
経営研究所論集　第26号（2003年２月） 121

企業内昇進システムの三つの理念型と能力観

寺　畑　正　英

１．二つの社会移動モデル：競争移動と庇護移動

２．教育システムにおけるトーナメント移動

３．企業組織におけるトーナメント移動

４．日本企業の昇進メカニズム

５．残された問題：昇進の三つのモデルの能力観

　本研究では、企業内の昇進メカニズムが既存の研究でどのようにとらえられている

かを考察する。その上で、既存の昇進メカニズムに関する研究が見落としてきた評価

の問題と人材の能力観に関して言及する。社会移動あるいは職業移動の研究は社会学

において広く行われてきた(1)。たとえば、世代間の職業移動の分析や、階級移動に関

する多くの実証研究が存在する。それらの研究蓄積の結果、社会移動の三つの理念型

が抽出された。それらは競争移動（contest mobility）と庇護移動（sponsored mobility)、

トーナメント移動（Tournament mobility）である。これらの理念型は Turner（1960）と

Rosenbaum（1984）によって、主に提唱された。理念型の形成プロセスはイギリスと

アメリカの教育システムの観察から抽出されたが、後に、Rosenbaum は、それらのモ

デルを企業内の昇進メカニズムに適用した。その結果、企業内の昇進メカニズムにお

いても、社会移動と同様に、三つの理念型に似た移動のパターンがあることがわかっ

た。しかし、このような研究には大きな問題点が存在する。昇進パターンの事実発見

に関するメルクマールとなった三つの理念型であるが、なぜそのような移動パターン

になるのだろうか、という問いかけには答えることが出来ない。その一つの原因とし

て、被雇用者の能力評価に関する問題がある。この三つの理念型はそれぞれ異なった

能力観を持つがゆえに、異なった作動形式を持つ。そこで、本研究では Turner と

Rosenbaum の所説を中心に、企業内の昇進パターンを詳述し、そのようなシステムに

おける被雇用者の能力観に関する考察を行う。

１．二つの社会移動モデル：競争移動と庇護移動

　競争移動（contest mobility）と庇護移動（sponsored mobility）は、Turner が分類した
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社会移動の二つの規範的なパターンである。彼は、イギリスとアメリカの教育システ

ムを観察し、社会における移動のパターンとして、競争移動と庇護移動をモデル化し

た。競争移動のモデルはアメリカの教育システムを想定し、庇護移動のモデルはイギ

リスの教育システムを想定している。

　Turner のいう競争移動とは、競争の参加者が全ての競争に参加する機会を保証する

システムである。競争移動において、エリートの地位は競争に勝ち抜いた報償のよう

なものでり、それぞれの競争には全ての成員に参加する権利が与えられている。それ

ぞれの競争には、ある一定のルールが設けられていて参加者はそのルールに従わなけ

ればならないが、競争に勝ち抜くための戦術は多様な戦術を駆使することが可能であ

る。参加者はあらゆる戦術を駆使して、エリートの地位を勝ち取るために努力を惜し

まない。しかし、全ての参加者に競争の機会が保証され続けるが故に、競争移動にお

いて、誰がエリートの地位に到達するかをはじめから予見することは不可能である。

このように、競争移動においては全ての成員にエリートになれるかもしれないという

「幻想」を与え、最終的な選抜結果は出来るだけ遅延させることによって参加者の努

力を促す。

　一方、庇護移動は、限定された成員があらかじめエリートとなるべき人材として、

隔離され、育成されるシステムである。将来のエリート予備軍は既存のエリートによっ

て選抜される。エリートの地位は特定の外的基準によって授けられる。一旦、エリー

トの予備軍でない集団に峻別されてしまうと、もはやエリートの地位は努力や戦略に

よって与えられるものではない。

　Turner が二つの移動規範を分ける理由は、規範によって求められる社会的コント

ロールの方法が異なるからである。全ての社会システムはそのシステムへの成員のロ

イヤリティを維持する問題に直面している。そのロイヤリティの維持は規範や価値を

通じて行われている。システムに存在する財を多く受け取っているメンバーは、多く

受け取っていることによって十分受益している。しかし、社会の財を相対的に少なく

しか受け取っていないメンバーのロイヤルティをどのように維持するかは理念型に

よってことなる。競争移動ではエリートになる可能性があるという「幻想」を成員に

抱かせることによって、ロイヤルティを維持する。一方、庇護移動では大部分の成員

を自分はエリートに向かない人間だと思いこませ、エリートである人間は自分とは違

うと思いこませることによって冷却し、限定的な階層の中での希求水準を下げさせる

のである。

　この二つの規範がもっとも明確に適用できるのがイギリスとアメリカの教育システ
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ムであると Turner は考えている。アメリカの高校の教育システムは成績の優れた生徒

