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1.序

真野 惰

企業経常の責任を担う管理者逮が，一定の経営理念を持つべきであるとか，

企業の社会的責任を自覚するべきであるとか言った種類の指摘に接する様に

なったのは，随分古い事である、確かに，人聞か幾つかの代替的行動案を探

求し，その内の特定の案を選択する過程において，その人の持つ価値観が重

要な意味を有するであろう事は，容易に理解し得るところである、従って，

今日の制度化した企業の管理者が，一定の理念を有し，企業の社会的責任を

自覚するべき必要性を指摘する事は，それ自体望ましL、事であろう。

しかし問題は，その理念や責任が，各企業の内在的要求とどの様な型で結

びつき，それに答えて展開されて行くものであるかについての理解である。

何故ならば，企業の内在的要求や構造と結びついて理解された必要性て、なけ
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れば，それが，例えどれ程，特定の社会的集団にとり望ましいものであって

も，具体的な企業活動と永続的に結びつく保証は存在し得ないからである。

一つの独立的組織としての企業は，当然、組織経済としての独自の行動基準や

行動原理を有している。従って.それと矛盾した性格を有する理念や責任は.

組織経済から無視乃至は排除への努力が常に行われる事となる筈である。

かくて本稿は，企業の内在的要請より生じる管理者理念の性格，それを生

み出し展開する企業の行動過程のメカニズムを，組織経済の最初の体系的把

握を行ったノミーナード，並び、に彼の理論の展開に努めた代表的論者の主張を

たどる事により，明らかにする事を目的としている。

2. パーナードにおける道徳性の幅

パーナードによれば，企業は人聞の協働体系の一種として捉えられる。こ

の協働体系はそれを構成する人達が，その主観的な欲求や希望の充足を妨げ

る生理的・物的・社会的諸制約を克服する為に生み出したものである O 従っ

て協働体系の構成員連は，基本的には彼等の協働行為の提供に際して，協働

体系から分配されるであろう給付(benefits)と，負担(burdens)とを比較し，

同時に，各人にとり可能な他の代替的行動案とも比較して，個人の行為の提

供の是非を定める筈である 3 従って，協働体系の最終的目的は，その参加者

達の主観的動機の充足にあると考えられるコ

じかし，こうした協働体系の最終的目的を達成する為には，分配と言う媒

介過程を介在させながら，まず「個人的動機を満すに必要な諸力や物を協働

体系に十分に確保する事jが必要とされる O それは「協働の産物」である協

働体系自体の目的の追求と言う型で、行われる組織効用の獲得過程を意味して

いる。協働体系は，この獲得した組織効用を誘因として，協働体系の参加者

に配分する事により，彼等から継続的に必要な協働行為を獲得して行くもの

と考えられている。

ノミーナードは，この協働体系の存続の過程を次の様に述べている。「組織の

最初の存在は，その時における外部条件に対するこれ等諸要素(伝達，貢献
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意欲，共通目的回一・・・筆者加筆〉の適当な結合に依存している。その存続は，

このシステムの均衡に依存している。この均衡は，第ーには，内的なもの，

即ちこれ等諸要素聞の調和の問題(amatter of proportions)で、あるが，しか

し，それは窮極的には，そして基本的には，このシステムとそれに対して外

在的である全体状況との聞の均衡である。この外部的均衡は，その内に二つ

の条件 (twoterms)を有する。第一は，環境状況に対するその目的の適切さ

(relevance)より成る組織の有効性(theeffecti veness)で、ある。そして第二は，

組織と個々人との聞の交換より成るその能率性(theefficency)で、ある。かく

て上述の諸要素は，外部的諸要素と共に，それぞれ変化し，同時に彼等は，

相互依存的である」と。

更にまた彼は，次の様にも述べている。「組織の諸目的は，・田・・・・組織の利益

に基づいて明確な形を形造るものである。この利益は，参加者に対する組織

の関係に関する内的均衡に対してか，或いは， (社会的環境を含む〕一般的環

境に対す』る机織の関係に影響する外部均衡の何れかに主として関係を有して

いよう。しかしながら， どの易-合でも，それは常にポ)¥去に関係し，そして希

望の或る種の標準或いは規範から見た見通しを意味する。」

因みに，パーナードにおいては，協働体系の中心は，人聞の協働行為の体

系としての組織と解されており，従って，企業の中心も組織の一種として浬

解せられているのである。そしてそうした組織は，組織を構成する貢献意

欲，共通目的，伝達の三要素相互間の調和と言う内的均衡と，組織と外部環

境との聞の均衡即ち外的均衡との確保により，始めて存続が確保出来ると考

えられている訳である。

(1J 内的均衡

まず内的均衡とは，既述の様に，貢献;意欲，共通目的並びに伝達の三要素

の適格な結合を意味するものであるから，具体的には，貢献意欲と共通目的

を結び合・わせる伝達過程の維持が中心問題となる。それはx管原職員と管理

職位と言う二つの側面の結合の獲得Jを意味しているO 何故ならば，伝達は

基本的には人を介して行われるものであるから，伝達の機能を担当する人を
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選択し，その人々の役割を体系的に定めなければならないからである。後者

の管理職位の側面は，屡々，組織図，職務明細書，分掌規定等の形で表現

されている場合が見られる組織構造の問題である。それは，組織目的の細分

化司専門化，課業，全体的調整の権威の体系等を表現したものである。

管理職員の側面とは，伝達を主要職務とする職員即ち管理者の確保の問題

であり，従って，管理者に要求される忠誠心即ち組織人格によりその日常行

為が支配されており，同時に専門的分析能力や想像力，予想能力等に優れた

人間の選択配置の問題である O 組織の提供する誘因の内，威信，仕事への興

味，組織の誇り，公式責任と言ったものは，管理者の組織への愛着を深め，

協働行為へ誘引する効力を有してはし、るが，その行動の組織人格による支配

(パーナードの言う責任性)を保証し得るものではなし、。従って，組織は，

人々の有する責任性(他の個人的欲求を抑えて，組織の要ー求に従った行動を

取る性向〉の強さの差を検討して，上位の管理者程，責任性の強い人を配属

する事が必要とされているつこの事は，組織機構の成長と共に，人の選択，

昇進，降格，解雇等の人事問題が不断に検討‘され，その機能を円滑に行わし

める為の権威体系の維持や非公式組織の管理等が行われる事を必要とする。

C2J 外的均衡

外的均衡とは，前述の様に環境状況に対する目的の適切さと，組織と個々

人との聞の交換と言う二側面より或るものであり，その意味から，組織や構

成要素の内の共通目的と貢献意欲にそれぞれ主として結びついている。

この内，共通目的とは，組織の構成員達によって，組織の定められた目的

と信じられ，受容され，その達成の可能性が信じられる目的である。それはう

構成員が貢献意欲を生み出す為の前提で、あり，それにより各構成員は，必要

とされる努力の種類や期待し得る満足を予想する事が出来るのであるの何故

ならば，公式組織の形成される理由は，個々人の努力の算術総和よりも大き

な効果が，複数の人々の努力の調整によって期待出来るところにあるからで

ある。そして，その複数の人々の努力の調整は，最終的目的を幾つかの部分

目的や細部目的に分割し，各単位目的の目的として配分し，それが各単位組
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織並びに単位組織を構成する各個人によって受入れられてし、く過程一一専門

化の過程一ーを意味しているのである。

ノミーナードは，次の様に言っている。「協働体系の有効性は，殆んど全く専

門化の革新の創出や採用に依存している。そして，専門化の基本的側面は，

目的の分析，一般的最終目的をより遠い目的達成の手段である中間的ないし

細部的目的に分析する事である。」

「総ての組織討動の内の少く共十分の九は，末端の貢献を行う人々，末端

の具体的目標にその個人的エネノレギーを適用する人々の責任，権威及び明細

化にあると私は考える。もしそうでなければ，個人の専門化，経験，訓練，

配置，才能， 目，耳，腕，足，頭脳，感情は一意、味を失ってしまう 0 ・・・・抽象

的，一般的，将来的，長期的決定に対する責任は，ラインの上層に委譲され

ているが，限定的意思決定や行動の責任は，常に努力に対する権威が存在す

る基底部にとどまっているO

かくて，目的の定式化と規定は広く分散化した職能で、あり，その内のより

一般的部分のみが管理者にまかされているに過ぎなし、。この事実の内に，協

働体系の運営における最も重要な固有の困難が存在する。即ち，一般的目的，

主要な決定を低い階層の人々に教え込み，彼等が結束し，そして最終的細部

の決定に一貫性を与えせしめる必要性，並びに，上層部の人達に対して，彼

等が屡々絶縁し勝ちである具体的状況や『最終的』貢献者を常に理解してい

る必要性が指摘せられるのは，この故である O 合目的な諸決定の上下一貫し

た調整が無ければ，一般的決定や一般的目的は，誤解の積み重ねにより現実

から孤立した組織的真空の内の単なる知的過程でしか無い事となるん

従って，各構成員が組織の全体目的を理解し受容する事は，彼等に具体的

に割当てられる細部目的を受容し易くする為に望ましい事である。しかし実

際にはそれは，事実上不可能である場合が多し、。何故ならば，個々の人間の

有する知覚能力は，極めて不完全なもので，相対的なものである。また人々

相互間に)刊し、られる伝達能力も不完全なものであり，人々は受け取った伝達

内容を既得の知織で補って始めて理解出来る場合-が多く，この間に各種のノミ
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イアスがつきまとっている。加うるに全体組織を構成している単位組織は，

情報の収集並びにそれに基づく判断の分業体制をひいているところから，各

単位組織毎に保有する情報に不均衡が生じ，それが理解や判断の偏りを生み

出す事となる。従って，全体組織の目的現解も，各単位組織，各構成員毎に

幾分かずつ異なった解釈が行われる結果となるのが普通である。

かくて，バーナードは次の様にし、ぅ。「一般に複合組織は，その一般目的や

目標の完全な理解や受諾を欠いていると言う特徴を有する。この様に中隊が

全体としての軍隊の特定目的を知る事は必要ではなく，また通常不可能で、あ

るつしかしそれ自身の一つの目的(細部的諸目的一筆者加筆〉を知り，受け

入れる事は必要である。もし中隊が，この目的の達成に全体が依存している

と感じるならば，更に全体目的が何であるかを理解していれば，一層そうな

る傾向があるが，その行動の強さは通常増大するであろう。主として重要な

ものは， F!的の知的;rn!解よりも，むしろ動機に対する信念、であるつ「月.解1は，

ただそれだけで、はむLろ麻廓させる分裂的要素であるつ|

むしろ「共通目的が確かに存在していると L寸信念を教え込む事(inculcat

ion)が基本的管現者の職能で、ある 1事となるべ

共通の目的が存在し，その達成を通じて，各人の個人的動機もやがて満た

されると言う期待が，人々をして各種のパイアスを伴った不完全な伝達情報

の正確な理解への努力を生み出させ，同時に偏った情報から必然的に生じる

構成員相互間の理解や判断の衝突に際して，相互に譲り合いや妥協乃至は全

く新しい解決方法の探究への努力を生み出す事となるのである。そうした共

通の信念が無ければ，各個人，各単位組織毎に，結果的に勝手な行動を引き

起し，組織の分解を生み出す事となるであろう。

結局，必要な共通目的は，可成り抽象化された形のもので，一般従業員に

理解受諾される事となる。重要な事は，それが共通の信念によって裏打ちさ

れ，支持されている事が不可欠の前提でと言う事であるそして，具体的に各

単位組織に細分化される目的は，組織経済を支える個人経済，物的経済，社

会経済の三種の経済の均衡の維持一一この均衡が取れている時に，組織効用
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は最大となるーーを目指して，その時々の戦略的要因の発見に基づいて設定

せられ，その目的遂行の為の技術的合-理性 即ち有効性十ーを求めて，そ

の細分化が進められて行く事となるつこの問題は，既に別の機会に詳しく取

り上げ、て来たところであるから，ここでは繰返す必要は認められないが，た

だこの場合でも，この目的の細分化は，その達成が将来の時点に関するもの

であるから，その将来における達成可能性に対する信頼一一即ち共通の信念

ーーの存在を前提として始めて行われ得るものである事は留意せられるべき

であろう。そしてその際，抽象的形で理解さわしている共通目的は，不断に変

り得る具体的目的の上に投影される事により，具体的目的の成功に対する期

待観，その成功を通じて各自の個人的目的も終極的には達成されるとする期

待観一一共通の信念一ーを付与する機能を有していると理解せられる。

次に，外的均衡に関係するもう一つの要素は，既述の様に貢献志;欲である。

「ここで言う意欲とは，克己(self-abnegatio吋，個人的行為の自由の譲渡，個

人行動の非個人化を意味する。その効果は，努力の凝集であり，結合 (thesti 

cking together)で、ある 3 その直接的原因は『結合』に必要な気質(disposition) 

であるつこれ無しには，協働への貢献としての不断の個人的努力は在り得な

いと考えられる。」

こうした気質をその構成員に生み出す為に，組織は，各種の誘因をその構

成員達に提供する事となる。「この家t合，組織の基本的日:約が財貨の生産にあ

る所では，非物質的誘因の不足は，非物質的誘因の代りに物質的誘因を代置

しようとする試みを生み出す。良好な環境の下では，或る程度まで，そして

限られた期間だけならば，この代置は有効で、あろう。しかし少く共私にとっ

ては，長期間に亘つての維持に必要とされる程度にまで生産を能率的にする

様に，協働体系への十分な貢献を，物質的または貨幣的考慮のみで、誘引する

事は，人間の本性に反するものと J思われる。

もし，これ等の事が正しいならば，純粋に経済的な企業においても，手F経

済的誘因の提供における能率が，生産的能率と同様に重要なものとなろう r

・・協{動的作業における標準化された生産物の物質的経済を破壊する事なし
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に個人的技能の誇りや完成の誇りを得せしめる条件をととのえる事が真の能

率の問題であるつい・・ー威信を与え，望ましい人達の忠誠心を確保する様な組

織たらしめる事は，能率における複雑で困難な仕事である。商業，政府，軍

隊，学校等の良好な組識が，大きな注意と時には多くの資金を非経済的誘因

に費すのを見るのは，この埋白からである。非経済的誘因は，多くの場合，

有効性に不可欠であるのと同様に能率にとっても不可欠なのである。」

かくて，バーナードは，貢献意欲の獲得の為に組織の提供する誘因は，経

済的，貨幣的なもの以外に，理想、の恩恵，集団による社会的接触の魅力，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等の誘因を不可欠な

ものとしている。人聞を動かす動機が非経済的なものにまで及ぶ事を前提

とした人間モデノレの上に立てられる理論として，こうした指摘は当然の結論

ででもある。構成員の貢献怠欲は，こうした組織から与えられる諸誘因の

量と組合わせから得られる主観的満足と，組織に参加する事により要求され

る犠牲の主観的評価との差から生じる訳である。しかし，この場合におし、て

も，パーナードは，次の指摘を行っている。「短期的利害， IC]先だけの目的，

瞬間の衝動ならば，新旧の諸技術の能力の結合によって満たされようとし，

もし即時的，物的必要のみが問題ならば，個人的自存(s巴lf-exist巴nce)への訴

えは，屡々この結合の変化によって最もよく満たされる。しかし，組織は，

組織を支配している道徳性の幅に比例して持続するものである。この事は，

見通し長期目的，高い理念が協働の永続性の基礎である事をただ物語ってい

るに過ぎない。」

即ち，組織構成員が，組織への貢献意欲の維持，増強乃至減少や中断を決

定する鍵である個人の主観的評価に基づく組織参加に伴う犠牲と満足の比較

は，或る一定時点における単純な両者の比較ではない。組織構成員のこの評

価は，実は長期にわたる未来に及ぶ期間での犠牲満足の比較考量である。従

って，この場合も組織の目的は，未来において必ず達成されると言う信念

一一一共通の信念一ーがあって，始めてこの犠牲と満足の長期jにわたる主観的

評価が可能となる ο そして，この長期にわたる有利性に対する確信の上に，
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短期的な犠牲を払う しないと震う積極的な貢献意欲が生じる惑とな

