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はじめに

　企業文化（ここでは組織文化と同意義とする）を考察するに当り我々は既にハイネ

ンの指示する客観主義的立場と個人主義的立場を学習したのだが、特に後者の立場は

企業文化を考えるのに大きな役立を示すとしても、経営学への文化思考の組入れに

当っては十分でないという指示も他方で見られる。経営学の領域の中で企業文化をど

のように扱うべきかという問題があることをそれは含んでいる。しかしここでは経営

学で扱い易い企業文化を知る前、なすべきこととしてハイネンの２つの立場をもとに

してさらに、企業文化を考えるための枠組を考えることが課題とされる。それは企業

文化をこれまでもよりもより理論的に（相対的表現ではあるが）思考するための方法

を求めることを意味する。それを提供するのはバーレルとモーガンの会社学的研究枠

組であり、それを土台にして展開される、シエインの一種の機能主義的企業文化研究

の方法である。経営学との関係で企業文化を語るときには、単に個人主義的立場に基

づく文化思考では済まされないということをそれは知らせている。

　また個人主義的立場をも、もちろん残すことにより企業文化思考が倫理（学）と結

びつくことも暗示されてくる。単純に客観的、機能的方向づけにあったのでは企業倫

理の発生する余地はないということも本稿の説明経過が教えてくれるであろう。

　以下において我々は基本的な考えは、オクセンバウアーとクロフアットの陳述をも

とにする。1)
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１、企業文化研究への一般的入口

　経営学の中でもとくに組織論の範囲において企業文化が語られることが多いのは

我々も経験的に知っている。それは特に英語圏の研究事情において、マネジメント論

が特に（マネジメント）組織をとりあげることが多いということ、さらにマネジメン

ト論と経営組織論の厳格な区別がなされていないしまたその必要もないという事実に

ひとつの土台があるように思われる。2)そのことを背景にして経営学といえば組織論

を題材にすることが多いし、場合によっては組織論をやれば経営学だという考えがわ

が国においてもかなりある。しかし我々はここでは組織論の範囲における文化の題材

化の理由づけをするよりも、既にその事実があるということから単純に出発する。ま

たその際に文化が組織論の中で扱われるときに組織文化と呼ばれることが多いこと、

その他のより広い領域において例えば経営学、マネジメント論においては企業文化と

される傾向があるが、我々はどちらの名称も同一のものとみなすことにする。

　文化が組織論のなかで語られるいきさつを詮索してもそれほど大きな収穫があるの

かどうかはっきりしないが3)、組織理論は既に確定し、かなりの支配的教義になって

しまっているのかどうかという疑問が出て来てもよいのではないかとする考えは当然

あってもよい。4)どこの領分で語られようと文化的問題が出現したことはこれまでの

経営学的（組織論を含めて）教義に何らかの影響をしないはずはない。文化が経営学

や経営組織論の新しい変数になったかどうかは断定できないとしても、文化を語るこ

とが経営学においても許されるようになった情況が存在する。

　経営組織論の発展経過を調べることによってどの時点で、またどの理論傾向のなか

で文化の取扱いないしは文化思考が出現するかがはっきりするかもしれないが、それ

をやったとしても、最近になって組織文化が語られるようになったとする漠然とした

返事が返ってくるに過ぎない。マネジメント論がそうであるようにある時点で次の理

論へ発展し以後それ以前の理論が無用だということは組織論にはありえないことであ

る。経営組織論が文化をこれまで採り入れなかったというのではなくて、それがどの

くらい意識されるようになったかということが我々の関心事である。

　しかし一般的にはマネジメント論、経営組織論さらにはそれらを含めて経営学の討

議のなかで文化というテーマを持ち出すこと、文化概念が原則的に適用可能かどうか、

それを含めて経営学の方向づけがどうなるかということはまともな討議課題ではな

かった。そこでオクセンバウアーとクロフアットの次のような陳述が出てくる。「組織

文化研究が組織理論の中に現われたが、文化の意味は突然出て来たものであり、それ

が組織理論におけるパラダイム変化のためのインジケーターとして把握することがで
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きるかどうかというテーゼをきちんと評価するための概念的基礎の不足がある。経営

組織理論はこの場合、経営（経済）学にとってインターデンプリナリー的補助学科と

して解されるようになっている」5)と。

　企業文化（もしくは組織文化）の研究は多くあるけれどもそれが経営学の領域に限

定されていたのではどう評価したらよいかはっきりしないことが多い。経営学の範囲

の中であれこれ論じたところで文化への手がかりは得られないということをそれは示

唆する。そこで文化を扱うに最もふさわしいと思われる文化人類学の中に文化に関す

る知識（および体系化）が求められることを人は考えるようになる。こうして今日の

企業（および組織）文化研究の方向は文化人類学の文化概念を手がかりとし、文化現

象を経営学的組立のなかに組込む努力がなされる。ただここで経営学が文化人類学へ

と分化するものだという認識におち入る危険に我々は注意するべきであろう。

　経営学と経営組織論にたいし文化研究はどのように関連づけられるかを考えること、

つまり説明のための関連枠組をつくることが従って当面の課題とされる。我々がハイ

ネンから受取った客観主義的方向と個人主義的方向の２つの研究立場において少なく

とも後者の方向づけを越えた枠組形成が可能かどうか考える必要がある。これは個人

主義的方向づけの説明能力が劣るというのではなくて、文化研究の枠組はこの方向づ

けにおいては十分に示されないことを示す。それで人類学も組織論もうまく関連づけ

る枠組をつくるにはどうすればよいかという問題が発生するが、それには社会学の適

用がよろしいという指示がなされる。企業（組織）文化の研究という立場からすると、

企業研究（経営学）にとって文化人類学と組織論を連結するものが社会学であるとい

う。そこで特に社会科学的理論の科学論的分折のための枠組が語られるのだが、我々

が借用するのは、オクセンバウアーとクロフアットの依橡する、バーレルとモーガン

の研究枠組である。6)

　バーレルとモーガンの著書名が示す如くその分折枠組は組織論に適用されている。

それは組織シンボリズム方法における分折および体系化の用具となるという。この枠

組を使うことは個人主義的および客観主義的立場をさらに超える取組み方を可能にす

るきっかけとなるとされる。企業（組織）文化研究は組織論の討議をしなければ成立

しないということがこれによって分ってくる。このことを念頭に置いてオクセンバウ

アーとクロフアットは次のような問題について討議するのが企業（組織）文化研究へ

の手がかりであるという。7)

　(1) 組織理論一般の内部における実際的な取組においていかなる「パラダイム的」

事情、エレメント、前提が討議されるか。
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　(2) 組織理論のなかで支配的なアプローチに対し、(1)において解明されるべき事情、

