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経営管理における過程理論の性格(2 ) 

一一伝統的管理論の理論的基礎

降旗武彦

{まし由t き

前稿，経営管理における過程理論の性格一一経営管理の発展と管理過程概念一一

「経済論叢」第 98巻第5号において，経営管理の概念が，いかなる先駆的業績

に支えられ，またし、かなる時代の推移壱反映しつつ発展してきたか，そしてそ

こでは，いわゆる管理過程概念がし、かなる役割を担って登場してきたかを考察

した。

では今日の経営管理論は一般にこの伝統音踏襲して，経営管理職能の過程的

分析を主たる内容として発展してきていると考えてよいのであろうか。必ずし

もそのように単純には考えられないのが現状である。というのは，伝統論の立

場をとる H.Koontzによって， Management Theory Jungleとし、う主張が唱

えられ，その表現の適否はともかくとして，今日の経営管理論のあり方につい

て問題を投げかけたもの止して当事者の問に少なからざる論議を招くに至って

いるからである九

そこで以下では. Management Theory Jungle とはし、かなることを烹味す

1) Management Theory Jungleとiま， H. Koontzが 1961年に Jour糊 Zザ the Academy 01 

M開 agement，Vol. 3，に持表した同名の論文に由来し， その後 1962竿 11月にj この問題を中
心として経営管理論のあり方(正確には TheManag町田ntTheory and Reseaτch : Their 
H.ole III Improved Management)についてのγγボジュムがカリフオノレエア大学で聞かれ(そ
の結果は， Koontzによって Tοωaraa Unified The01'y 0/ M側 agement，1964に集録)， これ
を契機として多くの人々がこの問題に論及するに至ってし喝。例えばアメリカの経営学会ともし、
うべき TheAcademy of Managementの年報;D. E. McFarland (ed.)， Current Issues 刷 d

Eω.erg山 gιonceptsin Management， Vol. II， 1966 および，山本安次郎，アメリカ経官学の
方法的反省と経営学本質論 (1)，r経済論叢』第94巷第4号，同， (2)，第95:哲第2号などがある。
したがってこの動き仕筆者も別稿(アメリカ経営学のー動向 (1)(2)(3)，r経済論叢」第91巻第8
号z 第6号， 第92巻第2号)で指摘したアメリヵ経営学の胎動を最も集約的に示すものとし、え
る。



経営管理における過程F前町性格 (2) (517) 4四

るのか，それは何故生じたのか，これに対していかにしたら実り多き果樹園と

なりうるかの諸点について，まずK;oontzの見解を明らかにする。次いでこれ

とは全く対照的な見解壱披歴する H.A. Simonの主張と対比し汽 同じく管

理論を扱いながら何故このような差異が生ずるのかの問題を中心において検討

を重ね，特に本稿では伝統諭がし、かなる理論的基礎に基くものかを明らかにし，

新しい立場を理解する上での手掛りとしたいと考える。

1 Management Theory Jungleをめぐるニつの見解

(A] H. Koontzの主張')

Koontzば， Taylorや Fayol!ご始主再経常管理論の研究が急速な発展をと

げ，それに伴って特に最近に至って多種多様なアプローチが無秩序に唱えられ

た結果，今日ではそれがあたかもジャ Y グノレ的様相を呈し，その研究方向をい

ずれに見出したらよし、か明らかでない混沌たる状態を招くに至っているという o

Management Theory ]ungle とはこのことにほかならない。

ではその多様な7ブローチとはし、かなるものからなり，彼の立場からみてそ

れらはいかに評価されるのだろうか。彼によると今日アメリカの経営学界には，

管理論を扱う次のごとき六学派があると」寸。すなわち， 管理過程学派 (The

Management Process School)，経験学派 (TheEmpirical School)， 人間行動学

派 (TheHuman Behavior School)，社会体系学派 (TheSocml Systern School)， 

意志決定論学派 (TheDecision Theory 5ch∞1) ， 数理学派 (TheMathematical 

School)がそれである。而して Koontzは，管理を「公式的に組織化された集

団内の人々によって仕事を遂行する過程」と考え，その過程を分析することに

よって一定の概念的枠組を確立し，その基礎にある諸原理を明らかにすること

勾 Slffionを Koontzと対比するのは，シンポジュムでの論争で最も対照的だからである。
3) 本稿では，前掲の TheAcademy of Managementの年報に掲哉された論文による。なお
KoontzはH.B. R.， Vol. 40， No. 4， 1962にもほぼ胃円鮮の論文 Makin邑 S凶:;'"of M目 lage
ment Theoryを発表しており，ジンポジュムにはこれが提出されている。前者については1 永

