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日 本 的 経 営 論 批 判
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美

き

この十数年の間に, 日本的経営については内外の研究熱は ます ます高 ま り,
数多 くのす ぐれた研究成果が発表 されてきた ことは,何 よりも幸いの ことであ
+
った｡そのいずれ もが, 日本的経営にたいす る筆者の考えを強 く刺激 し,筆者
の考えをま とめるについて,盛富な琴を提供 して くれた ように思われ るO
なかでも, アメ リカの ロバ ‑ ト ･E ･コール氏やイギ 1
)スの ロナル ド･ドア
ー氏の 日本的経営論は,実証研究に もとづいたす く
や
れた労作であ り,そ こか ら
筆者は多 くの示唆をえた｡
しか し,外国人の研究者は,共通 して, これまで高度成長を誼歌 した 日本経
済の原動力 となった 日本的経営の美点を探求 し, 日本的経営か ら何かを学ぼ う
とす ることに主眼がおかれてお り, 日本的経営のもつ弱点や限界にたい して十
分 な究 明を行 なっていない うらみが ある｡ また,彼 らは, 日本的経営に固有の
伝統的な要素に注 目し, 日本的経営のもつ近代的要素にたい して 日を蔽 う傾向
が あることも注意 しな くてほな らない｡
日本の学者 としてほ, 問 宏,津 田莫激,岩 田竜子や寓成博な どの諸教授が
それぞれ実証研究や歴史的考察にもとづいて, 日本的経営についてす ぐれた研
究成果を発表 してい る｡ しか し, これ らの人たちの大部分は,社会学者であっ
て,本来の経営学老ではない｡そのためであろ うか, 日本的経営の特質を 日本
の伝統的な文化や社会 あるいは 日本人の心理特性な どに帰着 させ, 日本的経営
を条件づけてい る技術的,経済的要因を十分に考慮に入れないために,考察が
一面的にな り, あるいは単純 な観念論に終わ ってい るはあい も多いのである｡
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さらに, これ らの人たちの多 くは, 日本的経営が決 して固定不変 の ものでは
な く,その ときの環境や条件 の変化に適応 して変化 してい る適応的 システムで
あ ることをみのが して, 日本的経営 のなかの固定的な伝統的要 因にのみ注意を
集 中す るとい った欠点を共有 してい るよ うに思 え るのである｡
内外の研究者が 日本的経営 の美都 こたい して讃歌を合唱 してい る問に, 日本
経済が高成長 の時代か ら低成長 の時代に突入す ることに よって, 日本的経営の
美点は,そのみに くい面を さらけ 出 し,合理的であったはずの長所 は,その道
機 能を もた らし, 日本的経営を危機にお とし入れ てきてい るのが,現状である｡
ここでは, 日本的経営論 の問題点を まず 明 らか にす るとともに,最近 の 日本
的経営諭 として注 目されてい る集 団主義論を取 り上げて,経営学的 な視野か ら
これに批判の矢を放 ってみ ることに しよ う｡
Ⅰ
Ⅰ 収蝕説と非収蝕説

日本的経営論には,二つ の大 き くー
異 なった立場が ある｡そ の一つは,収赦説
(
c
on
ve
r
ge
nc
et
he
or
y)にあ り,他の一つは,非収赦説 (
di
ve
r
ge
nc
et
he
or
y)である｡

まず,前者 の立場か ら検討 しよ う｡
ソ‑スタイ ン ･ヴェブ レンは,す でに1
91
5
年に,当時急速に工業化をすすめ
ていた 日本に注 目し, 日本 の将来について,つ ぎの よ うな予言を してい る｡
｢日本がい ともたやす く迅速に欧米 の工業技術 の状態を引 きついだ よ うに,
その国民は,やがて,急速に欧米文化の長所 と欠陥をなす特 異 の 思 考 習 慣
‑

世界観,行動基準や倫理観‑

とも調和す ることを余儀 な くされ るであ
1
ろ うことは,確信を もって推定 で きる｣ と｡
日本 の工業化がすすむ ことに よって, 日本 の伝統的な社会は変革 され,近代

