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＜研究ノート＞ 

マネジメント論の在り方を考える 

 

 

 

二 村 敏 子  

 

 

Ⅰ はじめに 

 

 ｢経営学は科学であるか」あるいは「科学であ

りうるか」といった議論が、長い間、繰り返し

経営を研究する者たちを悩ませてきた。経営学

にとっても、この問題は基本的であるとみえる

から、答えが首尾よく出せなければ、経営学者

たちが悩んできたのも無理はない。そこで、こ

の試論では、議論の対象を、経営学全般ではな

く、マネジメント論に限定してではあるが、経

営学者のこうした長い悩みを、今後もただ悩み

続けなければならないのかどうかを、マネジメ

ント論の在り方を考えることを通じて、検討し

ようとしている。 

 英語のmanagement は、そのまま書名として

用いられることがしばしばある。著名なもので

は、H.クーンツ・C.オドンネル１)やP.F.ドラッ

カー２)にもある。この場合、邦訳として『マネ

ジメント』とも『マネジメント論』ともできる。

しかし、これはできるということで、「マネジ

メント」、とくに「マネジメント論」は、まだ

まだ一般的ではない。わが国には、management
にあたると思われる言葉に、「経営管理」があ

るが、この言葉は、「経営」が「企業」を意味

するのか、ほとんど「管理」を意味するのかな

ど、曖昧な点があって分かりづらい。今日のよ

うに、企業ばかりでなく企業以外の組織体の重

要性、またそこでの管理の重要性が増大すると、

企業を含む組織体一般の管理を意味する言葉が

あることが望ましい。その場合、ただ「管理」

では短すぎるし、また「管理」というと、場合

によっては、「一方的な締め付け」というよく

ない意味で受け取られる危険性もあるので、英

語のmanagement をそのままに「マネジメント」、

そしてその理論を意味して「マネジメント論」

といってはどうであろうか、と考える。 
 本稿では、この考えに従って、「マネジメン

ト」や「マネジメント論」を用いることにする。

本稿で論じるマネジメント論は、これまでよく

使われてきた経営管理論にあたらないなどとは

決していえないが、ここでは、ただマネジメン

ト論の典型例を挙げることによって、その説明

に代えることとしたい。第１の典型例は、管理

過程論である。管理過程論の祖はH.ファヨール

である。ファヨールの主著 Administration 
industielle et général（英訳タイトルはGeneral 
and Indusrtial Management）３）は、すでに現

代の管理過程論の基本的特質を具有していて、

歴としたマネジメント論である４)。もう１つの

典型例として、 H.A.サイモンのAdministrative 
Behavior の理論を挙げることができる。サイモ

ンのこの業績は、C. I. バーナードの組織分析５)

に影響されながら、組織が何であるかの画期的

解明を行なっており、そのために多くのエネル

ギーを費やしているが、後に論じるように、最

後は、この書名のように、経営行動あるいは管

理行動――管理者の役割や管理の仕事とは何か

を明らかにしていて、結局、歴としたマネジメ
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ント論であるということができる６)。 
 こうして、本稿では、サイモンを例に用いて、

そのマネジメント論の内容と構造を明らかにし、

そこから、マネジメント論の在り方について検

討を行なうこととする。 
 
Ⅱ 社会科学の理論とマネジメント論の

性質について７) 
 
 社会科学の理論の性質を議論する場合、これ

まで、その理論が「記述的(descriptive)」であ

るか、あるいは「規範的(normative)」である

かの２分法が、よく用いられてきた。ただし、

わが国では、｢記述的」は、同じ意味でそれより

｢経験的(empirical)」の言葉が多く使われてき

ている。 

 こうした通常の２分法に対して、｢記述的」お

よび「規範的」に「指図的(prescriptive)」の

カテゴリーを加えた３分法が用いられることが

あるようになった。例えば、David E. Bell, 
Howard Raiffa, and Amos Tversky, ed., 
Decision Making : Descriptive, Normative, 
and Prescriptive Interactions, Cambridge 
University Press, 1988を挙げることができる。 