エレメント、前提に関して、どんな重要な証拠が示されるか。

　(3) 組織文化研究のなかで提案されたアプローチは、(1)と(2)で述べられた組織理

論の原理の討議にどのくらい関連するか、またどんな形式で関係するか。或いはより

具体的に言うと、組織文化研究の個々のアプローチは、組織理論研究のどんなパラダ

イムに配列されるべきなのか。考えられパラダイムのどれがこれまで無視されている

ように思われるか。個々のパラダイムの機会と問題はどこにあるのか。

　(4) 応用科学としての経営経済学にたいして提示された問題領域を考慮するといか

なる結果が生じるか。もしも経営経済学が組織文化研究の認識をその言明体系に統合

しようとするならば、パラダイム的方向転換または重心点移動は必要なのか。

２、組織研究の接近方法の分折枠組（バーレルとモーガンによる）

　企業（組織）文化研究は組織論の研究枠組を必要とすることにつき前に指摘した通

りであるが、ここではバーレルとモーガンの枠組が示される。8)その基本的考え方は、

組織理論には多くの種類が存在すること、それぞれの視点により当然異なる理論が出

て来てもよいとすることである。ある事象が多くのことのなかから取り出されて研究

され、それについての知識が（程度はいろいろあるとしても）理論の構成の種類を決

めるということが組織理論の特質とはなっていない。純粋に自然科学的指向をとると

すれば、「これこれの事象があってこれを観察したらこれこれの知識が得られた」とい

うことに単純化できるけれども、組織論においてはこのような研究方向では済まされ

ていない。途中の議論の過程を省略するという非難をあえて受けるとすれば、組織論

が対象とする、また土台としている社会（もしくは人間の集まりとしての構成体）は

自然科学的方向づけの対象とはなりにくいから、社会の性質についてそのときどきの

視点をもって人は眺めてもよいと組織論はみなしている。このことは、科学（学問）

の理解についても同じように、人は必ずしも自然科学的思考に従っていなくてもよい

とすること、組織論はその独自の科学指向（学問傾向）を持ってもよいということを

人は認めていると言うことができる。このことは「組織論における確信」と呼ばれる。

　組織論がどう見ても自然科学でないとすればそれが科学としての理論的構成として

どうなるかを知るために、組織論をも含めて社会科学の背後には４つの伝統的カテゴ

リーが存在することをバーレルとモーガンは指摘する。これについて我々も考える。

　(a) 存在論：哲学のテキストにおいて、例えば意識に関係ない物質は存在するか、

あるいは反対に物質とは関係なく存在する精神のようなものは存在するかというよう
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な質問事項のなかで存在論的問題があることを我々は知る。従って一般的には近代的

な科学論から追放されて文字通り形而上学の領分に入るとされる。しかし、研究対象

がイデーのようなものであったときそれが科学的（または学問的）モデルのなかに含

められてるような仮定は認めるべきかどうかの質問が前提に出てくるのは否定できな

い。その質問に答えることから、どういう形式の知識獲得方式が出てくるか、つまり

客観的認識への可能性が発見されることになる。存在論的な問題設定としてよく知ら

れているのは唯名論（または名目論）と実在論である。

　組織論（社会科学）的研究において唯名論をとるとすれば社会的現象はそれを構成

する個々のものから独立して観察されないことになる（普通は個々のもののあとにで

きた名前だけだとすること）。そこで個々のものを知るのは意識の力だということにな

る。個人の精神的および物的行動（イデー、概念、意味創造の行動）があってはじめ

て社会的構造と過程があるのだという説明がつけられている。これに対する実在論は

社会的なものにたいして独立した存在論的質を加える（普通は個々のものに先立って

実在するとする）。個々の意識があろうとなかろうと社会的機構造は存在する（意識の

前にすでにある）。故に社会的なものの本質は自然的、物質的なもの（現象）であり個

人がそれに適応しているに過ぎないと考えられている。

　(b) 認識論：社会科学の本質を知る手がかりに認識論があることもよく知られる。

単純な例を示すと、科学的な認識をすれば「真」である知識を生み出すことができる

かという質問のなかに認識論の意味がある。人があることを知りまた信じるような知

識（認識）はどんな内容と構造をしているのかという質問事項のなかにもまた認識論

のかたちが見られる。人が何かを感覚的に獲得するのは物質的世界とどのような関係

にあるのかを考えることもこの学問傾向の１つである。

　もちろん社会科学的に認識問題を解決しようというのでなくて、我々はそこに実証

主義と反実証主義の仮定が存在するのを知るにとどまる。実証主義は哲学の領域で同

じく繰返し語られるが、その主張することは事実に基づく事柄（所与のことがら）が

人間の認識の源泉だということである。それは観察者の立場をとる。それは社会的現

実における規則性と因果法則を研究する。社会的現実の世界も客観的方法で人に伝え

られるし、その知識は適用できるものだとする確信をこの立場の人は持つ。これに対

して反実証主義を唱える人は社会は相対的なものであり、個人の立場からのみ理解さ

れるのだという。従って観察者の視点は放棄される。人は行動への参加者という関連

枠組の中にあってはじめて、ただ理解をすることができるだけだというわけである。
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このやり方が科学的研究の前提というならば果して社会科学はどうなるのかという問

題がもち上るけれど（社会科学そのもののイデーについての疑問）我々はそこまで追

究しない。要するに反実証主義的立場は、人間の認識はその個人の特定のアイデンティ

ティと個人的情況によって特色づけられることを語っている。

　(c) 人間像：どのような人間像が考えられるかによって社会科学の特色が決ってく

る。人間像は人間性という語に置きかえられる。9)特に我々の社会科学に関連する人

間像の決定要因は主意主義をとるか決定論をとるかによって、社会科学そのものの方

向づけが異ってくる。それは人間像の背後にある人間の意志の自由を問題として含め

ようとしていることを我々は知る。すると決定論の立場において個人は個人としての

また社会における行動において情況によって確定されているという考えが中心である。

個人はいわば「行為システム」である。個人は自己の体内に予め設置されている（と

みなされた）刺激反応のシステムに従うかそれとも自己の生活環境から生じる刺激に

反応するかである。人間の行為の予知可能性があることをそれは示唆している（行動

主義的心理学が１つの例である。）

　主意説は哲学においては現実の本体は意思であるとすることによる（とくにショー

ペンハウアーが知られているがテンニースがこの用語を最初に用いたとされる。）それ

は社会科学において個人の自由意志、従って行為の自律性を認めることである。この

考えをさらに展開して「方法論的個人主義」に至る。個人の存在だけが真なるもので

あって、その他の社会的構造（物）はある意味で虚構だという考え方が形成される。

社会学や経済学の説明様式を心理学的視点に還元してしまうこともできるようになる

（理解的社会学との関係も形成される）。人間の生活様式は推論によって、原因と結果

との関係として示すことができる。

　(d) 方法論：これによっても社会科学の性質が決ってくるが、法則定立的立場と個

性記述的立場が対比のなかで考えられる（ヴィンデルバントの用語法として知られて

いる）。これは歴史学における接近方法を語るときにしばしば引合いに出される。法則

定立的立場において自然科学者と同じようにして社会現象を探求できると考えている。

これに対して個性記述的立場は調査対象をじかに知ることである。これは研究対象へ

の内観および感情移入の方法を採用する。それは社会的過程への積極的参加を土台と

する。主観的に獲得した事項を分折してはじめて物の本質を理解することができると

される。
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　上記の４つのカテゴリーを２つの表示のなかにさらにまとめる作業をバーレルと