と劣った生徒を分離することを避け、可能な限り成績別クラスのあいだの移動のチャ

ネルを確保している。一方、イギリスの教育システムは初期の段階から有望な人材と

そうでない人材を分類し、有望な人材には特別な訓練を施し、そうでない人材には冷

却の社会化を行う。このような二つの移動規範に基づく社会的コントロールの効果は

生徒の志に関する研究に顕著に現れている。アメリカでは高校の生徒の希望する職業

の分布が、現実の職務機会の分布と比較して非現実的である。イギリスの方が現実的

である。

　競争移動と庇護移動の組織化が存続し続ける要因はイギリスとアメリカの学校シス

テムの四つの特徴によって説明される。

　(1) 教育そのものの価値は二つの規範によって違いがある。庇護移動の下では、学

校はエリートの文化を植え付けることに価値があり、そのような植え付けに適した形

態が求められる。ノン・エリートの教育はほとんど価値が置かれておらず、最大限の

教育資源がエリートに向けられる。アメリカの競争移動では、教育は上昇移動の手段

として価値づけられており、教育の内容にはなんの価値も与えられていない。

　(2) アメリカでは最後の段階まで全ての人間が競争を続けることを強調している。

アメリカの社会では、優れた人間に投資をすることは否定的であるが、劣った人間に

投資をすることは肯定的である。生徒には常に上昇移動の機会が与えられている。大

学内も本当の競争のように行われいる。生徒は競争的な基準を与えられ、それに合格

しつづけた少数の入学者のみが卒業の栄誉を与えられる。このシステムはイギリスと

対照的である。

　(3) 移動のシステムは教育の内容に影響を与えている。庇護移動の社会ではエリー

トの教育は実践的な価値よりも、階級内の規範やエリートの行動様式を植え付けるこ

とに価値が置かれており、実践的な価値のない内容に重点が置かれている。アメリカ

の競争移動の社会でも、実際の教育内容はそれほど職業に直結する内容であるわけで

はないが、実践的な利益に価値がおかれ、職業につながる教育に重きが置かれている。

　(4) 階級間移動の訓練は競争移動のシステムに特有のものである。庇護移動の社会

では企業の新卒採用は同質的な階層から行われ、ルールに関するコンセンサスが得ら

れている。そして、彼らはルールを理解することによって社会的に成功する。イギリ

スの教育システムでは、既存のエリート出身の子弟はエリートの教育を受け、大衆層

出身のエリートは大衆層向けの教育を受けるので、同階層のルールを継承するための

教育がなされているといえる。競争移動の社会ではエリートを希望するものは既存の
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エリートと大衆の両方の出身である。その二者は異なったルールに従っている。従っ

て、調整訓練は学校システムによって授けられている。

　Turner の示した競争移動と庇護移動のモデルは階層間の社会移動のモデルとして支

配的な位置を占めている。この二つのモデルは、社会をデザインし、コントロールす

る主体の後継者として能力の高い人材を選抜する方法の二つの類型を示していると言

える。

　二つのモデルは選抜のタイミングとグループの分離の仕方に関して二つの特徴を備

えている。選抜のタイミングは、エリートを決定するタイミングを最後まで遅延させ

る場合と、最初に決定する場合の二つに分けられる。一方、グループの分離の方法は、

まったくグループ分けをしない場合と、明確にグループ分けをした上で、グループ間

の交流をほとんど行わない場合とに分けられる。意思決定のタイミングとグループの

分離の仕方は、二つのシステムの投資効率と動機付けに大きな影響を及ぼしている。

　投資の効率とは、社会をコントロールする人間として育成するために訓練する投資

の効率性を指す。ある社会に属する全ての人間に均等に投資することは、最終的にど

の人間が勝ち抜くかわからないので、非効率的になる。訓練投資の投資額を一定とす

れば、全ての成員に均等に投資を行わなければならないにも関わらず、その中で実際

に勝ち抜くのはごく一部である。つまり、事後的な合理性に照らし合わせれば、非効

率であるといえよう。それに対して投資する額が同じであっても、限られた人間にし

か投資されなければ、限られた多くの投資を振り向けることが可能であるので、効率

的であると言える。前者が競争移動の規範であり、後者が庇護移動の規範である。

　動機付けの側面とは競争に参加している成員個人個人に機会を与えることで競争意

欲を引き出すことである。競争に参加する成員が競争のルールを理解しているなら、

上昇移動する機会を与えられた人間の動機は高まると考えられる。競争移動は全ての

競争機会に参加する資格を全ての成員に与えているため、競争が加熱することが考え

られる。しかし、庇護移動のような社会の場合、あらかじめ上昇移動する成員と移動

しない成員を分離するため、上昇移動が出来ないグループに分離された成員は動機を

得ることが出来ない。

　このように、システムの投資効率と動機付けの側面を考慮すると、意思決定のタイ

ミングと分離の方法は選抜システムの重要な側面である。能力の高いエリートを選抜

し育成する目的を持つシステムが、その社会に所属する成員の動機付けを重視する場

合には競争移動の様式を選択する。エリートを決定するタイミングを最後まで遅延さ

せ、全ての成員に競争の機会を与える。一方、投資の効率を重視する場合は、庇護移
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動の形式を採用し、エリートである人材を最初に明確に分類し、エリートと非エリー