 ｢記述的理論」は、「経験科学（empirical 
science)」の理論であるということができ、「規

範的理論」は「規範科学（normative science)｣
の理論であるということができよう。記述的理

論や経験科学、規範的理論や規範科学とは対照

的に、わが国では、｢指図的理論」についてほと

んど論じられていないし、｢指図科学」に至って

はまったくいわれていないと思われる。 

 さて、経験科学および規範科学は、次のよう

に理解することができよう。 

 規範科学は、「理想や望ましい状態について

の価値の発現体またはその外在化し具体化した

形態としての規範を取り扱う諸科学の総称。経

験科学と対比される。経験科学が存在  (Sein)
または事実を観察、整理、分析、記述して、そ

こに貫く傾向や法則について知識を導き出そう

とするのに対し、規範科学はかくあるべき(なす

べき)ことあるいは望ましいこと、すなわち意志

や行動を通じて存在を規制する倫理的、道徳的、

美的等々の当為 (Sollen) およびそれを中核とす

る規範を対象とし、研究する。例えば、･･･倫理

学は人間の内面を律する道徳的規範を、法律学

は社会生活を外部から律する法規範を対象とし

て取り扱う。存在と当為は次元を異にするか

ら、･･･経験科学の領分に当為（理想）をもちこ

むことは拒否されなければならない｡８)」 

 このような経験科学および規範科学について

の理解は、これまでのわが国についていえば、

常識的といえるものであろう。しかし、規範科

学について、上記の理解を少しよく考えてみる

と、必ずしも明快でない点があるようである。

すなわち、規範科学とは、「かくあるべき(なす

べき)ことあるいは望ましいこと、すなわち意志

や行動を通じて存在を規制する倫理的、道徳的、

美的等々の当為（Sollen）およびそれを中核と

する規範を対象と」する、とある。 

 ここでの中心概念である「当為」および「規

範」とは何か。 

 当為とは、「『まさに為すべきこと』をいい、

あるがままの姿としての『存在』の対概念であ

り、現状の状態を変えてまでも新しい事態を行

為によってもたらすことを人間意志に命ずるも

のである｡９)」 

 そして規範とは、井上達雄によれば、「行為・

評価・決定の準則。･･･『べし(ought, Sollen)』
という当為の様相に規範性 (normativity)の核

心がある。これを経験的規則性たる通常性

(normality)など何らかの事実性に還元する記

述主義 (descriptivism)と、逆に命法を範型とす

る 行 為 指 図 に 還 元 す る 指 図 主 義

(prescriptivism)、さらに記述や指図を超えた

正当化志向として捉える立場が規範概念をめ

ぐって競合している｡10)」という。 

 ここに述べられている３つの規範概念につい
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て、上記の井上の説明に沿って、本稿で必要と

判断される範囲で理解すると、次のようになる

11）。 

 ｢記述主義的規範概念」とは、井上によれば、

上記のように、経験的規則性である通常性など

の事実性に還元する概念であり、例えば、行動

主義では、「行為主体の内面をブラック・ボッ

クスにし、刺激反応関数で記述可能な一定の行

態パターン、およびそれからの逸脱行動に対す

る社会集団の一定の反動パターンに規範を還元

する12)」という。 

 記述主義的規範概念は、いわば「規範をめぐ

る人々の実践の観察者」の立場の概念であるが、

これに対して、「指図主義的規範概念」は、規

範をめぐる人々の実践の「参加者」の立場の概

念であり、このように立場が転換されると、記

述主義的規範概念にとどまることはできない。

すなわち、観察者は「『かくすべきとされてい

る』という規範引用」を行なうが、参加者は「『か

くすべきである』という規範主張」を行ない、

前者が「社会的事実を単に記述」するのに対し

て、後者は社会的事実を「批判したり、改革し

よう」とするからである13）、とされる。指図的

規範概念における規範主張には、さらに非記述

主義にもとづくものもあるという14）。 

 ｢正当化志向的規範概念」は、「単なる行為要

求ではなく、行為要求の理由による正当化可能

性の主張に、社会的事実の記述とも指図とも異

なった規範性の特質を求める立場である。『か

くすべし』を『かくする理由がある』という言

明と等置する理由分析がその最も直截な形態で

ある｡15)」という。「正当化」とは、「･･･信念

や行為が、一定の評価基準に照らして『正しい』

こと、すなわち、適切かつ十分な理由や証拠に

基づいて妥当であること、またはそれを示す過

程16)」を意味するとあり、正当化の手続きとし

ては、「感覚的経験を必要としない形式的（ア

プリオリな)」ものである場合と、「感覚的経験

を必要とする経験的（アポステリオリな)」もの

である場合があるという17)。 

 さて、ここで、本節の冒頭に引用した D. E.
ベル、H. レイファ、A. トバスキーのDecision 
Making における ｢記述的｣「規範的｣「指図的」

理論のそれぞれの性質についての理解――定義

をみてみることにする。次のように述べること

ができる18)。ベルたちのこの業績は、decision 
makingつまり意思決定についての業績であるか

ら、説明の対象は「意思決定」である。 
 まず、記述的理論は、（１）人々が行なう決

定についての理論であり、（２）人々はどのよ

うに決定するかの理論である。規範的理論は、

（１）論理的に矛盾がない決定手続きについて

の理論であり、（２）人々はどのように決定す

べきかの理論である。指図的理論は、（１）人々

がよい決定（good decision）を行ないうるよう

に人々をどう助けるかについての理論であり、

（２）人々がよりよい決定（better decision）
を行ないうるように人々をどう訓練するかにつ

いての理論である。ここでは、意志決定者の認

知的限界が認められており19)、現実の人間、す

なわち、魂のない想像上の理想化された超合理

的な人間と全く違ったものとしての現実の人間

が、どのようにしてよりよい選択を行ないうる

か、に関心があるのだという20)。 

 ベル、レイファ、トバスキーによれば、記述

的理論は、何によって評価されるかといえば、

それが観察される決定に一致する「経験的妥当

性」によってであり、規範的理論は、それが受

理できる理想化をもたらす理論の適切性、すな

わち「理論的適切性」によってである。また、

指図的理論は、人々がよりよい決定を行なうの

を助ける力、すなわちその「実用的価値」によっ

て評価されるという21)。 

 さて、これら３種の理論について、考慮の対

象を「意思決定」から本稿のテーマである「マ

ネジメント」に移して考えることができるかど

うか。意思決定もマネジメントも人間行動とし

て同じく社会科学の研究対象になりうるから、
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ここでは、簡単に、移しうると考えるとする。