島!o.識;アメリカ経営管理論における方法的混乱とその反省ーク ンツ論文そ中心として j 

「経済系J第55集，第56集に』また後者については 1 桜井信行編「現代経営学入門J1964年に
それぞれ紹介がるる。
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によって，管環論壱樹立しようとする管理過程学派←ー伝統論的立場ーーとそ正

しい接近であると考えるから，その他の学派はそれぞれ次のごと雪欠陥がある

ものとして斥けられる。すなわち， E. Daleで代表される「経験学派」が，ケ

ース・スタディや比較研究を重視するのはよいが，方法論をもたない点で弱い。

人間関係論者や行動科学者達によって唱えられる「人間行動学派」が，管理に

捺してきわめて重要な役割壱演ずる人間行動を重視するのはよいが，ぞれをも

って管理と同一視するのは，人体に関する研究奇心臓学(cardiology) と同一視

するようなものである。 c.1. Barnard などで代表される「社会体系学派」が，

社会学的アプローチとしてはすぐれたものであっても管理論といえるか否かは

問題である。また「意志決定論学派」は，経営行動の分析視点としてし、かに意

志、決定が秀れたものであっても，それのみではあまりにも狭い視角に頼りすぎ

るといわねばならない。最後に「数理学派Jは，それによって管理論をより γ

ャープとする有効な用具ではあっても，それ自体では管理一論とはし、えないと。

したがって，管理論への新しい諸接近が，それぞれに秀れた面はあるにして

も，それ自体としては管理論とはし、えないものと KoonLzが考えていることは

明らかとな 3 たが Koontz はさらにこれらの諸接近が，扱おうとしている問

題に著しい差異があるのでもないのに，何故ジャングノレ戦的様相を呈するよう

な混乱づら招〈に至っているかを問題とし，その理由壱次のごとき諸事情に求め

る。すなわち，語義上の混乱，管理概念の規定の上での差異，伝統的管理論を

先験的なものと考え，したがって今日ではもう役に立た会いものとして捨てさ

ろう Eする多くの新参者達の傾向，従来の管理原理についての誤解，管理論者

達の相互理解の能力ならびに意欲の欠如がそれである。

そこで当然最後に，このような管理論研究の現状を救済するにはL、かにした

らよいのかが問題となるが， Koontz は伝統論の立場に立って次のごとき対策

を提示する。， (1)管理論とはし、かなる学問領域なのかの明確な規定がまず必要

である。その場合に何より重要なのは，管理が「公式的に組織化された集団内

の人々によって仕事を遂行すること」に関する技法である以上，実践に密着し
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た，その意味で一定の限定壱受けた内容のものとして規定することであり，い

かに有用な科学的 tool といえども， それ自体では管理論とはなりえないこと

に留意が肝要である。 (2)とはし、ってら管理に関連をもっ諸科学が軽視され

てよいのでないことは当然で，むしろそれらは，管理論の基礎理論として，管

理論との統合がはからるべきであれそれは(1)の規定が正しく認識されるなら

ばそれほど困難な問題ではないはずである。 (3)しかし，その場合にあるいは

用語の統ーについての問題が生ずるかもしれないが，それは実践家の使用する

ところの周語の尊重によって解決される。 (4)最後に管理論壱純化し，その v

ベノレ壱高めるために，管理論の内容たる諸原理の検証を重ね，それらをより有

効なものに煮つめるとともに，それらを含めた一貫した論理構成とすることに

積極的な努力を傾けることが必要であると。

[B J I-I. A. Simonの主張.，

Koontzによるこのような ManagementTheory Jungleについての見解に

対して Simonは前述のγγポジーム[前掲，往 1)参照〕の席土で. management 

sy~terns approachの立場から次のごと〈反論する。

管理論への“ managementsystems approach"につしミて述べよとのことで

あるが，不幸にも，この言葉が何を意味するかを知らない。もしそれが自分の

研究方法に対してつけられたものなら，他の研究者達(し、わゆる「経験学派j，

「人間行動学派J， r意志決定論学派」などに属する人々) の研究方法との差異を見

出すのに困難を感ずる。何故ならば，われわれは全て組織における人間行動に

関心を持っている。その限りでは，行動科学的アプローチも必要となる。また

組織における大抵の行動は，行為のコ一月の選択を含む。その限りでは意志決

定論的アフローチをとらざるをえない。さらに数量的把握の必要から，その技

法を使うこともある。とすると，数学的アプローチといえないこともなし、から

である。このようにして，組械における人間行動の解明が究極の課題であれ

4) H. A. Simon， Approaching the Theory of Manage皿 ent，in H. Koontz(e<l，)， Towardι 
u削 iftedTheory 01 M，開 agem制 t，1964 
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ぞれが複雑な相互作用や予期しないような結果壱生み出すものである以上，そ