トの間の交流をほとんど行わずに、限られたグループにのみ投資を行うのである。

Turner は競争移動と庇護移動について、動機付けと投資効率の二つの特徴的な側面を

イギリスの教育システムとアメリカの教育システムを比較することによって抽出した。

２．教育システムにおけるトーナメント移動

　Rosenbaum は、Turner の二つの移動モデルに疑問を投げかけた。Turner のモデルは

社会の設計者の視点から見た、あるべき移動の様式を示した。しかし、Turner がアメ

リカの教育システムから抽出したと考える競争移動がアメリカの現実の教育システム

を反映していないのではないか、という疑問を Rosenbaum は抱いたのである。そして、

現実の教育システムの構造としてのトーナメント移動を抽出した。

　彼はハイスクールのトラッキング調査によってトーナメント移動の様式を抽出した。

Rosenbaum は住民の社会的出自が均質的なアメリカの小規模都市(2)の高校を観察対象

とし、学校の全ての管理職とカウンセラー、先生、上級生に対するインタビューと学

校の公式記録、191名の質問票調査を行った。特に、学校の公式記録データは生徒のカ

リキュラムのコースによる成績を詳細に追跡し、全てのコースの長期間に渡る実際の

構造を把握することが出来るデータを利用した。

　トラッキングとは「生徒の資質や学力、あるいはアスピレーションによって学級編

成を同質化することを意図した学校の選抜システム(3)」である。トラッキングは能力

別集団や進学と就職のような進路別集団に区別できるが、この二つは混合している場

合も多い。しかし、学校の公式のシステムとしては、進路別の集団は存在せず、あく

まで、個々の科目の能力別編成となっている。

　Rosenbaum が調査した高校の管理職や進路指導者はあくまで競争移動の規範を支持

している。つまり、所属するトラックによって生徒の将来が決定されてはならないと

彼らは考え、能力別のクラスは一切固定されていない。コースの変更はいつでも行え

ると高校の資料では唱われており、各々のコースの必要な要件は明示されている。そ

の要件さえ満たされれば、生徒はコースを変更することは出来る。つまり、科目によっ

てトラックは異なり、トラック間の移動もかなり頻繁に行うことが可能な構造になっ

ている。
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表１　歴史のクラスと英語のクラスの所属割合

歴史のクラス

大学進

学上級

大学進

学下級

就職 一般上

級

一般下

級

大学進学上級 83.3％ 3.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

大学進学下級 16.7％ 96.0％ 0.5％ O.0％ 1.5％

就職 0.0％ 0.7％ 99.0％ 29.4％ 6.2％

一般上級 0.0％ 0.0％ 0.0％ 70.6％ 3.1％

一般下級 0.0％ 0.0％ 0.5％ 0.0％ 89.2％

英
語
の
ク
ラ
ス

合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

注：クラスはほぼ成績順に決められており、大学進学上級が最も高い

レベルで、一般下級が最も低いレベルである。

出所：Rosenbaum（1976)、p.35ただし太枠は筆者

表２　英語のクラスと数学のクラスの所属割合

英語のクラス

大学進

学上級

大学進

学下級

就職 一般上

級

一般下

級

大学進学上級 66.7％ 8.6％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

大学進学下級 33.3％ 83.6％ 0.5％ 29.4％ 4.4％

一般数学 0.0％ 2.3％ 1.0％ 5.9％ 45.6％

数学選択なし 0.0％ 5.5％ 98.0％ 64.7％ 50.0％

数
学
の
ク
ラ
ス 合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

注：英語と数学の場合、クラスの名称が異なるが成績順というわけ方

は変わらない。ただし数学の場合は選択なしも含まれる。

出所：Rosenbaum（1976)、p.35ただし太枠は筆者

　しかし、組織をデザインする主体である学校の意図に反して、Rosenbaum は事実と

してのトラック移動は競争移動のモデルと異なった様式を示していると指摘している。

実際に、科目によってトラックが異なる生徒は極めて少数で、多くの生徒は科目毎の

トラックは同じである場合が多かった。つまり、高校の指導者側の言明とは別に、ほ

とんどの生徒は主要科目に関しては同じトラックにわけられている。表１は第10学年

の英語と歴史のクラスの在籍者の割合である。太い枠の中は、英語のクラスと歴史の

クラスのレベルが一致している生徒の割合である。二つの科目の対応度は非常に高い。

英語と歴史で異なったクラスに所属する生徒は５％以下である。英語と歴史は類似の

スキルが求められているから、トラックが同じになると考えることも出来るが、英語

と数学というクラスをみても多少のばらつきは出てくるが、ほぼ同一の傾向にあると

いえる（表２）。

　ある一時点の明確なトラックの存在はほぼ証明されたが、このシステムが競争移動
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表３　第９学年と第12学年のトラック移動

第９学年

大学進学 就職上級 就職下級 一般

大学進学上級 16.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

大学進学下級 54.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

就職上級 4.3％ 47.4％ 16.0％ 0.0％

就職下級 5.4％ 36.8％ 44.0％ 55.6％

一般上級 10.9％ 0.0％ 4.0％ 0.0％

一般下級 8.7％ 15.8％ 36.0％ 44.1％

第
１２
学
年

合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

出所：Rosenbaum（1976)、p.37ただし太枠は筆者

の様式であるのかどうかを知るためにはトラック間の生徒の移動が頻繁に行われてい

るかどうかを示さなければならないはずである。そこで、Rosenbaum は第９学年と第

12学年のトラック間移動がどのように行われているかを観察した（表３）。データの制

約により、若干カテゴリーがずれているため、前述のトラックの確定ほど詳細なカテ

ゴリーの分類はできない。しかし、大きく分けて大学進学トラックと非進学トラック

の間には大まかなパターンは存在する。そのパターンとは上級のトラックから下級の

トラックへ移動する生徒は三割程度見られるが、下級のトラックから上級のトラック

へ移動する生徒はほとんど見られないという結果である。非大学進学組が大学進学組

に上昇移動することはない。一方大学進学組が非大学進学組に下降移動することはあ

る。彼はその構造を以下の三点にまとめている。

　(1) 大学進学トラックの大部分の生徒はそのトラックに残留している。

　(2) 非大学進学トラックの全ての生徒は非大学進学トラックに残っている。

　(3) 大学進学トラックで成績の低迷している生徒の多くは非大学進学トラックへ

コースを変更しており、非進学トラックから上級の大学進学トラックに移動している

人はほとんどいない。

　Rosenbaum はこれらのクラス分けは生徒の将来を大きく規定していることを示して

いる。大学進学クラスの上級では一流大学に進学するものも多いが、下級クラスでは

名門校に入る生徒は少なく、就職クラスにいたっては大学に進学するものもほとんど

ない。このように、高校のトラッキングシステムは、生徒の将来までも規定するほど

大きな力を持つメカニズムであるにもかかわらず、当事者はトーナメント移動による

経路依存性をほとんど認識していない。

　下級のトラックから上級のトラックへの移動は少ないが、上級のトラックから下級

のトラックへの移動はある程度見られる。つまり、上級のトラックの中で、常に勝ち
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進まないと下級のトラックへと移動することはあるが、下級のトラックから上級のト