的な生産技術にふ さわ しい世界観,行動基準や倫理観に変え られて くるであろ
うことを予言 したのであ る｡
その国の経営管理制度が有効で あるためには,それは,その社会 の行動基準
1 Tho
r
s
t
e
i
nVe
b
l
e
n,Es∫ay∫ i
n Ou
rCha
n
gmg Or
d
e
r
,1
943,p.2
5
4
.
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や倫理観 との問に斉合性を もたな くてはな らない｡
収赦説の上に立てば,工業化 と都市化がすすむ ことに よって, 日本の社会 も
欧 米的な社会のパターンに収赦 してい くのであるか ら, 日本的経営 も,その特
殊性を次第に失なって,欧米的な経営管理制度に近づいていき,それ とほ とん
ど変わ らない ものに変化す るであろ うと予測するのである｡
収赦説の上に立 てば,近代的な生産技術が より有効に利用 され るためには,
日本の社会は欧米的な社会に変化 しな くてほならない し, 日本的経営管理制度
は,欧米的なパターンに近代化 され,合理主義化 されな くてほならない とい う
主張を生 じて くる｡ さらに,現状において, 日本的経営が欧米的なパターンと
異なる特殊性を もつ としても,それは 日本の後進性 のためであ り,工業化の高
度化 とともに 日本が後進性か ら脱皮を とげ るならば,欧米的な経営管理制度を
採用す ることが, よ り有効であるとい う主張を収赦説か ら生ず るのである｡
これにたい して,非収赦説は,工業化に よって同 じ近代的な生産技術が導入
されても,それは必ず しもその国の伝統的な社会や文化を変革す るものではな
く,その国の社会や文化に適合 した独 自の経営管理制度を生み出す ものであ り,
しか もそれが有効に働 らくとす る立場である｡
この非収欽説 の上に立つ と, 日本の工業化の過程 のなかで,近代的な生産技
術 を導入 しなが ら, 日本の伝統的な社会や文化を破壊 しないで,それに適応す
る ことに よって, 日本的経営 とい う独 自の経営管理制度を生み出 してきた とい
える｡工業化に よって, 日本の伝統的な社会が変革 されないか ぎ り, 日本の伝

的 な経営管理制度 よ りも, よ り有効であると考え られ る｡非収欽説では, 日本
の工業化が今後高度化す るとしても, 日本の社会それ 自体は急激には変化 しな
い のであるか ら,終身雇用制 として特色づけ られ 日本的経営の本質 も根本的に
は 今後 も不変であると主張 され るのである｡
日本的経営諭の導火線をな くした アペ グ レンは, この非収欽説 の上に立 って
2
い る｡彼は,つ ぎの よ うに のべてい る｡
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｢いか な る社会において も,経営組織が効果的であ るためには,そ の社会
の根底にあ る価値基準や人間関係のパターンと斉合 しなければな らない こと
は, 自明の理 であ る｡
したが って, アメ リカの ように,人間の諸関係がかな り契約 の要素を基本
に し,そ して と くに経済的諸関係が非人格化す る傾 向のあ る比較的に個人主
義の社会では,.
会社 の雇用制度や報酬制度がその社会 の根底にあ るこの よ う
なパターンと同調 してい ることは,驚 くにあた らない｡ も し経営組織が家族,
学校その他 の社会制度か ら断絶 し,それ らと適合 していなか った な らば,そ
の経営は有効に機能 しない ことは,む しろ自明であろ う｡
同 じ理 由か ら, 日本の社会が西欧 とは価値基準や人 間関係のパター ンを異
に してい るか ぎ り,経営組織 も異 な ることは, 当然予想 され よ う｡事実, 日
本の工業化 の大 きな成功は, 日本 の文化の固有 の特長にたい して経営組織が
高度の調和を達成 してい るためであ ると結論す ることは,正 しいであろ う｡
｣
3
アペ グ レンは,1
9
5
8
年に,最初 の ｢日本の経営｣を 出版 したわけであ るが,

9
5
6
年か ら1
9
6
6
年 の1
0
年間におけ る終身雇用制 のその後 の変化を調査 し,
後に,1
検討 した結果 として,同 じよ うな結論を下 してい る｡
日本の学者 では, 問

宏,津 田真激,岩 田竜子な ど, 日本的経営 の研究者は

すべて,非収欽説 の立場に立 ってい る｡わずかに例外的に,最近 の寓成博 とマ
｢
近代化と日本の工場｣昭和5
3年) は,収赦説 の上に立 って
‑シュとの共 同研究 (
い るようであ る｡
非収欽説は, 当然の ことなが ら,欧米 と異な る 日本 の伝統的な社会や文化,
あ るいは 日本人 の心理特性に注 目し,欧米の社会 と日本 の土業化社会 との問の
共通性や普遍性にたい して 目を蔽いがちである｡彼 らは また,欧米人 と日本人
との問の異 な る心理特性に注 目す るが,両者 の問に人間 として共通す る心理柊
2
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性 にたい して 目を蔽 う傾向がある｡
さらに,各 国の社会や文化のちがいは,結局は,その社会の伝統 のちがいに
求 め られ る｡伝統 とか慣行は,変化す る社会 のなかで変化 しない ものであ り,
不変的な ものであ る｡
か くて,非収赦説の上に立つ人たちは, 日本的経営のなかで,伝統的なもの,
不変 なものに注意を集中 し,変化す るものにたい して注意をそ らす傾向がある｡
彼 らの立場では,不変なものが本質的であ り,変化す るものは非本質的な もの
とみな しが ちであ る｡
つ ぎに,非収赦説の上に立つ人たちの大部分は,文化人類学者や社会学者で
あ る｡彼 らは, 日本的経営の特殊性を 日本の伝統的な社会や文化に結びつけ,
あ るいは 日本人に特有の心理特性に結びつけ る｡そ こには,共通 して, 日本の
企業 の技術経済面 での特色や労働市場 の特殊性な どの技術経済的要因を度外視
す るのであ る｡
彼 らの考 えでは,各国 とも,生産技術 と市場な どの技術経済的要因は,共通
性を もってい るとみ るのであ り,その国の特殊性は伝統的な社会や文化 のちが
いに求め られ るのである｡ しか し,それは一面的な考察であろ う｡ とくに,経
営管理制度は,技術‑の適合性や経済的合理性な しには,存立できないはずで
ある｡彼 らは,共通 して,経営管理制度が不可欠 とす る経済的合理性を度外視
す ることに よって, 日本的経営にたい してユー トピア的,幻想的な観念論 にお
ち入 る傾 向を もってい るのである｡
彼 らは,経済的合理性を無視す るあま り, 日本的経営 も,資本主義の冷厳な
現実に当面 してい ることを忘れ させ ようとす るのである｡
浮 田其激氏は,その著 『日本的経営の擁護 』 (
昭和5
0
年)において,終身雇
用制を軸 とす る日本的経営の特質を説 明す る統一原理 として, ｢生活共 同体｣
4
の原理を出されている｡
｢生活共 同体｣ とは,つ ぎの よ うな概念である｡
4 津田裏潤著 『日本的経営の擁護』1
975,pp.2 ト269.
6
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(
1) 生活共同体は,共 同体 自体の存続を可能に し,かつ構成員のすべての生