モーガンは行う。それは主観主義的領域と客観主義的領域である。前者では主観的（科

学）理解のことであり、このなかに４つのカテゴリーの対極たる、名目論、反実証義、

主意論および個性記述の立場が含められる。後者では現実主義、実証主義、決定論お

よび法則定立の立場が含まれる。

　バーレルとモーガンはこれに続いて社会科学を研究するに当って明示するかしない

かにかかわりなく前提とする社会についての基本仮定を示す。その方法は２つの理念

型的特色づけを対比させるることにより７つの項目をあげることである。その対比は

レギュレーションの社会学と、ラジカル・チェンジの社会という表示のなかに表現さ

れる。以下、このことについて説明される。10)それは社会学（社会科学一般において

もそうだが）における２つの大きな接近方法の流れである。

　バーレルとモーガンは社会学への接近方法の基本的討議として秩序とコンフリクト

のどちらの傾向をとるかという問題をとりあげる。11)社会的秩序と均衡の説明を主体

とするか、社会的構造における変化、コンフリクト、強制などの問題に集中するかに

よって社会学の学問傾向は分れる。しかし結局２つの学科として独立して存在するの

ではなくて、秩序を中心にして語るとしてもそのなかにコンフリクトを含めなければ

どうにもならないと解釈することも確かである。社会にはこのどちらの特性もあって

人がどちらに目を向けるかによって社会学が異なってくる。この区別を最終的にはよ

り目立つようにする試みとして、レギュレーションの社会学と、ラジカル・チェンジ

の社会学という名称をつけることが行われるにすぎない。

　前者においては人間の共同生活のおける規則と秩序への欲求が（人間および社会に）

存在することを前提にする。社会が分裂しないであるまとまりになり、しかも社会は

生き続けているのはどうしてかというような質問に答えようとするのがレギレーショ

ンを中心とする社会学の本質である。社会的な力がどこかに働いていてそれがコンフ

リクトを生じないようにさせているという仮定がこの中に存在する。これに対して後

者（ラジカル・チェンジ）の特色として、社会にはその深いところに根ざしたコンフ

リクトが構造上存在することがあげられる。構造は人間の発展のための潜圧力を制約

するという認識が土台とされる。それは人間の身体的並びに精神的側面について人間

を疎外することを意味する。従って人間をその構造から解放しなければならないとい

う主張をその考えは導き出す。その中心的考えは現実がどうかにとどまらずどんなこ

とが可能であるかということである（１種のユートピア論が形成されることになる。）
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　上記の説明をもう一度まとめてみると、「社会科学の性質についての基本仮定」（つ

まり科学理解）を考える次元と、「社会の本質についての基本仮定」を考える次元が存

在するということが存在することがわかる。これをマトリクスにして示したのが次の

ような、「社会学的思考の４つのパラダイム」と呼ばれるものである。12)

科学（学問）理解

主観的 客観的

ラジカル・チェンジ
ラジカル

人道主義

ラジカル

構造主義
社会の本質

レギュレーション 解釈的社会学 機能主義的社会学

　上記４つの枠組の中に示される、社会学的パラダイムを簡単に説明すると次のよう

になる。13)これは同じ問題性の範囲のうちで理論を考えるためのものである。社会学

的理論（およびそれを主張する者）はこのどこかに入るものと仮定される。もちろん

それはそれぞれのメタ理論的仮定について異なることを示すのにほかならない。

　(a) 機能主義的パラダイム（の社会学）。これは現状、コンセンサス、社会的統合、

秩序などの説明に大きな関心を持つことを特色とする。これはまた、実証主義、決定

論などの考えを土台にする。自然科学的モデルと方法を適用する傾向にある。その基

本的考えは社会（という世界）が具体的な経験的事実と関連から成立し、それが確認

され、測定されるものだとすることである。機械および生物学的アナロジーを使用す

る理解方式（およびモデル形成）がよくとられる。またこの傾向の中には人間の意識

のあるなしにかかわらず社会的事実が存在し、それは客観的なものであって、この事

実の間の関係を理解することが重要だとする考えも見られる。それは自然的世界はま

とまりの性質、秩序の性質をもつとする具体的思考をともなう社会学を作り上げるも

とをなす。

　(b) 解釈的パラダイム（の社会学）。これも１種のレギュレーションの社会学である。

社会の知識は主観主義的立場による。世界のそのままの姿を理解することにこの学問

傾向は関心をもつ。それは主観的経験のレベでの社会がどんな性質を基本的に持つか

を分析するというよりは解釈することを主眼とする。従ってそれは行動の観察者に対

する参加者という関連枠組の中にある。社会の現実とは個人の創り出した社会的プロ

セスという考えがでてくる。社会は現実にあるかどうか不確実だとみなされているか

もしれない。哲学的次元において人間の意識と主観性の深さを追求し、社会生活のも
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とをなしている基本的意味を考えることにまでこのパラダイム傾向は発展する。

　(c) ラジカル人道主義パラダイム（の社会学）。これは主観主義の立場からラジカ

ル・チェンジを発展させようとすることに関心がある。この視点における社会学は解

釈的パラダイムの方法と似ている（つまり名目主義、主意主義などの視点をもつ）。が

関連枠組が異なる。すなわち、それは現在の社会的配置の限界を毀すことに重要性が

認められるようになっている。そこでは社会の様々なきまりが人間の発展を制約する

から、それから人間を解放してやるのがよいと考えられている。それは人間の意識の

イデオロギー的上部構造との相互作用をなくしてやることを含む。

　(d) ラジカル構造主義的パラダイム（の社会学）。これは機能主義理論と類似すると

ころが多いが、ラジカル・変化というところで相違がある。これは現実の社会の内部

にある構造的関連に注目する。この考えによるとラジカル・チェンジは現在の社会の

性質および構造そのもののなかに（既に）組込まれていることになっている。その背

景となる考えは、今日の社会がコンフリクトを抱え込んでいて、これが政治的および

経済的危機を通してラジカル・チェンジを生み出すということである。要するにコン

フリクトと変化が人間の解放を引き出すということになる。これは明らかに現実主義

と決定論の傾向によって支配されていることがわかる。

　上記の方向づけ枠組もしくは４つのパラダイムは連続体として把握されることに注

目しなければならないと示されている。それぞれの方向づけをもつ学派または理論が

画然としてあるわけではなく、いわば中間的地位にあることが多い。社会の本質につ

いての仮定を余り極端にやりすぎても現実を適切に明できるとは限らないことは我々

の常識とするところである。それ故に提示されたマトリクスは討議のための１種の基

本的地図として適用されることになる。

　こうしておいて、この４つの学問傾向が組織論においてどのように利用されるのか

を知ることが我々の次の課題となる。14)特にどの枠組が（経営）組織論の討議にうま

く合致するか、また組織文化の考えに結びつくかを語ることがこの場合、ここでの大

きな役目となる。

３、機能主義的枠組と組織理論

　４つの社会学的枠組傾向を観察することにより、経営学のみならず経営組織論がど

の傾向をもとに語られるか、もしくはその方向に行くかという課題が存在する。もち
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ろんすべて４つの方向づけが詳細に見れば我々の組織論に関連づけられるが、なんと

言っても我々の組織論は社会科学における「機能主義的方向および方法」のなかにそ

のルールを求めることができると言われる。既に見た如くこの方向づけには、「客観的

な基本的確信が明白にかもしくは暗々に表現されている」と共に、そこにおいては「究

極的には規則、秩序、あるいは調和というような現象」の存在が土台とされている。

これは明らかに組織を論じるには極めて都合のよい基本仮定である。組織、とくに社

会的組織はことごとく今述べた基本要件を備えているし、組織は極端な表現をすれば

秩序、規則、調和そのものであることは否定できない。かくして我々は機能主義的組

織論が経営組織の基礎としてかなりのウエイトを占めることを知る。以下において

我々は再びオクセンバウアーとクロフアットの叙述に従って、機能主義的組織理解を

語ることにする。15)