ヤ

」

る。

維持にしろ，外的均衡の維持の問題にしろ，河れも

将来の可能性‘の問題で、あるから，持米にわたって権威は維持される

ろう，目的は達成されるであろう，窮極的には個人の g的は達成ぢれる

であろう，従ってまた組織の密告さは髄人の目的よりも震先されるべきであろ

うと寄った確信…ーバーナードの言う共通の信怠…ーの組織構成員の開にお

ける存夜な不可欠としてし、る。もし，こうした確信が無ければ，将来の見通

しを立てる考察が出来ず¥従って矛個々人における経議参加に伴う犠牲と議廷

のぬ較が不可能であり多議敵意欲は生れ得ず¥総連体系における職員の配置

も無税味となってしまうからである。管斑者は，こうした信念を組織構成員

のrr去に作り出す4ij'i-が不可欠の機能として

〔幻共通の信念

さわしているのである。

組織における L も組織の籾米の結来状態に対する見通し

している以上3 上述の様に，そのi構成員終に内部構成員達は，

信念…一組織には共通理解が存在していると言う信念，成功‘ずるだろうと言

う信怠，偶人的動機が結局満たされると滋う{信怠，客観的権威が確立して

し、るとぎう f試合:，組識に参加する個人の目的よりも共通目的の方が優先する

とう信念…ーを持ってし、なければならなし、。

ところで，こうしたi信企は，単なる物質的@持物望的誘悶や強制，説得と

言った手段によって内部構成員に植えつける奈は不可能で、ある。それは，

，j:護者の総織人格に支配された安定した日常行為により J物的，生物的社会的

じて，人々の惑檎に影響、を与え， t姦働の新しい特主主お的主主形

る態度， {隠i鼠理強，希望の側主援に勢き掛ける事により金始めて形成さ

れ得るものと考えられているつ

従って，管理者除は，その日常行動が常に魁畿の婆求に従って行われる

!とiからの悩人的欲求:を抑制出米る衰を殺を強く有した人でなければならない

となる。 倒人的好みや希望ーを抑えて，組識の喪求に従った行動を取ると言



58 (188) 経済学研究第23巻第2号

う責任性に欠けた管理者の日常行動は，当然に安定性を欠き，人々には信頼

感を与え，その信念の育成を促す事は不可能である。

そうした組織の要求に支配された安定的日常行動を取り得る為には，管理

者は一方において強し、責任感を有した性質を持っていなければならないが，

同時にその責任感の強化を促すものとして，個人的行為規則と組織の要求

(組織の行為規則〕及び組織の要求相互間(組織の行為規則相互間〉に矛盾

や衝突があった場合にはん、ずれの行為規則にも反しない行為や新しい行為

規則を見出したり創出したりする能力を備えている事を必要とする。その日

常行動が，いずれの行為規則にも違反するものではないと言う確信は，非公

式組織を通じて内部構成員に速かに伝達され，人々の確信の育成を促進する

事となる。管理者のこの行為規則相互間の矛盾や衝突を解決する能力は，管

理者個人に対する場合のみならず¥組機内特に組織階層において自己の下位

に居る人々が，そうした矛盾衝突に直面した場合にも発揮され得るものでな

ければならないと考えられる。バーナードが， リーダーシップの本質的機能

として「他の人々の為の道徳規則の創皇jと呼んで重視している機能がそれ

である。それでは，組織構成員の直面する行為規則聞の矛盾衝突は，どの様

な形で解決せられるとパーナードは考えているのであろうか。われわれは，

ここで，彼がその主著「管理者の職能」の公刊の20年後に公にした「事業道

徳の基礎的諸条件」と題した論文に注目する事が必要である。

[4J 組織の道徳問題

ノミーナードは，次の様に主張している。即ち，r組織内の道徳性の観念(idea)

は，当該公式組織を含んでいる社会で広く受入れられている道徳概念(moral

conception)とは余り関係しない組織内部に生じる問題である。Jr多くの近代

的な具体的事業行動は，直接的個人的利害関係の問題ではなくて，むしろ組

織の利益(goodof the organization)，社会の利害(interestsof society)，法

律の規定(prescriptionof law)に関係したものであるO そして，この個人的

利害に関係ないと言う事実が，組織的利益への彰着，正しい処理への執着が

法廷における場合の如く，…・・・技術的なものではなくて，既に指摘している
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様に，道徳の となると営う ぷ認にラ多くの人が失敗する とな

って米ている。」パーナ一九丸こ o
 

m
 

〆
e
¥

ral behavior) と潔う言葉は;j主的科書や特定の状況下において，或る

うか行わぬかに闘しての決定の直接的結熱とは無関係に， JEしい事と隙j

いての億余やJ感じによって支配されている状態を現わす事

と規2認している。

そして，彼は，そうし る多様な道憾の具体的なものとして，

;欠の 8 ものを指摘している。即ち， ω個人的議銃撃(personalrespons 

ibility) 坊托表者としての或いはまと的な賞授(representおりveor official respo 

nsibili ty) (3)職員の忠該心(personnelloy亘litiω) (4)全議資任(corpora te re 

sponsibility) (母親織患誠心(organizationalloyalities) 紛経済的責任与con

omic responsibility) (i)技能的責缶 (technicaland technological responsi 

bility) 法的資詑乳母g昌1responsibility)がそれで、あるっその具体的内鮮は

次のようたものである。

(1) 

個人が持ってし、 Q宗教的，思想的教義に基づいた倫理観や社会的し診たり

(morω〕であるつ犯罪的行為や公に認められた務遂語、行動を瀧け，他人の軒

、やり，ーi支引受けた義務や約束は必ず守ると言寄った性笈である。

代表者としての或い

尽の社会の大きなi防長として，倒人の行毅;が，当該綿入の為ではなく，

他人の代理として行われる域s合が非常に多し、。他の人々によって決定された

目的や悶標或し、vi方法に従 uって人々が行動する訳である。そして，この代渡

航j行訟の倫壊とは，燦々寓者の簡にギャッブを生み出している。例えば，

おける殺人行為などはその具製である。そして代理的行為の分野の向で，

法的裁長ijによってカバ-dれている分野は，極めで葎かの分野でしかなし、。

こうした組織的行動の代主宇治投格は、多数の特定の道徳性の基本的条件であ

り，組織行動のみならず， 1181人行動にも

激員の忠、誠心

ている。
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組織イじされた協動における道徳的機構の最も重要なものは，職員としての

忠誠心である。それは，個人の行為に特定の道徳的性格を付与し，積極的自

発的な建設的努力の源を成すものである。

それは，上長と部下の関係，仲間同僚との間の関係において，公的資格で

活動しているそれ等の人々に対する忠誠心，即ち，他人の責任性を認め，他

人の行動を支持し，必ず、しも個人的には好ましくない様な性質をもった行動

や手段をも支持す7る事を意味している。それは，従って，組織の団結力の非

常に大きな部分会構成している。そして，単なる従属関係は，職員の忠誠心

の評価基準とはなり得なし、。指令の単なる受諾，規定された報告の作成，特

定の機能の遂行は，サボタージュの方法でさえあり得るのであって，必ずし

も職員忠誠心とは一致しなし、。また職員忠誠心は，一般社会における個人の

忠誠心とも異っている。例えば，労働者が職長に昇進した場=合-には，仲間だ

った労働者との関係には，異質の要素が導入される事実を見れば，この関係

は容易に理解され得るであろう。

(4) 企業責任

法人(corporation)は，法的には人格(personality);d:'有した一つの社会的実

態(asocial reality)として認められている。法人としての企業も，個人と同

様に，訴訟，財産所有等の権利を有し，納税を行ったり，一般的道徳上の責

任や義務を有している。

こうした責任の遂行は，具体的には管理者や一般従業員の行動として行わ

れる訳であるが，その道徳的決定は，法的な仮想実体(aficti tious enti ty)の

決定であって，個人的道徳性の命令(theorder of personal morali ty)や公的

な組織的道徳性.(officialorganizational morality)の決定ではなL、。法人の道

徳性は，それなりの個性を有している。彼等の定款や法律に従うと言う義務

を別とすれば，企業責任には，次の二種類のものが認められる。

① 株主，債権者，取締役及び従業員の衡平法上の利害に関係した責任で，

内的責任と呼ばれるものである。② 競争者，地域社会，政府及び社会一般

の利害に関係した責任で、ある。
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(5) 綴縁患誠心

政府，教管機関等の法人実体 (corporateentities)は，

調整された人間の活動である組畿と関係する事により，実体をヰぎしている。

殺って，多くの場合，紹識の倫現問題，期ち，総畿の義務や責缶が，そのまま

会社の倫理と一致するものと着徴されてし、る。しかL 或る周辺領域におい

ては，法人実徐の道徳状況 (moralsituation)とは亙裂された組繰の道徳状

誕が持として存殺している。多くの人々は，個人的来IJ極や義務に罷越してい

ると考えられる毅織への義務を感じ取っている。そうした人達拭，極端な場

周知の組織、来日誌の為に(forthe good of or伊 nizationλ 怨人的犠

牲を支払う組織忠誠心者ど有している。ちなみに，職員の忠綾心の場合は，公

式組織において懇当している激務との簡係において主としだ弘じる

あるが，組織忠誠心は，議織がその目的や行為において，個人の関

より優れている三与を認めて，組織に対して針有する忠誠心である。

もっとも 3 多くの場この穣の忠誠心は広く認められている択ではな

いっしかし，組織忠誠心の高度な道徳的性格，その重要性~) ，そこに会支れた

倫理的繍問題は十芳に理解されなければならなし、。一般広この組織忠誠心が

知られないのは，次の様な理由によると考えられる。

博愛，致治等の分野での携タトきど徐き，滋徳以外の誘望号により

々は組織に誘引され，また組畿に参加した後にJ志誠心が育つ様な事は，容

られなし、。

@-:x誌の時期における経識の構成員には，組畿への忠誠心コ役者していない多

くの人令含んでいるの

三号短騒忠誠，むの具体的表現は，小集団(下位港設の組織〉における語動に主

として関係しており，その為に兇~長されたり

(6) 経済的責任

られたりする。

われわれは， 需要供給，能率，科?密媛大号事の条件で経済的行動きと考

える事に慣れさ4きられてラiをている為に，経済的道徳かconomicmorality)会

る事合;おれて来た。浪費は単に経済的に不適当なものであるばかりでは
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なく，罪深いものでもある。この事を意識する時，価格i維持の為に，食糧の

貯えを破壊する様な事は，道徳的に嬬護し得るものではなし、。どの様な経済

的または政治的論義からも，その様な事は認められるべきではなし、。計算は

決して十分な基礎ではない。

(7) 技能的責任

創造的業務の技術者，第一級の熟練技能者，熟練した科学者や職人，更に

は，人間関係の様なものまでをも含めた社会的管理技術の保有者達は，それ

ぞれの職務遂行に対して，職人気質的な意味でのよりよい遂行を行う道徳的

責任を有している。それは，屡々，その客観的評価基準の不明確な為に，明

白に認識されない場合もあるが，しかし，仕事の質を低下させる様な要求に

対する彼等の抵抗により，その存在を識別するが事出来ょう。

(8) 法的責缶

この責任としては，成文法，判決，取締規則に矛盾しないのみならず，公

式組織に含まれる内部的な私的性格の規則にも従う責任が考えられる。多く

の場合，かかる規則jに対する一致は，制裁や負担を避ける為に行われるが，

ここで考えられている道徳性は，こうした利害関係を超えた問題で、ある。そ

の基礎は，そこに含まれた種類や程度の秩序は，有効な協働と適当な特定の

責任や配分に取って不可欠なものであるのみならず，また公正や正義に取っ

ても本質的なものであると言う訪れ、信念であり，また法的規定の軽視が一つ

の組織における統合-や士気の破壊を導くとする深い信念である。従って，そ

こでは，特定の要求の即時の或いは窮極的な利害さえも問題とはされない。

こうした各種の道徳性は，相互に独立的であったり，複合的，相互依存的

であったりして，容易に計測し~h、ものではあるが，彼等相互の聞には，同

時に多くの矛盾，衝突，不一致が存在しており，責任の葛藤が生じている。

そして，かかる葛藤の存在は，協働的努力の体系の特徴的条件ででもあるの

である。

従って，管理者の意思決定過程は，こうした道徳問題の解決の過程なので

ある。バーナードは，この道徳性相互間の矛盾葛藤の解決方法として，次の
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ものをと指摘してし、る。

11) 司法的方法(thejudical method) 

この方法は，各人の資缶性の分野を狭めてその限界を定める事により，葺

蕗の影響iの仕方を?隊約一fる過程である。管理総織における職務の分ま誌は，か

かる投質含有してし、ると誉い得ょう。

(2) 和解(reconciliation)方法

と震倣されている事態は，突は誤まった仮恕や豪雪誌を無視し

ら生じた擬慾u的議藤(prs剖 do-conflicts)であると考える議程である。

麗々見方の転換(cha時 ingthe point of vi思w)と言う雷葉で表わされる事態

ぞあるのこの退程は，綴識の内部句、継続的に利用されており，それは屡々司

法権の持規定令含んで、いる。

持 具体的解決。〉発努(theinvention of concr邑抗日 solutions)の方法

一つの立場から見て望ましいと考えられる挺索が，或る点において著しく

ものをど含んでいると思われる場合には，有祭なもの

iれた目的安達成ずるであろう他の提案を発見したり宅新しく構成したり

する。そして，環境合更に詳しく分析し，いずれの道徳律にも矛惑しないで

は月号期の関蔀が達成出来る'様な新しい具体的行為宮擦な見出す方法

である 3 こうした代替的行動案の発明や構成の為には，想像力，識別カ，永

有した人々を獲得する事;が必要である O

イ間人が，道徳的に破産するのは，その職伎に伴う道徳的ディレ

ンマをど新しいゑー体的代替案を発現L構成する芸評によって解除決する能力に欠け

ている毒事に基院するの

今日の専門イじされた社会，特に経済的諸活動並びに物的諸問的の為に用い

られる機械裟撃をや資材に関しての専門化の進んだ社会において， こうし

々増大し，その複雑技を加えて来ている。しか

るに従来は，技術的知識や熟練の高度化への号奇心が主で、あり，滋徳性の

ど関心が向けられないで来た。しかし，専門化された諸諸動の揮っ

ている役舗やその鐙当常への信頼感が無ければ，専門化された
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会は成り立たないし，組織の存続も在り得なし、。そして，そうした信頼感を

抱かしめるものは，正に道徳性の問題なのである。

分権的管理を行いながら，企業全体の統ーを目指して行われる調整の本質

的基礎も，各人の分散化された意思決定への信頼に基づいている。元来，統

制の範囲は限られたものである以上，専門化された訓練の諸方法や適当な見

方の反復した教示が行われたとしても，r-責任性の感覚 (senseof responsibili 

ty)Jの育成なしには，権威は十分に作用し得るものではなし、。従って，高度

に効率的な自律的行動は，責任性が卒直に受け入れられる場合にのみ確保さ

れ得るのである。責任に対する感覚なしに，自主的行動の選択の自由を各部

門に委譲する事は，組織の分裂を生み出す結果となるであろう O 集権的管理

の場合に比較して，分権的な管旦J~が行われる事は，各管理者段階における道

徳的矛盾や衝突に対する解決の必要性を増加せしめるのみならず，組織全体

としても，道徳的矛盾や衝突が一層激化さたる傾向をも有している。各種の

技術的な発達は，或る程度，そうした道徳的問題を解決する事を助けはする

が，道徳的問題に代り得るものではない。

バーナードにおける人間は，その行為の側面において捉えられている。そ

の限りにおいて貢献意欲，即ち行為を生ぜしめる動機付けの問題から分析が

始められ，従って，個人の行動の方向を定める個人の道徳律乃至価値観の問

題が関係して来る。しかもそれは，単なる個人における価値観の問題ではな

く，個人が組織に関係する場合に直面する領域に主として限られて来てい

る。組織に参加した個人が直面する価値観の葛藤の問題は，個人の援・合に直

面する価値観の葛藤とは異質の問題を有していると考えている為である。そ

してその問題は，組織の管理者，特に上位の管理者になる程激しい困難な，

しかし同時に重要な問題となって来ると考えられている。技術の発達は，そ

うした問題を解決する有力な補助的手段ではあるが，根本的な解決を与え得

るもので、はなし、。窮極的には，最高の管理者連の有する価値観，そこから導

き出された人聞社会における組織経済の存在意義に対する盟解の客観的妥当

性によって，その組織の存続や成長の程度が規定される事となると考えられ
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ている。

パーナ…ドは次の畿に言っているJ人間的なi謝動におし、て，殺も一般的な

戦略的な薬臨は，管斑能力である。物的世界でも等しくその性資上，機会と

理想はき議接的動機や利害或L、は指導者に華客求される実際的才能よりも擾先

るつ基礎的な必要注として有効な熊本的協綴lが必要とする資本の蓄積，諸

方法の発明，人簡関係の本新は，物繋，物理的諮力，経済的措制度，

衡の終妹な能力を華客求している。これ号事の能力は，必要欠く らざるもの

ではあるが望含まれた犠牲を当然の事と考えさせ，

6資ttなしには，これ毒事の能力は発生しないのみならず発換もしないであろ

う。……組織の存続;む彼等が支配されているよ震語性の憾に比例する。これ

は，予想、，長諮問的， l認j越な浬運、は，協働の;存続の為の葱縁である惑をただ

物語るものである

鑑識の

して宝とし

分祈念行い， 13 

いずれも米来に関し

るつ彼等の諮く続識の米うたに対する

う。従って，

関係

しのとらに， その

おいて現状の

達に 米来

に，対ずるずJるい期待一ーパ…ナードのしづ共通の信念一ーを抱かせ，その

も積極的に立ち向う努力を引出さなければならな

L 、3 それには，先ず管腹立母自体が，組議内で蹴l箇ずる道徳律の矛j商や衝突を

しない行動を行っているとの確信を得て，その

人々に及ぼして行〈事から始めなければならなL、その解決は詳述した様

に，道徳発生の衝突をど米した率競合分析して，し、ずれの道徳律にも来盾しない

見出したり，新しい行為目的を創出したりする壌によって得られるの

このいず子しの瀦号室律にも反しなL

行動導患の領域の増加を意味し， こ

味する察ともたる。そして，し、わゆる

る

ら繋えば，滋徳帽の増大を意

と3ぎわれている

ものは，具体的には，パーナ…ドの整潔した 8種類の道徳のいずれかに関係

したもので、ある。いずれの道徳をも尊守し，それに逮皮しない事は，共通の
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信念育成の為に不可欠の基本的条件である。正にノミーナードにおいては，企

業の社会的責任をも含めたより広範な人聞社会の道徳律の尊守が，組織の内

在的要請として主張せられているのである。

1) C.I. Barnarcl， the Functions of the Executive， 1958. p.56. 