活手段の再生産が可能であるような生活手段を もっていな くてはならない｡

(
2
) 生活共同体の内部には,小集団のあいだの利害の対立があって も,共 同
体を維持 ･存続 させ る制約のなかで,対立があるにす ぎない｡
(
3) 生活共同体の内部では,分業協業 の関係が成立す るが,各構成員は,心

情の共感結合に よって結ばれてい る｡
(
4) 生活共同体は,全構成員の ライ フ ･サイ クルの物的 ･精神的生活需要の

ほ とん どすべてを共同体内でまかな うことができる｡
(
5) 生活共同体は,共 同体 自体が規模を拡大 した り,物的に豊かになってい

くときには全構成員の統合を強化す る性質のものである｡
まず,生産経済に従事す る日本の経営組織の特性を説 明す る概 念 と して,
｢生活共同体｣ とい う表現を用いることは不適当であるように思われ る｡
｢生活共同体｣の諸原理のなかには,経済的合理性の観点はまった くみ られ
ない｡津 田氏の主張す る生活共同体の概念は, 日本的経営が資本主義経済の現
実につねに直面 してい る事実を忘れ させ,幻想的な桃源境にわれわれを誘 うの
である｡
アペ グレンが終身雇用制を再調査 した 1
95
6年か ら1
96
6年の時期は, 日本経済
が まだ高度成長を詣歌 していた時期である｡終身雇用制は,経済の高度成長下
では,その非合理性や矛盾はか くされ,む しろ合理的な機能を果 してきた｡ し
か し, 日本経済の低成長下では,終身雇用制は,その矛盾 と非合理性をむ き出
しに し,その道機能を果す ようになってい る｡
日本的経営は,高度成長か ら低成長‑移行す ることに よって,終身雇用制の
諸原則は大 き く適応的に変化 しないわけにはいかないであろ う｡資本主義経済
の冷厳な事実を前に して,
.日本的経営にたい して幻想的な観念論にいつ まで も
耽けることは許 されないのである｡
日本的経営は,戦前か ら戦後を通 じて,今 まででも環境や条件の変化に対応
して適応的に変化 してきた し,今後 も適応的な変化を とげてい くであろ う｡そ

日 本 的 経 営 論 批 判

7

の変化の方 向は,非合理主義の方 向ではな くて,合理主義化の方 向であろ う｡
しか し,われわれは, 日本的経営が合理主義化の方向へ変化す るとして も,
それが欧米的パターンに収赦す るもの とは考えない｡終身雇用の弾力化が行な
われ るとして も,終身雇用の慣行が まった くな くって,欧米的な横断的な労働
市場が成立す るとは考え られない｡
年功賃金制にたい しても,すで正能力主義賃金 として,職能給が導入 されて
い るが,その実態は,年功賃金制の制度化にす ぎない ものである｡今後は,鰭
力主義か ら職務本位の職務給制にすすむであろ うが,職務給制に も日本的な特
色が残 されてい くであろ う｡
今後の低成長経済下で, 日本的経営の合理主義化がすすむ ことは必然的であ
るとしても,なおそ こには 日本的特色が残 されてい くであろ う｡
HI 集団主義論批判