そうすると、次のようにいうことができる。 

 マネジメントの「記述的理論｣は、（１）人々

が行なうマネジメントについての理論であり、

（２）人々はどのようにマネジメントするかの

理論である。 

 ｢規範的理論」は（１）論理的に矛盾がないマ

ネジメント手続きについての理論であり、（２）

人々はどのようにマネジメントすべきかの理論

である。 

 ｢指図的理論」は（１）人々がよいマネジメン

トを行ないうるように人々をどう助けるかにつ

いての理論であり、（２）人々がよりよいマネ

ジメントを行ないうるように人々をどう訓練す

るかについての理論である。 

 さて、ベル、レイファ、トバスキーによれば、

意思決定の理論をまとめるにあたって、それに

は上述した３種の理論があるとするのが有用で

あることが分かったという。しかしながら、３

種の理論のうち「指図的理論」について、この

カテゴリーが有益であったことを認めつつも、

とくに３人のうちの１人のトバスキーは、もし

かれらが規範的カテゴリーについてなお一層明

らかにすべきであるとするなら、「記述的」「規

範的」の分類でなく、「記述的」「規範的」「指

図的」の３分類に人々を変説させる必要は多分

ない、と考えているという22)。ここからも窺え

るように、「規範的理論」には、複雑な問題が

含まれているようである。おそらく、２分類か

ら３分類にすることで、このことがよくみえた

のであろう。 

 しかし、本稿は、｢記述的」「規範的」「指図

的」の３分類が有益であろうとする立場に立つ

こととする。しかしながら、ベル、レイファ、

トバスキーの３種の理論の説明は再検討に値す

る。｢記述的理論」および「規範的理論」につい

ては、 それなりに十分理解できる。しかし、 ｢指

図的理論」についての説明は、理解が難しい。

なぜこのようになるのか。ベルたちがこの業績

をまとめるにあたっての現実的理由があったか

もしれないが、分類の形式として、あるいは分

類の内容として、これでよいのかと疑われる。 

｢記述的理論」および「規範的理論」と、「指図

的理論」は、分類なのであるから、分類の形式

として、また内容として整合的であるべきであ

ろう。そこで、こうした思考に従って、「指図

的理論」について、「記述的理論」および「規

範的理論」の記述に沿って整合的に書き改める

と、次のようになると考えられる。あるいは、

それ以上に積極的に、次のようにしたい
．．．

という

べきかもしれない。 

 すなわち、＜指図的理論は、（１）人々がよ

い決定（指図的理論における「よい決定」とは、

これであれば他の決定よりよいという「実用的

価値」を実現する決定と判断される（筆者））

を行なう方法についての理論であり、（２）人々

はどのようにしてよい決定を行なうかの理論で

ある｡＞ そこで、対象を「意思決定」から「マ

ネジメント」に移して「指図的理論」を書き改

めると、次のようになる。すなわち、マネジメ

ントの＜指図的理論は、（１）人々がよいマネ

ジメント（これであれば他のマネジメントより

よいという「実用的価値」を実現するマネジメ

ント）を行なう方法についての理論であり、（２）

人々はどのようにしてよいマネジメントを行な

うかの理論である｡＞ 

 このように主張することができるとして、こ

こに＜マネジメント論の３種の理論＞をまとめ

て示すと、次のようになる。 

 ｢記述的理論」は、（１）人々が行なうマネジ

メントについての理論であり、（２）人々はど

のようにマネジメントするかの理論である。 

 ｢規範的理論」は（１）論理的に矛盾がないマ

ネジメント手続きについての理論であり、（２）

人々はどのようにマネジメントすべきかの理論

である。 

 ｢指図的理論」は、（１）人々がよいマネジメ

ントを行なう方法についての理論であり、（２）



- 81 - 

人々はどのようにしてよいマネジメントを行な

うかの理論である。 

 そして、記述的理論は、観察されるマネジメ

ントに一致するその「経験的妥当性」によって、

規範的理論は、受理できる理想化をもたらす理

論の適切性、すなわちその「理論的適切性」に

よって、また「指図的理論」は人々がよいマネ

ジメントを行なうのを助ける力、すなわちその 

｢実用的価値」によって、評価されるということ

になる。 

 さて、マネジメント論に、いま述べた意味で

の記述的理論は当然ありうるし、現にあるとい

うことができよう。この理論は、「経験科学」

というに相応しいものであると思える。ただし、

この場合、K. ポパーが主張するように23)、「科

学理論」を反証可能性をもつ仮説と考える立場

をとっておくこととする。 

 次に、規範的理論である。規範は、前述した

ように、簡単ではない。規範には、｢記述主義的

規範」「指図主義的規範」「正当化志向的規範」

があるとされていた。 ここにいう規範的理論は、

｢論理的に矛盾がないマネジメント手続きについ

ての理論」としたから、その限りでは、 ｢正当

化志向的規範」のうちの、正当化に「感覚的経

験を必要としない形式的」なものにあたると考

えられる。例えば、決定理論はこの種の理論で

あろうが、決定理論がマネジメント論に含まれ

るとされれば、こうした規範理論も、マネジメ

ント論にはあるといえる。こうした規範理論を

規範科学というかどうかは、上記の記述理論の

場合とは異なって、単に言葉使いの問題である

ように思える。 

 最後に、指図的理論である。この理論は、「人々

がよいマネジメントを行なう方法についての理

論」であり、「人々はどのようにしてよいマネ

ジメントを行なうかの理論」であるとした。こ

こでは、＜人々がよいマネジメントを行なうに

はどうすべきか＞が論じられるわけであり、前

述の「指図主義的規範」が示されることになる。

しかし、｢記述主義的規範」について、また「正

当化志向的規範」（正当化に「感覚的経験を必

要としない形式的」なものを含めて）について、

それぞれが＜よいマネジメント＞が分析の対象

になっているのであれば、これら２つの規範も

指図主義的規範として示されてもよいであろう。

こうして、指図的理論は、上述の３種の規範概

念のすべての意味で規範的でありうるといえそ

うであるから、前述のトバスキーの戸惑いが幾

分か理解できる気がする。 

 さて、本稿のはじめに、マネジメント論の典

型例として、ファヨールとサイモンを挙げた。

ファヨールは、ここでは詳しくは論じないが、

マネジメントはどう行なうべきか――よいマネ

ジメントはどう行なうべきか、を論じている。

サイモンも同様である。サイモンについては、

この後詳しく議論するのであるが、結論を先に

いえば、マネジメント論は、典型的には、マネ

ジメントの「指図的理論」であるといってよい

のではないか、と思われる。 

 以下に、サイモンのマネジメント論について

検討していく。 

 