　先ず機能主義がシステム理論との関係で語られる情況をさしおくとする。そのとき

「行為関連的枠組」16)を中心にした考え方が提出される。しかし機能主義が、社会シ

ステムの中での構造や組立ができ上って行って、ある方向に進むときにその社会シス

テムのためになるような、つまり社会システムの機能がうまく動くような組立もしく

は構造ができるようにしてやることという意味を含むことを我々は捨てていない。17)

　そうは言っても機能主義の背景には一種の行為理論が存在し、その理論が社会学の

中の１つの大きな地位を占めていることは確かである。この理論の根底には、人間行

為の意図（性質）を理論の原理にしようとするものであり、従って学問それ自体が純

粋には経験科学とはなりえない特別な学問となってしまことになる。そこに人間行為

の理解可能性を求めることが課題とされる。社会が人間行為から構成されるという考

えから出発し、人間の行為はあくまで主体的であって、（それによって）社会がプロセ

ス的なものと解されるようになる。社会がわかるためには個人の行為がわからなくて

はならないし、行為する人間がどのような意図をもって行為するのかまた他の行為す

る人間と関係を保持するのかを理解する手はずができることを要請される。意図を持

つということはある意識を持っているということであり、その個人が他の個人との関

係を（意識を通して）どう考えているか、その結果としてどのように結びつくかどう

かということが関係的行為を形成することになる。ここに関連性をともなう機能的思

考の傾向を我々は見ることができる。しかしそのことが社会もしくは組織の機能化に

どれほど有用なのかどうかはっきりしない。18)

　コンフリクについて語られるときにも我々は機能主義的思考が存在することを感知

する。組織論には様々な思考を通して１つの事象を説明しようとする努力があるが（つ
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まり多元主義的傾向）、社会的コンフリクトについて特に経営組織論で課題とされる事

項に、目標形成過程での提携がある。これは組織における政治的意思決定の仕組の１

つとして、目標コンフリクトの解消への手段とされることである。我々はここでコン

フリクトが解決されるかどうかに関心があるのでなくて、組織における種々な利害の

衝突が組織の特性づけのある部分を示すことに関心がある。19)つまり「組織は種々な

利害集団の演技場」だということに我々は関心がある。この際にコンフリクトは組織

にたいしてマイナスに作用するものでなくて、むしろプラスの機能を果していると認

識される。集団の間のコンセンサスの形成が組織の統合をもたらすという意味をその

機能は含んでいる。コンフリクトの機能的視点からの意味づけが可能だということを

我々は言いたいだけである。20)

　機能主義的組織論はシステム思考（もしくはシステム指向的方法）とよく結びつけ

られていることは多くの人の指摘するところである。経営学において近代的というラ

ベルのついた方向づけには、「経営経済的経験対象をシステム思考的視点から研究す

ること」が見出される。そのことは同時に（経営的）組織論を機能主義的特色づけを

しようとする基礎となっている。ここではシステム理論そのものについて語るのでな

くて、その思考が人類学、社会学、生物学において見出されていること、また有機体

モデル思考のなかにその発端があることなどを我々は知りさえすればよい。21)

　オクセンバウアーとクロフアットは組織論への思考の提供源としてのシステム思考

のなかで、特にオープンシステムの考えをとりあげて問題にする。オープンシステム

の考えは構造と、それを支援する環境の間に密接な関があることをとりあげる。シス

テムは絶えずインプットを（外部的環境から）しないならば生きられないという物理

学的思考から、この考えが提出されると言われる。社会的システムの構造を見ると、

システム維持の重要な源泉は人間の努力と動機づけである。これらがシステムを支え、

負担している、そしてシステムを支持する力を供給しているとみなされる。22)

　オープンシステムの概念用具が社会学的領域において十分に活用されるのはパーソ

ンズの構造―機能主義的考えであることをオクセンバウアーとクロフアットも指摘す

る。ここでは社会現象を形成している変化要因を探し出して、変化程度が少ない要因

を構造的要素とする。これが基準点となって、変動の大きい他の過程（およびそれを

構成する変動要因）とその基準との関係のなかで事象を把握しようとする。こうすれ

ば社会が動態的であっても把握できると考える。なかんずく動態を形成している部分

が基準点たる構造部分にプラスの作用関係にあるならば当該システムの存続、維持が

可能であると考えられる。23)この考えの土台は文化人類学の中に見出されること（例
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えばマリノフスキー）もよく知られている。

　社会的関係の構造の内部でどれが重要な要素であるか決めるのは難しいが、少なく

とも個人的行動に影響する要素およびその包括的まとまり（システム）があるという

ことだけは言える。つまり物質的世界における客観的与件はすぐに思いつくが、文化

現象がこの重要な要素であることはここで特に言及しておく必要がある。文化につい

ては、機能的―構造的考えによればものの把握の１つの形式、言いかえると複雑性の

還元のことをその言葉が含んでいる。それ故に文化を導入することにより、システム

が「意味関連的方向づけシスム」ということにより表現される。これらの説明は後程

の文化について語るに当っての準備段階としておく。

　我々はいくらかオープンシステム的思考から離れてしまった。経営組織論に限らず

組織論においてその理論的発展の経過においてオープンシステム思考が機能主義

（パーソン的考え）と一緒になって組織理論の特色づけのもとをなし、かつそのこと

がより近代的組織論だとする考えがあったことに我々は注目する。オープンシステム

的組織の考え方（また情報処理システムとしての組織の考え方も）は環境のインプッ

トに目を向けている。この考えの展開として特定の組織構造と環境との関係を扱うの

が、特にコンテインジェンシイ理論として知られる。ここでは環境がどんな様相をす

るかに応じて有効な組織を形成しようとする（もしくは組織のありかたとしてのモデ

ル形成）。従ってコンテインジェンシイ理論はマクロ理論である。しかも実用性を狙っ

た理論でもある。24)何よりもこの考えが組織と環境とを区別する境界が明確に区分さ

れえないとすること、従って、環境がスープラシステムだとする認識がオープンシス

テム思考を持つと認定される。25)

　組織のコンテクストを理論形成に導入することによって組織の構造（における様々

な変数要因）に変動があっても、その配置（またはコンステレーション）が本質的に

よかったのか悪かったのか一概に判定することはできない。このような認識は特別に

間違っているということはできないが、では一体、社会的組織という現象はいつ客観

的に把握されるのかという問題が提出されたときにどう答えたらよいか分らなくなる。

常に変動するものは変動するままに抱えればよいという陳述自体は易しいが、それは

言葉上の表現にとどまる危険はある。

　組織を機能主義的かつシステム的指向の中で考えるということは人が何かを基準に

してあらゆることを考慮するという方策を放棄しているように見える。コンテイン

ジェンシイ理論もこの範疇に入る。26)そして我々はこのときこの理論が客観主義的視

点を持たなくてもよいのだという考えに至る。さらに理論が客観的であるかを主張し
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ていないのだということも次第にわかってくる。