2) ibicl目， p.83. 

3) ibid.， pp.200-201. 

4) ibicl.， p.218. 

5) ibicl.， p.132. 

6) ibicl.， pp.232-233. 

7) ibicl.， pp.137-138. 

8) ibicl.， p.87. 

9) ibicl.， p.84 

10) ibicl.， pp目93-94.

11) ibicl.， p.282. 

12) ibicl.， p.259. 

13) ibicl.， p.211 

14) ibicl.， pp.281-282 

15) ibicl.， p.279. 

16) C.I. Barnard，“Elementary Conclitions of Business Morals，" California Manag 

ement Rcview， Vol No.1 Fall， 1958. pp.1-13. 

17) ibid.， p.2. 

18) ibicl.， p.4 なお彼は，事業や公的事柄においては，道徳的な言葉は余り用いら

れずに，代りに loyality，responsility， duties， obligations と言った言葉が用い

られていると指摘している。

19) 具体的な諸道徳の存在やその相互の葛藤を考えると次の様になる。例えば，今ラ

インの課長や部長を仮定する。彼は，個人として，社会の規律を守札他人の意

見をよく聴く思いやりのある善良な市民であり(個人的責任性)，社内においては，

関係法規や業界の申し合わせや慣習を導重し.同王寺に社会や職場の慣習，伝統を

w:んじる(法的責任〕人物である。今，彼の上司が，彼のi部門の製品の競争相手

となりつつある特定企業に対ーする対応策の検討を彼に命じた。彼は，その命令に

従って(代表者としての或いは公的な責ー任性)，積極的に努力し，休日まで返とし

て調査研究を行ない.(職員としての忠誠心〉その聞に判った情報で他の部門で役

に立ちモうなものは，自発的に当該部門にも知らせてやり(組織忠誠心)，検討の

結果、その企業をこの際特定の方法で合併してしまう戦術が最善であるとの結論
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に達する(技能的責任〉。彼は，個人的には競争制度の讃美者である(個人的責任〉

が，株主，債権者，役員その他の従業員に対する義務(企業責任〕として，その

方法の採用を提案する。この結果彼は，競争者に対する義務と言うもう一つの企

業責任との衝突の可能性に直面する。更に，この方策の採用は，やがて自己の部

門に従業員の相対的過剰を生み出し，人員の配置転換に迫まられる事となる。管

理者としては、部下の特性を生かし，人材を浪費しない様に考え(経済的責任)，

余剰l人員のリストを作成する。この場合， リストに采せた人には，内街にその移

動を知lらせておいてやりたい(個人的責任)が，組織の要請から移動の直前まで

内需にしておく(職員の忠誠心〉。同時に合併に際して新しい生産技術の採用が望

ましとの結論こなったが，その場合，従業員の安全性確保をどの程度まで行なう

か，不討1意に伴う偶発的事故の発生危険の予防策をどこまで採用するかが問題と

なる。(個人的責任，技能的責任司経済的責任の高藤〕と言った具合で、ある。

20) 組織の統一性を保持する権威を確保する為に不可欠であるこうした道徳問題が，

従来十分に理解されて来なかったのは司管理者自身によるこの面への体系的理解

の不十分さと共:こ，その問題の解決が或る程度まで技術的問題の解決により促進

され，しかも技術的問題の研究の方が，道徳的問題の研究よりも容易であった事

"こ一面で、は由来すると考えられる。しかしまた他面においては、高度に専門化さ

れた組織内における道徳性の問題が，どの様なものかを，外部の砂|究者に正確に

伝える事の閤iji(('1生にも由来しているo この為にも，色々な誤解ぶ一方で、は生じて

来ている。組織内におけるこうしたj立役、性問題の客観的研究の行なわれるべき機

関として，バーナードは大学に天きな期待を掛けているのであるo

21) C.I. Barnard， th巴 Fu日ctionsoI the Executive， p.283. 

3. サイモンにおける組織環境論

ノミーナードにおける管理者埋念の理解の基礎は，前述の様に，共通の信念

の育成の，必要乃至は広い道徳性の幅の所有の要請にあった。こうしたノミー

ナードにようて置かれた思考の展開を見る為には，一般にパーナード・サイ

モン理論と呼ばれているサイモンにおける理解をまず概観するのが順序であ

ろう。

サイモンの理論は，周知の様に，組織における意思決定過程の理論的分析

として，パーナードの理論の展開を図っている。即ち，サイモンによれば，

「組織は，結局人々の集合体(acollection of people)で、あり，組織が行う事

は，人々によって成されるものである。従って，人々の集団の諸活動は，彼
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等が彼等の意思決定や行動を，組織に彼等が参加する事により影響される程

度により組織化される事となる。」そして，個人は，1組織における彼等の活動

が，直接又は間接的に，彼等自身の個人的目的へ貢献する塚3合・にのみ組織へ

の参加を受諾する」ものと考えられている。

換言すれば，組織の構成員達は，組織が，個人的目的の充足の為に提供す

る誘因 (inducements)への見返りとして，組織への貢献を行っていると考

えられている。そして，j貢献の総量が，その種類と量において，必要な誘因

の量と種類を供給するのに十分で、あれば，組織は存続し，成長する。しかし，

そうでなければ，組織は縮少し，もし均衡が得られなければ，組織は結局消

滅する jと考えている。

サイモンは，こうした組織が提供する誘因を区分して次の三種類に分って

いる。第一は，組織目的自体が有する誘因としての価値である。宗教組織

は，組織目的自体が信者の個人価値と一致したものである。企業の場合には，

その製品の底出色(theoutput of product)は，顧客の個人的目的 (apersonal 

goal)と一致すると着{放されるコ

誘因の第二の種類としては，組織の提供する経済的・非経済的誘因，例え

ば，賃金・俸給，組織内の地位に伴う身分や威信或いは対人関係等で，1一般

に組織の目的の達成にも，また組織の規模と成長にも直接には関係しなし、」

様な種類のものがあるつこうした誘因は，非自発的志願者より成る組織の従

業員達 (toan employee of 九日on-volunteerorganization)に対して，組織

が提供する誘因の主要なものであり，組織は，代りに彼等から，彼等の有す

る時間と努力を得ていると考えられている。そして彼等は，その為に，組織

との聞に継続的な権威関係の創造を行っているっ従って，逆から言うと，組

織の権威関係の受け入れられる範囲は，組織の提供する誘因により定まる事

となるつここから「これ等の誘因が組織目的に直接に依存しない限り，その

目的の修正は，参加に対する従業員の意欲に影響を与えず，従って，従業員

集団は，諸目的の決定に殆んど影響を与えないと考えられる。」

第三の誘因の種類には，組織の規模と成長とより生じる「保存価値(conse
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rvation values)と名称けられた誘因ある。一般に企業家(entr巴PI・eneurs)や専

門的管理者達 (theprofessional managerial group)は，利益や威信，権力と言

ったものに関心を有しており，そうしたものは，成長しつつある組織程多く所

有しているものである。従って，そうした誘因に強い関心を有する人々は，

組織の存続発展に対して強し、関心を有しており，組織目的自体に忠誠心を持

っている人々とは異なった価値観を持つ事となる場合が屡々生じる。即ち，

組織の存続，特にその成長発達の為には，顧客自体は勿論，その他の多くの

人々の欲求の変化に合わせて，組織目的を変更して行かなければならないが，

その変更が急激である程，従来の目的自体に誘因を有していた人々の反発を

招く可能性が強くなる訳である。従って，その限りにおいて，目的変更の可

能性は制約されるが，しかし通常支配者集団の目的は，この保存価値の追求

に強く支配される事となろう。

通常企業組織における支配者集団(サイモンの場合は，取締役会)は，企

業におけるこうした誘因と貢献の均衡の保持を，二つの方法によって図ろう

としているO

第一は，顧客の要求に応じて組織の目的を変える事である。

第二は，資源，貨幣，従業員の時間と努力を，従業員にとっては最大の誘

因となり，組織目的にとっては資源の最高利用となる様な方法， 即ち能率

(efficiency)を追求する事である。それは，r組織目的に照して出来る限り有効

(effecti vely)に与えられた資源を利用する」調整 (adjustment)の機能の活用

であり，それは「かかる組織において，能率を管理的意思決定の基本価値尺

度」とするべき事を意、味している。

こうした最高管理者集団を中心とした組織の維持発展に必要な意思決定

が，如何にして適格に成され得得A るかと言う事事ゐ実的問題(臼ap卯ur代巴leyf仏actu凶1悶alqu田巴

坑山山1旧lOn心〉に関してサイモンは，まず有名な「管理人モデデ、;L市 d出伽削紅m出11出n山1

の設定カか込らその考察を始めている。

サイモンによれば，現実の人間は，伝統的な経済人モデ、ノレに比較して，次

の三J誌において合理性の追求面での限界を有している。
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(1)個人は，彼の無意識的な領域における技能，慣習及び、反射行動(reflexes)

によって限界づけられている。彼の肉体的機敏さや力，反応時間等による制

約，精神過程の速度，初等数学の技能による意思決定能力の制約等がそれで

ある。因みに，人聞は自己の行為の相当部分を，通常の意識外の領域に置い

ており，意識的に決定を行ってから行われる行動は，それ程多いものではな

い。人聞は，一方で反射的行為を行いながら，同時に他の問題に意識を集中

する事が可能なのである。

(2)個人は，その意思決定に際して，彼に影響を与える彼の価値観や目的概

念によって制約を受けている 3 もしこの組織への忠誠心が高ければ，彼の決

定は，組織目的に従いその達成を助けるものとなるであろう。逆に忠誠心を

欠いておれば，個人的な動機-が彼の管理的能率を阻害しよう 3 またその忠誠

心が彼が直接所属している部分に密着したものであると，組織全体から見る

と有害な影響を有する様な決定をも，その部門の為に行う様な事態も生じる。

(3)個人は，彼の仕事についての彼の知識の程度によって制約せられるつこ

れは，彼の意思決定に必要とされる基礎的知識一一橋を設計する人は，力学

の基礎知識を必要‘とする と，与えられた状況に適応した意思決定を行う

のに必要とされる情報との両者について言い得る事である 3 元来人聞の持っ

ている情報は限られたもので，周囲の状況についても，極めて僅かの部分的

知識しか持っていないものなのである。

人間は，この様にその合理性の追求に限界を有している。この為に，現実

の人聞は，一方において経済人モデ、ノレにおいて考えられている行動様式とは

異なった特徴的行動様式を取ると共よ組織に参加する事により，こうした

制約の限界を拡大せしめようと努めている。即ち，サイモンによれば，組織

は人間の意思決定を行う環境状態を整え，その意思決定の正確性を高める

メカニズムであると考えられているのであるο 彼(三次の様にいっている。「わ

れわれが組織と呼ぶ行為形態(thebehavior patt巴1'ns)ば，広い意味で人聞の

合理性を達成する為の基礎である。合珂!的な個人は，組織されそして制度化

された個人で、あり，またそうした個人である筈である jと。
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個人は，組織に参加して，組織の影響を受け入れる事によって，個人に課

された制約を克服する訳である。そして，組織が個人の意思決定の上に与え

る影響態様は，大別して次の五種類のものが指摘出来るつ

(1) 組織目的を分割して特殊化し，人々に完成するべき課業を与え，人々の

注目するべき範囲を狭める事により，個々の意、思決定とそれに基づく行動の

合理性を高める。

(2) 種々の活動について，標準的手続を定め，各人の行動を規格化し，通常

の仕事の処理に伴う意思決定機能の必要を排除すると共に，他の人々の行動

の予測を可能ならしめる。

(3) 権威の体系を確立し，各職員に上位者の意思決定の結果を伝達し，活動

の割当を行い，かつ各職位聞の活動の調整を行う。そこにおいては，下位の

者が，示唆や説得によっても，上位の者の意思決定に従わない場合には，制

裁が行使される事により，その実施が確保せられている。

(4) 情報体系を撃備し，特に前もって予想、出来る各人の意.思決定に必要な情

報を収集整理して供給し，その意思決定と活動の方向の合理性を高める。組

織にとって必要な決定は，その決定を導くのに必要な情報が伝達さわして始め

て得られるのである。

(5) 組織は，特定の問題に対する意思決定とそれに基づく行為を反復的に繰

返し訓練する事により，人々の一定刺戟に対する反応を習慣化せしめ，組織

の必要とする方向へ意思決定並び干こ活動の統一性を図る。

即ち，組織は，組織目的に合致した意思決定を行わしめるのに必要な情報

を体系的に供給し，一方で、訓練を重ねる事により，人聞の行為の内で，刺戟

一一反応型の行為を，組織の要求するパターンに育成すると共に，臨時一一

選択型の行為も，結局は人聞の心理的環境の内での合理的選択にしか過ぎな

いところから，心理的環境自体を統制する事によって，選択の統制を行って

いるのが組織の機能であると考える訳である。

勿論，サイモンにおいても，こうした組織の制度的な機能のみによって，

構成員達から必要とされる意思決定や十分な貢献行為が確保されると考えら
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れている訳ではなし、。彼は次の様に言っている。「信。理者達は，次第に最近に

おし、ては，もし他の形の影響力により支持されなければ，権威は単に消極的

な方法において，意思決定を支配するに過ぎない比較的無力なものである事

を認めて来た。最もルーティン化した意思、決定を除き，総ての意思決定に加

わる諸要素は極めて多数で複雑なものである為に，若干のもの以上を積極的

に支配する事は不可能である。従って，もし部下が白から意思決定の諸前提

の多くを供給し，適当にそれ等を体系化出来ないならば，監督者の仕事は，

絶望的な重荷となるであろう。」組織は，上述の権i民勧告と情報提供と言っ

た諸要素による影響以上に，各職位を担当する人々の業務に対する専門的知

識や能力の自発的積極的な行使を欠いては，有効な意思決定の体系を維持す

る事が出来ないのである。かくてサイモンは，従業員特に彼の場合は管理者

達に，前述の合底性の基準である能率概念と組織への忠誠心を育成する必要

性を強調するのである。

能率の概念は，組織への忠誠心と結びついて，組織内に導入される訳であ

るが，この組織への忠誠心が従業員に育成される過程は，サイモンより次の

様に考えられている。長IJち，組織目的は，組織目的自体に誘因を感じる人以

外に対しても権威の体系によって，その採用が強制される。その結果， (1)組

織目的に対する愛着が生れる。特に，組織においては，専門化の過程により

その目的達成に必要な情報のみを選択的に提供され，人々の関心をその目的

の達成に向かわせる機能を有している。 (2)保存価値を認める事により愛着が

強まる。 (3)一般に私企業において行われている管理者達の意思決定が.企業

の存続発展に向けられているところから，そうした風潮を当然と受け入れる

傾向が生じて来ている点が考えられている。

しかし，この様にして生じる組織への忠誠心は、実は多くの場合管理者達

が日常所属している部局，即ち単位組織に対する忠誠心である嬰=合が多し、。

この為に，単位組織の忠誠に基づく行為，即ち単位*l:l織への一体化と全体組織

との一体化が一致する様な組織環境，或いは，単位組織への一体化と全体組織

への一体化との矛盾する場合，全体組織への一体化を選ばせる様な組織環境
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の創設が上位管理者に対して要請せられる事となる。上位管理者達は，意思