Ⅲ サイモンのマネジメント論の基本構

造24) 

 

 ここでは、H. A. サイモンのマネジメント論

の基本的構造を明らかにする。それは、サイモ

ンの主張に従って、次のように理解されるもの

とする25)。 

 

（１）組織均衡の理論 

 個人は、組織におけるその活動が、直接ある

いは間接に自分自身の個人的目標に貢献すると

き、その組織のメンバーになる。すなわち、組

織のメンバーは、組織がメンバーに提供する誘

因と引き換えに貢献する。 

 組織には、通常３種の基本的な参加の型が存

在する。企業組織について、これを具体的にい
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えば、企業家と従業員と顧客である。１つの集

団による貢献は、組織が他の集団に提供する誘

因の源泉である。もし貢献の総計が、量と種類

において、必要な量と種類の誘因を提供するの

に十分であれば、組織は存続し、成長する。さ

もなければ、均衡が達成されず、組織は縮小し､

ついには消滅する。 

 こうしたことが、「公準」に精緻化されると、

次のようになる26)。 

１ 組織は、われわれが組織の参加者
．．．

と呼ぶ多

くの人々の相互に関連する社会的行動のシス

テムである。 

２ それぞれの参加者およびそれぞれの参加者

集団は、組織から誘因
．．．．

を受け、その見返りと

して組織に対して貢献
．．．．．

を行なう。 

３ それぞれの参加者は、彼に提供される誘因

が、彼が行なうことを要求される貢献と（彼
．

の
．
価値の観点、および彼に開かれた代替的選

択肢の観点から測定して）等しいかより大で

ある場合にだけ、組織への参加を続ける。 

４ さまざまな参加者集団によって提供される

貢献が、組織が参加者に与える誘因を生み出

す源泉である。 

５ したがって、 組織は、貢献が十分にあって、

こうした貢献を引き出すのに十分な大きさの

誘因を提供する限りにおいてのみ、「支払い

能力がある」――存続し続ける。 

 

（２）組織目標の理論 

 実生活での意思決定の事態において、１つの

行為のコースが受容されうるには、それは、諸

要求あるいは諸制約の全集合を満足させなけれ

ばならない。時として、これらの要求の１つが

選び出されて、行為の目標と呼ばれる。しかし､

多くの諸制約からの１つの選択は、大部分は恣

意的である。多くの目的にとって、諸要求の全

集合を行為の（複合）目標と呼ぶのがより有意

義である。こうしたことは、個人および組織の

意思決定のいずれにも妥当する。 

 満足できる解を探索する過程で、行為の諸目

標、すなわち解によって満たされなければなら

ない諸制約は、２つの仕方で指導的役割を果た

すであろう。第１に、諸制約は、解すなわち選
．

択肢の産出
．．．．．

に直接使われよう。第２に、諸制約

は、解が満足か否かのテストすなわち選択肢の
．．．．

テスト
．．．

に使われよう。前者の諸制約の場合が、

一般に、われわれにはより目標らしくみえる。 

 組織のさまざまな部署で意思決定者が考慮す

る諸制約の諸集合の全体は、かなり似ているか

もしれないが、それぞれの意思決定者は、多分､

まったくそれぞれの仕方で、諸制約を産出要因

とテスト要因に分けるであろう。もしわれわれ

が、「組織目標」を制約の諸集合を意味するも

のとして用いるなら、組織はまさに目標（広く

共有された制約の諸集合）をもつことになる。

もしわれわれが、「組織目標」を狭く産出要因

を意味するものとして用いるなら、大組織のい

くつかの部署間に目標の一致はほとんどないと

いえる。 

 個人が組織に「参加すること」は、組織での

役割の受容を意味する。組織の意思決定に関し

ては、満足な行為のコースを明らかにする諸制

約の大部分ではないにしても多くが、組織の役

割に関連しており、それゆえに、その役割を引

き受ける個人の動機には間接的にしか関連しな

い。こうした状況においては、組織目標は、意

思決定者の動機には間接的にしか関連をもたな

い組織の役割が課す諸制約あるいは制約の諸集

合をさすのに用いるのが便利である。とくに階

層の上位の役割について、妥当である。このよ

うに用いられることも多い。 

 個人の誘因と貢献のシステムは、一方におい

て、組織がメンバーを引き止め存続するために

は満たさなければならない諸制約を課す。 他方､

組織の役割に、すなわち組織の意思決定システ

ムに組み込まれる諸制約は、組織が行為のコー

スを採用するためにはそれが満たさなければな

らない諸制約である。 
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 諸制約のこうした２つの集合の間には、強い

経験的結びつきはあるが、必然の論理的つなが

りはない。組織はときに存続できなくなるが、

その死は、組織の意思決定システムの諸制約の

中に、組織メンバーの重要な動機づけ上の関心

のすべてを組み込みえなかったことに帰せられ

うることが多い。 

 大組織ではどこでも、意思決定の分権化が進

められるので、おそらく異なった諸制約が異なっ

た地位あるいは専門化された部課の決定問題を

定める。例えば、「利益」は、多分、企業組織

の大部分のメンバーの意思決定に直接入り込む

ことはない。しかし、このことは、利益を企業

の主要目標とみなすことを不適切あるいは無意

味にするものではない。それは、ただ、意思決

定メカニズムはゆるく結ばれたシステムで、そ

こでは利益の制約は多くの諸制約の１つにすぎ

ず、大部分のサブシステムに間接的にだけ入り

込むことを意味している。 

 