集団主義を もって 日本的経営を本質づける立場は,内外の研究者の問に多い｡
欧米の社会が個人の独立 と自由を基盤 とす る個人主義的な社会であ り, した
が って欧米の経営制度は,個人主義的な価値基準の上に形成 されているとみ る
ことができる｡ これにたい して, 日本の伝統的な社会は,集団の利益を個人の
利益に優先 させ る集団主義が強 く, したが って 日本的経営制度は,集団主義志
向を基盤 として形成 された とみ ることができるであろ う｡
岩 田竜子氏は,その近著 ｢日本的経営の編成原理｣において,集団主義は 日
本人に強い もっとも一般的な行動様式であるとして, 日本的経営の特質を集団
主義志向 とい う日本人の心理特性に帰着 させ るのである｡彼は,つ ぎの よ うに
5
のべ ている｡
｢日本人 の間には "集団‑の所属の欲求"や集団‑の定着志向が認め られ
る｡そ して, これ らの心理特性を基盤 として, 日本の経営には,組織内諸関
係の安定性を志向す る傾向が顕著にみ られ, これが 日本的経営の編成原理 と
5 岩田竜子著 ｢日本的経営の編成原理｣1
97
7,p･31
.
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なってい る｡ この原理に もとづいて,歴史上終身雇用制が次第に形成 されて
きた｣ と｡
彼は また,問氏の経営家族主義を批判 し,経営家族主義 の根底にあった もの
6
紘, 日本人の集団主義である として,つ ぎの よ うにのべ てい る｡
｢この よ うに して,戦前においては, "
衣" イデオ ロギ ーの "衣"を まと
った 日本人の集団主義が,経営家族主義を支 える基盤 となっていたのであ り,
戦後 の民主改革を契機 として,経営上層部にみ られた 〟家"意織が放棄 され
た ことに よって,逆 に ムラ的行動様式,す なわち集団主義が,い っそ う明確
な形 を とって現われ る ようにな った と考 え られ るのである｣
経営家族主義を支 え る基盤にあ った ものは, 日本人 の集団主義 とい う心理特
性 であ り, したが って戦後 の民主改革に よって家族主義 の理念は払拭 されたに
かかわ らず,終身雇用制は集団主義 とい う日本人の心理特性に根 ざ してい るた
めに,戦後 ます ます固め られた とみ るのである｡
しか し,私見に よれば, 日本人が生 まれつ き特異な心理的性 向を もつわけで
はあるまい｡特異な心理性向の多 くは,社会的 ･文化的に条件づけ られて形成
された ものであ り,心理特性のちがいは,終局には,その国の社会や文化のち
がいに帰せ られ るであろ う｡ とくに,労働市場 のちがいや経営制度のちがいそ
の ものが,そ こで働 く人間の行動心理を独特 の方法で形成 してい くとも考 え ら
れ るのである｡
今 日の経済や政治は, もはや個人 の孤立 した行動ではな くて,個人 の集 団行
動に よって支配 されてい ることは,紛れ もない事実であ り,その ことは欧米で
ち, 日本で も共通 してい る｡
政治は政党の動 きに よって左右 され るが,政党は一つの集団である｡経済 の
舞台では,株式会社や企業集団が巨大な集 団をな してい ることは,い うまで も
ない｡労働者は,労働組合 とい う集 団に組織 されてい る し, 消費者運動の下に,
消費者 も組織化 されてい る｡農民は,農業協 同組合に組織化 されてい る｡そ し
6 岩軌

前掲書,p.33･
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て,各種の社交 クラブとともに,家族 も一つの集団である｡
この ような意味で,今 日のアメ リカも, 日本 もともに集団主義社会であ り,
アメ リカ人 も, 日本人 も同 じような集団主義志向性を もっている｡両者 の間に
は,その心理特性において, どの ようなちがいがあるのであろ うか｡
岩 田氏は, 日本人の心理特性を個人 と集団のかかわ り合いの仕方のちがいに
求め るのである｡
欧米型の社会では,個人の集団‑の参加は, 自主的,任意的参加であること
を前提 とし,個人は集団 との関係の範囲を限定す ることを特長 とす るとい う｡
これを も う少 し具体的にいえば,欧米のはあい,
(
1) 厳密な限定 された機能,役割を媒 介 としてのみ,個人は集団 との関係を

維持 しようとす る傾向
(
2) 集団 との関係を極力一定の限定 された時間内に押 し込め ようとす る傾向
(
3) 限定 されたそれぞれの局面でさまざまな集団に参加
し,特定の集 団に深
/