ラックへと敗者復活をすることは難しい。この移動は機会の平等が続く競争移動では

なく、トーナメント移動であると Rosenbaum は考えた。つまり、ここでいうトーナメ

ントとは、「勝てば､次の回に進む権利が得られるが負ければ復活の余地はない。(4)」

システムである。

３．企業組織におけるトーナメント移動

　Rosenbaum は、ハイスクールのトラッキング調査によって、トーナメント移動の様

式の原点を確立し、組織内の被雇用者の移動に応用した。そして、トーナメント移動

のより明確なパターンを確立した。学校システムにおけるトーナメント移動とは若干

のコンテクストの相違があるが、Rosenbaum はトーナメント移動のモデルを企業内の

被雇用者の移動に適用し、13年間にわたる企業の被雇用者のキャリアを分析した。彼

は企業内のキャリア移動でも競争移動に基づいた規範を批判した。キャリア移動にお

ける競争移動の規範を体現しているモデルは経路独立モデルである。つまり、ある地

位に到達している被雇用者はそれまでの昇進パターンと関わりなく、公開の競争に

よって、その地位に選抜されるという説明である。しかし、Rosenbaum の実証分析は

トーナメントモデルを支持している。ある人のキャリアの初期の移動はその人の後の

キャリアのパラメーターと関係がある。つまり、初期の移動パターンがキャリアの上

限とキャリアの下限、次の時期の昇進と降格の可能性等を決定する。

　Rosenbaum の主眼はある個人のキャリアが将来のキャリアに影響を及ぼすかとい

う問題である。この問題はいくつかの領域で議論されている。社会における地位達成

モデルの研究の中には、ある時期の収入と職業は前の時期の収入と職業から影響を受

けると言う結論を引き出しているものもあるが（Featherman、1971)、ほとんどの研究

では歴史効果は否定されている（Hodge、1966；Kelley、1973)。つまり、移動モデル

では、過去の職務の経路によって影響を受けない経路独立モデルであると仮定するこ

とが望ましいと考えられてきた。

　Rosenbaum はこれら仮定は非現実的であると退けている。人的資源管理の領域では、

組織内移動の歴史効果に言及しているし、その結論は地位達成モデルの経路独立モデ

ルの仮定とは異なる（Martin and Straus 1959)。組織は新しい被雇用者を育て上げて、

異なった訓練や社会の経験をつませようとする。この選抜や配置は年齢や職務経験だ

けでなく特定のキャリアの歴史に基づいて後に評価が繰り返されるといったプロセス

が描写されている。
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　しかし、Rosenbaum 以前の研究は選抜や社会化のプロセスを描写しているが、長期

のキャリア・パターンを徹底的に検証するといった研究はなされていない。長期にわ

たるミクロレベルの調査には困難がともなうが、キャリア経路の研究は組織の経路依

存性の問題をより直接的に検証するべきであろうと彼は述べている。

　トーナメント移動の中心的な原理は各々の選抜時点における勝者と敗者の弁別であ

る。勝者はより高いレベルで、競争する機会を与えられるが、より高いレベルが勝ち

取れる保証を得られるわけではない。一方、敗者は低いレベルでの競争のみが許され、

その先への昇進の可能性はほとんどない。競争移動では勝者も敗者もより高いレベル

に到達する機会を保証されている。庇護移動では初期の選抜の結果によって、敗者の

その後の昇進の可能性はたたれている。トーナメント移動の場合は選抜の連続的な段

階において勝者の集団から徐々に、競争者が振り落とされていくのである。このよう

な意味で、トーナメント移動は競争移動と庇護移動の再定式化であるといえる。

　これまでのアメリカの移動の研究は職業の変化に焦点を当てていたが、実は最も一

般的な形態であるはずの職業内や組織内の移動のパターンは見落とされている。組織

や専門職の階層においてレベルをかえることが多くの職業における職業移動であるが、

そのような職業地位の移動に関する古典的モデルはキャリアの移動の実態を反映して

いない（Blau and Duncan、1967)。また、社会学者は一般的に収入を地位達成の尺度と

して使っているが、収入はきわめて曖昧な尺度である。

　組織内のレベルのカテゴリーは多様なカテゴリーをもっている。どのような役割が

与えられているか、あるいはどのくらいの給料を与えられているか等が職業的な地位

によって決められている。Rosenbaum はそのような企業内の地位の実態に即した職業

移動の研究を提供することを目指していたのである。

　Rosenbaum の観察した企業は、１万人から１万５千人を雇用するフォーチュン500

の平均より僅かに大きな企業の部類に入るＡＢＣＯ社である。観察期間は1962年から

1975年までの13年間の被雇用者の地位の移動を調査した。この調査の分析のために完

全な企業の社員の記録を入手している。この研究では、被雇用者のレベルのカテゴリー

のみを入手しており、業績の評価等の情報は入手していない。この企業では８つの地

位のカテゴリーがある。(1)非管理職（nonmanagement)、(2)フォアマン（foreman)、

(3)下級管理職（lower management)、(4)中間管理職（middle management)、(5)上級管

理職（upper middle management)、(6)下級経営層（lower top management)、(7)副社長

（vice president)、(8)社長（president）である。しかし、今回の分析では最初の五つの

地位のみが対象となっている(5)。
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　彼の研究対象は1960年から1962年までに入社し、少なくとも1975年まで残った非雇

用者である。対象者は671名であり、全ての対象者が最下層のレベルからキャリアを始

めている。13年間のうち、1962年と1965年、1969年、1972年、1975年とほぼ三年間の

間隔をおいて、分析を行った。

　彼の提示した仮説は５つある。

　仮説１．キャリアパターンの存在

　企業内のキャリア移動はランダムで平等な機会を与えられたモデルとは異なったモ

デルである。被雇用者は限られたキャリア・パスしかもたない。

　仮説２．経路依存性

　現在同じ地位を占めている被雇用者でもその地位に到達する経路は異なっている。

　仮説３．早い昇進の経路

　早く昇進した被雇用者は昇進の遅い被雇用者とは異なった昇進の機会を与えられる。

　Ａ．早く昇進した被雇用者は遅い被雇用者より上位の地位に昇進する可能性が与え

られている。

　Ｂ．早い時期に昇進した被雇用者は遅く昇進した被雇用者よりも管理者（フォアマ

ンより上のレベル）へ昇進する機会を多く与えられている。

　Ｃ．早い時期に昇進した被雇用者はより高いキャリアの上限を与えられ、遅く昇進

した被雇用者より高い地位へ行く機会を与えられている。

　Ｄ．早い時期に昇進した被雇用者は遅く昇進した被雇用者より高いキャリアの下限

を与えられている。

　仮説４．後の昇進の非保証性

　早い時期に昇進したとしても、その後の連続的な移動を保証しているわけではない。

　仮説５．後の昇進の経路

　トーナメント移動で競争にとどまるためには昇進し続けなければならないので、中

間管理職に到達する機会を得るためには、早い時期に昇進している被雇用者は次の

期間も昇進し続けなければならない。

　個々に挙げた仮説を検証することによってトーナメント移動の存在を示すことが出
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図１　経路依存性のモデル