の解明のために，幾つかのアプローチをそのなかに含む managementsystem 

という統合概念によるアプローチをとらざるをえないのであれそこには何ら

研究方法の対立を認めることはできない。したがって Koontzのいう Manage-

ment Theory Jungleは存在せず，いわれるごとき諸学派の存在は，むしろ研

究上の分業というべきものである。

もとよれそうはし、っても，現状において多少の語義上の混乱は否定できな

い。しかしこのような混乱は，ある意味では進歩の過程で生ずる不可避的な現

象ともいえる。たしかに最近にみられる管理論の研究上での進歩は著しいもの

がある o それは，経験的データの集積，理論の発展，意志決定という人間行動

解明の上での共通語の開発，数量的把握のための諸々の toolの工夫などにつ

いピわれわれの周知のところである。このような研究上の急速な進歩は.そこ

に必然的に多少の語義上の混乱の生ずるのもやむをえないことであれいわば

湿舌しは，かかる進歩への不慣れのためにほかならない。したがってわれわれと

しては，それにまどわされず，それぞれが，われわれの共通の関心事である，組

織における人間行動の解明に対して，どのような貢献をしているかを理解し合

うこ長こそ肝要なのである。而してその場合~:.--:. systemという概念に注目す

ることはし功、ことである。何故ならば system eいう概念は，科学的分析に

よく使われていることからも明らかなごとし複雑な現象を扱うのに適した用

語だからである。以上よれ systemとし寸概念が Koontzのいうごとし

決して伝統的管理論に対立する接近ではなしむしろ今且の複雑な管理現象を

扱う上での統合的な概念用具にほかならないことが明らかとなったと思うと。

E 両説の比較と問題の提起

以上で，経営管理論の研究の現状について Koontzと Simonの聞に著しい

見解の差異のあることが明らかとなった。すなわち Koontzは最近において特

に顕著な隣接諸科学の撞頭をジャングノレ的様相と考えるのに対して Simonは
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それを学問上の分業としてとらえている。而も両者が扱おうとしている問題は，

管理を扱うかぎりいうまでもなく同 であれ両者はともにそのことを強調も

している。とするとこのような著しい見解の差異は，両者の管理についての基

本的な立場の差異によるものということとなる。すなわち Koontzは，管理論

の本質的特徴壱，あくまで artたる管理実践に密着したものと Lてとらえ管理

職能に焦点をおく分析(管理週躍学派の立場巷主張するがために，新しい諸接

近が，その問題意識や研究方法において，あまりにも距離のあるものとしてと

らえられるか，あるいは不完全なもののごと〈映ずる。これに対して Siffion

は，古くから科学的思考上の用具として有効に用いられてきた system概念に

基いて，研究対象たる組織における複雑な人間行動を，隣接諸科学の協力によ

ってま「解明し，その把握の上で管理壱してより operationalなものとするこ

とを志すがために，管理論への諸接近が必ずしも対立的なものとしては考えら

れないというのがそれである。では Koontz と Simonのいずれの主張が管理

論として妥当なのだろうか。

元来管理論とは，一定の社会的存在(何らかの組織体)が， .fiiJらかの目的を達

成しようとする主体的行動について，その方策の適否を問題とする政策論的な

性格をもっ思考体系である九政策論である以上，純粋に法則の発見に努める

純粋科学とは異ることはいうまでもないが，かといって管理に関する知識や技

術の単なる寄せ集めにすぎない技術論でもないことはいうまでもなし、九 そこ

で管理論をしても単なる技術論に止らせず，いわゆる実践科学たらしめるため

には，当然そこに何らかの認識上の操作が必要となる。すなわち，そこで問題

とされる目的手段関係の考察が，目的手段関係をめぐる因果法則の存在に留意

しつつ，かつ経営実践の行動論理に即して，客観的なものとして体系的に把題

されることがそれである九 而してそのためには研究対象たる経営現象が，い

5) A Lepawsky， Administ叩 μon，1955 

自 Koontzも 管理論壱単なる art!こ止らない， science (ただし e:xactscienceではないが)
であるととを強調している (Koontz，op. cit.， pp. 2ト23)。

マ〕 この点については.M. Weber，出ロ勇蔵訳1 社会科学および牡金政権の認識の「客観性J.
『世界大層、担企軍J21.昭和田年;111本安次郎「経営学本質論』昭和田年，藻利重隆「経営学の
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かなる本質的特徴をそなえたものかとし、う対象規定がきわめて重要な役割壱演