く埋没す るのを避けることに よって,集団にいちす る個人の優先を確保 し
ようとす る傾 向

7
があることが特長 とされ る｡
これは,要す るに,欧米のばあい,集団主義社会 とい っても,集団主義 の前
提には比較的に強い個人主義の価値観があることを さしている｡個人は,企業
の一員であるとともに,労働組合の一員であ り, あるいは専門家のばあい一定
の専門家協会に所属 している｡ さらに彼は,社交 クラブの一員で もある｡ この
ような複数の集団 との関係が交錯す る接点に立つのが,個人であると考 え られ
てい る｡
日本人のばあい,個人 と集団 とのかかわ り合いに どの ような特色があろ うか｡
8
岩 田氏は,つ ぎの ようにい う｡
｢欧米型の社会を以上の ようにモデル化 してみ ると, 日本の社会は, これ
7 岩田,前掲善, p･49.
8 岩田,前掲書,p･45.
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とは顕著な対照を示 していることがわかる｡すなわち, 日本の社会において
ほ,諸個人は, その分担す る機能に よってではな く,む しろ 特 定 集 団 へ の
"
所属"を媒介 として相互に関係を結び,社会 と一定の関係に入 るのである｡
この ような型の社会にあってほ,諸個人はつねに "集団のメンバ ーとしての
個人"であ り,集団を離れた個人は,無力で顔 りない存在にす ぎない｣ と｡
欧米でも,今 日の集団主義社会では,組織や集団を離れ て孤立 した個人は,
弱い存在であることは同 じことである｡欧米のばあい,労働組合や専門家協会
な どの ヨコ社会の集団‑の所属意識が強いのにたい して, 日本のばあい, この
ような ヨコ社会集団への所属意識が弱 くて,む しろ企業の ようなタテ社会集団
‑の所属意識が強い ところに,特長があるように思われ るが,岩 田氏は この よ
う点では一切解 明を行な っていない｡
日本のはあい,企業 とい う特定集団‑の所属意織が強い ことは, アペ グ レン
以来指摘 されてきた点である｡社員がその胸に誇 らしげにつける社章のバ ッジ
や紹介の ときかな らず名刺を差 し出す 日本的習慣は,その ような 日本人の心理
特性をあらわ している｡ また, 日本の会社の採用の方法をみ ても,特定の技能
の持主であるとい う理 由ではな くて,一般的な知力や人物的要件に よって採用
が決定 される｡
しか し,それだか らといって,岩 田氏が主張す る ように, 日本人が職務意識
や機能意識をまった くもたないで,集団‑参加す る ような印象を与えるのは,
行 き過 ぎであろ う｡ とくに,企業の ような組織的集団のはあい,各参加者がな
ん らかの職務や役割を分担 し, これを遂行す る意織がなければ,組織は機能 し
ない し,成立 さえもしないであろ う｡集団‑の所属意識を強調す るあま りに,
日本人が職務意識を もたない ような主張を行な うことは,行 き過 ぎといわな く
J
てほな らない｡
岩 田氏に よれば, 日本人は特定集団‑の所属意識が強 く,その集団に全人的
に埋没 してい く心理的性向を もっ故に,その上に終身雇用制が きづかれた とい
う｡ 日本人の心理特性が終身雇用制の前に先行す るのか,終身雇用制の下にそ
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l
l