（３）管理の理論の基本課題――管理者の役割

の理論 

 組織は、結局は人々の集合体であり、組織が

行なうことは、人々によってなされる。しかし

ながら、すべての行為にはそれに先立つ選択の

過程、すなわち意思決定の過程がある。従って､

組織は意思決定の過程の観点から理解すること

ができる。意思決定過程が、組織現象の理解へ

の鍵となるであろう。意思決定は、今日、組織

にとってますます中枢的となっている27)。 

 組織における人間行動が、すべて合理的では

ないにしても、少なくとも、大部分は合理的で

あることが意図されていることは、管理の組織

を観察してきた者にとって十分明らかであろう。

しかし、そこで示される合理性は、決して全知

全能の合理性ではない。 

 合理性とは、大雑把には、行動の諸結果を評

価できるようなある価値体系によって、望まし

い代替的行動を選択することに関わる。意思決

定あるいは選択は、諸代替的行動のうちの１つ

を、実行するために選択する過程のことである。 

 意思決定の全知全能の合理性、すなわち客観

的合理性（objective rationality）は、次の場合

にのみ達せられる。すなわち、意思決定の主体

が、意思決定に先立って、（１）すべての代替

的行動を列挙し、（２）これらの代替的行動す

べてについて、それぞれから生じる結果のすべ

てを把握し、（３）これらの諸結果群のすべて

を価値体系にもとづいて比較評価し、すべての

代替的行動の中からもっとも好ましい１つを選

択する場合である。こうした客観的合理性は、

全能の合理性をもつとされる経済人（economic 
man）の合理性である。 

 しかしながら、現実の行動は、少なくとも次

に述べる３点で客観的合理性を達することがで

きない。 

（１）客観的合理性は、すべての可能な代替的

行動の列挙を要求するが、現実の行動にお

いては、そのうちのわずか２、３が思い出

されるにすぎない。 

（２）客観的合理性は、すべての代替的行動に

ついて、そのそれぞれの結果の完全な知識

を要求するが、実際には、その知識は常に

断片的で不完全である。 

（３）たとえ結果についての知識が完全であっ

たとしても、結果は将来に実現されるもの

であるから、それを価値づける際には、想

像によって、経験される感覚の欠如を補わ

なければならない。しかし、価値は不完全

にしか予想できない。例えば、予想された

喜びと実現された喜びは、往々にしてかな

り異なろう。 

 要するに、現実の合理性は、このような限ら

れた合理性（bounded rationality）でしかあり

えない。限られた合理性しか達成しえない現実

の人間、すなわち経営人（administrative man, 
Administarative Behavior, 4th ed. で は

administrator）は、客観的合理性を達しうる経
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済人と区別される。 