　どのように見えるとしてもコンテインジェンシイの立場に立つとき、組織の本質的

なものを追究することは中断されるし、やっても不可能というのが実践の意見である。

例えば組織における分業、専門化、ヒエラルヒー関係、形式化（公式化）をつくり上

げようと、具体的に着手しようとすると、実践上、特定のコンテクスト条件が支配し

てそれによってあらゆることが決まるというよりも、個々の組織成員の行動がかなり

決め手となることが多いと言われる。この例からわかることは、コンテインジェンシ

イ思考は上述の組織事象は一体何かを考えるのではなくて、それが具体的場面におい

てどのようにして形成されるのか、これまでとは異なる条件として、環境、テクノロ

ジーなどがより大きなウエイトを占めて来て、組織の種々な要素（例えば分業、ヒエ

ラルヒーなど）がどのようにそれに適応したらよいかを考えていればよいのだという

ことを表現するに過ぎないと認識されるに至る。従って繰返しになるが「組織的に本

質的なもの」を探し求めることはしないのがコンテインジェンシイ思考である。そし

てこの思考は客観主義的立場を少なとも一時的に止めてしまっている。

　我々はここでコンテインジェンシイ思考から脱出することになるのだが、それはこ

の思考が無力であるとか、科学的でないとかいう批判のためではない。組織理解のた

めの他の方法が存在することをコンテインジェンシイ思考が指示することに我々は目

を向ける。それは機能主義的－システム的思考の系普を経たコンテインジェンシイ思

考が組織知識にかんしてかなりの低複雑性レベルにとどまるときには威力を発揮する

が、高複雑性レベルにおいては、組織知識に限れば満足させないということを意味す

る。従ってオクセンバウアーとクロフアットの言葉によれば「主観主義的科学理解の

方向への組織研究」によって、より組織の本質に接近することがより組織の知識を満

足させることになる。

４、機能的およびシステム的思考を超えて

　この別の途を考えさせるのはオクセンバウアーとクロフアットの引用する、ポンデ

イとミトロフの考えである。27)我々はさらに以下においてこれについて語る。先ずもっ

てこの場合組織のいまある姿もしくは現実の複雑さと、これにたいする研究レベルの

単純性のギャップにたいする言及が出発点となっている。これについて「経験対象の

複雑性が一方にあって、理論的構想と経験的活動の設計にたいする複雑性の必要性が

他方でないこと」があり、ここに裂け目が存在するという指摘がある。

　一体、近代的とか、理論的などという標識の学問が存在するためには何が条件となっ
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ていなくてはならないのだろうか。「操作的な、数量的な、経験的な社会研究の方法」

がそれである。例えばその際に、「組織というシステムの静態的、構造的特色」に多く

の組織の理論的（と称される）研究が集中されることがこれまでのやり方である。こ

のなかでシステムのエレメントとしてヒエラルヒー・レベル、管理スパン、役割構造

などがしばしば研究の対象の例としてあげられるが、これらの数と配列がどうなって

いるかが研究の大きな関心事であることは否定できない。28)

　このようにして組織論においては社会現象の測定可能性が科学性の相様を決めるこ

とになる。それは「実証主義的科学理解の範囲における社会科学的法則仮定の把握の

ための第１の前提」だということになっている。但し、測定し易さのみを求めること

は当然経験的社会研究の制約となっていることをも我々は記憶すべきである。すなわ

ち、研究がその範囲を超えるともはや学問ではないとみなされる心配が出てくること

をそれは含んでいる。それでこの測定結果に基づく仮定（あるいは理論）はどのよう

にして妥当性を保つかという問題に直面して、「ある反証努力を経験的研究の範囲の

なかで続けてやれるとき」に可能なのだということになる。そのとき研究レベルが複

雑性のレベルではないことは先に示した通りである。従ってそのことは組織の実際的

な行為のための説明のためには力不足を示さざるをえない。

　組織の研究が（たとえ理論形成のレベルにまで行かないとしても）測定可能性を基

にした法則定立、もしくは単純レベルを超える努力がなされるようになっていること

をポンデイとミトロフが指摘するのは以上のような背景を知ってのことである。現実

をより適切に反映するモデルが得られるかどうかがここでの課題とされる。これは

オープンシステムの考え方が与えてくれた構想を十分に利用しつくすことから出発す

る。それはオープンシステムの考えが環境という特定の系に関連することを知らせる

と共に、そのことがシステム均衡を脅かすものだというようには考えないことである。

むしろオープンシステム（としての組織）の生活基盤として環境を把握するものとし

なければならないことになる。ここでは単純性を求める科学思考ではなくて、複雑性

の程度に人は関心を移している（それが科学思考と合致するかどうかに拘らず。）また

このことは現実的にはオープンシステム思考を超えたところに注目点を集めている。

それが、「組織シンボリズム」の研究として前面に出てくことを含んでいる。人はここ

においてシステム思考から訣別することになる。

　システム的、マクロ思考のなかにいては人はいつまでも「組織的に本質的なもの」

に接近することができないとすれば、今述べたようにある方向転換をしなければなら

ない。我々はそのとき、「組織シンボリズ」という表現に出会うのだが、この表現をめ
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ぐっていくらか語る。もともとシンボリズムは文学用語として早くから我々の知識と

なっている。それは自然主義や写実主義の背景のなかに共通して意識される（かどう

かははっきりしたいが）科学的実証主義に反対する立場を示す。つまり主題および内

容を美学的に把握し、精神の存在を第一義的に基礎として思考しようとするものとさ

れる。それは人々が言語のもつ魔術的なパワーにたいする認識に向けられことによっ

てよく説明される。「シンボルにうったえかければ、日常生活の中では解決不可能と思

われた一連の矛盾と対立が…魔法にでもかけられたかのようにだちどころに解決する

ように思われた」という陳述をもつ以上に我々の知識はない。29)

　文学においては言語表現が必要欠くべからざるものであるから、当然言葉というこ

とがテーマとなる（文学批判においてとくに）。現実に我々の住む世界において、言語

があることにより我々個人の知恵の操縦ができるのであり、意味創造がなされ、コミュ

ニケーションが可能であり、社会的影響があるということができる。このようなこと

はとうに文学の領域で気づいていたとであり、組織文化研究では遅かったといえる。

だからといって、文学そのものが組織論になりえない。むしろ組織論においては言語

は公式的用語として、あるいは誰もが日常的に話す言葉として、言葉さえ研究してい

ればよいというものではない。組織（文化）研究においてはむしろ明示されない言葉

がとりあげられるというべきであろう。30)しかし他方で明示される言葉があってはじ

めて、非明示的もしくは明示度の弱い言葉（言葉とはいえないレベルも含めて）とい

う問題について語られることを我々は忘れていない。31)このようにして、オクセンバ

ウアーとクロフアットは次のように語る、「組織的言語およびコミュニケーションの、

より少なく意識的、より少なく理性的局面にたいする注目は、我々に開かれた探索の

ための最もエキイテイングの接近方法を提供する」と。

　我々はこの場合に、言語について語るときシンボルについても語らなければならな

いことを学んだ。もちろん本格的ではないがシンボルについての知識も必要となる。

シンボルが単純には、ある文化の構成員によって認識された特定の意味を運ぶものと

いうことはよく知られている。またシンボルが何か他のものの代りとなるものという

こともしばしば引合いに出される。このような理解によると、音、イメージ、対象物

および人間の行為はすべてシンボルの役目を果していると言うことができる。代表的

なシンボルが言語である。「樹木」という言葉はシンボルであって、それによって樹木

という対象物を代表させることができるのであって、一度こうした手続をとっておけ

ば樹木が目の前になくても樹木のことを考えることができる。このことは、対象物を

シンボル的に学習したという表現で示される。そのことによって我々の経験世界から
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開放されるわけである。32)