の ような 日本 の従業員 の心理特性が形成 され てきた のか, いずれの見解が正 し
いかを判断す る ことは,鶴 と卵 とどち らが先であ るかを議論す る ような もので
あろ う｡
しか し,個人 と集団のかかわ り合いのちがいほ,社会や集団の性格 のち がい
に よって規定 され て くるもの とみなければなるまい｡
欧米 のばあい, 個人主義 の価値観 の上に, ゲゼル シャフ ト的関係が社会の基
本 とな ってい る｡ ゲゼル シャフ トとは,観念的,磯械的 な社会関係であ り,契
約 で結ばれた関係である｡ それは,市場取 引を通 じて利害関係に よって結ばれ
た人 と人 との関係であ る｡資本制商品生産社会は, この ような ゲゼル シャフ ト
の世界 である｡
そ こでは,企業 は営利を 目的 とした生産体であ り,労働力は商品 として売買
され る｡企業はで きるだけ安 く労働 力を購入 し, その利用に よって利潤 の最大
化 を 目ざ して行動す る｡
労働者は労働組合を結成 して労働 力を商品 としてで きるだけ高 く売 ろ うとす
る｡ この ような市場原理 の上に,個人 と集 団 とがかわ り合 うのが, ゲゼル シャ
フ ト的 な社会 の特長 である｡
日本 のばあい, 個人主義 の価値観が比較的に弱いのが,特長 であろ う｡ しか
し, これ も比較 の問題 であ って, 日本的経 営を特長づけ る集団主義が個人主義
の価値観を否定す る ように解釈 しては, それは大 きな誤 りを犯す ことになるで
あろ う｡ 日本 のばあい も,各個人 は企業 とい う特定 の集団に参加 し続け ること
に よって個人 の利害や動横を満た してい るのであ り,個人 の動機が集団に よっ
て満た され る ことに よって,集団の 目的に協力 しようとす る個人 のモ ‑テ ィべ
‑シ ョソを生ず るのである｡
同 じように, 日本の経営体制 も,資本制商品生産社会であるか ぎ り, ゲゼル
シャフ トを基本 としなが ら, 日本 の社会には, また 日本人 の間には, ゲマイ ソ
シ ャフ T
･
的な関係を強 く残 してい るのが,特色ではないか と思われ る｡
ゲマイ ンシャフ トは,共通 の心的結合で結ばれた,有横的 な人 と人 との関係
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である｡ 日本 の社会は, ゲゼル シャフ トのなかに ゲマイソシャフ トの性格 を強
く残 してきたために, 日本的経営 もそれに相応 して, ゲゼル シャフ トのなかに
ゲマインシャフ トを強 く残す経 営制度 として終 身雇用制を形成 してきた といえ
る｡ そ うして,終身雇用制 の下 で, 日本の従業員は ゲマイ ンシャフ ト的 な行動
を とるとい う心理特性を培 ってきた といえ る｡
特定集団へ の定着志 向,集団‑ の忠誠心や集団‑の連帯性責任感 な どは,す
べ て 日本人のゲマイ ンシャフ ト的 な行動 の特色を さす ものにはかな らない｡
岩 田氏に よれば, 日本人は, 自分が組織 で果す機能 よ りもその組織 に所属す
る とい う集団意織が強い｡そ こで,経営組織 で個人が果す機能や役割が不分 明
であ り, また将来 引き受け る ことを期待 され る責任ない し職務が, 明確に規定
され てお らず,予測困難 な状況におかれ る｡ この ことを岩 田氏は "
集団成員 と
しての義務の無限定性" といい, それが 日本的経営の編成原理 である とす る｡
9
岩 田氏は,義務 の無限定性を定義 して, ｢ある組織の成員達が, 明確にその
義務 として規定 されていない よ うな責任であって も, あ るいは さらに, 当初予
測不可能であった責任 であって も, も し組織がそれを必要 とす るな らば, それ
を引受ける ̀
̀
義務'
'を負 ってい ると強 く感 じてお り, また他 の構成員にたい し
て も, これを強 く期待 してい る｣ とのべ てい る｡
したが って,義務 の無限定性 とは,つ ぎの二つの ことを意味 してい るよ うで
あ る｡一つは,職務 の不分 明 さであ り,伸縮性 であ る｡ 日本 の経 営組織 では,
各個人の職務,権限,責任 を詳細に明文化 した職務 明細書を十分 に ととのえて
い る企業は少ないのは事実 である｡ 日本人 のばあい,集団へ の忠誠心が強 く,
集 団‑の責任感が強いか ら,環境 の変化に応 じて組織 の必要に よって伸縮 的に
責任を引き受けてい くとい う特徴を もってい る｡
た しかに,欧米の従業員がた とえ上 司の命令を うけて も, ｢それは 自分の職
務 ではない｣ とい ってそ っぽを向 くの とは,大 きなちがいである｡ しか し, そ
れ はすべて心理特性のちがいである とい うよ りも,労使関係のちがいか ら来 て
9 岩田,前掲善 ,p･2
03
.
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い る ことに,普通 の素人は気が付かないのである｡周知 の よ うに,欧米の労使
関係は市場原理 の上 に立 ってい る｡
賃金は特定 の職務 の対価であ り, したが って,職務 内容は明確に規定 され る｡
市場原理 の上 では, 特定 の職務 と賃金 とは,市場交換 の関係に立 ってい る｡
特定 の職務以外 の責任を引き受け る ことは,市場原理 に反す るのである｡
さらに,定め られた職務以外 の仕事をや る ことは,他人 の職務を奪 うことで
あ り, お互いに職務 の奪い合いを行なえば,職種別 の労働組合の団体交渉力を
不利にす る とい う観念がある｡彼 らは,労働組合 のル ールを忠実に実行 してい
るにす ぎないのであ って,彼 らの勤労観を疑い, そ して ｢日本人は勤勉だ｣ と
い うのは, 素人臭い考 えであ る｡
乃
義務 の無限定性"の もつ も う一つ の意味は, 日本 の終身雇用制の下 で, 秤
来 どの よ うな職務に配転 されて も, 日本 の従業員はそれを受講す る ことを意味
してい るよ うであ る｡岩 田氏は, ｢
組織が環境 の変化に適応 して存続 し, ある
いは さらに発展す ることが可能であ るた めには, (
1)〃
義務の無限定性ガ, す な
わち,雇用者 の一方的 な判断に もとづいて,被雇用者を 自由に配置転換す るこ
2)
不用 となった被雇用者を 自由に解雇‑
し,新規に採用 され
とが可能 であるか,(

た著に よって これをお きかえ る ことが可能であるかの, いずれかの条件が充た
1
0
｣ とい う｡
され なければな らない Q
そ して, ｢欧米社会が組織 の柔軟性 を "
解雇 の 自由" に よって確保 してい る
′
にたい して,わが国においてほ, これを, "配置転換 の 自由"に よって確保 し
てい る｣ と している｡
義 務の無限定性は, ここでは,配置転換の 自由を意味 してい る｡
まず,欧米 の社会にあって,解雇が まった く自由であるわけではないO解雇
が比較的 に 自由に行 なわれ るア メ リカのばあいで も,周知 の よ うに,先任権 の
ル ールは協約化 され てい る｡先任権のル ‑ルの下 では,経営者側が不要 と思 う
従業員を経営者が一方的に解雇す ることはできない｡ また,一時解雇者 の全員
1
0 岩乱 前掲書, pp･2
07‑2
08.
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が再雇用 され るまで,新規採用者を もっておきかえることはできない｡ さらに,