 経営人は、第１に、経済人が最大化する

(maximize）のに対して、むしろあるところで

満足する（satisfice）ので、可能なすべての代

替的行動を検討することなく、またこれらが実

際にすべての代替的選択肢であることを確かめ

ることなく、選択を行なうことができる。第２

に、経済人が複雑そのままの「現実の世界」を

扱うのに対して、経営人は、むしろ世界を無意

味なものとして扱い、万物の相互関連を無視す

るので、その思考能力に対して不可能な要求を

しないような、比較的簡単な経験則によって、

意思決定を行なうことができる。 

 現実に達成しうる合理性が限られた合理性で

あるとしても、個人の意思決定は、「所与」の

環境の中で行なわれるから、この選択の心理的

環境が偶然に任されず、選択されかつ慎重に手

が加えられるならば、高度の合理性を達するこ

とができる。すなわち、組織は、意思決定の心

理的環境を注意深く制御することによって、客

観的合理性に適度に近づくことを可能にする。 

 現実の組織では、全般性をもつ一定レベルで

の意思決定は、そのすぐ下位のレベルでのより

特殊な意思決定の環境となっている。最高位の

レベルでの行動の統合は、考慮されるはずの価

値、知識、可能性をきわめて広い意味で決める

意思決定によって、もたらされる。こうしたご

く一般的な決定要素に、より一層の特殊性を与

えるそのすぐ下位のレベルの統合は、どんな活

動が行なわれるべきかを決める意思決定によっ

て、もたらされる。その下のレベルでも同様で

ある。組織においては、ハイアラーキーの下に

向かう各段階は、そのすぐ上の段階で示された

目標を実施する手段である。すなわち、組織に

は、意思決定の手段－目的のハイアラーキー

(means-end hierarchy）が存在している。 

 管理の理論（administrative theory）の基本

課題は、第１に、こうした意思決定の網状組織

をどう作るべきかを決めること、すなわち総括

的な「計画設定」の意思決定とより狭い範囲の

｢執行的」意思決定の間の適切な分業の問題であ

る。第２には、手続的計画設定の問題、すなわ

ち計画設定の意思決定による執行的意思決定の

統制を有効にするメカニズムを作り出すことで

あ る 。 こ の メ カ ニ ズ ム は 、 組 織 の 影 響

(organizational influence）のメカニズムから

なる。組織の影響のメカニズムは、（１）オー

ソリティのシステム、（２）助言と情報、（３）

メンバーに組織へのロイヤリティおよび能率へ

の関心を教え込むことを含む訓練、からなる。 

 こ う し て 管 理 者 の 役 割 （ role of the 
administrator）は、組織の中に意思決定機能が

どのように配分され、またそれがどのように影

響を受けるべきか、を決めることである。これ

らの意思決定が「管理的」意思決定と呼ばれう

る。 

 組織における意思決定の手段－目的のハイア

ラーキーが、統合され完全に結合された連鎖と

なっていることはめったにない。しばしば組織

の活動と究極の諸目的の間の結びつきは曖昧で

あったり、究極の諸目的が不完全にしか定めら

れていなかったり、究極の諸目的間や、それら

を達成するのに選ばれた諸手段間に内部的コン

フリクトや矛盾があったりする。それでも、行

動の合理性のために残されているものは、やは

り、こうした不完全でしばしば矛盾するハイア

ラーキーである。 

 管理の理論の中心的な関心は、意思決定の合

理性、すなわち、特定の目標の完遂のための意

思決定の適切性である。もし人間の合理性に限

界がなければ、可能な代替的選択肢の中から目

標のもっとも完全な達成に至るものを選び出せ

ばよいが、人間の合理性には実際には限界があ

り、またこうした限界は静止していず、個人の

意思決定が行なわれる組織の環境に左右される

という事実から、管理の理論が必要とされる。

個人が、その意思決定において、合理性に（組

織の諸目標の観点から判断して）できるかぎり
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近づくように、こうした環境をデザインするこ

とが、管理の仕事（task of administration）で

ある。 

 

（４）まとめ 

 こうして、サイモンに従えば、管理の理論の

中心的な関心は、組織の目標を達成するための

意思決定の合理性をできるかぎり高めることで

ある。そのために、管理者は、組織の意思決定

環境をデザインしなければならない。このデザ

インは、組織における意思決定の手段－目的の

ハイアラーキーを、できるかぎり統合され完全

に結合された連鎖となるように作ることであり、

次に、こうして配分された意思決定のそれぞれ

の合理性が高まるように、意思決定に影響が与

えられるようにすることである。サイモンによ

れば、結局、管理の理論の基本課題は、＜組織

における意思決定の手段－目的のハイアラー

キーの統合性＞と＜それぞれの意思決定の合理

性＞をできるかぎり達成すること、である。あ

るいは、組織における意思決定の手段－目的の

ハイアラーキーの可能な限りの統合性を含んだ

意味で、それぞれの意思決定の合理性を可能の

限り達成すること、ということができよう。 

 サイモンのいうこうした管理の理論の基本課

題の分析をみれば、これがマネジメント論でな

くて何であろうか。この分析は、Ⅲ-（３）によっ

て明らかなように、組織の目標は設定されるも

のとしたところから始まっている。このために、

Ⅲ-(２)で述べた組織目標の理論があることに、

特別の意味があろう。サイモンによれば、こう

した組織目標は、間接的には、すべての組織メ

ンバーの個人的目的であり、メンバーのさまざ

まな個人的動機を満足させるものである28)。Ⅲ

-(１)で述べた組織均衡の理論が示すように、必

要なすべてのメンバーについてこのことが満た

されれば、組織は存続する。組織均衡の理論は､

こうして組織目標の理論と密接に関わる理論で

もある。組織目標や組織の存続を論じるこれら

の理論はともに、マネジメント論にとって極め

て重要、むしろ不可欠と考えられよう。 

 本稿においては、サイモンのマネジメント論

の基本構造は、組織均衡の理論、組織目標の理

論、および管理者の役割の理論から構成される

と考えてきた。このように考えうるとすると、

サイモンのマネジメント論は、ごく簡単には、

次のようになる。すなわち、組織均衡論に従っ

て組織メンバーが決まるとし、そのメンバーの

さまざまな動機を満足させうるように組織目標

が決まれば組織は存続するとして、その組織目

標を、意思決定のハイアラーキーの統合性と意

思決定の合理性を通じて、できるかぎり合理的

に達成することを主張する理論である。 

  

Ⅳ サイモンのマネジメント論の性質29) 

 

 こうしたサイモンのマネジメント論の基本構

造は、その主著であるAdministrative Behavior 
30)にほとんど示されている。 サイモンによると､

この書物の目的は、｢組織が、その意思決定過程

の観点からどのように理解されうるかを示すこ

と31)」であったといい、また、この書物では、

「記述的理論」（descriptive theory）が求めら

れていたという32)。 

 しかし、サイモンのマネジメント論は、果た

して、どのように、あるいはどこまで記述的理

論であろうか。 

 

（１）組織均衡論について 

 まず、組織均衡論についてみよう。この理論

は、記述的理論であるようにみえる。しかし、

個人に関して、その「公準」２、とくに「公準」

３が主張するように実際にすべての個人が行動

するであろうか。「公準」２および３は、次の

ようなものであった。 

 ｢公準｣ ２  それぞれの参加者およびそれぞれ

の参加者集団は、組織から誘因
．．．．

を受け、その見

返りとして組織に対して貢献
．．．．．

を行なう。 
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 ｢公準」３ それぞれの参加者は、彼に提供さ