ずることとなる九前に明らかにした Koontz と Simon の対立も，実はこの

点についての立場の差異によるものなのである。而してこの両者による対象規

定の差異を， Koontzの場合には管理職能に求めるのに対して， Simon は組織

行動に求めていると解し，特に前者について，アメリカの管理論に共通なあま

りにも主観的，一面的な見解として斥けようとする把握方法がある九 しかし

このようなとらえ方には問題がある。それは，アメリカの伝統的な経営管理論

が万法論にいかにうとくとも，実践科学としての管理論壱志すものであるかぎ

り，果して対象規定を管理職能としサ主観的，一面的なもののみに求めてきた

か否か問題である 1030 もしこの点にu、ささかでも問題が存するかぎり，その問

題を対象規定の本来のあり方に照して明らかにすることなしにはアメリカの伝

統的管理論の本質的性格の理解に迫るものとはし、えないし，またそれなしには

新しい立場の特徴も当然正しく理解できず，したがってそこからは新しい経営

管理論の，古いものと対比の形をとっての，本格的展開は期待すべくもないと

いえよう。

でbは経営管理論にとって最も基本的な問題である対象規定の本来のあり方と

はいかなるものである 4きなのか。ここでいう「本来の」とは，実践科学とし

ての管理論の展開の基礎として充分にその要件を満すとともに，今日の経営管

理論への要請をも反映するものとしづ意味である。したがってそれは，経営現

象が，経営としづ社会的存在における，経営現象壱貫く因果法則を尊重しながら

基礎」昭和田年 など参照。しかしここでは K曲目zの見解についてみると，管理論が科学た
るためには，管理がそれによって説明され，改善され，また研究が一層有萌となるような原理や
論理構成がj 経験からの抽象化 (distillation)によってなさるべきと左が O.Helmer and N. 

J::{escherの論文を引用しながら述べられており (Koontz，ot. cit.， p. 23)，不充分ながらも実践
科学そ志タことが読みとれる。さらにこの点については彼の主著 P向 山 中les 01 M.即時岬lent.
1959， pp. 10-11審問。

8) 山本，前掲書，第6章;C. I. B田 nard，The Functions of the Exe叫 ti回 1938.Preface 

9) 山本j 前掲喜，田1ベ ジ， 236ベ ジ，前昭島前文， (2)， 31-2ベージ。
10) 例えば占部教授は， Fayolに由来する伝統論が， その基躍に組織の基本概患を前提としてい

ることを指摘しているし(占部都美|近代官埋宇の展開」昭和 41竿， 9ベ ジ)，室嶋教授も，
アメリカ経営学の各論的研究の存在を例にあげて山本教授の見解に反論している(雲嶋， r経営管
理学の生成J (改訂版〕昭和41年 356-7ベ ジ)。



経営管理における過程理論の性格 (2) (523) 49 

も，なおかつ経蛍の論理に基く目的手段の選択的行動(dec凶 on-makingbehavior) 

の体系なのだから，その特徴壱より正しく反映するごとき場の規定，すなわち

経営に関する何らかの理念型=modelが示しえたらよいこととなる o 今迄にも

この点で様々な試みがなされてきた町。しかしそのいずれもが， 今日のいわゆ

る「統合の時代JCAge of Synthesis) の要請，したがヮてそれとの関連から

General System Theoryの樹立すらも唱えられるに至ヮている今日において

必ずしも有効(workahl吋とはし、えないために，最近ではむしろ systemの概念

が注目されるに至っている''J

そもそも systeme は，それを構成する諸要素が相互に作用し合いながら，

一つのまとまった全体を構成し，他の systemに対するもの一般をさす概念で

ある。もとよりこの規定に関するかぎりでは，企業も当然 systemの一種にほ

かならないが，企業のごとき社会的構成体にとの概念を適用する場合には，他の

社会的構成体たる systemとし、かなる関連におかれているか，また企業という

system を構成する諸要素聞の関係は如何がまず関わるべき重要な問題となる

であろう。而してこれに対する答にも多様な段階と内容のものが考えられるが，

より基本的な区別は closedな， mechanicalなものとみるのと，然らざる場

合(openな， orgalllcなもの)とのそれである助。 ところで企業の system的規

定についてなお問わるべき重要な問題は，それがし、かなる特徴をもっ行動態様

壱示すかということである。すなわち system一般は. natural怠ものと man

rnadeなものとで基本的に区別される。もとより企業という:sy:steulは，当然

m印 -nmdeなものであるから，そこにおける行動態様は人聞の主体的な意志の

11) 例えば，山本教授によると. r経営経済Jr経官管理Ji経営組織」およひ融技独自の規耳に
なる「経営体J (経営対象としての「事業J.経営の主主古主体たる「企業J.経営の行為主体たる
「経営」の統一体としての)があげられる(山本，前掲寄， 210-]ベ-~. 237-8へージ)。