　従って我々はシンボルに関して、特に代表物たる言語に関して次のように言うこと

ができる。「実際のありさまについての理解の用具として、また命令伝達の媒介物とし

てばかりでなく、そのシンボル的次元において、これから組織の標識として関心の中

心点に立つことになるような言語が存在する」と。いうまでもなく、組織に限らず、

あらゆる人間世界において用具的言語のみが存在するという言語観がここで考え直さ

れねばならない。いくらかこれまでの叙述との混乱をあえてすれば言語はシンボル表

現的潜在力を持つことが言語をより大きな意味の中に置く。すなわち、組織（および

企業）においても言語は形式化され、明示された言語に限定されない、正に文字通り

あらゆることを含むシンボルなのである。そうすることにより「組織は単なる用具的

工夫以上のもの」という意味を我々は獲得する。

　このような考え方の筋道において我々は既に文化人類学の研究成果が加わっている

こと、むしろそのことを土台にして説明を加える段階に入っていることを知る。これ

までの機能主義的思考（さらにはその発展のシステム思考）に代って、人間生活のな

かでのシンボルの作用を重視する考えが人類学の中に出現してきたことに我々は気づ

く。文化とは何かということの定義はさしおくとして、神話、物語、メタフアーなど

が人類学研究において行われるが、これが文化研究の重要な地位に位するようになっ

たことは人類学のテキストの教えるところである。企業組織においても我々がこの点

を注目するということは企業組織文化を追究するということなのである。組織は有意

義な文化事象として我々の認識に入ってくる。そこで次のような引用文を我々は提出

することができる。「シンボルは、古い構造にとって代るべき新しい喊声を意味する、

また文化は新しい認識を与える基本概念であってシステムの基本概念それ自体とって

代るものである」と。

５、シンボル思考と組織文化

　我々はこれまで機能主義的、システム的思考から離れるのにかなり長い説明をした。

それによりシンボルに代表される文化思考が組織について考慮するのに相当に大きな

役割を果すこと、組織的に本質的なものを把握するのに文化思考がよいことを知った。

我々はさらにここでオクセンバウアーとクロファットの引用するポンデイとミトロフ

の語る主旨について考える。

　組織の追究に当って文化概念を導入すること、また組織研究は組織文化研究である

という考えは、パラダイム的問題領域に我々が入りこんでいるとするオクセンバウ



経営研究所論集　第26号（2003年２月） 79

アーとクロファットの指摘があるが、我々はそのことに余り意識していなかった。パ

ラダイム的課題を我々が扱うかどどかを別にして、いくつかの点がこれまでの組織研

究並びに組織理解と異なることは確かである。

　(a) 組織は客観的に存在していること、我々の側で何も手を加えなくても（我々の

影響を受けることなしに）きちんと存在しているもの、もしくは所与のものとしてど

うにも加工できないものとする考え方から、組織は人が何らかの手を加える余地のあ

るもの、社会的に建設される現実としての地位をもつとする考え方に移行する。ここ

で我々は唯名論と実在論の反復をする必要はないが、問題設定の意味が存在論的にど

ちらかになっているかということが重要である。33)実在論においては、社会的機構お

よび構造は個々人の意識にたいしてほぼ「前に置かれている」のである。唯名論にお

いては結局、個々人の意識の意味が重視されていて、イデー、概念、意味をもつ行為

が何かを創り出すという認識があり、そのことによって社会的構造と過程ができてい

るのだという立場に人は立つ。この背景のもとに組織の理解は唯名論（もしくは名目

主義）に基づくように移ってくるというのがここでの解釈である。

　(b) 組織理論は組織がどのような発生（または生成）メカニズムをしているかを研

究することが大きな地位を占めなくてはならないという要請が出される。このメカニ

ズムにより組織の表面現象が形成されると見る（これはあたかも生物が成長する過程

と似ているが）。ところがこれに対してこの発生メカニズムを動かすもの、組織の姿を

目に見えるようにするのが人間であり、組織には人間という現実が基礎となっている

とする理解がなされる。発生は組織成員の意図によるものだということをこのことは

示唆する。こうしてみると人間あるいは人間像についての考え方がどうなっているか

ということが組織理解の決め手となる。この場合には思考の移行がなされていること

を我々は知ることになる。

　(c) 上記２つの組織論にたいする新しい要請に基づいて、これまでのより科学的な

社会科学的方法と呼ばれたもの（質問表、サンプル調査、多変量解折など）の重要性

が交代するということになる。「意味および信念体系の個人的事例を記録するのによ

り適した、より抽象的なモデル形成と、民族誌的技法34)のほうがよいというようにな

る」とされる。ここに法則論的立場から個性記述的立場への方法論的な基本仮定の移

行がなくてはならないと、オクセンバウアーとクロフアットは言う。すると研究対象

における社会的過程に人間の側からの積極的参加が行われるようになると共に、感情

移入もしくは内観の方法が用いられるようになる筈である。自分が直接的に意識にお

いて体験したこと、どのような過程を経て観察がなされたかを言語表現による伝達を
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主とする方法がとられるようになる（主として内観について）。

　このような組織論方法への要請は、組織論が文化とシンボル（または文化というこ

とと統一して考えてよい）を扱うこと、もしくは組織文化論になりつつあることを示

唆する。これは組織をどのように見るかの枠組設定のことを含んでいる。（これについ

てこれまで語られたのであるが。）しかしだからといって全く機能主義的思考を無視す

ることはできず、組織論がシンボル的相互作用の理論として存在し、そのことが組織

文化研究の主要なテーマの１つであることは変わりはない。

　このような事情を背景にして我々は以下において組織論の方向づけとしての文化的、

シンボル的組立としての組織という認識についてリードのまとめを示す。35)それは組

織を「シンボル的組立と文化的オーダー」とみることである。

　(a) 組織はシンボルの組立、媒介、および解釈の過程を通して生み出され、再現さ

れまた変形される文化的人工物である。あらゆる人々は日常的にこの過程に加わる。

組織的現実は文化創造と再現を通して組立られ、内在化されそして支援される。

　(b) 組織文化は価値、イデオロギー、儀礼おおよび儀式の生成によって組立てられ

ている。これらのもは人が集団になって何かを企てようとするときにそのなかで何か

を表現するものであり、それに加わることは何かをはっきり分らせるものである。

　(c) 組織文化は集合的価値とシンボルの共有的な組合わせであり、思考と行為の様

式によって形成されそして明白に示される。この思考と行為は組織のメンバーになる

ことで必然的にともなう集団的経験および意味を具体的に現わしている。

　(d) 組織文化は同時に、個人を制度的な思考および行為パターンをつくるようにし

また、そこから生じる別の解釈様式をつくり、それが意味をなすようなものにする。

　(e) 組織文化と、それが形作る集団的意味は、解釈のしくみを伝達しまたそれを再

構成する。組織文化はそれが伝えるメッセイジと、社会的行為のためのメッセイジの

合意について決していつも変らないというのでもないし完全に統一されたものという

のではない。組織文化は相互に重複し、浸透しまた矛盾する多重的な合理性と現実性

から形成されている。

　(f) 組織文化は意味、権力および支配の有力な構造を同時的に支持しかつ問題にす

る。組織文化は意味と解釈の組合わせの強い仕組みからでき上がっていて、組織内外

の目的を狙った様々な集団がこれを手にして活用する。

　(g) シンボル形成、伝達および解釈の影響をマネジヤーが効果的にコントロールし

うる程度はもともと形成・伝達・解釈の過程の複雑さによって決ってくるし、また優

位にある文化が常に内的に矛盾しているという事実によっても決まる。優位な文化が
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もたらす「行為のための秘訣」は意味と行為の補助体系によって補われねばならない、