�

出所：Rosenbaum（1984)、p.49より筆者が修正

来ると Rosenbaum は考えている。仮説１はこれ以降の４つの仮説が検証されてはじめ

て検証される仮説である。

　仮説２の経路依存性の検定は以下のように行われている。この仮説の検定は被雇用

者が現在の位置を獲得するまでの経路が彼の後のキャリアに関連するかどうかを示せ

ばよい。彼の想定している経路は図１のような移動を想定した経路である。Ｄ時点で

同じ地位を占めている二人の被雇用者がいるとする。一人は、ｔ１から、ｔ２にかけ

て昇進し、ｔ２からｔ３ではその地位にとどまっている。一方、もう一人はｔ１から

ｔ２では、Ｌ１にとどまっているが、ｔ２からｔ３にかけて昇進している。この二者

では異なった昇進の機会が与えられていると解釈する。従って、ｔ１とｔ３の地位が

同じであっても、ｔ２の地位が違うということによって、経路が異なり、その後の昇

進に影響を及ぼすというのが、経路依存性である。

　例えば、表４では1965年にフォアマンであった被雇用者と下級管理職であった被雇

用者の1962年の地位と1969年の地位を示している。1962年で非管理職であり1965年に

フォアマンであった被雇用者は1962年時点でフォアマンであり、引き続き1965年も

フォアマンである被雇用者より、明らかにその後の昇進の確率が高い。この期間の下

級管理職のデータは統計的な有意性が低いゆえに検証不可能である。

地
位
の
レ
ベ
ル
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表４　1965年のフォアマンと下級管理職の移動人員

1965年にフォアマンである被雇用者の1962年と1969年の地位

1969年の地位

フォアマン 下級管理職 中間管理職

非管理職 11 31 ８1962年の地位

フォアマン ６ ３ １

P＝.02

1965年に下級管理職である被雇用者の1962年と1969年の地位

1969年の地位

下級管理職 中間管理職

非管理職 ９ ８

フォアマン ２ ２

1962年の地位

下級管理職 ０ ２

P＝.17

出所：Rosenbaum（1984)、p.49

表５　1969年のフォアマンと下級管理職の移動人員

�1969年にフォアマンである被雇用者の1965年と1972年の地位

1972年の地位

非管理職 フォアマン 下級管理職

非管理職 ２ 89 151965年の地位

フォアマン ０ 16 ０

P＝.09

1969年に下級管理職である被雇用者の1965年と1972年の地位

1972年の地位

下級管理職 中間管理職

非管理職 21 ０

フォアマン 29 ４

1965年の地位

下級管理職 11 ０

P＝.43

出所：Rosenbaum（1984)、p.51

　次に、表５は、1969年にフォアマンであった被雇用者と下級管理職であった被雇用

者の1965年の地位と1972年の地位を示している。この期間もフォアマンに関しては統

計的に有為であるが、下級管理職は有意でない。

　同様に、表６は、1972年にフォアマンであった被雇用者と下級管理職であった被雇

用者の1969年の地位と1975年の地位を示している。フォアマンではやはり統計的に有

為ではあるが、この期間は全てのレベルの移動が減少しているので、統計的な検証す

るのが難しい。
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表６　1972年のフォアマンと下級管理職の移動人員

��1972年にフォアマンである被雇用者の1969年と1975年の地位

1972年の地位

非管理職 フォアマン 下級管理職

非管理職 １ 60 １1969年の地位

フォアマン １ 93 ８

P＝.03

�1972年に下級管理職である被雇用者の1969年と1975年の地位

1972年の地位

フォアマン 下級管理職 中間管理職

非管理職 ０ 15 ０1969年の地位

フォアマン １ 59 ２

P＝.31

出所：Rosenbaum（1984)、p.51

　結局、下級管理職レベルでは、移動数が少ないこともあって統計的な検証を行うこ

とは難しい。しかし、フォアマンレベルでは経路依存性を検証することが出来たであ

ろうと Rosenbaum は結論づけている。

　次に早い昇進の経路の仮説はキャリア・ツリー（career tree）を描写することによっ

て、分析を行っている。図２は、1962年に入社した被雇用者を対象に、1975年まで残っ

ていた人を13年間追跡したものである。統計的な分析では有意にならなかったが、こ

の図からわかるように、同じ地位を占めている人でも、多くのキャリアのラインがあ

り得ることがわかる。しかし、全ての人にそれらの可能なパターンが示されるわけで

はない。キャリア・ツリーに示されているように、圧倒的に多くの被雇用者は非管理

職の地位に止まっている。つまり、競争移動が示すオープンな競争のメカニズムが存

在しているわけではない。

　この企業のキャリア・ツリーには、いくつかのパターンが存在すると思われる。キャ

リアの経路はひとつの出発点から始まっているが、被雇用者のグループは徐々に、分

化していく。そして、その分化の程度はその被雇用者の最初のキャリアの昇進スピー

ドという歴史的特徴に関連づけられる。企業内移動のトーナメントモデルでは明確な

競争は存在しないし、敗者の決定を公にするということはないが、昇進のスピードと

いう形で、暗黙のうちに示されている。競争に敗退した被雇用者は最初の数年のうち

には昇進することはない。潜在的な移動の可能性を奪うことで、敗退のラベルを貼っ

ているのである。トーナメント移動では各々の競争で早く昇進することが被雇用者に

とって重要である。ある地位に長く停滞することは敗者のラベルとなりうるからであ

る。
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図２　1962年に入社した被雇用者のキャリア・ツリー