12) J. W. CuUiton， "Age of Synthesis "， H. B. R.. Sept.-Qct. 1962 ; L. von Bertalanffy 
“General System Theory A New Approach.. to Unity of Science". HU1f!an Biology，-

Vol. 23. 1951; K. Boulding， "General System Theory A Skeleton of Science"， 

M開暗印刷~t Science， April 1956;拙稿，アメリカ経営学のー動向 (3). 1睦筒論叢」第四巻
第 2号。

13) Bertalanffy. op. (;~t. ， p. 308 ;拙稿，組織とシステム， 山本純一嗣「酷営システムの研究よ
1964年。
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作用によって著しく影響寄れることはし、うまでもない。すなわち意志決定のあ

り方如何が重要な問題となるわけである叫。 この意:志決定のあり方について，

より基本的なものは，文字通り完全に合理的なのか，それとも限られた合埋性

として特徴づけられるか(すなわち closedor op叩 decisi0 11-meLki ug)町の区別で

ある。而して 般に，この行動態様の上での closedかあるいは opcnかの差異

は， systemの規定での closed とopenに対応するものと考えられる問。した

がって以上上り，経営管理論における対象規定の上での最も茎木的な問題は，

system概念を用いる場合には， 対象たる企業壱 closedsystem t:みるか，

open systemとみるかのいずれかであることが明らかとなった。ではこのよう

な対象規定の仕方の点で Koontzや Simonはどのような態度をとるのであ

ろうか。

まず Koontzについては，この点ですとぷるノレーズであることは明らかであ

る。すなわち彼は I公式的に組織化された集団内の人々によって仕事を遂行

すること」という管理概念の一般的規定と，管理が経営主体の意志的行動なる

が故に，その諸職能に注目し，管理実践に密着した分析の必要性壱強調するの

みで，たとえ art と SClenceの差異に論及する場合でも，客観性を裏付ける

ものとしての実証性を唱えるのみで，ぞれ以上の具体的展開を示していない。

しかも彼は，今日の経営管理壱め寸る隣接諸科学のアプロ一千の統合の必要性

は認めている。諸科学によるアプローチの統合が問題とされる以上，少くとも

これを理論のレベノレで扱う場合には，諸科学をそのなかに包摂できるようなよ

り高い次元の対象規定やモデルの認識，さらには共通語の開発などが認めらる

べきであるが彼はそれを行わず，管理概念の実践的規定のみで足りると，この

点ではきわめて楽観的である。

とれに対して Simonは，組織における人同行動の解明が，今日の経営学に

14) A. D. Hall， A Methodology 10r System E旬g~neen旬:g， 1962， pp. 68-74 
15) C. WJlson and J. W. Alexis， Basic Fra田 eworkfor Declsions， io W. J. Gore and J 

W. Dyson (ed.)， T加 Maki可 ofDecisions A R師 d"問 Ad州問"叩tiveBehaviフr，1964 
16) Ibia.， p. 191 
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関心をよせ，新しいアプローチを主張する人々を含めた共通の課題であること

をまず確認し，この課題を果す上で，現象の複雑さ壱解明するために古くから

用いられてきた科学的な基本用具である system概念に注目し，その共通の広

場のなかで，共通語として開発されてきた decision-makingの概念によって，

本来の課題をはたし，ひいては管理職能のあり方についても究明しながら，問

題の統一的把握を行おうとしている。

したがってこれを Koontzと比べると，政策論的思考体系が，その科学的厳

密性を保とうとしたら，本来もつべきはずの基本的な認識上の操作たるモデル

設定につし、て，その態度や立場の点であまりにもへだたりのあることが明らか

である o たしかに管理論が実践からあまりに遊離したものとなることや，し、か

にジャーデな分析でも，一側面のみをとらえたものであっては管理論とはなり l

えないととは認められる。しかしだからとい勺て Koontzの論調は，あまりに

も管理問題壱管理職能に偏ってとらえ，そのため実践科学としての管理論が本

来もつべきまま本的な毛デノレ認識の点で充分な検討を加えていないものといわね

ばならない。 Koontzが対象規定において管理職能説の立場に立つといわれる

のもあるいは無理のないところといえるかもしれない。しかしそのように規定

してしまうだけではアメリカ経営管理論の正しい理解に迫りえなし、したがっ

てそこからは何ら新しい理論の，古いものとの対比における，本格的発展の期

しえないことは前述のごとくである。むしろわれわれにとっての問題は何故，

Koontz を始めとして伝統論者達は共通にこのような欠陥をもちつづけてきた

のかということである。その理由は必ずしも明らかではないが，次のごとき推

論も可能である o それは Koontzもくりかえし強調す る ご と し 伝 統 論 は

Taylor， Fayol以来，先人の業績の上に築かれてきた確固たる体系である。し

たがって対象規定についても，例えば Koontzがその管理概念で述べるごとく，

「公式的に組織化された集団」と規定したら，それに全てが怠味されており，

われわれが前に考察したような多少ともあちたまった検討をする必要もないの

ではないかというのがそれである。あえてこのようにし、うのは，現に最近新し
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い立場からする伝統論批判にふれる機会が多い， もとよりこれとて必ずしも充