決定機能の配分(専門化)，業績評価制度を含めた権威体系の構成とその性格

付け，教育訓練の体系，情報伝達体系の確立や行使される方法，及びその維

持等々の組織環境の基本的性格を決定する機能を有している。サイモンは，

次の様にいう。「下位の階層においては，意思決定がその範囲で成されねばな

らない枠が大部分与えられている。評価されるべき諸要素は，既に列挙され

ていあ。そして残された事は，与えられた環境の不で，彼等の価値を決定す

るべき事である」と。

かくて，サイモンにおいても，最高管理者の意思決定の質が一番問題とな

る。即ち，上位の管理者は，1殆んど総、ての組織において，組織機構(theorg 

anization structure)を設立し維持する責任を有しているのみならず¥また組

織の仕事の内容に関するより広いそしてより重要な意思決定を行うべき責任

官有している。これ等の意思決定の一つのみを述べれば，高い地位の管理者

は通常，予算決定一一即ち組織の努力が適用されるべき方向に関する意思決

定一ーに対して著しい責任を有している。更に彼は，彼の自由裁量の範囲内

で組織目的一一即ち組織の総てのより低し、水準で、の意思決定を導く価値一ー

を形成する責任を有しているじ従って，上位官主[l者の「仕事比芸術的そし

て創造的である。新しい価値が探究され評価されなければならなし、。新Lい

管理的機構の可能性が評価されなければならなし、。その範囲内で意思決定が

行われる準拠の枠組を構成しなければならないのである。」

そして，その枠組みは，1社会科学の諸原則と経済計算を含んだ」意思決定

基準の設定を志向したものである O ここに経済計算とは.機会原価の概念を

基礎とした能率原理の設定であり:社会科学の諸原則とは，1組織のより広い

諸目的に関係する社会科学の諸側面の知識J，従って.社会科学一般に関する

広い知識に基づく組織の諸目的の設定を意味してL‘る。 Lかも，この場合・の

目的は，決して長期的利潤とか，公共の福祉と言った抽象的な広さをもった

ものではなくて，明確な形で行動に指針を与える操作可能性を有したもので

あるべき事が要請されている。
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そうした目的設定に関して，サイモンは，更に次の様に言っている。「社会

的に有益な組織の構成は，関連する総ての価値の公平な評価を要求する。も

し評価者の判断が彼の組織との一体化により曲げられれば，偏見が必ず入っ

て来る。従って，一般に組織における行動・の有益なー側面である組織価値へ

の個人的忠誠心は，上位階層の管理者の好みに混入される場合には，それ相

応に有害でさえあり得ょう。」何故ならば，組織は，総ゆる利害関係者から必

要とする貢献活動を確保して行く為には.偏らない立場よりする自由f設定が

行われなければならない筈である。組織の支配者集団が.自分達の直接所属

する単位組織や組融の特定の側面への忠誠心と結びついた時，彼等が設定す

る組織機構は，特定の単位組織や組織の特定側面の利益に志向した性格とな

り.その具体的目的もそうした方向に偏る事となる。その結果は，従来の組

織の目的をそれ自体誘因として来た顧客や自発的参加者等の構成員を次第に

失う事となり，また広い社会的視野を失った行動を生み出す。その結果は，

少く共長期的に見れば‘組織の縮少消滅を来す事となる筈である。

サイモンの研究は，彼によれば組織の解剖学的な叙述的な研究で、あり，従

って，彼が一度はその分析対象から除外したこうした最高管理者が行うべき

広い社会科学一般の知識に基づく関係集団聞の均衡の取れた組織目的設定の

要求は，彼にとっては組織の生理的分析，乃至は記述科学としての分析の必

然的結果として導き出されて来たものである。組織忠誠心，その結果として

の組織一体化の状態は，最高管理者の段階においては必ずしも好ましいもの

ではないとして乞あくまでも客観的な組織を巡る環境全体より要求される目

的の選定を要求する結果となったサイモンの分析は.ひと度は，道徳的な要

求は，価値判断の問題として，その分析から除外する様に努めながらも，結局，

結果的には，道徳的判断の必要性に近い指摘になったと言う結果を生み出し

ている訳である。

その限りにおいて.サイモンの研究は，結果的には，バーナードにおける

最高管理者の持つべき道徳性の幅，共通の信念の育成の要求と規をーにする

ものと言う事が出来るであろう。サイモンは，組織における意思決定の合理
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性の高められる仕組みを明らかにする過程を通じて，管理者達に組織忠誠心

が機構的に育成される仕組みを明らかにし，また中位以下の管理者達の行動

理念が，上位管盟者の理念，即ち具体的に設定せられた目的とその達成機構

により自動的に規制せられてしまう点を明らかにしている。そしてバーナー

ド的に言えば，複数の道徳律に衝突の生じる様な;境・合，上位の管'.F!fl者により

その解決が因られるべき例を組織忠誠心と企業責任(全体組織への責任〉の

例で指摘しているのである。そうした点においては，確かにノミーナードの理

論の一部を展開せしめたと言う側面を有している。

しかしその反面，基本的には組.織経済の均衡論より出発して，意思決定の

未来に関係した側面として，各種の道徳律の葛藤，共通の信念の育成とその

分析の体系を進めている前述のバーナードの展開に比較すると，その視点は

極めて狭く限られたもの一一組織における意思決定の合浬性を高める仕組

一一ーでしかない点を改めて指摘せざるを得なし、。従って，パーナード理論の

展開としては，彼の管理行動の出版16年後に，マーチ(J.G. March)と共著

で警かれた「織組論〕jを見る事が必要である。

1) H. A. Simon， Administrative Behavior， Second Editiol1， 1657. 

2) ibid.， p.110 

3) ibid.， p.111 彼はここて、パーナードを!肉litで挙げているが.パーナードの場合，

彼により指摘される貢献の獲得と共に，貢献の結合，転換の過程に重点が置かれ

ている点をサイモンは，見過している。

4) 彼によれば，顧客は，組織の他の構成員に対して，この点のみならず，組織との

関係が「普通その関係におし、て永続性や継続性の仮定なしに特定の製品に対する

契約や取引が行なわれているJ(ibid.，p.113.)点においても，他の組織構成員と区

別されると考えている。

5) ibid.， p.117 

6) ibid.， p120. サイモンは，組織目的の変更について，次の機に言っている。「組織

目的は，決して静態的なものではない。生存する為に，組織は，その顧客 こ

こでは組織の目的が，個人的価値を有している様な人，例えばいわゆる顧客，立

法者司自発的志願者等を含んでし、る白 に訴える様な目的を持たねばならなし、。

そうすれば司彼等は組織が生き残るのに必要な貢献を行なうであろう。かくて組

織日的は顧客の価値の変化に一致する様に，乃至は脱落した顧客に代る新しい顧

客集団を獲得する様に，'ftに適応させられているJ(ibid.，p，114.) 



76 (206) 経済学研究第23巻第2号

7) itid.， p.120; 

8) サイモンは，r合理的選択の行動モデノレ(ABehavioral Model of Rational Choice)J 

と題した論文において，現実の企業行動を説明する基礎として，経済人モデルを

採用する事に疑問を投げて次の様に言っている。「私はむしろ，r経済人」そして私

は彼の兄弟である『管理人』をもつけ加えたいが， の概念は， iiJ成り大幅の

修正の必要性を有していると仮定し，そしてその修正が採用するであろう方向に

ついて，更に幾つかの示唆を提示するであろうJ(H.A. Simon， Models of Man， 

1957. p.241.)。彼はその後，マーチと共に，管理人モデ、ノレに代る組織人(organiza

tional man)モデルを設置する。

9) 現実の人間の取る行動は，経済人モデルの取ると予想される行動に比較して，二

つの特長ある行動様式が認められると考えられている(H.A. Simon，)“Introdur 

tionto the Second Edition，" Administrative Behavior， pp. XXV-XXVi. 

①経済人の行動原理である極大極小原理に代えて，満足原理が行動の推針として

採用せられている。従って，そこでは，総ての代替的行動案が探究せられる訳で

はなく，満足が得られる行動案が見出されると探究活動が止められる事となる。

@経済人は，複雑な現実の世界をそのまま扱うのに対して，その失n織や知覚能力

に限界のある管理人は，彼の知覚する世界が，現実の世界を極めて単純化したモ

デノレである事を容認し，それを受入れる。人々は，現実世界における諸事実の多

くは，彼の直面している特定の状況に取って殆んど重要な関係を有しておらず，

原因と結果の重要な連鎖は短く，そLて単純なものと信じているのである。人聞

は，最も関連があり，そして重要であると彼が考える要素の幾つかのみを考慮し

た単純な状況の描写のみを利用してその選択を行なっているのである。

10) ibid.， p.102 

11) ibid.， p. 227 . 

12) ibid.， p.217. 

13) ibid.， .p.245. 

14) ibid.， p.246. 

15) 組織における総ての決定には，時間と費用とが何等かの形で直接に関連して来

る。管理者は，その意思決定により期待される成果と費やされる費消とを比較し

なければならなし、。

16) ibid.， p.219. 

17) サイモγによれば，r総ての意思決定には，r事実的」及び『価値的』要素とそれぞ

れ呼ばれる二種の要素が含まれている。J(ibid.，p.45.)個々の意思決定において，

それ等の意思決定が最終的に繋がっている最終日的の選択に関する側面は，r価値

判断」として倫理的要素を含み，目的の実行に関する意思決定の側面は，r事実判

断」として事実的要素より成ると考えられている。彼は言う。rj意思決定は，事実
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的命題以上の何物かである。確かに意思決定は，事態の将来の状態の叙述であり

そしてこの叙述は厳平野に経験的意味において真実か誤りかであり得る。しかし彼

等は，それに加えて命令的性質(animperative quality)を有している。それ等は

他に比較しての約束の状態を選好し，そしで選ばれた代誉的行動案への行動を志

向する。要するに，それ等は，事実的内容と共に倫理的内容を有している。j

(ibid.， p.46.)そして，r事実的命題を正当化する過程は，価値判断を正当化する過

程とは全く異なっている。前者は実事との一致により正当化され，後者は人々の

認可(humanfiat)により正当化される。J(ibid.， p.56.)従って，サイモソは，客

観的な事実との一致によりその正当性の立在可能な事実問題の記述に，その努力

を向けると述べているのである。

18) J.G. March and H.A. Simon， Organization， 1958. 

4. マーチサイモシにおける組織一体化と葛藤の解決

マーチ・サイモンは，人聞を一つの複雑な情報処理.過程の体系(acomplex 

information processing syst巴m)と着散している。彼等によれば，有機体の行

動は，短期的には，その初期の内部状態とその環境とから説明する事が出来

ると考えられるつこの関係を人間について言えば，内部状態と言われるもの

は，人間の記憶τ(memory)がそれに相当している。それは，過去における環

境の刺戟に対する反応や経験や対策等の総ての記録より成り立ったものであ

る。この記憶の内容は，学習(1earning)を行う事により，比較的緩慢にでは

あるが次第に変化して行く性質を有している。

人間の行動は，その人の持つ総ての記憶によって影響されるのではなく，

その一部が喚起せられ，それが行動に影響を与える事となる。今人聞の記憶

の内容を整理すると、次の三つに整理出来る。

(a)価値や目標に関係した部分，即ち，考えられた諸々の行動案の何れを選択

するかの評価基準に関係した部分。

(b)行動とその成果に関係した部分，良IJち，或る行動案を選択した結果得られ

るであろう結果についての信念，知覚或いは期待に関係した部分。

(c)代替的諸行動案，即ち，採用可能な行動諸案の想起の部分。

或る刺戟が与えられて，これ等の記憶内容の何れかの要素が呼び起こされ
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ると，学習過程を通じて結び、合って来た多くの他の諸要素を呼び起す事とな

る。従って，例えば，特定の目的が特定の行動案の採用・実行によって過去

において達成せられた場合には，同様の目的が喚起されると，再び同じ行動

案が喚起される事ーとなろう。

かくて，マーチ・サイモンによれば，r-人間は，或る時点では僅かに一つ又

は二・三の事柄を行い得るに過ぎず，記憶に留められたか，又は環境から提

供された情報の僅かの部分にしか注意し得ないで，選択，意思決定及び問題

解決を図っている有機体である」と着倣される。組織における人間行動の理

解も，基本的には，こうした人間像の上に組立てられている。

まず彼等はx人間行動を説明する為に考えられる人聞の特性についての仮

説Jと，その上に構想される組織行動を三種の型に整理している。

(1) 組織構成員，特に従業員は基本的に受動的機械(passiveinstruments)で

あり，仕事を行い，指令を受け入れる事は出来るが，自ら活動を行し、重要な

方法で、影響を与えたりする事は出来ないと仮定する命題であり，科学的管理

に関する研究は，こうした人聞の側面に注目した研究で、ある。これは，人聞

が，一定の刺戟に対して，反射的に過去の経験を呼び覚まして，意識的にか

無意識的にか一定の結果を期待して反応する面に強く注目したものである。

(2) 組織構成員は，彼等の組織に態度，価値，諸目標をもたらし，彼等は組

織行動の体系へ参加する為に動機付けられ誘引されねばならず，彼等の個人

的目的と組織目的との聞には，不完全な両立しか存在しておらず，実際的ま

た潜在的目的の葛藤が，組織行動の説明に際して中心的重要性を，権力現象，

態度，士気に与えていると仮定する命題である。官僚主義，人間関係， リー

ダーシップや監督，権力関係の現象についての研究は，こうした人聞の態度

や動機付けの側面に注目した研究で、ある。これは，人間の記憶の中でも，主

に価値や目標に関係した部分に注目したものである。

(3) 組織構成員は，意思決定者であり，問題解決者でもあり，知覚や思考過

程が組織における行動の説明に中心的重要性を有していると仮定する命題で

ある。企画，組織における情報伝達，問題解決についての研究は，この人間
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の合理的知的側面に注目した研究で、ある。これは，人聞の刺戟に対する反射

的反応の行動面よりも，合理的な問題解決の為の代替的行動案の想起より始

まり比較選択を行う総ての過程の意識的側面に注目したものである。

マーチ・サイモンによれば，現実の人聞はこれ等三種の命題，或いはそれ

以上のものを同時に所有した存在であり，従って，組織における人間行動の

解明にはこれ等既に過去において，それぞれを重視した論者により分析され

た側面を考慮するべきであると考えられている。

そして，こうした人聞の作る「組織は，人間の相互関係の集合体であり，

中央調整ジステムに類似したものを有したわれわれの社会における最大の集

合体である Jと考えられている。そこでは，組織構成員達，特に内部構成員

達は，一定の役割(roll)を受けもっており，一つの組織内部における役割は，

相互間で詳細に知られており，一定の情報は定められたチャネルを通じて，

一定の予定された所7こ伝達されている。そして一定の予定された情報，即ち

刺戟には一定の行動が喚起される様に定められており，人々の行動の大部分

が予測されており，その意味において，個々の構成員を囲む他の人々の行動

は安定し，予定され得るものである。組織がその環境を調整された方法で、処

理出来るのは，組織の一定の関連し合った機構的特徴と共に，この予測可能

性が指摘されるのである。この予測性は，必ず、しも完全なものではないが，

無数の組織の集りとして構成されている一般社会と比較する時，明白な特長

をそこに認める事が出来る。

今，われわれが問題とする管理者理念論の展開との関係で重要なのは，こ

うした人間像や組織理解の上に立てられた組織の内部構成員による代替的行

動案の選択基準，即ち，組織との一体化の行われるメカニズムの解明と，そ

の選択の過程に発生する摩擦に対する対応の分析とである。マーチ・サイモ

ンは，この内，前者の分析を二つの面から行っている。動機付け的側面より

する分析と，人聞の認識的側面よりする分析とである。

[1J 動機付けの側面よりする一体化

この面よりする分析は，マーチ・サイモンより動機誘導論 (Motiva tional 
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Constraints)として展開せられている。構成員の組織との一体化が行われる

過程は，具体的には，主として代替的行動案の選択の為の評価基準としての

個人目的の形成過程の分析として行われている。

勿論，それに先立つ思考過程，即ち代替的行動案の知覚，知覚された各代

替的行動案の選択結果の予測の過程においても，組織目的に好ましい傾向を

生み出す刺戟が存在する。

即ち，日常の作業活動に対する決定への従業員の参加の程度が大で、あり，

仕事が人々の職業人としての欲求を満す様な性質のものであり，報酬制度が

個人の努力と直接結び付き，革新を促す様な形態のものである様な場合には，

従業員達が知覚する代替的行動案は，組織目的と一致する様な性質となる。

次に代替的行動案の選択結果の予測には，当該組織以外に参加し得る別の

外部組織の数と，その移動可能性を知覚する個人の能力，個人が公式組織内

で所属する単位組織(部や課の様なもの〉や非公式組織，外部の所属組織の

影響，個人の業績と報酬の繋り方，各行動案の選択結果の予測の難易と言っ

たものによって影響されると考えられる。

これに対して，こうして知覚され，その選択結果を予測された代替的行動

案の選択基準である個々人の価値観，目的観は，個人が組織に参加する以前

から持っていた価値観と，組織に参加した後十こ，組織から与えられた組織目

的の影響とから構成されでいZ】O この内，個人が，集団目的を受け入れる程

度は，①集団の感受された威信が高い程，②集団の目的が，参加者の聞で共

有物と知覚される程度が高い程，③個人と集団員との聞の相互交渉の量の多

い程，④集団内で満される個人の要求数が多い程，⑤個人と集団員との聞の

競争量が少い程，個人が組織目的を受け入れ，影響される程度が強し、と考え

られている。今この聞の関係を示したのが第 1図である。

この図を説明すると次の様になるつ即ち，集団の感知された威信が強L、程，

人はその集団の目的を受け入れる傾向が強いが，集団の威信は，社会におけ

る集団の地位と，威信の個人的評価基準との函数であると考えられる。この

社会における集団の地位は，集団の目的達成度，集団員の社会的地位，集団
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の著名度の倒数と られー 規模， J炎