注：括弧内は前の時点にあるレベルに在籍した被雇用者に占める移動者の割合を示す。例えば、1965年に

フォアマンだった被雇用者がそのままの地位にとどまったのは10人で20.4％、下級管理職に移動した

の31人で63.3％、そして、中間管理職に昇進したのが８人で16.3％である。

出所：Rosenbaum（1984）、p.53

　仮説の３Ａを検証するために次のような検証を行っている。第一期 (1962-1965) に

昇進しなかった被雇用者と昇進した被雇用者では、第二期 (1965-1969) に昇進する可

能性がどのように違うかを検証した結果、第一期に昇進した被雇用者の方が第二期で

昇進する機会が多いことが判明した（表７(a)）。さらに第二期以降の時期に昇進する

可能性についても検証した結果も有意に第一期の昇進した被雇用者の方が可能性が高

いことがわかった（表７(b)）。

　次に仮説３Ｂを検証するために、第一期に昇進した被雇用者とそれ以降に昇進した

被雇用者を比較し、彼らが1975年までにレベル３に到達した人数を示している（表８

(a)）。第一期にフォアマンに昇進した被雇用者はそれ以降に昇進した被雇用者より、

管理職に昇進する可能性が高い。レベル３は下級管理職であり、非管理職と下級管理

職の間にはフォアマンしかレベルが存在しないので、フォアマンにどれだけとどまっ

ていると管理職になりにくいかを見るために、仮に、６年で、レベル３に到達した被

雇用者と到達しなかった被雇用者を比較すると第一期に昇進した被雇用者の方が圧倒
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表７　第一期に昇進のその後の昇進への影響

(a)

第二期の昇進した被雇用者
第二期に昇進しなかった

被雇用者

第一期の昇進した

被雇用者
47 20

第一期に昇進しな

かった被雇用者
128 476

p＜ .001

(b)
1965年-1975年に昇進した

被雇用者

1965年-1975年に昇進しな

かった被雇用者

第一期の昇進した

被雇用者
49 18

第一期に昇進しな

かった被雇用者
206 398

p＜ .001

出所：Rosenbaum（1984)、p.56

表８　第一期の昇進のレベル３への昇進の影響

(a)
1975年までにレベル３に到

達した被雇用者

1975年までにレベル３に

到達しなかった被雇用者

第一期に昇進した

被雇用者
56 11

第二期以降に昇進

した被雇用者
42 86

p＜ .001

(b)
６年でレベル３に到達した

被雇用者

６年でレベル３に到達し

なかった被雇用者

第一期に昇進した

被雇用者
40 ９

第二期以降に昇進

した被雇用者
42 84

p＜ .001

出所：Rosenbaum（1984)、p.56

的に６年以内にレベル３に昇進する確率が高くなる（表８(b)）。

　仮説３Ｃのキャリアの上限に関してはすでにキャリア・ツリーを見ればわかる通り、

初期に昇進した被雇用者がレベル４やレベル５等の中間管理職に到達している。表９
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表９　第一期に昇進した被雇用者とそれ以降に昇進した被雇用者の上級管理職の昇進比率

1975年までにレベル４ある

いはレベル５に到達した被

雇用者

1975年までにレベル４あ

るいはレベル５に到達し

なかった被雇用者

第一期に昇進した

被雇用者
22 45

第二期以降に昇進

した被雇用者
０ 128

p＜ .001

出所：Rosenbaum（1984)、p.56

表10　第一期に昇進した被雇用者とそれ以降に昇進した被雇用者の降格比率

降格した被雇用者 降格しなかった被雇用者

第一期に昇進した

被雇用者
０ 49

第二期以降に昇進

した被雇用者
４ 124

n.s.

出所：Rosenbaum（1984)、p.56

でも示されているように、第一期に昇進した被雇用者のおよそ三分の一がレベル４あ

るいはレベル５に到達している。一方、第二期以降に昇進した被雇用者でレベル４あ

るいはレベル５に到達した被雇用者はいない。

　仮説３Ｄのキャリアの下限に関しては表10で示されている。第一期に昇進した被雇

用者は降格はしていないが統計的な有意を示すことは難しい。降格の例がほとんど存

在しないからである。

　次に、昇進の非保証性に関してはキャリアツリーを参照すればわかるように、必ず

しも初期に昇進した被雇用者がフォアマン以上の昇進を保証されているわけではない

ことがわかる。

　仮説５では、トーナメント移動は最初の昇進だけでなく連続的な期間の全ての昇進

機会が重要であることを示している。統計的な有意性を示すことは出来ないが、キャ

リア・ツリーによると第一期に昇進した被雇用者は優位性をもっているが、それは第

二期も昇進した時だけである。第一期でフォアマンに昇進した49人のうち、第二期に、

フォアマンにとどまったのが10人いるが彼らはその後の三期間で昇進する機会にほと

んど恵まれていない。第一期に下級管理職に昇進した17人のうち、第二期に下級管理

職にとどまった９人も同じである。表11では、第一期と第二期に昇進した被雇用者と
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表11　初期の昇進と高位のレベルへの昇進の関係