れる誘因が、彼が行なうことを要求される貢献

と(彼の
．．

価値の観点、および彼に開かれた代替的

選択肢の観点から測定して）等しいかより大で

ある場合にだけ、組織への参加を続ける。 

 ｢公準｣ ２は記述的理論として認めうるとして

も、「公準」３に合致した行動をすべての個人

が常にとるとは考えにくい。個人が合理的であ

れば、すなわち個人がその目的の達成――動機

の満足に合理的であれば、「公準」３に合致し

た行動になる、というのが主張できることであ

ろう。例えば、人が合理的でなければ、嫌なこ

とが起きれば感情的になって、後先なく組織を

去ることも現実にはありうる。つまり「公準」

３は、＜個人が合理的であればとる行動である

＞あるいは＜個人が合理的でありたければとる

べき行動である＞というべきであろう。 

 このように分析できるとするなら、「公準」

３は、ベル、レイファ、トバスキーに沿って本

稿で議論してきた分類でいえば、そのまま「記

述的理論」とはいいがたい。記述的理論には、

上述Ⅱで示したように、「観察されるマネジメ

ントに一致する『経験的妥当性』」がなければ

ならないが、「公準」３については、マネジメ

ントでこれを欠くことがありうると判断される

からである。＜個人が合理的であればとる行動

である＞から、一定の条件のもとで
．．．．．．．．．

、「経験的

妥当性」があり、その限りで「記述的理論」で

あることになろう。＜個人が合理的でありたけ

ればとるべき行動である＞は、＜個人が合理的

であればとる行動である＞と同じ内容であるが、

前者には、「人々がよいマネジメントを行なう

のを助ける『実用的価値』」が示されている（こ

の場合、個人が合理的であることが、よいマネ

ジメントにつながると仮定している）点で異なっ

ている。このように考えれば、「公準」３は、

無条件に記述的理論とはいいがたく、「指図的

理論｣の性格をもつものと指摘すべきであろう。 

 

（２）組織目標の理論について 

 すでに述べたところから明らかなように、サ

イモンは、組織は意思決定の過程の観点から理

解できるとし、さらには、組織には意思決定の

手段－目的のハイアラーキーがあって、意思決

定のそれぞれには影響が与えられる、という組

織観をもっている。 

 サイモンの組織目標の理論も、このような組

織観を前提に理解すべきものと考えられ、２つ

の中核的主張からなるとみることができる。 

 第１に、目標とは、解すなわち意思決定によっ

て満たさなければならない諸制約であるとして、

｢組織目標」は、この意味で、組織の意思決定が

満たさなければならない諸制約あるいは制約の

諸集合といえるとする。こうした場合には、組

織はまさに目標をもつことになる。しかし、意

思決定の諸制約は、選択肢の産出に直接使われ

るものと、選択肢のテストに使われるものがあ

り、「組織目標」を狭く前者を意味するものと

して用いるなら、組織の部署間に目標の一致は

ほとんどないといえる、という。 

 また、組織の意思決定に関しては、その諸制

約の少なくとも多くが組織の役割に関わってお

り、こうした状況では、「組織目標」を組織の

役割が課す諸制約をさすのに用いるのが便利で

ある。とくに上位の役割について妥当である、

という。 

 このようにサイモンは「組織目標」の概念の

内容を明らかにしている。すなわち、「組織目

標」の基本的な概念についての考えを明示した

後、そこから派生させうる少なくとも２つの「組

織目標」の概念、すなわち選択肢の産出に直接

使われる諸制約と、組織の、とくに上位の役割

が課す諸制約という組織目標の概念の可能性を

指摘した。 

 ｢概念の内容を限定すること」が「定義」であ

る33)。サイモンはこのように「組織目標」の定

義を示している。しかし、「定義」はいずれも｢記

述的理論」以前の問題である。 
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 第２の主張は、次のようなものである。個人

の誘因と貢献のシステムは、一方で、組織が存

続するためには満たさなければならない諸制約

を課す。他方、組織の役割に、すなわち組織の

意思決定システムに組み込まれる諸制約は、組

織が行為のコースを採用するためにはそれが満

たされなければならない諸制約である。しかし、

こうした２つの制約の集合の間には必然の論理

的つながりはなく、組織はときに存続できなく

なるが、その死は、組織の意思決定システムの

諸制約の中に、組織メンバーの動機づけ上の関

心のすべてを組み込みえなかったことに帰せら

れうることが多い、という。 

 この「多い」を、組織は他の理由によっても

存続できなくなることがあると理解して、第２

の主張の性質を考えるとする。「他の理由」を

除けば、この主張は、＜存続している組織は、

組織の意思決定システムの諸制約の中に、メン

バーの動機づけ上の関心のすべてを組み込んで

いる＞という命題と、＜組織を存続させるには、

組織の意思決定システムの諸制約の中に、メン

バーの動機づけ上の関心のすべてを組み込むべ

きである＞という命題にすることができよう。

前者の命題は、一定の条件のもとで
．．．．．．．．．

、「観察さ

れるマネジメントに一致する『経験的妥当性』」

があると思われ、その限りで「記述的理論」と

いうことになる。また、後者の命題は、「人々

がよいマネジメントを行なうのを助ける『実用

的価値』」が示されている（この場合も、組織

の存続はよいマネジメントを意味すると仮定し

ている）といえ、その意味で「指図的理論」と

いうことができる。 

 

（３）管理者の役割の理論について 

 この議論においても、サイモンは、当然、組

織は意思決定の過程から理解でき、組織には、

意思決定の手段－目的のハイアラーキーがあり、

意思決定のそれぞれには影響が与えられる、と

いう組織観に立つ。 

 サイモンによれば、管理者の役割は、組織の

中に意思決定がどのように配分され、またそれ

がどのように影響を受けるべきか、を決めるこ

とである。すなわち、組織における意思決定の

手段－目的のハイアラーキーの統合性とそれぞ

れの意思決定の合理性を可能の限り達成するこ

とである。 

 こうした理論は、次のような２つの命題に言

い換えることができよう。すなわち、＜管理者

が管理者の役割を果たしていれば、組織の意思

決定の手段－目的のハイアラーキーの統合性と

意思決定の合理性が、できる限り達成されてい

る＞および＜管理者が管理者の役割を果たすに

は、組織の意思決定の手段－目的のハイアラー

キーの統合性と意思決定の合理性が、できる限

り達成されるべきである＞という命題である。

前者は、一定の条件のもとで
．．．．．．．．．

、「観察されるマ

ネジメントに一致する『経験的妥当性』」があ

ると考えられ、その限りで「記述的理論」とい

うことができる。また後者は、「管理者の役割

を果たすには」が明らかにされていて、「人々

がよいマネジメントを行なうのを助ける『実用

的価値』」が示されているので、その意味で「指

図的理論」ということができる。 

 