と考えられる。次に威信町についての穣人的評価基準は，韓人の所

主義問との閃ーイとの強さ

{さ長ffiiEI s号の受語学皮)

第 i密 {係人の者HiJJIヨ
込空会γcha口dSmion， Organizatiヮn，pp. 66，60，71. 
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属している集団の価値基準と個人の過去の経験に基づく威信についての評価

基準の函数と考えられる。

次に，集団目的の共有程度は，個人の受けた訓練や経験の様な背影の同質

性と，現在の地位の類似性との函数であり，目的の共有度が高い程，集団と

の同一化は強くなる。第 3の要素である相互交渉の量は，集団員相互間の接

触の量と，集団への参加を促す文也的圧力並びに集団員の経歴や教育等の背

景の同質性の函数であり，同時に地域社会が狭い程，相互交渉が多くなると

言う関係にあるっそして相互交渉の量が増大する程，集団との同一化の程度

は高まると考えられる。

第 4の要素である集団内で満たされる個人の要求の量は，集団の個人の目

的の達成に対する許容度により決まり，この量が増加する程，集団の目的を

受け入れる程度が増す。第 5の競争要素は，個人の報酬決定の基準が，他人

の行動と無関係に決められる程，集団の目的を受入れる程度は増すと考えら

れる。

ところで個人は， 一度に幾つかの外部組織に参加していると共に，一つの

組織においても，仕事上の業務集団と言われる単位組織や部，局，課，係等

と言った管理組織上の集団である単位組織にも所属しており，そのそれぞれ

に対する同一化の程度，それぞれの目的の許容度には相違があるのが普通で

ある。

まず，当該組織全体としての目的の許容度は，次の様な要素に影響される

と考えられる。即ち，その組織に長く勤めている程，組織内での相互交渉は

増し，彼の諸要求が満たされる程度が増す為に，組織との一体化は強まる。

更に組織内での垂直的移動の程度が大なる程，組織と個人との一体化は強ま

るづ垂直的な移動の期待が，部下と上司の聞の同質性の感じを作り出すと共

に，相互活動の期待を生み出す。才能が昇進によって報われるという社会で

は，昇進の失敗は，上司の拒否と受け取られ一体化を拒否する傾向にある。

自己を受け入れると感じさせる組織に一体化する傾向がある訳である。従っ

てまた，上司が個人目的の達成を助ける程，即ち生産志向的であるよりも従
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業員志向的であり，また計画の立案に参加させる程，組織との一体化は強ま

る傾向にある。また個人がその組織の威信が高いと感じる程，また著名な製

品を生み出している程，社会的に高い地位の職務や人数が多い程，規模や成

長率の大なる程，その組織との一体化の傾向は強まる。

次に外部組織について，その関連する代表的なものとしての，専門家集団

と労働組合について見ると，次のJ憶に言える。即ち，個人の職務の専門化の

大なる程，専門家集団との一体化は強まる。同様に，個々の労働者tの労働組

合への参加程度が大なる程，組合の交渉の成功率が大なる程，組合・との一体

化の程度は強まる。

第三に仕事集団との一体化については，次の様にいえる。仲間との仕事の

専門化程度の高し、程，組織での勤続期間の長い程，仕事集団との一体化は強

まる。その仕事・が最終目i'J'Jとする他の仕事に就く為の準備期間として担わっ

ている場合寸こは，仕事集団との一体化は弱く，逆に昇進の見込みの余りない

長期勤続者の場合には強し、。職務を通じて得られる個人的欲求の充足度(例

えば，熟練の増進，企画への参加〉の商い程，仕事集団との一体化は強まる。

最後に部課の様な単位組織については，組織との一体化の主見合ーと同様な傾

向が指摘出来る。生産性の高い程，相互交渉の大なる程，欲求充足度の大な

る程，集団の小なる程，一体化は高まり，逆に個人間の競争を激化させる様

な報酬体系は一体化を弱める。

これ等関連する四種の組織への一体化への程度を左右する要素として，マ

ーチ・サイモンは，①社会的立場，(socialstanding)②文化的中心性(cultural

centrali ty)③意思決定への組織的影響力の三つを挙げているつこの内社会的

立場とは，組織の要求する価値観と社会の要求するものとが類似している程

度を意味するつ文化的中心性とは，社会文化的に高く評価されている要素が

含まれる程度を意、味し，し、ずれの，安合ーも，組織の要求する規範(日orms)が，

構成員に受容され易い訳であるっ逆から言えば，その追求する目的やその目

的達成の為に従業員に要求される規律が，社会的・文化的に一般に高く評価

されているものに合致している程，従業員による受容度，一体化は高まる事
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となる。また意思決定への影響力とは，代替案の探究評価，選択の一連の過

程に構成員を参加させる事を通じて構成員の組織への一体化，その目的の受

容を促進する事を意味している。因みにマーチ・サイモンはこの機能を重視

し，この機能を通じて，部下の管理者への支持を強め，ひいては全体組織に

対する一体化を強める様に努めるべき事を主張している。

組織は，こうした諸々の動機付けに関係した諸要素を操作する事により，

構成員を誘引し，組織の目的や規範を彼等に受容せしめ，組織との一体化の

促進に努めていると考えられるのである。

[2] 認識的側面よりの一体化

組織における個人と組織との一体化の過程に作用するもう一つの側面は，

既述の通り人聞の認識要素の側面である。現実の人間行動では，動機付け的

要素と認識要素との両要素が相互に作用し合う訳であり，合j旦的であろうと

する人聞の認識の限界が重要な桜響を与えている。

今，人間や組織に刺戟が与えられると，彼等は，一定の刺戟に対して過去

において展開し，適当な反応として教んだ行動をまず喚起する。従って，人

間や組織の活動は，反復的常規化され，行動案の探究，評価，選択の意識的

過程を殆んど省略した反射的行動と，反応の為の行動案の探究，評価，選択

の一連の過程を喚起すると言う両極端に及ぶ広範囲な反応行動を引き起こ

す。

こうした人聞の認識の過程について，マーチ・サイモンは，次の様に言っ

ている。「①人聞の選択は，常に現実に限られた大体の単純化されたモデルに

ついて行われる。 …・②この状況の限定要素は，与件ではなくて，選択者自

身の活動や彼の環境における他の人々の活動を含んだ心理学的及び社会学的

過程の結よ存である。j結局，人間の合到i性は，彼の関心の枠(fram巴 ofreference) 

内に関係した範囲で、の問題で、しかない訳である。

この枠としては，将来の出来事或いは出来事の確率分布について知識，矛IJ

用可能な代替的行動案の知識，代替的行勘案の諸結果の知識，選好に従って，

諸結果や行動案を順序づける為の規則や原則が，指摘せられるが，それ等は，
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し、ずれも「感'1時なj紐と認識的な過程の複雑な組み合b品 る。個人

の好みや希望は，彼の晃るもの ?皮の見るも

の好みや期待が，その環境分析に際し

る径の方向 ，その分析ょっ得られる

る。しかし 3 反面，

が最終日的である

として郊いられる筏的 (goals)も，それ

り，薮熱的自的への手段一一言的の連鎖のーっ

であるのが普通である。そして，最終践的へ到る連鎖は一本に絞られてはい

ないところから，個人の務議や期持その他の知機は，最終段的に到るにい詩的

渡的の設定マヒ額約する毒事となるJ目的 (goals)は，動機付けと認識の基礎的

しを提供しているjと指摘される理由もここに存ずる。

るこの過程は，具体的には，次の様にして行われる。まず2

る複雑な現実を開題解決過程で処即U:l::¥来る範;支に単純なモ

デノレに代寵する過程は，初、畿においては，関誌を殆んど独}[.的な多数のtf$分

って，若手務課がそれ等諸部分の一つを処閣し，地の部分を，その扱う状

誌か してしまうとしづ形をど取って行われる今この過程は，一般に伺人

の場合と 目的分析と呼ばれている議穏でョ日

段に分ち，そ 目的となると言う…連の連鎖化へ

目的分析の過程により設けられる下位EI8']は 3

の体系の終額や，下位の単{位組織がその割当られた

銭的を護持する して受ける刺戟， 受ける

{}oそして，

れ関心の枠は狭まれ，段目

る大き

が狭い穣，知覚の絡留が製践き

くなり情報に僑りが主主じ易い。(この主主

大き

られているJそして，与をの結果は，会体組機の百告と

される詩的との間に，パイアエえた生じ易い事となる。

次に，ひと度下位目的が設定され，泉主体的な課や係或いはそれ以下の単位

操作可能な形‘での iヨ告が剣り当てられると，人々はそうした

詩的から行為を評鰯し，下{立 I~II約との一体化傾向が、全体組識への一体
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化よりも容易に説じ易い事態が生じる。これは，人々の法目の焦点が，下位

懇織の筏的にJ主として向けられる為である。これは，分業制度によって，

成員は取投う情報が竣制され，実に懇織は特定の情報(特定の目的〉

て情報の収集と缶議を行っている。個人の認識の多くは， Iヨから経験

したものではなく、他人の経験の伝逮マされたものに基づいているが，

される情報も，需の段階において，間様な日前に関心者ど有した人々

から伝達される為に，その目的の持続を強める機能を有した情報が缶迷され

主主い考察となる。またひと震目的が設定4きられ，それを中心とした関心の枠乏'

構成ずると，その粋に合致した事柄に関心者ピ集め，更にその粋が割定化する

線向を生み出す。この関係を関示したのが第 2留である。

内部構成員によるで怯目的との一体化の生じる

日
第 2留 下位、図的への燦択的注目tと影響する茨干の要3災

March and Simo日 ιop.cit. ，p. 154. 

よりの分
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析は，大体以上の如くである。そして，この注目を下位目的に集中する結果

は，屡々他の並行的下位目的や全体的組織目的の無視や軽視を引き起こす事

となり，組織内での葛藤を生じる事となるつこの種の蔦藤が，前述の動機付

け要素の{動きによる特定目的への強い愛着によるのか，ここで考えた他の目

的への認識的繋りを通じて直接的に生じたものであるかは，葛藤の解決過程

に時として重要な影響を及ぼす場合があるつ

[3J 葛藤とその解決

組識がその構成員からの貢献活動を引き出す為に，その動機付け的要素に

働きかけるにしろ，その認識機構を通じて働きかけるにしろ各種の刺戟を与

えた場合，それを受ける個々の構成員の以前から有する記憶や，外部からの

その他の各種の刺戟効果との相互間に矛盾や衝突と言う葛藤を生み出す可能

性が強い今特に前述の様に制度的に人々の関心の枠を狭める組織機構自体の

特性は，人々の関心従って判断に必然的に偏りを生じ白から葛藤を生み出す

機能を伴っている。

マーチ・サイモンは，一般に人聞の経験する葛藤を三つの型に区分Lてい

るo (1) 個人的意思決定における葛藤， (2) 綿織内的葛藤， (3) 組織間葛藤

がそれである。

(1) 個人的葛藤

個人的葛藤は，主として，受諾不可能(unacceptability)比較不可能(incom

parabili ty)及び、不確実性(uncertainty)の形で生じるのまず、受諾不可能とは，

個人は各代替的行動案の選択結果の確率分布を知っており，更に好ましい行

動案を選択出来るが，その結果が満足水準に達しない場合である。比較不可

能とは，個人は結果の確率分布は知っているが，好ましい行動案を選択出来

ない場合である。不確実性とは，選択した行動結果の確立分布を知らない援2

合・である。

今知覚される代替的行動案をその選択結果について見ると，好ましい結果

を生み出す選択の確率V と，好ましくない結果を生み出す選択の確率wとの

面より次の五種の場合が考えられる O
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① 良い代替的行動奈は，高い V価値と低いw価値とを有する案である。 V

とwに対する臨界値 (criticalvalue)は，主観的に決定され，人により異なる。

良い代替的行動案は，受諾水準(acceptablelevel)を上廻っている。

②柔和 (blan::l)な代替的行動案は vとwがし、ず、れも小さく，個人に取り，

積極的消極的いづれの状態をも殆んと、生み出さない場合である。

③ 混合的(mixed)代替的行動案は v及びwは共に大であり，積極的及び

消極的に高く評価される効果を生み出す確率の高い場合ーである。

④ 貧弱な(poor)代替的行動案は vが小でwが大であり，好ましい結果を

生み出し難く，好ましからざる結果を生み出す傾向がある場合である。

⑤ 不確実な代替的行動案は，個人がその案の確率概念を知らない，換言す

れば，結果自体が知られておらず結果の主観的効用も知られていない故に，

V 及びwが知られていないお態を意味している。

今， A案と B案の二案について，五種の組み合わせを考えると，一方に良

好な行動案が見出され，他方が柔和，混合，貧弱，不確実である組み合わせ

の，222合ーを除き，他の総ての組み合わせの場合寸こ人々は，選択に際して葛藤を

生み出す事となる。こうした状態から個人は逃れる為に，探索行動が始めら

れる事となる。

葛藤は，代替的行動案に対する不確実，比較不可能 R 受諾不可能と言う三

種の函数として生じるものである。そこでまず¥不確実性を解決する為に，

既に知覚されている行動案の結果を，より明白にする為の探索行動を増加さ

せる。もしこの努力に失敗すると，個人は新しい代替的行動案の探究に努め

る事となる。

次に葛藤が受諾不可能性により生じた場合には，新しい代替的行動案の探

究努力を行う事となる。葛藤を減じようとする動機付けは，逃げ道として利

用出来る柔和な代替的行動案の利用可能性が少なる程，そして時間的圧力の

大なる程強いものとなる。もし探究努力に失敗すると，受諾水準の再検討が

行われる事となる。

最後に葛藤の原因が比較不可ー能(ただし受諾不可能ではない〉に由来する
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場合には，意思決定に必要な時間は短いものであろう。そうした所で、は，代

替的行動案の選択は，関心を引く点 (attentioncues)と行動案が提出される

11慎序によって選択されよう。市場調査において，その様な例が典型的に見出

される。

高藤への個人的反応についての主要な仮説は，第 3図に要約されている。

第 3図 個人的葛藤と個人的な葛藤への反応に影響する諸要素

Mach'and Simon， op. cit.， p. 117 

(2) 組織内的葛藤

組織内での葛藤には二つの型がある。第一の意思決定の困難は，最初は基

本的に個人に内在的に発生するものであり，この場合，殆んどの人達が，彼

自身の目的と知覚から受諾出来る行動案を知っていない事が，組織的な問題

である。これは，いわば，組織に参加している個人が，組織内での問題に関
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して，前述の個人的葛藤に直面している状態である。第二の組織的葛藤の型

は，個人の意思決定からではなく，組織内の人々によって行われた行動案の

選択における差違から生じたものであり，個人が葛藤状態にあると言うより

も，組織全体が葛藤状態にあると言える。

(1) 個人的な葛藤(anintraindividual type) 

組織内の個人の内的葛藤は，前述の個人的葛藤と同様に，殆んど構成員達

が，不確実，比較不可能，受諾不可能の何れかに基づく個人的葛藤の状態で，

組織問題に関する意思決定の困難に直面している状態である。この場合，ま

ず不確実性より来る意思決定の困難は，過去の経験が多い程，また意思決定

状態の複雑性が少ない程，困難が生じる割合は少なくなるであろう。従って，

新製品の価格の決定や，基礎技仰の変更を含んだ新製品の為の設備選択，或

いは人々に十分な記憶量の獲得を不可能とする過度の配置転換の行われる組

織環境において，こうした事態が発生し易いと言える訳である。

次に利用出来る代替的行動案の受諾不可能に基づく意思決定の困難は，期

待水準と達成水準との差を縮少せしめる事により解消する訳であるが，かか

る格差は，環境が急に悪化した様な場合.(例えば不況〕や，或いは衰退期に

入った産業において生じ易し、。こうした個人内的葛藤についての主要な命題

は，第4図に要約されている。

(2) 集団相互間の葛藤

ここでは，各個人は代替的行動案の選択に際して，意思決定の困難は持っ

ていないが，参加者相互間に意見の不一致が存在している状態である。即ち，

共同的意思決定(joint decision-making)の必要性が強く感じられている反

面，目的の相違か，現実認識の差違が存在している筈である。

強し、共同的意思決定の必要性は，特に資源配分と計画樹立(scheduling)の

二要素によって生じる限られた資源に対する相互依存性と，諸活動のタイミ

ソグの相互依存性の強さにより生じる。また共同的意思決定の為の適当な分

野を選択する事自体も，組織的葛藤の原因となり得る。そして，この種の葛藤

は，共通のサービス単位を成していない単位集団相互間よりも，共通のサー
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過去の経験量

