられて

来ていたのである。{例えば，

η ても，その結果が従業員，

内での賃金格差を設ける為に職務分析を行

その代表である労鋤組合により認められな

ければ，所期の自 し得られない事は既にj認知の通りであるO 或いは，

自せられている有名なスキャンロンプランにお~，，，((工，配分率の決定

自体に意味があるのではなく，従業員による配分問題をも含めた広範囲に主主

る経営活動への参加自体に意味があるとせられているO これ等の例は，いず

れも貨幣的報酬の決定が，貨幣的報酬制度自体の外で決定されてい

きするものなのであるO それは，貨幣的報酬1IJ!J度が，従業員報酬1IJ!J度の

全般的な関連において考えられねばならない事を意味しており，更に従業員

報酬制度は，前述の如く，組織経済の全体的均衡の上に考えられなければな

らないものなのであるO

そして，組織経済全体の均衡は，貢献者より供給せられた放用を充分に支

配し，移転，転換し，或いは創造する事を通じて，交換し得る新たな設用を

生み出し，その放用を更に貢献者に配分する事により，必要とする致用の継

続的供給を受ける過程が，均衡の取れた形において行われる事を意味してい

るο 従って，従業員報酬制度は，個人経済との交換過程においては，その配

分の終庁、を追求しその協働体系内部において創造的能率を図る事により成

り立つものである O

ところで，バーナードによると，組織経済における放用は，個人的な評価

ではなく，組織の統括的行為，即ち，一つの社会体系としての評価であり，

決して各要;素を共通の評価尺度によって評価したものではな L、。 それは，

f比較出来ない要素の相対的放沼に関する判断，或いは， 決定の集合であ

るfとり。J そして換言すれば「組織故用の経済に関する測定単位は存在しな
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いのであり……組織経済のただ一つの計算警は，成功か失敗かであらわされ

たものであり，経織経済に関するただ一つの分析は，組織の行動に関する

決定の分析であるのであるO}2)oJ 

こうした「組織の行動に関する諸決定Jとは， I組織決定なのであ

札それは，組織における識別・分析・選択の過程であり，それは組織経済

の環境(個人経済・社会経済・物的経済〕を分析して，戦略的要因を選択す

る事を意、味している。ところが組織放用をはかる共通の価値尺度が存在しな

いところから， 「協働の戦略的要因を決定する事は，感覚の問題であり，釣

合感の問題であり実質的な細部との重要な関係の問題であるm4'OJ と理解

せられている。

結局，従業員報酬制度の適否の問題は，管理者の全体感覚の問題であり，

組織全体に対する適切性 (the appropriate) の感覚であり，その日住ーの計算

従業員の貢献活動が継続し組織経済が設用余剰きど増す事により，成

長するか， J設に故用の不足を来して縮少，消滅に向うかと言う事で測定する

以外に方法が無いと言う事になる。そうした意味においては，序節で見た様

に経営者が賃金決定の問題に車問した場合に，判断の基準とする第一のもの

;主，企業活動の継続，維持であると言うハザードの指摘の意味の わ，

容易に翠解され得るのであるO

こうしたバーナードの紹識経済に関する主張は，今日の組織的視角に立つ

経営学の研究にも基本的に受け継がれて来ている。ただバーナードにおい

て，全く不可怒と考えられていた組織経済の故用の部定尺度として，

識にあっては，それが市場経済の中で運営されてL、ると言う点より暖簾frlli績

としてとらえようとする積極的な試みが行われているO しかしこの場合にお

いても， I組織経済儲値は，これを直接に部分的に測定することはできな

L 、。その測定は，あくまでも間接的であり，全体としてのみ組織経済儲億を

測定できるのである。そのために，それは個々の意思決定の合理性を判断す

る としては不十分であるという摂界をまぬがれる事はできなL ，と

されている。従って，バーナードによって指摘せられた組織数用のバランス
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を感得する「管理者の全体感(senseof things as a whole) (量生6)の必要性は，

そのまま認められて来ていると言い得る O

そして，バ{ナード以後の研究の方向は，この組織設用自体の誼接的な把

握をE指すよりも，バーナードが組織致用(註7)の分析の手掛りとして指摘し

た「組織の行動に関する諸決定の分析(誌 2)Jに向けられて来たと言う事が出

来るO そしてこの組織における諸決定の中心を成す戦略的要因の分析の為の

数々の手法が開発せられ，或いは展開せられて来ているO 例えば，バーナー

ドが，この経済的戦略婆菌の発見分析の用具の一部として指摘した統計的方

法，貸借対照表等の利用方法は，その後コンピユーターの発達を媒介として

長足の進歩をとげつつあるO 組織経済自体を産接に把握し，計量する事は国

難であっても，組織行動についての意思決定の正確性を高め，意思決定の誤

りを迅速に発見し，その早急な是正を可能とする事を通じて，組織経済の均

衡の確保を可能ならしめる方向に進みつつあると言えるO

従業員報酬制度についての研究も，同様な方向をとって進められるべきで

あろう O 組織経済における個々の誘因数用と貢献設用の直義的測定比較が，

当面まず不可能と考えられる以上，誘閤の配分支出と，それによる賞献活動

の誘引とその転換や調整に関する意思決定の分析が，従業員報酬制度につい

ての考察の第一歩として行われるべき事と言えるO マーチ・サイモンの従業

の動機誘導論は，貢献活動分析へのこうした方向に対する注目するべき

みであり，またベノレチヤーの試論的モデノレは，誘因の配分支出に関する意思

決定の分析として，考慮に値するだけのものを有しているO これ等はいずれ

も，従業員報酬制震に関する組織行動の決定に際しての戦略的要国を見出す

為のメカニズムの開発としても，具体的な従業員報酬制度の分析解明に応用

せられるべきものである。

既に経営学においては，その成立の当初より，経営学的考察の特長とし

て， I個別経済の群，類及び経営活動の類型〔註8)J による考察方法の採用せ

られるべき事が強調せられて来ているO 従業員報酬制定の如く，数量化の藍

接的な把埠の困難な要素を含んだ問題分析の科学的な研究方法として，類型
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的研究方法が勝れている事は，今日経営学以外の社会科学の分野において

も，一般に認められて来ているところである(註9)。組織経済における分析

が，組織の意思決定を分析の手掛りとして行われるべきものである場合，従

業員報酬理論は，まず管浬者と被管理者，即ち，一般従業員の意思決定の質

的相違に注目する事により，両者を区分した類型的な分析が行われるべきで

あろう O われわれは，次の機会に，本稿において検討した組織における意思

決定のメカニズムの分析を用具として考察を進める事としたい。

(註1) c. 1. Barnard， op. cit.， p. 242. 

(註2) ibid.， p. 244. 

(設 3) ibid.， p. 188. 

4) ibid.， p. 257. 

〔註5) 占部都美「近代経営管理学の展開J165頁。

(註6) C. r. Barnard， op. cit.， p. 256. 

(註7) パーナードは，組織経済を常に機能している動的なものとして考えており，

その意味から組織の致用は，組織の経済として潔解せられてし必。 ibid.，p. 

244. 

(三主的 平井泰太郎「経営学入門」昭和7年 296J言。

(詮9) 富永健一「賃金決定における F経済的J要素と『非経済的J要素J付伺臼

本労働協会雑誌， 1963年9月， 10月， 10頁-17支， 10支-18頁。