レベル４あるいはレベル５

に到達した被雇用者

レベル４あるいはレベル

５に到達しなかった被雇

用者

第一期あるいは第

二期に昇進した被

雇用者

19 28

第一期に昇進した

が第二期に昇進し

なかった被雇用者

１ 18

p＜ .005

出所：Rosenbaum（1984)、p.56

第一期は昇進したが第二期は昇進しなかった被雇用者がレベル４あるいはレベル５に

到達する割合を示している。つまり、仮説５で示された、中間管理職に到達するため

には常に競争で勝ち抜き続けなければならないという仮説はほぼ検証されていると考

えられる。

　Rosenbaum の研究は、学校システムにおける社会移動のモデルの検討からはじまり、

キャリア移動のモデル化に貢献をした。Turner が示したような規範的な移動のパター

ンはあくまで移動パターンの純粋型であり、特にキャリア移動のモデルとしては不適

合を示している。彼は企業のキャリアパターンを詳細に分析することによって、人的

資源管理の領域で、一般的に語られていた年功昇進と長期雇用の慣習という議論に対

してもインプリケーションを与えていると思われる。

４．日本企業の昇進メカニズム

　Rosenbaum のトーナメント移動はその後の人的資源管理の領域で、支配的なモデル

になった。しかし、彼の研究はそのコンテクストの設定に若干の問題がある。例えば、

彼のキャリア研究は学歴の効果を排除していない。同質な社会的属性の被雇用者にお

けるトーナメント移動を検証するため、様々なコンテクストでトーナメント移動の追

試、あるいは変異型の追求がなされた。

　花田（1987）は Rosenbaum のキャリアツリーによる分析方法を日本の大企業５社に

適用した。彼はこれまで日本的経営としてもてはやされてきた終身雇用制度や年功昇

進といった制度に対する認識に反論を加えた。そのようなシステムの中では、昇進競

争が乏しいというプリミティブな認識に対して、実証的なデータによる反論を試みた

のである。例えば、花田の以前の調査ではある大企業で部長になる確率は25％、次長



企業内昇進システムの三つの理念型と能力観138

で25％であり、しかもこの部長あるいは次長になる可能性は課長昇進の第一次選抜、

第二次選抜に入らなければ著しく低くなるというものである（若林、1986)。このよう

な選抜が行われているとするなら、日本企業に特有の競争原理が存在するはずであり、

その原理を知ることによって、抽象的な年功昇進というものを明らかにしようと彼は

考えた。

　花田の分析は基本的に Rosenbaum のキャリアツリーの手法を踏襲している（図３）。

国内メーカーのＡ社で昭和30年に入社した大卒男子は、８年後には全員係長に昇進し

ている。この企業の場合、ひとつの職位に最低４年は滞留しなければならないので、

最も早く昇進している人は４年おきに昇進している。この企業の昇進パターンは典型

的なトーナメント移動であるといえる。この企業の職制に合わせて、大卒男子は管理

職コースと専門職コースと担当職コースに分かれているが、課長に昇進する段階で最

も早い入社12年目に昇進した人を中心に管理職コースに分類され、その次に早い13年

目に課長に昇進した人が専門職コース、そして、それ以降に昇進した人が担当職コー

スに分類されている。つまり、少なくとも12年目に課長に昇進しなければ、この企業

ではより上級の管理職に昇進しすることは期待しにくいと言うことである。また、専

門職コースと担当職コースは転籍・退職の確率が高くなっており、そもそもトーナメ

ントで勝ち進めない人は企業に残ることも難しい状況になっている。

　この企業では管理職と専門職、担当職というカテゴリーによって職務の待遇が著し

く異なる。管理職コースの社員は職務の専門性を無視した異動により、幅広い経験を

積ませ、ゼネラリストとして養成している。一方、専門職の社員に対しては、特定の

機能に関しての経験を積ませ、異動も同じ領域に限定された仕事を担当させる。同じ

役職であっても管理職コースの場合は、実際の部門で部下をもっているが、専門職コー

スの場合は担当の役職であって専門の部門を持たない。このいずれにも入らないのが

担当職である。このコース別の社員の割合は管理職コースが20％、専門職コースが24％

であり、担当職コースは実に49％の人が含まれている。

　このように、学歴効果を排除した同質的な日本企業のサラリーマンにおいても、

Rosenbaum が議論したトーナメント移動の存在が検証された。Rosenbaum のモデルで、

説明された五つの仮説、すなわち、キャリアパターンの存在という大きな仮説とそれ

を支持する経路依存性、昇進のスピード、昇進の非保証性、そして連続的な昇進機会

の勝ち抜きの仮説がほぼ当てはまると考えられる。終身雇用と年功昇進といったイ

メージによる日本企業の昇進システムは、実は、Rosenbaum の指摘したトーナメント

移動と同じ性質を持った厳しい競争原理が働いている｡花田は典型的なトーナメントの
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図３　Ａ社の大卒男子のキャリア・ツリー

注：各枠内の数値は昇進にかかった年数を意味する。各線上の数値は昇進した者の比率。

出所：花田（1987）、p.46

モデルを官僚制的人事制度の昇進システムと名付け、その他に、二つの選抜モデルを

検討しているが、中でも企業の人事制度にとって最も望ましいモデルとして革新的人

事制度における昇進・昇格モデルを挙げている。この人事制度を採用している企業は

明確に敗者復活のコースを確保するようにしている。実際のその企業は敗者復活の制

度を明言しており、その移動パターンにおいても、昇進の遅れた社員が再び早い昇進

のトラックに移動している割合が高い。つまり、きわめて、競争移動に近い規範を用

いている企業も存在するということである。

５．残された問題：昇進の三つのモデルの能力観

　このように、トーナメント移動は Rosenbaum が示した事例にのみ当てはまるわけで

はなく、様々なコンテクストの中であてはまるモデルとしての多くの追試が行われて

きた（今田・平田、1995；八代、1995)。トーナメント移動の基本原理が明らかにされ、
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企業内の移動パターンに多少の差はあっても、トーナメント移動の形態をとることは