知覚された葛藤

第 4図 組織内での個人的葛藤に影響する諸要素

Mach and Simon， op. cit.， p. 120 
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ビス単位を成している単位集団相互間や，フローチャートにおいて相互に隣

接し合った単位集団聞において生じ易し、。予算折衝などはその例である。

この種の葛藤は，その発生のメカニズムを操作する事ーにより減じる事が可

能である。即ち，計画樹立に関する問題に基づく葛藤は，単位集団の活動が

厳しく時間的に制約されない様に在庫に余裕を持たせ，また単位サービス集

団は，各単位集団毎に異なった作業単位に奉仕し，人材の共有を減じる様な

型で組織化を行う事により，一一同一種類のサービスに奉仕する単位集団

が，人材を共同プーノレで、所有している場合に比して，一一著しく減じられる

であろう。また予算配分に関する葛藤は，予算i原資の量が大なる程葛藤を減

じる傾向にある。

共同的意思決定の必要性は，調整の必要性に対する個人の判断を通じて作
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用する。従って，知覚に際しての個人的要素を無視する事は出来なし、。例え

ば，部長は課長よりも強く当該部門での複数の謀の相互依存性を感じる。何

故なら，部長はその構成単位の調整の為に依存するとも言えるからである。

一般的に言って，組織階層の上位にある程，共同意志決定の必要性を強〈感

じると考えられる。

次に，組織内の集団聞の葛藤を生み出す要因である目的の差違は，次の様

にLて生じると考えられる。即ち，組織参加者は，自己の主観的目的を満す

為に組織から支払われる誘因を媒介として組織目的に従う様に誘引せられて

いる。ところで一方，組織には，個々の参加者や単位集団聞の目的の分散化

に影響を及ぼす次の三種の特質がある。①組撤内の個人目的の共通性に影響

を及ぼすもの，②報酬機構の明瞭性と首尾一貫性に影響を及ぼすもの，③個

人的諸報酬の調和に影響を及ぼすものがそれで、あるO

① の個人目的の共通性に関しては，組職構成員特にその内部構成員の採

用手続と採用後の相互交渉パター γを指摘出来る。採用条件を操作して，同

一目的を有した人のみを採用したり，採用後の組織内での相互活動の性質や

量を操作し，更に時間幸子掛ける事により， 目的の共通性を高める事が出来

る。この逆の操作は，当然にこの面よりする葛藤を増加せしめよう。

② の報酬体系について言えば，一般に組織の報酬体系は，各種の個人目

的の差に伴う問題の解決を図る様に計画されているが，しかし，その効果は，

組織の他の幾つかの条件にも左右される。まず組織目的の主観的操作可能性

が少ない程，組織における個人目的の分散化傾向が大きし、。即ち主観的操作

性が少ない事は，組織目的を自己の目的に近づける事の困難を意味してい

る。同時に，稀少資源の為の競争に個人や下位集団を置く様な報酬体系は，

目的の相違よりする葛藤を生ぜしめる。これに反して，無制限な資源は，共

同的意思決定への要求を減じる傾向を持つ。しかし，逆に目的の分化が促さ

れると言う面もある。一般に良好な環境の下では，目的達成後になお余力が

あるところから，個人や下位集団の目的充足が行われ，ここにスラにツクが生

じる。従って，そうした場合は資源が減じる程，集団聞の葛藤が減じる傾向



管理者理念論の展開真野 93 (223) 

がある。

③の報酬の調和については，調和の取れている程，目的の相違が生じ難く

葛藤は減じる。しかし，多くの報酬体系は，交渉過程を経て作られたり，断

片的に作られたものであったりして，調和が破られでいる場合が多く，更に

権威の階層のみが，行動に賞罰を与えるものではなく，この面からも調和が

容易に絞られる傾向を有している。

最後に，集団間の葛藤を生み出す要因としての個人の知覚の相違を指摘出

来る。既に繰返し見て来た様に，組織内における構成員達の扱う情報は相互

に相違し，そこに知覚の差を生ぜしめる。それは，個人目的の違う程大きく

なる傾向にあり，従って，部門化が進められる程，この傾向は大きくなる。

また独立の情報源が多くなる程，情報処理過程の経路が大きくなる程，この

傾向は促進される O また組織の非公式情報網は，情報の共有機能を巣し，こ

の傾向を阻止する機能を有している。数部門が空間的に，仕事の性質や従業

員の類型的に密接に結びついている所では，個人の知覚の差は少ない傾向に

ある。第 5図は，こうした集団相互間の葛藤についての主要な命題の要約で

ある。

(3) 組織間葛藤

組織聞の葛藤は，基本的には組織内での集団聞の葛藤と同様な性質を有し

ている。ただ集団聞の葛藤に比較して，組織聞の葛藤の解決には，広義の取

引的過程が多く用いられ，ゲーム理論的な研究が行われて来ている。しかし

一般的に言って，この分野の研究は，なお著しく不十分なまま残されている

と言える。

マーチ・サイモンは以ヒの三種乃至四種類の葛藤において，それぞれで用

いられる対処の方法を四種のものに整理している。(1)問題解決， (2)説得， (3) 

取引(bargaini且g)(4)政治的かけ引き(politics)がそれで、ある。

(1) 問題解決

問題解決とは，目的は共有されており，共有された基準を満す解決策を考

える事である。従って，この問題解決過程では，情報が重視され，探究活動
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第 5図 組織内での集団関葛藤に影響する諸要素

Mach and Simon， op. cit.， P. 128. 

が増加し，代替的行動案の喚起に重点が置かれる。

(2) 説得

説得の過程においては，組織内での個々の目的は相違しているかも知れな

いが，しかし諸目的は固定的なものとは考えられる必要はなし、。そこでは，

或水準での目的は共有されており，そして下位目的での不一致は共通目的に

言及する事により調整されると考えられている。ここでは，問題解決の場合

における程は，情報の収集を強調せず，むしろ諸々の下位目的を他の目的と

一致させ得るかどうかを調べる事に努める。この聞において，新しい関連評

価基準一一一即ち，今まで気付かなかった諸目的一ーの想起の為の努力が重視

せられる。
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(3) 取引

取引の過程では，目的の不一致は固定的なものと考えられており，説得抜

きの一致が求められる。そこでは，利害関係や脅迫，地位の偽造の様な周知

の葛藤の用具が用いられる。現在の取引理論の主要問題の一つは，取引によ

る解決が，強調や力による葛藤よりも，むしろ「公正(fairness)Jや「明瞭さ

(obviousness)Jの共有する価値に訴える解決可能程度(従って説得による解

決程度〉がどれ程のものであるかと言う事である。

仏) 政治的かけ引き

政治的かけ引きは，基礎的には取引の場合と同様で，利害関係の集団聞の

葛藤において，参加者は取引の舞台を固定的なものと考えていない性質をも

っている。そこで、の小勢力の基礎的戦略は，潜在的協力者を味方に引き入れ

る事により，大きな勢力との関係に変化を来す事である。

こうした四種の葛藤に対する対策の内，問題解決と説得の過程は，意思決

定への同意を得ょうとする試みて、ある。マーチ・サイモンは，両者をまとめ

て，分析的 (analytic)な過程と呼んでいる。これに対して，取引と政治的か

け引きの過程は，同意を求めようとする努力を放棄しているものであり，マ

ーチ・サイモンは，両者をまとめて，広義の取引的 (bargaining)な過程と呼

んでいる。

一般に，組織内の葛藤において，それが個人的葛藤に近いもの程分析的過

程が用いられる可能性が強L、。組織の個々の参加者が，一つの決定に到達せ

ず，その為に組織が一つの決定に達し得ない場合には，組織の参加者は，利

用可能な代替的行動案についての付加的情報の探究を始めて，人々が了承し

得るそうした行動案を見出す場合・が多L、。これに対して，組織内の葛藤が，

組織間葛藤に近いものである場合には，広義の取引過程が利用される可能性

が大きし、。

また葛藤を生み出した機構が，動機付けの過程では有くて，認認;識過程の仕

組みに基づいたものでで、ある場合

に分析的解決に導く事が可能でで、ある。



96 (226) 経済学研究第23巻第2号

これに対して「取引の過程は，殆んど必然的に組織内の地位や勢力体系に

影響を与える。更に組織内の目的の相違を認めて，それを示認する。-一一・こ

うした承認は，組織内での管理階層の利用出来る統制技術を制約し，Jし、ずれ

も「一つの意思決定過程としての組織を分裂せしめる様な可能性を有するい

従って，管理者は「総での葛藤にあたかも集団間の葛藤よりも，むしろ個人

的な葛藤であるかの如く反応しJ...... r分析過程により解決されるべき問題

と規定し主張する。……共通目的の存在しない場合程，逆に共通目的が強調

され，取引過程が生じた場合"iこも分析的枠組の中にそれが隠される傾向が認

められる。」

なお，葛藤の解決については，この外に個人や単位集団の求める目的が単

一の水準としてではなく，満足水準と最低必要水準と言う可成り幅のある水

準で求められていると言うマーチ・サイモンの指摘も，十分に留意する必要

がある。

以上の様なマーチ・サイモンの組織構成員の組織一体化への過程と葛藤過

程の分析は，管理者理念に対するパーナード及びサイモンの理解との関係よ

り見ると次の様に言う事が出来よう。

即ち，彼等の研究は，組織構成員の一連の意思決定過程の分析において，

ミーナード及びサイモンの理解の著しい展開を示している。パーナードは，

公式組織の行動は，機会主義的側面である現状分析の過程と，道徳的側面で

ある将来に関係し，希望の何等かの基準や規範から見た見通しの過程との二

側面の統合結果として行われるものであるとしている。

マーチ・サイモンは，この統合を，人聞の行動を引き起す喚起された記憶

の内容から説明し，それを三つの過程に整理している。①代替的諸行動案の

探究過程，②各種の代替的行動案を採用した場合の結果の予測過程，③各種

の代替的行動案を各自の評価基準に基づいて選択する過程がそれである。こ

の三つの過程の内，①の代替的諸行動案の探究過程は，パーナードの指摘す

る意思決定の機会主義的側面の過程である。それに対して，想起された各行

動案を将来の結果を予測し各行動案を一定の基準に基づいて選択する過程
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は，バーナードにおける道徳的側面の未来に関係した問題に相当すると言い

得ょう。その意味において，正に「具体的行動は，この二側面を統合する」

ものと言える訳である。

次に，ノミーナードは，組織の共通の目的が構成員により受入れられ，その

目的の達成が信じられるべき必要性を明らかにし，管理者はそうした信念、を

構成員に値えつけるべき職務を担っていると繰返し主張すると共に，その為

の前提として，総ての構成員により受容せられる共通の目的を設定する為

に，上位の管理者は，1幅広い道徳性jを持つべき必要性を強調している。ま

たサイモンにおいては，組織の共通目的が，上位管理者の組織環境の構成に

より，中位以下の管理者により受け入れられる過程と，共通目的の変更や単

位組織の目的(下位目的)とを巡って生じる若干の葛藤が分析せられていた。

これに対♂して，マーチ・サイモンにおいては，構成員の側よりする組織の

共通目的の受容の過程を，動機付け及び組織における認識過程の二面に分っ

て整理分析しているコその分析は，サイモンによって試みられた組織におけ

る意思決定機構の分析を更に展開せしめている。もっとも，マーチ・サイモ

ンの研究においても，その動機付け側面の分析に際して，影響要素の分析比

較が，極めて平岡的に羅列されるに留まり，各要素間のウエイト付けや相乗

効果の分析は今後の研究に残されてはし、る。しかし，いずれにしろ，この面

におけるマーチ・サイモン研究は，先のサイモンの研究と並んで，パーナー

ドの組織の共通目的の中位以下の管理者や一般従業員による受容の過程分析

の理論的展開を行っていると見る事が出来る。

ただマーチ・サイモンの場合，その分析は，共通目的受容の過程分析に留

どまり、総ての構成員に受容され得る目的設定の為の分析は，社会的立場，

文化的中心性を有した目的の設定の望ましさを指摘し，僅かに，各部門(単

位集団〉の目的設定ー一ー従って下位目的の設定一一一に際して，構成員の参加

を促す必要性の指摘を行う程度が成されているに過ぎなL、。サイモンによっ

て指摘された上位の管盟者による幅広い+社会科学的知識を持たねばならない

との帰結は，マーチ・サイモンにおいては，全く見られないで終っている。
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それは，バーナードによる上位管理者の持つ「道徳性の幅」の重要性の具体

的展開の欠除を意味するものである。マーチ・サイモンにおける管浬者理念、

論的考察は，主に中位以下の管理者に限られているとも言い得るのである。

こうした差違は，パーナードにおける人間把握と，マーチ・サイモンにお

けるそれとの相違にも存在している。即ち，パーナードにおける組織への貢

献意欲とは，1克己(self-abnegation)，私的な行為の自由の放棄，個人的行為

の非個人化を意味していたむそして，組織の維持の為には，構成員達に，1含

まれた犠牲を当然の事と考えさせ，協働にまず信頼を抱かせる責任感」を持

った管理者を必要とするのである。この為に管理者は，自己の私的欲求を抑

えて，常に組織の要求を優先せしめる責任感を持っていなければならない。

パーナードは，1指令の単なる受諾，規定された報告書の作成特定機能の単な

る遂行は，・・・・・サボタージュの方法であり得る」とさえ言って，構成員の自

発的積極的貢献活動や意思決定の必要性を強調している。結局，パーナードに

おける個人は共通の信念を持つ事により，自己の私的欲求を当然、の事として

犠牲にし，積極的に組織の要求を受入れ，その課された問題に取り組み得るも

のとして掴えられている。パーナードにおける「説得の方法」の活用の側面で

ある。しかし，サイアート・マーチにおける人聞は，あくまでも協働体系に参

加する事により負担する犠牲と，得られる満足との比較的短期間の主観的評

価においてのみ行動するものとして捕えられている。自己の主観的欲求にの

み忠実な人間像としてのみ捕えられている訳である。従って，そこでは，自己

の欲求の為に組織を利用する事に対する抑制は，殆んど考えられていない。

この人間像の差は，葛藤の把握にもそのまま繋って来る。即ち，マーチ・

サイモンにおける葛藤は，個人的葛藤，組織内における個人的葛藤と集団聞

の葛藤，組織聞の蔦藤として捉えられている。前二者については，不確実性，

比較不可能及び受諾不可能の三種の要因により，後二者については，共同的

意思決定の必要性の知覚， 目標の相違，知覚の相違の三つの要因により葛藤

が生じる事となっている。従って，こうした葛藤に対する組織の反応L 問

題解決，説得，取引，政治的かけ引きの四方法が指摘される。これに対して
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ノミーナードにおける主要な葛藤は，管理者個人が知覚する道徳律相互間の相

魁として理解され，その解決は，司法的解決，和解及び具体的解決の発明の

三方法が指摘せられる。この内，司法的解決は，解決と言うよりも，個々人

の関心の枠を制約する事により，むしろ道徳律の相互~による葛藤の発生を予

防する措置である。従って，バーナードの和解，具体的解決の発明が，マー

チ・サイモンの説得と問題解決に相当するものである。

ノミーナードの場合，マーチ・サイモンにおける個人的な葛藤が中心課題で

あり，組織内における集団間の葛藤は，複数の集団をまとめる上位管理者の

個人的葛藤として捉えられている。そこにおいて生じる葛藤の原因は，環境

に対する技術的分析の展開，最高管理者の釣合感による戦略要因の発見，或

いは創造能力，構想、力に基づく新しい行為規則の創造等の方法によって解決

方法が見出されると考えられている。従って，バーナードでは，マーチ・サ

イモンにおける葛藤の分析的解決方法のみが用いられている訳である。広義

の取引的解決方法は，マーチ・サイモンも指摘する様に，共通の信念の存在

を否定し，組織を分解に導く可能性を有したものであり，バーナードにおい

ては，殆んど考えられていない。

こうしたパーナードと，マーチ・サイモンとの理解の差は小基本的には，

その理論的基礎が，バーナードの場合，組織経済の均衡の維持と言う協働体

系の立場Jこ立って行われているのに対して，マーチ・サイモンの場合，組織

に参加した個人の側に立って行われている点に由来しているものと考えられ

る。組織経済の均衡を維持し，協働体系の存続を考える場合，その内部構成

員の代替的行動案の予測・評価或いは選択は，長期的未来に志向して行わな

ければならなし、そこにおいては，未来の予測に決定的影響を及ぼすものは，

組織の今後の行動結果に対する信頼感である。共通の信念の重要性が指摘さ

れ，その育成の基礎としてのヒ位管理者の道徳性の幅が乏視される所以であ

る。

これに対し，組織に参加する個人の立場にあっては，その評価・選択は必

ず、しも組織の長期的未来を予測するものである必要はない。長期の予測を行
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うか，現在の既時の時点での，犠牲と満足の比較を行うかが，既に一つの選

択となるのである。長期の予測が困難なら，或いは個人にとって不用なら，

現時点での既時に得られる犠牲と満足との差に対する評価により行動案を選

択する事となる。

われわれが，マーチ・サイモンの研究を，パーナードの研究の一つの展ー開

として高く評価しながらも，なお彼等の研究が，協働体系のー要素である人

的システムの構成員の側よりする分析であると看倣すゆえんもここにある。

そして，管理者理念、論の立場は，管理者が組織のコミュニケーション・セン

ターの職能担当者を意味し，従って当然に組織の立場に立つものである以

上，基本的にノミーナードの立.場に立たねばならない事は，言うまでもない。

1) J. G. March & H. A. Simo口， Organizati口ns，1958. p.11. 