全な形でなされているとは阪らないとしても，それらを綜合すると，管理職能

偏重のごとく思われる伝統論の背景に，それが依存して吉たと思われる，われ

われの求めるごとき一定の対象規定が，あたかも「あぶり絵」のごとく浮びよ

ってくるのがわかるからである。とするとわれわれにとっての問題は，それが

いかなるものであれそれによって伝統論がし、かなる理論構成をとってきたか

ということである。あえて理論構成というのは Koontzと Sirnonの論争が，

隣接諸科学の扱い方をめぐって生じたものであるから，伝統論では，その対象

規定とともにそれらがし、かに扱われてきたかが当然問題土きれてよし、からであ

る。われわれは，伝統的管理論の生成過程にっし、て，既に前稿で概観してきた。

しかしそこでは，あくまで伝統論の生成の過程を，当時の歴史的諸事情をも顧

みながら問題としたのに止り，とのような観点からの考察ではなかった。そこ

で再び伝統論の生成過程を顧み，あらためて上述のごとき問題視角からその性

格壱究明してみよう。

E 伝統的経営管理論の理論構成

その理論的基礎と隣接諸科学との関連一一

伝統的経営管理論の起源が， F. W. Taylorの科学的管理法に求められるこ

とについては既述のごとくであるが，その場合の管理の概念は Towneを踏

襲して次のごとくとらえられていた。すなわち「管理とは，工学技術でもなし

また書記的な仕事でもない，それらの統合の上に成立する特殊な精神作用の過

程であれ人々によって，一定の目的を達成することを課題とする活動であ

る」町と。したがって Taylorにおし、ては管理の活動が，一定の社会的存在に

おける目的達成に関する特殊な活動，すなわち businessleadershipの近代的

発現正して明確に自覚され，しかもそれを扱う学聞が単なる artであってはな

らないことも強調しているから，その管理論はいわば不充分ながら実践科学壱

17) 拙稿，経営管理における遇程理論の性格 (1). r経済論叢」第四巻第5号， 20-1ベーリ。



経営管理における過程理論の性格 (2) (527) 53 

目指すものであったと考えられる問。 もとよりこれに対しては反論もあろう。

しかし Taylorの管理論を技術論と規定することについても問題がないわけで

もないし，またそのような規定が，科学論としてならともかく，果して管理論

の実質的理解に達する上でどこまで有効かも問題である問。 とするとむしろこ

こでは，技術論か杏かを問題とすることを止め Ta.ylorの管理論壱不充分な

がら実践科学を目指すものと考え，その上でその基礎理論，すなわち対象規定

に関する理論的認識 具体的には systemmonpl と decisionmodelの杭握ーー

はいかなるものであり，隣接諸科学との関連における理論構成はど町ようなも

のであったのかの検討に進むとととしたい。

今迄にも指摘してきたごとし Taylorの取組んだ問題は，工場の νベノレで

の管理問題であわしかも彼の経歴が技師であったことなどから，工場以外の

環境諸条件を所与とし，機械的な組織観に立って考察を展開しようとするもの

であったからペ systemmoヨelの点では当然 closed，mech叩 icalなそれであ

ったといえる。またその管理は具体的な内容が，いわゆる課業管理であったか

ら，これより彼の考えてし、た decisionmodel のタイプもまた closed なそれ

であることは明らかであるc すなわち closedd即日ionmodel とは，一組のす

でに因果関係の明らかな選択対象に対して，所与の目的や一定の長準に従って，

文字通り合理的な選択を行うことをいう叫が，課業管理はまさにこの deClSlon

18) The American Society of Mechanrcal Engineers， 50 Years Progress 同 Management，

lfJ10-1960， 1960， pp~ 6-7 

19) 雲嶋教授は， TayloIの管理請を「作業の科学」を基礎;ごもっ「課業管理」諭としてとらえ，
それが必ずしも企業目的の劃成に結びつかないが故に技術論と規定する(雲嶋，前掲書， 88-94 
へージ〉。 しかL-Taylorの管理論が企業目的と全〈燕歳とU、えないかぎり，この議論は認めが
たいし，またもし企業目的の内在的検討も含めて. r経営管理のより処となる理論jであるか否
かて引実践科学か否かを問題とするものとすると，教授の日的論や実肱諦の類別についてすら畏色
なきをえない。また占部教授は Taylorの管理論がj 作業の科学は持ちながら白管理過程や組
織現象につL、ての因果法則の追求をしてし、ない点で技術論と考える〔占部，前掲書， 6-7へーの。
しかしその因果法則の追求がどの程度であったらよいかが問題であるし，ぞうするとこの議論も
相対的な問題といえる。もとより科学論自体としてはそこに問題があろう。しかしいかに科学論
的に段階を劃してみても，究極的には対象規定にかかわる理論的認識の程度の問題とすると 1 む