1
9
5
0
年代頃か ら, アメ リカでも,企業内労働市場の問題 として配置転換が論議
の的 となっている ことを知 らな くてはな らない｡
さらに, 日本のはあい,雇用者の一方的な判断で 自由に配置転換できるとい
うのは,お よそ事実か ら程遠い｡配転には本人の同意を要す るとい う判例がす
でに出ていることは,周知のことであろ う｡管理職やその侯補者であるエ リー
ト職員のばあい,配転 の拒否は社 内で重罪 として うげ とられ るのは, アメ リカ
のばあいでも, 日本のはあいで も, ほ とん ど変わ らない｡彼 らは,将来におけ
る昇進の可能性 との引き換えに,配転を文句な しに受諾す るのが普通である｡
これに引きかえて,昇進 の可能性はせいぜい職長 どま りである地方採用 の一
般従業員のばあい,配転拒否は往 々に して起 こる｡通常は,誰を何人配転す る
かほ,労使協議の上で決め られ る｡決 して,経営者の一方的な判断に よるもの
ではない｡そ して,労使協議の上で配転が決定 され ると,組合支部長は本人に
伝 え, あるいは説得にあた り,本人の同意をえた上で,配転 され るのである｡
本人の同意が ど うして も取 り付け られないはあい,配転を取 り止めるはあい さ
えあるのが,実情である｡
最後に,終身雇用制存立の不可欠の条件 とされ る ｢
義務の無限定性｣は,岩
田氏に よれば双務的な性格のものでな くして,片務的な性格のもの とす る点に,
組織論 として重大 な問題がある｡
岩 田氏は, "義務の無限定性"を 日本人独特の規範意識 とみな し,それが終
l
l
身雇用制を支える基本条件であるとみなすのである｡
個人が特定の経営組織に参加す るのは,それに よって個人の 目標 ･利害や動
機を満たすためである｡一方的 ･片務的に無限定の義務を負 うために, 日本人
が経営組織に参加す るとは, とうてい考え られない｡
日本の経営組織は,終身雇用に よって,従業員にたい して雇用の安定を保障
しよ うとす る義務感を もち,年功賃金制に よって生活給的な賃金を保証 しよ う
11 岩田,前掲書 ,p･2
08
･
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とす る義務感を もつ｡ また,年功昇進制に よって地位 の上昇を確保 しよ うとす
る義務感を もつ｡ さらに また,私生活 の領域に入 り込 んで まで従業員の福祉に
たいす る義務感を負 う｡
これ らの義務は,雇用契約 の範 囲を こえた もので あるD 日本的経営組織が従
業員にたい してなす義務感 に対応 して, 日本 の従業 員は,雇用契約の範 囲を こ
えて,無限定 な義務感を会社にたい して負 うので あ る｡
そ こには,経営組織 と従業員個人 との間に義務 の双務性が あ り,義務 の相互
交換が あ る とみ るのが,組織論的には正 しいであろ う｡
経営組織が構成 員にたい して果す義務は,構成 員の貢献を引 き出すために,
範織が構成 員に提供す る誘 因をな してい る｡
終身雇用制 の各要素をなす年功賃金制,終 身雇用,年功昇進制や福祉厚生施
設 な どほすべ て,従業 員の組織にたいす る貢献を引 き出すための誘因をな して
い る｡従業員に とって,雇用 の安定,賃金給料,地位 甲上昇や福祉施設 な どほ,
経営組織が従業 員に提供す る誘 因をな してい る｡従業員は, これ らの誘 因を組
織か ら配分 され る ことに よって,個人的 な動機や 目標を満たす のである｡
これにた勺､して,従業員が経営組織にたい して果す義務が貢献をな してい る｡
経営組織が提供す る誘 因が,従業員が組織 に提供す る貢献 とひ としいか, め
るいはそれ よ り大であ る とき,従 業員は満足 し,経営組織に参加を継続 し,組
織 の 目的に貢献す るモ ーテ ィべ ‑シ ョソを生ず るのであ る｡ したが って,つ ぎ
の式が成立す るで あろ う｡
誘 因 ≧貢献‑ モ ‑テ ィべ ‑シ ョソ
貢献にたい し誘 因が不足すれば,従業員は不満を もち,外部に転職 の機会を
探 し始め るで あろ う｡
日本 のば あい,横断的な労働市場が閉塞 されてい るた削 こ,探求に失敗す る
と,従業員はその経営組織に止 まる ことになるが,不満か ら挫折感を生 じ 組
織 の 目的 にたい して冷淡無関心 になった り,非協力になった りす るばあいを生
じるのであ る｡
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"義務の無限定性"を 日本人の心理特性 とし, それを片務的な もの と考 え,
義務の相互交換,す なわち誘因 と貢献 の交換 の関係を否定す る ことは, 日本人
の行動特性 と して集団主義を強調す るあ ま りに, その前提 としてあ る個人主義
の価値観を も否定す るとい う重大 な誤 ま りを犯す ものである｡従業員が経営組
織 の 目的に協 力す るとい うモ ‑テ ィべ ‑シ ョソは,個人の動機か ら生ず るので
ある｡従業員に とって,誘因 と貢献 のバ ランスが とれ る ことに よって,個人的
な動機が満た され,組織 の 目的に協力 しようとす るモ ‑テ ィべ ‑シ ョソを生ず
るものである｡
と くに,市場競争上にある経営組織 のばあい,製品開発をは じめ として,檀
々の革新 (
イノベーション)を行なってい く活 力を もたな くてはな らない｡革新
は, ユニー クなアイデア と強い個性を もった個人主義的な性格の持主に よって
推進 され るばあいが多いのである｡