2) ibid.， p.6. 

3) ibid.， p，4 

4) ibid.， p.139 

5) ibicl.， p.151. 

6) A案と B案について，この 5種の組み合わせ25案を整理して考えると次の15の場

合が考えられる。

A案 B案 蔦藤の状態

良い 良い 比較不能

2. 良い 柔和 蔦藤不在

3 良い 混合 葛藤不在

4 良い 貧弱 葛藤不在

5 良い 不確実 葛藤不在

6. 柔和 柔和 受諾不可能で比較不可能

7. 柔和 混んIコ ノケ

8. 柔和 貧弱 受諾不可能

9. 柔和 不確実 不確実

10 混合 Jυ印斗じメIλI 受諾不可能で比較不可能

11. 混合 貧弱 受諾不百J能

12 b、iヨむメi二〉1h 不確実 不確実

13 貧弱 貧弱 受諾不可能で比較不可能

14. 貧弱 不確実 不可E実
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15. 貧弱 不確実 不確実

7) ibid.， p.131. 

8) Barnard， The Fu日ctionsof the Executive， p.211. 

9) ibid.， p.94 

10) ibid.， p.283. 

11) Barnard，“Elementary Conditions o[ Businers Morals"， p. 7. 

5. ガルプレイスの新産業国家論

パーナード，サイモン，マーチ・サイモンと続く一連の組織研究の成果を

取り入れながら，企業組織の内在的要請に立脚して，その行きつく人間社会

における一定の限界を見つめ，そこから現代企業に負わされている社会的責

任を問いなおそうとしている代表的論者にガルブ、レイス弘、る。

彼は，ノミーナードに従って，組織を「二人以上の人間の意識的に調整され

た活動や諸力の体系ー!と定義し，人々は，組織から与えられる誘因と組織に

参加する事により要求される犠牲との比較より，組織に誘引されるとする動

機付け論を展開するり

彼は，個人を組織に参加させる誘因として， (1)強制(compulsion)(2)金銭的

誘因(pecuniarymotivation)(3)一体化(i白川ification)(4)適合化 (adaptation)

の四種類のものを指摘する。この内，強制は今日の企業においては殆んど用

いられる事が無くなって来でいる。金銭的誘因は，人々から組織への参加を

購入する為に，古くから一番広く用いられて来ている誘因である。そして人

々が貧困で失業者があふれでいる社会では，これは強い誘因効果を有して来

た。確かに今日でもそれは一定の範囲内で効果を有しているが，しかし，

般的所得水準が上り，社会保障制度が充実し，失業者の減じた社会では，次

第に貧困の社会における程の効果を持たなくなって来ている。

次に一体化とは，個人の持つ目標或いは持ち得る目標よりも，組織の持つ

目標の方が優れていると判断する事により，個人が組織に参加する場合に見

られる誘因である。

最後に適合化とは，個人が組織に参加する事により，組織の目標を個人の
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信ずる目標の方向に修正せしめ得るとする期待から組織に参加する場合の事

である。それは，個人の目的を個人では成し得ない事を可能ならしめる組織

の手を貸りて実現しようとする期待であり，パーナードにおける「理想の恩

恵(idealbenefication).Jと言われる誘因に相当する。ガルプレイスは，この

誘因を，1組織の世界における権力に対する欲求と強い関係がある事は明らか

である」として，管理者達にとっての強い誘因である事を強調している。彼

によれば，今日，大企業の管理者達は，既に可成り高い金銭的報酬を受けて

おり彼等を刺戟している主要な誘因は，この一体化と適合化であると考えて

いる。

彼によれば，企業の構成員は，こうした誘因の側面から見ると幾つかの同

心円を画く関係に整理する事が出来ると考えている。即ち，一番外側の円を

構成しているのが，普通株主であり，彼等を企業に引きつけている誘因は，

金銭的なものである。外から二番目の円を構成しているものは，現場労務者

であり，彼等を企業に引きつけている誘因は，金銭的誘因と一体化の誘因で

ある 3 彼等は， 日常組織に直接接触して生活しており，その職が安定し，仕

事に興味が持てる様になる程，組織の目的を受け入れ，引きつけられる様に

なる。

次の内円を構成しているものは，事務職員，職長，監督者階層であり，こ

の階層では，金銭的報酬と並んで，次第に一体化や適合・化の誘因が強く働き

始める。彼等の所得水準は，或る程度の水準が保障され，次第に集団的意思

決定過程に参加する様になると，企業行動に自己の意思を若干なりとも反映

出来る様になり，ここに適合の誘因が働き出す。次の内円を構成Lているも

のは，専門家，技術者，科学者，販売管理者達であり，更に同心円の中心を

成すものは，上級管理者達である。そして，企業の行動に大きな影響を与え

る彼等を主として動かしているものは，一体化と適合化の誘因であると考え

られる。

この様に企業の中心即ち意思決定過程に強し、影響力を有している人程，一

体化や適合化の誘因が強く作用していると考えられている。逆から言えば，
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企業.の具体的目的は，こうした内部構成員達の目的，希望，理想に大きく影

響されていると言う訳である。

ところで，今日の高度に発達した科学技術の上に立てられた企業活動は，

ガノレプレイスによると次の六つの性質を有している。

(1) 仕事の開始から完成までの時間幅の増大化傾向。今日の生産過程におけ

る様に，設計の段階から始まって，それぞれの単位作業工程毎に専門的知識

が適用される程，この傾向は強まる。

(2) 生産自体を開始するのに必要とする資本額が増大して来ている。

(3) 技術進歩と共に，特定の作業を遂行するのに必要とされる時間と，賃金

が固定化する傾向が強まって来ている。従って，新製品や機種の変更等には，

多くの新しい資本や時聞を必要とする。

(4) 今日の技術は，専門化した人的資源(specializedmanpower)を必要とし

ている。

(5) 専門化の必然的対応として組織の必要性が生じて来る。組織は個々の専

門家の仕事を統一的成果にまとめ上げる機能を有している。従って，組織に

ついての専門家が，多種多様な専門家の集まっている所では不可欠なのであ

るO

(6) 計画化(planning)の為の必要性が強まった。即ち，先進的技術条件の下

で，必要とされる資本や時間の手|三弾力性の増大，大規模組織の必要性や服売

問題の解決の為に要求される庖大な量の時間や資本は，将来の正確な見通し

を益々必要とするに到っている。最終需要が数カ月前乃至は数年前に予測さ

れ，その予測に基づいて専門的機械が開発され備えつけられ，専門家が訓練

されて組織化せられ特殊な資材が発注せられる。従って企業は，数カ月から

数年前には，自己の製品の価格，売上及び資本コストを含む諸費用の動向，

原材料の入手可能性とその価格等を知り，必要な措置が取られる事が要求せ

られる。

企業の内部構成員は，こうした性質から要求された知的・技術的な専門能

力を分担し合った人的集団である。彼等は，それぞれが専門化した比較的狭
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い領域に深く精通し，それぞれの才能を集団的に結び合わせる事により，一人

の人聞の場合には，偉大な天才で始めて成し得る様な高度の判断一一それこ

そ近代的技能が要求しているものであるーーを行う事を可能としているので

ある。従って彼等は，多くの相互に分担し合って集め整理した情扱や判断を

持ち寄り，集団的に意志決定をするところにその重要な機能があり，そこから

また自分達の集団の自治を要求し，集団外からの干渉を排除しようとする強

い性向を有している。彼等に取り，彼等の組織的情報収集の分業体制外より

する干渉は，不完全な知識や情報に基づく恋意的な干渉と受け取られる事と

なるからである。更に基本的には，この体系的な集団的意思決定機構の存在

こそ，彼等の多くを企業と言う組織に引きつけ，その行動に参加せしめた有力

な誘因であったのである O 彼等の個人的目標や希望を，組織の目標や行動の

内に化体化せしめると言う適令の誘因を得ているからである。

この内部構成員の I~I 主性の確保と計画化に対する技術的要請とは，ガルプ

レイスによれば，今日の代表的企業の特徴的行動を生み出す原動力なのであ

るo T![Jち，まず内部構成員連は，株主や債権者よりする干渉を排して，その

自主性を確保する為に，一定の水準の配当を確保し，再投資の為に必要な自

己資金を得るのに必要な水準の収益の維持に努める。逆に，この水準以上の

収益は，彼等の地位を高める事に殆んど貢献しない所から，彼等の努力は，

収益の極大化よりも損失の防止に向けられる事となる O

次いで彼等の努力は，企業の成長力，特に売上高によって示される成長率

の達成に向けられる。何故ならば，生産の拡大は，必要な内部構成員達の増

大を突すと共に，既存の人々の昇進や報酬の増大の可能性を増す。従ってそ

れは，集団的意思決定機構に参加している人々の利益と一致する。逆に，成

長率の低下やそれに伴う組織の縮少は，仲間の整理従ってまた分担された意

思決定機能の環の一部の欠落を意味する事となり，残された人達の能率の低

下さえも引き越ず事となる。それは，内部構成員連の利益と矛盾するの従っ

て，また，企業の成長と結びつく技術的優秀性の追求も，内部構成員達によ

り強く求められる事となる。それは，それ自体が既に技術者達の昇進や昇給



管理者理念論の展開真野 105 (235) 

に直接繋る事態ででもあるからである。

最低収益の確保にしろ，企業成長の促進にしろ，その為の技術的前提は，

前述の計画化の具体化にあるつそれは，売買される原材料や製品の価格及び

量をれ市場によってではなく，企業によって主体的に決定すると言う事を窮

極的には意味するものであるっこの為に主として取られる方式として，ガソレ

プレイスは，次の三種のものを指摘している。 (1)市場の代置， (2)売手または

買手による市場の統制， (3)売買当事者聞の契約による市場機能の停止がそれ

である。

まず市場の代置の方式として具ー体的に取られるものは，企業の垂直的統合

や垂直的多角化により，供給，販売を市場を通ぜずに，自己固有の計画に基

づいて行おうとするやり方である。重要な資源の供給や製品の相当部分の販

売を，企業内の決定に従わせようとするやり方である。この為に，企業は大

規模化し，多角化しようとする内的必然、性を常に有している訳である。

第二に売手または買手企業による市場の統制は，計画化を行おうとする企

業が，その取引相手の独立的行動を弱め排除する事により行われるっその為

には，当該企業は恥関連市場との関係で相対的に大規模化し，買手としては，

その購入計画が売り手に重要な影響を与え，売り手としては，その価格を白

から設定する事が出来，買手の購入態度により決定的な影響を莞けない事が

必要である。大量な生産・販売を行う大規模企業である事が必要であり，従

ってまた必然的に少数の企業により寡占市安が生み出される事となり，その

製品価格が，いわゆる管理価格として理解されている機構で設定せられる事

となる所以である。

即ち，少数の寡占企業聞では，価格競争を避ける為に，プライス・リーダ

ーシップを取る企業により設定せられた価格に，他の企業は自主的に追従す

る様になる。同様にその販売量は，広告並び、にそれに関連する一連の情報産

業の助けにより，人為的に喚起され，消費者の態度を操作する事により，調

整が関られる様になる。消費者の需要が生理的欲求の分野より，精神的欲求

の分野に移ると共に，彼等の思考に影響を与え，需要を喚起する事が次第
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に容易になって来てもいるのである。広告から製品デザイン，モデ、ノレ・チェ

ンジ，包装，性能等が，販売，従って，需要量決定の決め手となって来る。そ

して，各企業は，市場調査，販売実験等を繰り返す事により，予定の需要量を

喚起する手段方法を見出す事となる。この場合，大規模な多角化した企業で

ある程，そうした調査・実験・宣伝に伴う負担に耐え易い事は言う迄もなし、。

更に，こうした市場2の統制は，個々のそうした需要の喚起以外に，社会全

体としての総需要量の統制を最終的には要求する事となる。個々の消費者が

計画通りの価格と数量での購入の説得を受け入れても，それを可能ならしめ

る所得(雇用〉の保障が一方で成されていなければならなし、。この総需要の

統制は，周知の様に今日では国家の行う経済政策の重要課題となって来てい

る。一連の租税政策と公共支出や，軍需支出の組み合わせが，その規模の増

大一一この規模が小さければ効果が無い一ーと共に，主要な社会的総需要の

調整手段となって来ているのである。

更に付言すれば，最近における一連の所得政策は，物価や賃金の上昇率を

も予測可能な統制の範囲内に納める一連の措置である。物価の最低水準は，

今日管理価格により保障され，その最高水準は，一連の所得政策で規制され

ている訳である。そこでは，かつての不確定な市安機能は排除されていると

言える。

第三に，売買当事者聞の契約による市場機能の停止とは，相当に長期にわ

たる売買取引の価格と数量とを定める契約を結ぶ事により，市場の不確実性

を排除する事を言う。こうした契約による市場t機能の排除は，当然に大規模

に行われる程有効である。大規模企業聞の取引では，その意味でこの手段が

広範囲に利用せられる。しかし，それ以外の分野でも，こうした契約が必要

な場合には，政府が同様な契約を提供して来ている。例えば，農業部2 門で

は，政府が価格を設定じ需要を保障し，その結果市場=機能を排除するに到っ

ているし，また大規模な研究開発に伴う高価な技術や長期にわたる資本の固

定を必要とする様な場合，屡々国家が，例えば宇宙開発や各種の軍事支出の

形でその需要を保障する事により，市場-の不確実を排除して来ている。
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かくて，今日の震設業社会は，大規模企業の従業員， J!Oち，大規模企業と設

われる経験の内務構成員連への一体化及び適応化の誘盟友提供し続ける為

に，政府機擦をも利用した大競撲な計i磁北が進展しつつあり，かつての

機能は， る大規模会菜の活動分野からは失われるに到って来ている。

自主的に限界効用が均等になる様に所得を配分し，その結

され，その需要に対して各:金業が利i問機大とさ言う目的に

照して対応ずる。従って，各企業の行動は，絞終的には，消費者の欲求によ

り支配され，説って，各金業の従業員は利器極大と誉う企業行動な追う

より，結果的にj待費者に奉設すると言う図式は，一部の幾産物や食糧品，或

いは，或る議の小売・サ…ピ の様な大規模企業の存ぞとしない分野には

現在家で残ゥている。

しかし，大規模企業の行動す“る分野では 2 と躍大な資本の長期

的簡定化から，計画化の必要及び:醇F守的技術能力をと有し 内部構成員

と犠大，彼等による投入と販売の計脱化の為の消費者需要の喚起及

びその維持，並びに，政府による需嬰調整機能の操洋と言った図式への転換

る。

しかも と並んで， EI己の岳部を組織の目的に北体化し

て，社会的に実現しようとする適応化の誘簡をど求める努力は，

の{凶綴観念社会的制餓観とせしめる強し、働ぎを有して来ている。却ち，財貨

の合理的な大量の供給は，社会的に望ましい楽であり，人々の寧謡は，その

財紫の消綾量に比僻する。従って，財貨の生産会記す技術の進歩は，技会的

り，そ ，各種の財政的援助の与えられる毒事は容に望ましいもの

認されるべき るつまた財貨の生建設の為に勤勉に機く人々は，社会的にも

ましい存殺であると寄った様な， る今日一般に容認

されている鑓髄観は，

れ誌，

しての部が存在していると

それ等は，

と間じものなのである。そ

じて，社会的錨依観となるべく努めて来た結果と

られるの1::'ある。

し，企業の内部構成熟達，特ーに技術者，専
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門家，一般管理者達の利益と一致するものなのである。確かに国民の多くが