わかってきた。

　しかし、これらの研究が言及していない問題がある。それは現実の企業の中で、昇

進の意思決定を行うときの基準になにを用いるか、という問題である。Rosenbaum は、

過去の職務の経験のパターンによって、被雇用者の将来の昇進のパターンが決まると

いう説明の経路をたどった。彼自身はマクロの昇進パターンとミクロの人間行動の中

間の説明経路を提唱したと述べているが、過去の昇進の経路が将来の昇進に影響を及

ぼすという説明はミクロの人間行動の評価をどのように行って昇進に反映しているの

か、という問題を扱っていない。トーナメント移動における最初の昇進決定にどのよ

うな基準を用いるかはいくつかの説明が考えられる。例えば、学歴によって、最初の

昇進が決まるということもあり得るだろう。トーナメント移動の移動規範の目的は最

も有能な人材を選抜していくためのシステムであり、その能力を示す指標として業務

能力の評価を行うこともあるであろう。実際、人的資源管理の教科書には、被雇用者

の業績評価の方法が延々と記述されており、その評価を用いて昇進の意思決定を行う

べきであることが明記されている。これまでの昇進の議論は、業績の評価がいわば「客

観的に」行われて、その評価の結果が移動のパターンにあらわれているといっている

に過ぎない。あるいはそもそもどのような評価が行われて昇進パターンに反映される

か、といった問題に考え及んでいないと思われる。

　三つの理念型は、ある能力観とそれに基づいた評価のプロセスを前提として議論を

している。選抜される従業員の能力観に関してどのような前提を持っているのだろう

か。まず、競争移動における前提は一回一回の昇進に関する競争を客観的に評価して

従業員を選抜することに重点を置いている。全ての人々に競争機会が与えられており、

たとえ一度競争に敗退しても次にも競争の機会が与えられている。各々の競争機会は

その競争にとって適切な評価基準によって判断される。つまり、その一回限りの限定

的な能力評価基準によって被雇用者の限定された能力が評価されている。営業の中で

の競争はその競争機会の数値目標によってのみ評価される。その上の管理職における

評価は対象となる管理職の限定された能力のみが評価対象となり、それ以外の能力や

過去の評価が考慮されることはない。

　一方で、庇護移動の場合はどのように捉えられているだろうか。庇護移動における

選抜の機会は最初にある。このときに求められる能力はその社会におけるエリートと

して耐えうる全般的な能力の高さを示すものである。しかし、このような能力評価は

通常、困難である。評価基準を限定して従業員の能力を評価することはまだ可能性だ
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が、総合的に評価することは多様な尺度のウェイト付けというより困難な問題が生じ

るからである。企業内の昇進における庇護移動で一般的に使われる評価尺度として思

い当たるのは学歴であろうが、従業員の能力評価基準として学歴を利用し、エリート

とノンエリートを峻別するのは、正当化基準としてもその成果としても望ましくない。

　トーナメント移動は能力の客観的な評価ではなく、能力評価の正当化プロセスとし

ては優れたシステムである。昇進の結果という多段階かつ長期にわたって評価が重ね

られるプロセスにおいて、従業員の客観的な能力評価をするのではなく、ある従業員

の能力評価が徐々に形成されていくプロセスとして捉えることが出来る。能力評価の

客観的手法は様々な点で限界があるが、その結果を組織内で正当化するプロセスとし

てトーナメント移動を捉えることが出来る。競争移動のように、一回一回全ての従業

員に評価機会が存在する場合にはその評価が客観的であればよいし、庇護移動でもそ

の庇護者を決めることに困難が伴うとしても、その一回限りの評価を洗練しようとす

るが、トーナメント移動の場合は複数回の評価機会を経なければならない。注意しな

ければならないのは過去の評価が正しくなかったとしても現在の評価に影響をしてし

まうということである。ある被雇用者の評価は客観的でなくてもその社会の構成員が

合意すれば、被雇用者の評価として組織のシステムに組み込まれていく（Berger and

Luckman、1966)。被雇用者の評価方法が客観化出来ないことの補完的なシステムとし

てトーナメント移動という装置が用意されているのではないだろうか。たとえ、その

評価が真実でなかったとしても組織構成員が納得するプロセスを作り出しているとい

える。

　本研究は、Turner と Rosenbaum の所説を中心に、企業内のキャリア移動を分析する

枠組みとして、競争移動と庇護移動、トーナメント移動のそれぞれの可能性を分析し

た。その結果、トーナメント移動が現実のキャリアの移動様式を最も表しているとい

う結論が示されている。そして、その背後にある評価対象への人間観を考察した。

　Turner とRosenbaumが議論している移動規範は社会的コントロールの問題を分析の

主眼においている。つまり、社会システムを維持するために、その管理主体がどのよ

うに社会構成員を管理するか、という問題を扱っている。これらの選抜メカニズムに

おいて、社会成員のコミットメントをどうやって維持するのか。庇護移動は投資の効

率性を追求するために、成員の動機付けの側面を多少犠牲にするが、冷却の社会化を

行うことによって選抜されなかった成員の希求水準を下げる。競争移動は全ての被雇

用者に競争機会を与えることによって、動機付けを最大限に高める。トーナメント移

動は、最初は全ての被雇用者に競争機会を与えながら、徐々に差を付けて選抜し、選
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図４　三つの移動モデルの位置づけ

抜されなかった被雇用者も冷却していく。このようにして、組織は社会をコントロー

ルするエリートの選抜と成員の動機付けの双方を達成するようにバランスを保とうと

する（図４）。

　エリートの選抜には投資の効率と成員の動機づけ以外に考慮しなければならない要

因はないのだろうか。彼らの移動規範は、あくまで移動のパターンをモデル化したも

のであり、その選抜の原理には仮説的な説明しか加えられていない。庇護移動では、

社会的出自あるいは学歴などの先験的な要因によってエリートと非エリートを峻別す

る。競争移動では、全ての競争機会に全ての成員が参加可能であるので、被雇用者の

能力を判別する基準は個々の評価機会の業績評価によって決定されると考えて良いだ

ろう。トーナメント移動では、昇進が過去のキャリア・パターンによって決定される

と説明している。トーナメント移動の議論は、昇進が過去のキャリア・パターンによっ

て決定されるとしても、なお、被雇用者の能力をどのような基準で判断するか、とい

う問題の検討が詳細になされていない。能力評価が企業内で社会的に構成されていく

プロセスなどが今後の課題になると思われる。

注

(1) たとえば、Lipset and Bendix (1952), Blau and Duncan (1967)

(2) 彼の選択した都市、Grayton は人口10万人の都市で、99％は白人で、80％は中間下層階級という
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人種と階級ともに均質的な地域である。学校選抜システムの効果だけを抽出することが出来る地

域として選ばれた。

(3) Rosenbaum (1976)、p.５

(4) Rosenbaum (1976)、p.40

(5) これらの階層のサンプル数と平均賃金、そして、平均賃金の標準偏差は表の通りである。

企業内の五つの地位のサンプル数と平均賃金、賃金の標準偏差

サンプル数 平均賃金 標準偏差

非管理職

（non management) 9,365 ＄12,525 ＄2,808

フォアマン

（foreman） 2,434 ＄18,205 ＄2,659

下級管理職

（lower management） 796 ＄22,096 ＄1,341

中間管理職

（middle management） 187 ＄28,392 ＄1,911

上級管理職

（upper midd1e management) 56 ＄38,463 ＄2,977

下級経営層

（lower top management） ９ ＄46,103 ＄3,461

副社長

（vice president） 13 ＄63,114 ＄10,121

合計 12,860 ＄14,326 ＄5,265

出所：Rosenbaum（1984)、p.65
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