またこの体系はそれが必然的に伴う行動の命令を弱化させそしてまとめ上げるように

する。

　組織をこのように見ることはこれまでの組織の見方にたいする不満足と不快感が

あったという指摘がなされているが、それは伝統的組織のもつある側面にたいする批

判のことを語っていると我々は判断することができる。つまり伝統的には組織を語る

ことは構造、環境、実質（現実に表出する事情を含めて）などに注目してさえいれば

よいということであった。文化現象に注目しなかったというのでなくて、それが派生

的な附随現象として説明されるようになっていた。文化およびシンボルプロセスはす

べてこのなかに「還元」されてしまったということができる。ところが、組織とは集

合的生活を意味あるように創り上げることまたそのように解釈するようにして行くこ

と、その過程を明示することだという考えに人は到着するようになって来た。これは

人間の生活にはこれまでとは異なった次元があるのだとする理解がより鮮明に出され

てきたことを示している。

終わりに

　この小稿は組織文化（もしくは企業文化）を研究するための枠組の存在を確かめよ

うとするものである。その基礎となるのは、バーレルとモーガンの社会学的な組織論

追究のための枠組である。これを土台にしたオクセンバウアーとクロフアットの組織

文化の理解のための枠組を我々はさらに理解しようと努めた。

　もとより組織文化（企業文化も同じものとして理解するとして）を考えるには何ら

かの枠組の形成が先ずあって初めて可能かどうかは直ちに判断できないが、枠組設定

がなされているならばより科学（学問）らしい様相を組織文化研究が持つということ

はできる。だが現実には特に枠組設定をしないで組織文化について多くのことが語ら

れている。組織文化がどのような社会学的理論傾向と結びついているかをいちいち詮

索しなくても組織文化の釈明がなされていることだけは確かである。

　それでは一体どうして枠組形成に我々は関心を持ったのか（積極的に独自の枠組の

形成努力はしないとしても）という質問に会うとはっきりした答えができないのがい

まの事情である。極く単純に考えて枠組設定への関心は当該学問もしくは接近方法の

主題、主問題、重視した事項などを限定し、境界を定めることにあるとする。これを

さらに展開すれば、形式的理論と理論の形式化を入手することに我々は至るであろう。
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しかしこれほどまでにして組織文化の認識が得られるかどうかは不明である。組織文

化の知識は枠組設定のあるなしにかかわらず我々はあらゆる情報源から入手している

のは事実である。

　ただ１つだけ我々の枠組形成への関心は、組織文化の意味の曖昧さを少しでもはっ

きりさせたい（正確化とは異なる！）ことにある。組織文化はどういうことを知れば

よいのかということについてのある解答を示してくれるのが枠組にこだわる１つの理

由である。だからといってすぐに満足すべき理解ができるわけでもないが、我々はこ

の操作を通して組織文化論が形成されるには文化人類学の理解はもちろんのこと、組

織の社会学的パースペクテイブも大いに活用しないことにはどうしようもないことを

学んだ意義は大きいと言わねばならない。経営学はいつまでも経営学としてとどまっ

ているのではなく（より学際的になるかどうかの議論はさしおくとして）、ある種の表

現を付した経営学の方向をとらなくてはならないということを我々は学んだことにな

る。それは組織文化をもとにした、企業文化的経営学の方向づけを我々は示唆すると

いうことである。

（注）

１) Ochsenbauer, C. und Klofat, B., Überlegungen zur paradigmatischen Dimension der aktuellen

Unternehmenskulturdiskussion in der Betriebswirtschaftslehre, in: Heinen, E. (hersg.),

Unternehmenskultur, München / Wien, Oldenbourg, 1987, S,67-106.

２) 例えば Koontz, H. and Weihrich, H., Management, New York, etc., McGraw-Hill, 1988, pp.280-282.;

Anderson, C. R., Management, Dubuque, Wm. C. Brown, 1984, pp.73-74, 173-174, 446-447; Callahan,

R. E, Fleenor, C, P. and Kundson, H, R., Understanding Organizational Behavior, Columbus, Merrill,

1986, pp.549-558; Hunsaker, P. L. and Cook, C. W., Managing Organizational Behavior, Reading,

Addison-Wesley, 1986, pp.574-582; Luthans, Organizational Behavior, New York etc., McGraw-Hill,

1989, pp.31-32, 76-85. 以上は手許にあるいくつかをランダムにあげたのであって、1980年代の当

該文献にはほとんどいっていいくらい文化について語られている（もちろんそれ以前にもある

が）。

３) 我々には文化思考が経営学の基本構想概念になるかどうか知らないが、少なくとも経営学にお

ける行動科学の導入にともなう、文化人類学の知識が大きな役割をしているものと思われる。

すなわち組織理論の歴史的基礎づけも重要であるが、別の解明方法としての行動科学からの知

識が有益でありそのうち特に人類学における文化の考えが組織理論に大きく関係するといわれ

る。それは人が（組織において）どんなことを学習するか、どのように行動するかを知るてだ

てとなる。Luthans, op. cit., pp.30-32.

４) 経営組織論においては依然として情況理論的思考が支配している（もう１つはシステム思考）。



経営研究所論集　第26号（2003年２月） 83

それが良いことかどうかは別にして、組織文化のコンテインジェンシイ思考があることは確か

である。すなわち文化という考えを採り入れるにしてもその正と負の局面がある。従って組織

タイプの相違があって、そのどれがどの文化に合うかを考えるのが情況理論であるという。Kast,

F. E. and Rosenzweig, J, E., Organization and Management, New York etc., McGraw-Hill, 1985, pp.666-

667.

５) Ochsenbauer und Klofat, a, a, O., S,70. 次の如き注記が見られる。「パラダイム変化という概念は

この場合 T. Kuhn の意味で、研究にとって特色となっている標識、シンボル的一般化、存在論

的モデル、方法的およびその他の価値並びに見本例における変化、つまり学問分野的マトリク

スとしてのパラダイム概念のより詳しい特色づけのために Kuhn の適用した標識における変化

として理解される」と。

６) Ochsenbauer und Klofat(S,72-80)において次のものを引用するが我々もそれに従う。Burrell, G. and

Morgan, G., Sociological Paradigms and Organizational Anaylisis, London, Heinemann, 1979., pp.10-37.

７) Ochsenbauer und Klofat ,a, a, O., S,72.

８) Ochsenbauer und Klofat, a, a, O., S,73-79 において、Burrell and Morgan, op. cit., pp.1-9 の説明を引

用する。なお、４つの伝統的カテゴリーの説明については次のものを参照する。Brugger, W.,

Philosophisches Wörterbuch, Freiburg etc., Herder, 1976 ; Schischkoff, G., Philosophisches Wörterbuch,

Stuttgart, Kröner, 1978 ; Fuchs, W. et al., Lexikon zur Soziologie, Opladen, Westdeutscher, 1978;

Fröhlich W. D. und Drever, J., dtv Wörterbuch zur Psychologie, dtv, 1978; Endruweit, G. (hrsg.)

Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart, Enke, 1989

９) Burrell and Morgan は Menschenbild でなくて、human nature を使っている。人間像については、

例えば、「経営組織の体系における公式的人間像と非公式的人間像」という表現で使われること

もある。さらに人間の本質として、(a)有機体としての人間、(b)機構としての人間（経済人）、

(c)意思決定主体としての人間（サイバネティック・システム）、(d)社会学的人間としての人間、

(e)コンフリクトを背負った生きものとしての人間（心理学的人間）などの区別もなされている。

これについて、Rosenkranz, H., Soziale Betriebsorganisation, München / Basel, Reinhardt, 1973, S.75

および、S,68-75. さらに次のことは有益な言明である。「社会学は何ら人間像を持たないし、世

界の認識の特色（デイルタイが述べているような）を持たないで、ただ、人間および世界の観

察の視点だけを持つ。この立場はどうしても特定なものであり、それにもまして断片的であ

る。･･････そして〈全体的〉人間を視野に入れるのではなくて、ただ社会的に行動する人間と

その行動様式だけを視野に入れる特殊科学である」と。Behrendt, R. F., Der Mensch in Licht der

Soziologie, Stuttgart, etc., Kohlhammer, 1962, S,11.

10) Ochsenbauer und Klofat, a, a, O., S,77-79 ; Burrell and Morgan, op,cit., pp.10-19, および pp.21-35.

11) Burrell and Morgan はこの討議の基礎として Dahrendorf と Lockwood を引用し、さらにこれに対

する批判の学者をあげる。また、秩序－コンフリクトの対比での社会についての理論的特色を

次のようにまとめて示す。(p.13)
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社会の秩序を強調する考え
社会のコンフリクトもしくは強制

を強調する考え

安定

統合

機能的調整

コンセンサス

変化

コンフリクト

分解

強制

12) Ochsenbauer. und Klofat, a, a, O., S,78.

13) これについてとくに、Burrell and Morgan, op, cit., pp.25-35.

14) これに関して Burrell and Morgan, op, cit., pp.41-55 で、機能主義的組織理論、解釈的方向づけに

おいてエスノメソドロジー、現象学などを裏づけとする組織理論、反組織理論、ラジカル組織

理論の区別をする。

15) Ochsenbauer und Klofat, a, a, O., S,80-87. また機能主義的組織理論については、Burrell and Morgan,

op, cit., pp.118-226.

16) Fuchs, W., et al. (Hg.) Lexikon zur Soziologie, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1978, S,114 において、

行動倫理の考え方として次のような説明が見られる。「ある行為者のために一定の情況におい

て所与のものとされた、もしくはその行為者によって選択された価値並びに方向づけ尺度（例

えば同じ共同体、同じ職業、同じステイタス）のことであり、それはその人の社会的行為を同

時に決めるものである」と。

17) 木田元他編「コンサイス20世紀思想事典」三省堂、1989年、416頁

18) Ochsenbauer und Klofat は主観的知覚が組織における個人の、特色ある行為モデルの解明の出発

的になったとして、Silverman (1970) をあげている。

19) 例えば、コンフリクトを産業的コンフリクトとしてあげている。Giddens, A., Sociology, Oxford,

Polity Press, 1989, pp.491-498. ここでは労働組合、ストライキなどに言及されている。

20) あらゆる種類のコンフリクトのなかで、スポーツの競技、企業の競争（これにより新製品の開

発が進められる）、国際間の競争などがコンフリクトを特色づける。これらは機能的コンフリク

トと呼ばれる。Hunsaker, P. L. and Cook, C. W., Managing Organizational Behavior, Reading, etc.,

Addison-Wesley, 1986, p.482.

21) 我々はシステムについて本格的文献よりもむしろ、次のものを参照する。Katz, D. and Kahn, R. L.,

The Social Psychology of Organizations, New York, etc., John Wiley & Sons, 1978, pp.17-34. また、人

類学において、「社会の因果的＝機能的特性を探るのに最も向いているのが機能主義の考え方

である、と言えるだろう。機能主義は社会の１つの機械、すなわち動く部品の統合体のような

ものとしてみる」という陳述を得る。これについて、Ｊ．Ｌ．ピーコック、（今福訳）『人類学

とは何か』、岩波書店、1993年、88-89頁。

22) Katz and Kahn, op, cit., pp.2-9.

23) 例えば、Prewo, R., et al., Systemtheoretische Ansätze in der Soziologie : Eine Kritische Analyse,
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Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1973, S,75-79 (passim).

24) 例えば、Luthans, F., Organizational Behavior, International Edition, McGraw-Hill, 1989, p.579.

25) Kast, F. E. and Rosenzweig, J. E., Organization and Management, International Edition, McGraw-Hill,

1985, pp.17-18.

26) コンテインジェンシイ思考について、例えば、Sims, H, P. Jr. and Lorenzi, p., The New Leadership

Paradigm, Park, et al., 1992, pp.34-35.ここではコンテインジェンシイの考えは実際の従業員の行

動を把握し、理解するためのものである。それはマネジャーが環境的コンテインジェンシイの

知識をもとにしてどのような作業背景における行動に作用力を行使するかという、かなり実践

的意味を持つ考えであることがわかる。また、例えば、Luthans, op, cit., p.459 においてもリーダー

シップのコンテインジェンシイ（情況的）次元について語られてる。とくに社会心理学者が情

況変数を追究し始めたと述べられている。

27) オクセンバウアーとクロフアットの引用するのは次のものであるが我々はこれについて参照し

ていない。Pondy, L. R. and Mitroff, I, I., Beyond open System of Organization, in: Cummings, L, L.,

Staw, B, M.(eds.), Research in Organizational Behavior, Vol, 1, Greenwich, Conn.) S,355.

27) この考え方の背景にはもちろん、Boulding(1968) による９つの複雑性レベルがあることがはっ

きりしている。

28) Ｔ．イーグルトン（大橋訳）、『文学とは何か』岩波書店、1993年、35頁。もちろんここではシ

ンボリズムの文学に賛成といっているのではない。またボードレールやマラルメなどの文学を

知らなければシンボリズムの文学について語られないことも我々は知っている。

30) もちろん明示的な言語についての言及は組織文化研究においても怠にされているのではない。

例えば Schein, E. H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bass, 1992, pp.71-

75.

31) Macionis, J, J., Sociology, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1989, pp.66-68. とくに p.68 において

Sapir-Whorf の仮設について触れている。それは言語が提供する範囲の世界しか我々は知らない

ということである。

32) Giddens, op, cit., p700.

33) Ochsenbauer und Klofat a, a, O., S,74.

34) 「民族誌はある特定の生活形態の記述のことであり、生きた人間集団と生活を共にし、それを

観察するフィールドワークという方法を基礎としている。すなわち経済、政治、栄養状態といっ

た抽象化された側面を別々に取り出すのではなく、これらのすべてが互いに関係し合い、さら

に宗教、教育、家族生活、生物学的・医学的・環境的条件といったもろもろの側面とも関わり

あっている状態を全体としてつかもうとするのである。」これについて、ピーコック、前掲書、

54頁。

35) Reed, M. I., The Sociology of Organizations, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1992, pp.104-

105.