Ⅰ
Ⅴ む

す

び

経営組織が存続 す るためには,誘因 と貢献のバ ランスを各構成員にたい して
確保 しな くてほな らない とい う組織原理 は, 欧米の会社に も, 日本の会社に も,
共通 してい るであろ う｡ 日本的経営が欧米型経営 と異な る点は,つ ぎの点に兄
い 出され る｡
まず第‑ に,雇用 の市場原理の上 に立つ欧米 の経営組織では,従業員へ の誘
因のなかで金銭的報酬が最大の ウェイ トを 占め ることを特長 としてい る｡
これにたい して, 日本 のはあい,横断的 な労働市場に流動性がないた めに,
会社を変わ ることに よって収入の増加や地位 の昇進をえる磯会は少ない｡ した
が って,会社 内部 での昇進が, とくに大企業 のばあい,従業員にたい して もっ
とも強い誘 因をな してい る｡そのはかに,各種 の福利施設,職場 の人間関係や
仕事 の生 きがいな どの非金銭的な誘 因が, 日本 の従業員にたい して,欧米 のば
あいむ ヒベ て, よ り強 く働 らいてい る といえ よ う｡
ゲゼル シャフ ナのなかに ゲマイ ンシャフ ト的 な性格を残す 日本の経営組織 で
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は,欧米のばあいに比べ て,従業員に提供す る誘 因の種類は,複雑 であ り,紘
散的である といえる｡それに対応 して,従業員の会社にたいす る貢献 の内容 も,
伸縮性が あ り,拡散的であ るといえ るであろ う｡
第二に, これは本質的 な差異 であ るが, 日本的経営では,誘 因 と貢献につい
て長期的 なバ ランスを とる ことを特長 と してい る｡
明 日にで も従業員が辞 めてい くか も しれ ない欧米 の経営組織 では,各 自の業
績や能 力を短期的に評価 して短期的に酬いていか な くてほな らない｡職員のば
あい,随時,増給 について個人交渉が行 なわれ るほ どであ る｡個人交渉の結果
に不満 であれ ば,従業員は会社を辞 めて出てい くことにな る｡
日本的経営では,終身雇用を前提 としてい るために,各 自の貢献を長期的に
評 価 し,誘 因 と貢献にたい して長期的 なバ ラソスを とることを特長 としてい る0
年功昇進制や年功賃金制は, その ような基盤の上 に きずかれた ものであ る｡
しか し,誘 因 と貢献 の長期的 なバ ランスを とることを特色 とす る 日本的経営
は,つ ぎの よ うな欠陥をつねに 内包 してい ることを 注意 しな くてはな らない｡

(
1
) 企業 の成長法 則の引き過 ぎ
誘因 と貢献 の長期的なバ ランスを確保す るた釧 こ, 日本的経営にはつねに強
い成長法則が働 く｡企業 の成長に よって,賃金給料や地位 な どの誘 因の原質が
増 え るか らであ る｡
そ して, 日本 の企業 の借 入金過多の現象にみ られ るように,成長 の行 き過 ぎ
を生 じ 経営破綻を引 き起 こす事態を しば しば生 じて くる｡
(
2) 組織 ス ラ ック

日本的経営を特長づけ る年功賃金制に して も,労働生涯を通 じて長期的に誘
因 と貢献のバ ランスを生ず る仕組みであ るか ら,誘 因 と貢献 の対応が直接的で
な く, 間接的 であ り,そ こにゆ るみや ロスを生ず る ことにな りやすい｡それが
or
ga
ni
z
at
i
onals
l
ac
k) であ る｡
組織 ス ラッ ク (

組織 ス ラ ックとは,各人 の貢献を引き出す のに必要 な以上に,誘因の超過払
いを生ず ることを さ してい る｡年功賃金制の上に, 賃金ス ラックを生 じ,年功
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昇進制の下に,地位スラックを生 じてい る｡ これ らの組織スラックが 日本的経
営の収益性を低下 させ,多 くの会社を赤字会社に追い込んでいるのである｡