財貨の絶対的不足に悩まされている貧困の社会にあっては，この価値観は広

く一般の支持と結びつくであろう。何故ならば，個々の企業の成長を基礎と

した経済成長は，それなりに企業の構成員達の所得を殖やし，更に社会的な

財貨の配分問題の解決を容易にする可能性を有する事は確かである。その限

り，経済成長中心の考え方は，容認せられる側面を有している。

しかし，大規模な企業制度は，その内部構成員達の貧困を解決し，肉体的

労働の苦痛から人々を大幅に解放して来ている反面，その内部構成員たり得、

なかった人々，例えば，教育が無い為に，専門的能力や技能を持ち得ない人

々，病人，寡婦，老令者等々の問題を解決する能力を有していなし、。また計

画化の要請は，そこに働く人々に一定の規則に従う事を要請し，その個性を

喪失させる傾向を有する。そこで働く従業員は，定められた最低時間数は一

律に働かねばならず，報酬を犠牲にする事によって，自由に勤務時聞を短縮

せしめる事は許されない。

そして，大規模企業は，その成長に役立つものを重視し，その重要性を強

調する反面，成一長に役立たないものは軽視するのである。ガルプレイスは，

次の様に言う。「病人，老令者及び身心障害者の保護，一般的保健サービスの

設備，公園やレクリェーション地域の設備，廃物の処理，快L、公的建造物の

供給，貧困者への援助等々の様な国家のサービスは，大企業制度(theindus 

trial system)に取って，何等の重要性をも有していなし、。そして彼等は，大

企業制度による消費者の積極的管理より生じる要求と資金面で競争関係にあ

る。その結果大企業制度よりする諸要求は，公的資金の必要性に不利な影響

を与える。戸外の運動の為の公園への支出は，カラーテレピの為の支出と競

合して抑えられる。」国家の行うべき活動分野において，大企業の成長目的に

関係する分野とそうでない分野との聞に，資金や労働力の配分上の不均衡が

生じ易い事と怠る訳である。

更に人生には，経済価値に関係した分野以外に，審美的経験(aetheticexp 

erience)の広い分野が存在している。そこから生れる価値観は，企業の管理者
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る儲{設観とは一致するものではなし、。 騒然の景観の雄持の為に，工

場の点地は制約されるべきであろうし，会社や工場の建物も，全体の景色と

の関係で決められるべきものと考えられる事となろう O 逆から

る考え方は，っきつめて行けば，…人聞の容さ礎部生活分野

会破壊する と考えられるのである。

かくて，ガノレブレイスは， こうした企業組織からす と，人間社会全

として急速に育体の欝和，人間生活全体との調整を，

って来た知識搭緩め働きを媒介とした韓米の国家機態に求めようとしてい

あ。今日の媛大な高等教育の盤当者や科イ学翁逮は，充来ヲ大企業制~B芝が要求

る露大な専門能力ささヰ干した人材提供の設言語会担って生み出されたものであ

るが，しかし後絡は，大会業制衰の饗求する一律的競馬，没個性的強?棋を主義

いラ大企業制度のタトに多 審奨的な価値を護学ぶ社会合学ぎてる性賞主プ

脅し

価値観拭，

詰Ijし，そ

である。彼等を中心として，彼等によって育てられ稔発せられた

よる谷種のま史昔話jとして具体{[:し，大公薬舗度の側値観を哉

さな告iJ約ずるべきであるし，それは知識階閣のiヨ党により，充

可能性を有したことであると主張し'"n、るc

う Jその仰の諸機畿…一一大金総1ff1l~玄によ きれない公的サ…ど

スの拡大，人生の饗発的側面の主張，所得とレジャ…の閣の選択績の拡大，

目的についての大企業制患の独占が絞られるべ

る。これは，大企業鰭度の内部構成長透には歓泊されないと患え

る。彼等はそれは人爵生活における誌等の役劉波びに大企業誠実の役割の減

少を問権している事を正しく潔解する句、あろう。しかし，それは，大企業銀窓

と矛射るものでない3「もし大企業臓が，人間生活の一部

しか過ぎず¥その役割は相対的に滅亡つつある部分であるj と人々が考

えるならばJ心祝するべき浬虫は少なし、。容奨的な吾

占めよう。それに仕える人々は，大企業鎚度のf!的に従わないで、あろう。大

企業制度舟体が，人間生活のそれ等の長Ij隠の要求に従うであろう。……人々

は，大まな築制度の目的とは民に一一一近代的技術に基づく財の生設や頭二得とは
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別に一一重要な人間生活は存在しないと言った信仰に落ち入る事は無いであ

ろう。」そして 1"・H ・やがてわれわれは，大企業制度は，適当な量の便利な財

やサーピスを提供する為の本質的に技術的な取決めであると考える様になる

であろう。その官僚機構を昇進して行く人々もその様に白からを考えるであ

ろう。」

そうなった暁において，始めて大企業制度は，その存在を永続的なものた

らしめ得るとガノレプレイスは考えているのである。何故ならば，大企業制度

は，その内部構成員に各種の規制を強制し，個性の発揮を制約し，管理階層

の中心に近づく程，その全生活を組織の要求に従わせる事を要求する傾向が

強L、。しかし，その結果得られる晩年は，例え経済的には或る程度の高い生

活水準を保障され得るものであっても，必ずしも恵まれたものではなし、。 65

才の停年と無趣味で孤独な老年の生活が待っている易=合が多し、。この為に最

近の優秀な学生が，大企業から離れて行き優れた後継者が得にくくなって来

る傾向がある。従って，大企業‘制度の人間生活に占める地位を問いなおし，

本来それが占めるべき地位に，その役割や重要性を規定しなおす事により，

再び優れた後継者を得る機会が巡って来るであろう。彼は言う。「大企業制度

の束縛からの解放(ema江cipation)は，大企業制度の救済であり得るかも知れ

ない。その規律は弱まろうが，しかしそうする事によってのみ十分に優れた

人々を引きつける事となるであろう。」もしこの道をたどる事なく，企業の成

長こそ人間生活での最も重要な価値であるとの立場を取り続ける企業があっ

たとすれば，やがて公衆の批判や内部構成員の組織よりの離脱反抗，優れた

後継者の不足に悩まされ，その存続の基盤を失う事になると考えられるので

ある。

こうしたガルブイスの主張に対しては，既に内外から幾多の批判，論評が

行われている事は周知の通りである。それは，大企業制度の下で，来して競

争原理や市場的機能は無力化しているか，果して大企業は，利潤極大原理か

ら離脱しているのか，管理価格制度は，それ程完全に行われているのか，独

占禁止法は，果して有名無実化したのか，労働者階級から貧困は追放された
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か，労{動組'合は弱体化したか，大企業制度の生み出す賓間七失業，

，公害毒事会の社会的不均衡や，昔話度化したインフレーシ袋入関際収

支の不均衡等の関欝に対する分析が不十分である等々，その現状分析の当否

会中心として，誠に多方障に亙ってL、る。そして，われわれも確かにガルブ

レイスの論述の中には，多くの誇張と志える輸部を容易に指議する纂が出来

るのである。

:持にヨゲノレブレイスが指擁している様な広告宣訳書李による

の態度は，生産志向的態変とじて多少く共今日の先端的なマーケデヰング理論

くものとして，激しく拒否せられている

。立た設の級機論の導入も，決して十分なものと誓う事は出来な

い。そこで取りょげられている誘鴎の種類も少なく，内部構成員の企議組織

への寅議長も，単純な犠牲，誘爵の比較に留まっており，ノミ{ナードにおいて

された管理者の

モダノレは， られていないと議L そこ 一応多様な欲

求と凝られた能力しか有していない人間像を前後としながらも，組織内にお

いて必然、的に生じる個人内部で、の，また個人rsi，単位組織賎での相互の関に

生じる議議に対する考慮は，全く成されていないと誘い得る。従って，その

じる位鰻みに対する分析は，緩めて単純なものとなづてしまっ

ている。内部構成員遠の適合化の希撃から，その自主性が希望され，そこか

ら外部からのキ渉を受けない程度の議低必要収誌の確保と，それを前提とし

られる一一ーとな単純に従業員達め共選科益として

の企業目的として設定するものなどは，その例である。そこには，パーナ

ドが強認した組織効用の理解は，全く理解dれないで・終っている。

しかし資源者理念論の立場3から，バーナ…ト二サイモン，マーチ・サイ

モンと続く毅畿思考の流れの上に，後のよ述の機な主張を見る時，

な示唆が与えられるのである

期ち，彼の分析は 3 企業を動かす票数カとして，内部構成員濃の組織への

参加欲求を 、ている。 な社r会におけるそれの中心は，企業話
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的への一体感と適合化とである。ガルプレイスが特に重視するのは，何度も

繰返す様に，この適合化の欲求であり，それは内部構成員達が，企業の各種

の意思決定過程に参加し，彼等の主張を企業の行動の内に化体化せしめる事

により満される事となる。内部構成員」達は，こうした誘因を享受する反面で

は，企業の多くの目的や規律を受け入れると言う犠牲を払っている。彼の個

人的欲求や希望とは直接関係ないそうした企業目的の達成度が，屡々適合化

の誘因を増加出来る機会と繋っているのである。同時に，企業が成長し，従

業員数が増える程，古くからの従業員達に適合化の誘因の与えられる機会は

多くなる。かくて企業成長の追求，その為の計画化の追求が行われ，それが

やがて人間生活の他の側面との均衡を失うところまで行った時に，多くの問

題を生み出す事となる。カツレプレイスは，その不均衡状態を彼なりに叙述し

て，その好ましからざる影響と，その結果生じる企業の存続の危機に警告を

発してし、る訳である。

彼によれば¥そうした好ましからざる状態の発生を妨ぐ手段は，1大企業制

度により強制された考え方を体系的に問いつめて行く事を保障する理解力と

懐疑主義とである」筈であるからである。彼が，その能力を有する知識階層

に，多くの期待を寄せる所以である。

かくて企業は，人間生活の内に占める経済問題の位置一一一それは時代‘と共

に変化するーーを常に念頭において，人間生活全体との均衡のとれた範囲内

で，その成長の為の企画や行動・を位置づけなければ，結局その永続的成長自

体が図れないと言うのが，その論旨である。

こうした角度より彼の主張を見る時，彼の誇張された論述も，現状をつき

つめて，その行きつく先を画こうとする努力としても見られる。それは，む

しろ企業においては信ぜられ受け入れられている信念，乃至は管理者達によ

り受け入れられていると信ぜられている信念や価値観が，果して，バーナー

ドの言う共通の信念に値するものであるかどうかの具体的検証の方法を示唆

するものである。

管理者達は，幅広い道徳性に基づく未来に対する共通の信頼感を生み出し，
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それを彼等の日常行動を通じて，構成員達に伝達し，その積極的貢献活動を

引き出さなければならなL、。そして，その信頼感，パーナードの言う共通の

信念が，人間の価値観に基づく限り，人聞社会の変化と共に，その一般的妥

当性が常に問われなければならなし、。カ。ノレプレイスの分析は， この検証の一

つの具体例をわれわれに示していると言い得ょう。

1) J. K. Galbraith， the N巴wlndustrial State， Second Edition，R巴vised，1971. 

2) ibid.， p. 132. 

3) 彼は周知の様に，今日の大企業において，各種の情報を収集し，そこでの意思決

定過程に必要な専門的情報を提供する事により，組織的な意思決定過程に参加す

る人達を technostructureと呼んでし、る。「その範囲は，会社の上級役員から，そ

の外縁では，多かれ少かれ機械的に指令や繰返し業務に従う機能を担っている現

場労働者や事務職員にまで及んでいる。それは，集団的意思決定へ専門化した知

識，才態，経験を持たらす総ての人々を意味するJCibid.，pp.70-71.)かくて，ガ

ノレプレイスは，管理者をも含めた従業員のうち，多少共意思決定を行なう総ての

人々を t巴chnostrudure と呼んで・いる。それは，われわれが従来，組織の内部構

成員と言う名称で、呼んで来た職能担当者を指している。ただ勿論，その中核を成

すのは，管理者集団である事は明らかである。

4) ibid.， pp.13-17. 

5) ibid.， p.27. 

む この場合，製品価格は，出来るだけ買手を集め，売上げ量を拡大して企業の成長

に一番役立つ様な水準に決められる事となる。従って，利潤額が極大となる価格

水準に必ずしも決められる訳ではなし、。

7) ibid.， pp.381-382. 

8) ibid.， p.402. 

9) ibid.， p.371 

10) T. Levitt， the Marketing Mode， 1969 

11) ].K. Galbreith， The New lndustrial State， p.372 

6. 結

既述の様にバーナードによれば，1組織の存続は，組織を支配している道徳

性の幅に比例する」と理解せられている。彼によれば，管理者，特に上級管
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理者となる程，多くの組織内外の道徳律の相担に直面L，その解決を迫られ

る事となる。組織の環境状況の分析により，いず

動案の発見に努めるにしろ，想像力，革新能力に頼って，新しい細部目的

(a new detailed purpose)を採用するにしろ，そこに提示せられた解決策は，

当該管理者の道徳律から見て正しいものであるのみではなく，他の構成員の

道徳律から見ても受け入れ得るものでなくてはならない。

組織の最高管理者の持つ道徳律は，彼等の日常の言動を通じて，他の構成

員達に伝えられ，そこに最高管理者に対する信頼感が生み出され，それが組

織の将来の成功に対する確信を育てる基礎となる。ノミーナードの言う共通の

信念がそれで、ある。内部構成員が組織の未来を考える場合に，その判断を左

右する確信，具体的には共通の理解が得られていると言う信念，成功への確

信，個人的動機が終局的には満たされるだろうと言う信頼，客観的権威が確

立しており、他の構成員の将来の行動を予測出来ると言う確信，組織目的が

個人目的よりも優れた価値を有しているとの確信は，総てこの信頼感から生

み出されたものである 3

こうした信念や確信が，人間の協働体系としての組織の維持の為に不可欠

なものである事は，既に繰返し分析して来たところである。組織効用の増減

の測定の困難性，情報の収集整理の分業体制より来る判断の偏り，伝達体系

の持つ必然的パイアス，従って目的の共通理解の困難性，調整の為の権威体

系の確立の為の個人的同意、の必要，人聞の貢献意欲の複雑性と不安定性，個

人の分散的な傾向，意思決定に伴う各種の負担等々の問題を乗り越えて，人

々を組織行動に繋ぎ止める為には，単1砲な組織構成員の主観的犠牲と満足に

よる短期的乃至即時的満足との比較と言うメカニズム以上のものを必要とし

ているのである。単純な構成員達の主観的犠牲と満足の図式のみでは，将来

的な代替的行動案の結果の予測，従って，その結果が将来に生じる代替的行

動案の選択は不可能である。共通の信念の存在，管理者に対する従業員の信

頼の存在を前提として，始めて未来の予測に対する信頼が生れて来る筈であ

る。
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ノミーナードは言う。「管理者の責任とは，主として彼等自身以外のところか

ら生じる態度，理想，希望を反映しつつ，人々の意思を結合して，彼等の直

接的目標，彼等の時代を超えた目的の完成へ向わせるリーダーの能力であ

る。・・・・ーこれ等の目的が高くそして多くの世代の人々の意思が結合される

時，組織は無限に存続するのである」と。

結局，組織の持つ道徳性，即ち，具体的には最高管理者達が確実に身につ

け， 日常の行動に体現し，それが組織機構を通じて中位以下の管盟者の行動

を規制する事により，組織全体の行動段式として社会的に表現せられる価値

観が，受け入れられる範囲内，受け入れられる時代の範囲で，組織の規模と

存続は，制約される事となる。

組織の関係する内外の人々の有する価値観の具体的内容は，時代と地域に

より変化する O 組織経済の維持を図る事をその職能とする管理者，特に上位

管理者は，その価値観が，その時代と地域においての全人間生活の内で占め

る位置，役割を断ず反省し，不断の修正を行って行かなければならない。そ

れは，組織経済の維持を図る為に，必然的に要求される組織の内在的要請な

のである。

1) C. 1. Barnard， The Functions of the Executive， p. 283. 

2) ibid.， p.276 

3) ガノレプレイスは，従業員達が管¥'A者達への信頼感を失った時生じる現象として，

最近の米国の鉄道従業員の、だらしなく怒りつほい，客に対する奉仕の精神を失

った態度を指摘している。(].K. Galbreith， op. cit.， p.178.)同様な事例は，わ

が国でも或る種の産業や企業で容易に見られるところである。

4) C. 1. Barnard.， op. cit.， pp.283-284. 