しろ単なる科学論に止らず，対象規定のliAI、方如何に考察の重点をおき，今Hの管理捕の理解に

資する上で workableな方法を求めることの方がより実質的といえる。
20) ]. G. March & H. A. Sllllon， Organizations， 1958， pp. 12-22 
21) Wilson & Al四 is，op. cit.， p. 182 
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rnodelに該当する。何故ならば，課業管理とは，一流の労働者を刻象として，

時間研究の結果算出された課業の最高度の達成のために，様々に工夫古れた諸

制度(指図表制度，職能的職長官司」度，差別的出来高給制度)の有効性を前提として展

開される管理活動にほかならないからである。 Fころで Taylorの管理論がか

かる基礎理論に基くことから，その隣接諸科学との関連， したがって Taylor

の管理論の理論構成も自ら明らかとなる o すなわち彼の段階においては，前述

の彼の管理概念の規定より，少くとも工学的なものと書記的なもの(これは法

律および会計壱主な内容とする)が隣接諸科学の主たるものであったと考えられ

るが，これらは工場という closedsysternの，課業という明確な目的の達成に

関する，いわゆる closeddecisionに役立つものとして扱われ，そのなかに自

ら統合されるものとして理論構成がはかられたといえる。

管理論の発展の第二段階である「組織と管理の時代jは，管理思考の対象が，

工場のレベルから一応企業全般に拡大されたものの，そこでの管理は，前稿で

も指摘したごとき理由から，上より宇えられた方針や組織の枠内で，いかに企

業の合理的管理が行わるべきかを考えるのに止っ亡し、た。したがってその限り

での管理の内容 すなわち経営管理の各論的思考 は充実され，精級化された。

例えばこの点での理論的貢献として， H. Munstenbcrg， Bl日間essI'sychology， 

1918; C. H. Knoeppel， GraPhic P:グoduction C01tttrol， 1920; J. M. Clark， 

Studies叫 theEconomics 01 Overhead Cost; 1923; H. L. Gantt， Orga制z~ng

for Woゅ， 1919，などをあげることがで害る。 しかし管理対象の拡大およびそ

こで展開される管理思考への隣接諸科学の寄与の争彩さという点では， Taylor 

の段階とは異るとはし、え，経営管理の理論的基礎としての二つのモデノレの性格

および隣接諸科学を含むその理論構成という点では Taylorと同じ範障に含

めてさしっかえないものであったと考えられる。

このようなステップをふんで，管理論の発展は第三期，すなわち30年代以降

の経営管理の生成期に入る。この段階の特徴は，今迄と基本的に呉って，企業

の全般管理が， professional rnariagerの権能によヮて総括的に遂行されるよう
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になったととであった。 Gulickなどのいわゆる POSDCRDとし寸管理過程

概念は，まさにこの段階壱象徴するものであれ今日の経蛍管理論の概念的什

組は，この段階において初めてその蔚芽が認められるに至ったわけであzが，

このような管理過程概念に基く経営管理論の成立について，われわれは見逃す

ことのできない重要な意味の含まれていることを指摘したい。というのは，こ

の段階においてはじめて，経営管理論は，企業全体巷一つの systemmodelと

してとらえ，しかも企業全体に及ぶ decisionmodelによって管理論を統合す

る，本来の煮味の経営管理論の体系化が可能となったということである。何故，

企業全体を一つの system としてとらえ， しかも全体に及ぶ decisionmodel 

による管理論の体系化が可能となったのかというと，例えば Gulickのいわゆ

る POSDCRBに示される ζ とき諸管理職能が professionalmanagerの権

能に属するようになったということは，企業全体を，一応経営管理に関するか

ぎり制約をうけない一つのまとまった systemとしてとらえ，そのなかに含ま

れるあらゆる問題が全て， professional四日agerの管理決定変数となることに

ほかならないからである。

ではこの段階での systemmodel および dec日ionmodel はいかなるもの

であったのだろうか。この点については，その段階での管理論がどのような基

本的な内容で構成されていたかをみたら明らかであり，われわれは二つのもの

をあげることができる。その一つは，いわゆる古典的組織論 (classicalorg::Llll-

zatiUl1 thヒor-y)であり，他は予算統制制度 (budgetarycontrol sy叶 em)であるの

すなわち前者が systemmodel，後者が decisionmodelをそれぞれ示すもの

であることはいうまでもなし、。

古典的組織論とは，いうまでもなく M.Weberの bureaucracy論や，J.D

M ooney & A. C. Reiley の O附 ard lndust叩.1931 (後のJ.D. Mooney. 