Ⅴ 結論 

 

 前述したように、Adiministrative Behavior
では、記述的理論が求められていたとサイモン

自身がいうが、ここに示されていたマネジメン

ト論は、無条件に記述的理論といえるものでは

なかった。一定の条件のもとでの記述的理論、

つまり＜よいマネジメントが行なわれている現

実を対象にした＞記述的理論であったし、さら

に＜よいマネジメントを行なうための＞指図的

理論であった、ということができる。 

 サイモンがAdiministrative Behaviorにおい

て＜よいマネジメントが行なわれている現実を

対象にした＞点は、一般にあまり認識されてい



 - 88 - 

ないかもしれない。しかし、そうだったからこ

そ、サイモンの後に、サイモンが扱った現実と

は異なる別の現実――よいマネジメントが行な

われるわけではない実際の組織を対象にした組

織選択の「ごみ箱モデル」（garbage can model）
34)が登場する十分な理由があったわけである。 

 さて、このように、サイモンのマネジメント

論は、無条件に記述的理論といえるものではな

く、すなわち＜よいマネジメントが行なわれて

いる現実を対象にした＞記述的理論であったか

ら、同じ意味を表わすものとして、他方の＜よ

いマネジメントを行なうための＞指図的理論で

あった、という方がはるかに明快で分かりやす

いのではないか。マネジメント論としては、こ

うしたサイモンの例にみるように、 最終的には､

＜よいマネジメントを行なうための＞「指図的

理論」が求められてしかるべきではないかと考

える。マネジメント論とは、もともと、究極的

にはマネジメントのための理論、つまり＜よい

マネジメントのための理論＞ではないのかと思

う。この場合、「よいマネジメント」の結果が

何であるかをここで示す必要はないし、また何

でなければならないかがあるわけではないであ

ろう。これは、それぞれの場合で明らかにされ

るべきことである。 

 ＜よいマネジメントを行なうための＞指図的

理論は、しかし、そこに至るまでには、サイモ

ンの場合でもみたように、 おそらく多くの場合､

＜よいマネジメントが行なわれている現実を対

象にした＞「記述的理論」が必要とされるであ

ろう。この場合の「記述的理論」が、｢経験科学」

の理論といえるものかどうか。 場合によっては､

考慮対象の数が限られているであろうことが気

になるが､ それでも､ 現実を対象とする限りで､

そう呼んでよいのではないか。ただしこの場合

も、前述したようなポパーの科学理論について

の考えに従うとしたい。こうすることで、経営

学における科学理論というものが背負ってきた

重荷が少しは軽くなる気がする。しかし、｢記述

的理論」が作られる際の対象の数がどんどん少

なくなったとき、どう考えるか。数少ない――

極端には１つのケース・スタディから導かれた

「記述的理論」は、｢経験科学」の理論といえる

のかどうか。通常はそうはいわないであろう。 

 しかし、マネジメント論の場合、科学理論で

あるかどうかにそれ程こだわる必要があるであ

ろうか。本稿のはじめの部分で、マネジメント

論の典型例として指摘したファヨールは、その

理論の中で、管理過程論の中心理論である現在

いう管理サイクル――計画（予測）し、組織し、

命令し、調整し、統制すること――を「マネジ

メント」（英語はmanagement、仏語はadminis- 
tration)の定義であるとしている35)。これにし

ても、事実的・経験的根拠がないはずはないが､

ともかく｢定義｣であるとしている。これでよい

のではないか。 ｢科学」にこだわらず、ファヨー

ルに倣って、＜よいマネジメントを行なうため

の＞「指図的理論」は、一般に、＜よいマネジ

メント＞の定義
．．

であると考えてはどうであろう

か。これは、その理論がたとえ「経験科学」の

理論にもとづく場合でものことである。こうす

ることで、マネジメント論は、ひとまず「科学」

の束縛から解き放たれる。そこでは、マネジメ

ント論形成におけるケース・スタディや直観の

もつ意味が極めて重要になる。ただし、こういっ

ても、＜よいマネジメントを行なうための＞「指

図的理論」が、＜よいマネジメントが行なわれ

ている現実を対象にした＞「記述的理論」に裏

付けられていれば、それに越したことはないで

あろう。しかし、数少ないケース・スタディや

直観からの理論に導かれたものであっても、そ

れはそれとして、よいのではないか。何らかの

事実的・経験的根拠は必要とされるという意味

である。重要なことであるが、ここでも、ポパー

がいうように36)、理論が「反証」されれば、新

しい理論に代えられなければならない。 

 １世紀近く前に、上述したようにすでにファ

ヨールが行なったことではあるが、ここで、＜
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究極のマネジメント論、すなわち、よいマネジ

メントのための指図的理論はマネジメントの 「定

義」である＞と考えることを提案したい。この

場合の「定義」が、定義のゆえにその意味を任

意に定めうるといった定義でないことは明らか

である。しかし、これとは無関係に、このよう

な考え方に対して多くの抵抗があることは避け

られないであろう。しかし、このように考える

ことで、究極のマネジメント論は、長い間の「科

学」の束縛からひとまずは解放される。その後

に、それを導いた理論が「反証」されれば、ま

た新しい理論が必要とされるが、そこまでは、

究極のマネジメント論は、その「実用的価値」

によって、マネジメントに貢献しうる。 
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