PrincitZes 01 0なa叫zat~田包. 1947) および L.Gulick， "Notes on the Theory 

of Organization "， -in L. Gulick & L. Urwick， Papers on the 5品目1CB of 

Ad間 同 日 計 叫0仰. 1937などにみられる組織論のことをし寸 o 而してこれについ
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ては. modern organization theory の一般化した今日では，すでに批判し尽

された感があるが，そのなかでも特にここでは， mechanicalな， closed system 

として組織をとら九てきた点を指摘したヤ。 例えば Mι::meyや Gulickの坦

論においては，古くから大組織の央型とされてきた，政府，軍隊，教会など壱

ニモデノレとして，そこにみられる組織構成上の諸原則に基いて，大規模化し，複

雑化した企業の仕事の内的調整を中心として組織論を展開している。もとより

大規模組織の典型を，上述のごとき古〈かι存存してきたものに求めてそこか

ら多くを学ぼうとすることはたしかに賢明な方法ではある。しかし組織が人々

によって担われていること，および上述のごとき組織モデノレとは，その外部環

境との相互作用という点で著しく異るはずの企業組織の特徴に留意しなかった

ことは重大な欠陥であった向。特に後者の点については， との段階町組織論が，

次第に dynamic な要因壱増しつつある環境への，企業の全体としての適応の

必要性に基く，専門経営者への経営権の全面的移行としづ事情壱背景にもつだ

けに大きな問題といえる。これはおそらく環境への組織全体の適応が，種々の

理由で今日ほどのことはなかったことペ および全体的観点からする組織論の

構成としづ理論的整備に追われたことなど叫がその原因と考えられる。しかし

いずれにしても古典的組織論の特徴が， closedなものとして，仕事の内的調整の

みに心壱傾け，人的要因との関連を本格的に取扱おうとはしない， mechanical 

fょ理論であった」とはいうまでもないところである。

次に伝統的管理論を支えてきた第二の柱である予算統制制度についてである

が，これはいうまでもなし経営の多様な活動内容を，予算の作成のなかに集

中的に表現し，その予算を基準として多様な活動壱統制することによって企業

の目的を効果的，能率的に達成しようとする管理技法である。而して古典的組

22) 古典的組織論の批判左して，その closedsysten観に立つ点をついているものとして A.K 
Rice， The Eηterpns.宙 開dlts Envi同町制叫， 1963，が注目される(I耐d.，p_ 183 ;拙稿，担織
とシステム，山本編前掲書， 176へジ)。

23) A. K. Rice， op. cit.， pp. 192-3 
24) The American Society of Mechanical Engineers:(ed.)， 50 Yea叩 Progress 叩 M，削g'巴

m，叫， 1960】 pp.192-3， pp. 123-8， pp. 42-50 
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織論が，企業の活動の枠組を作るものとすると，その枠組に基く活動それ自体

を促進するための方法，制度の体系にほかならない。ところでこれも古くから

行政組織において用いられてきた技法にほかならず，次第に顕著となる変動要

因に対処し，企業の全体的統制を効果的にするために企業に導入されるに至っ

たのであり汽 J.D. Mckinseyの Rudgeta叩 Co叫 ro/，1922，などがその理論

的基礎を提供してし、る。

経営の多様な活動が，予算という形で集中的に表現されるためには，当然，

経常活動のレベノレに応じて異るコストの態様と売上高との関係の分析が必要と

なるし，それ壱必要利益，あるいは目標利益とかかわらしめて検討される段階

が先行しなければならないことはいうまでもない。この点で既に効果的な tool

が考案されてL、た。すなわち Knoeppel などによる損益分岐分析の技法がそ

れである舗〉。したがって予算統制制度は，損益分岐分析を理論的基礎として成

立する，計画と統制の技法であり，制度であるということができるぺ

ととろで損益分岐分析は，与えられた設備のもとで(固定費一定)販売価格お

よび要素価格一定の前提に立って，操業度との関係から比例的に変動するコス

トと売上高との関係を分析するものであるから，経済学でし、う短期，静態のモ

デノレに基くものということができる叫。 さらにその分析が成立するためには，

そこで取扱われ品情報が売全であることが要求される上に，その結果から経営

の活動の目標を統制の基準となる予算が導き出される以上，経営の目的は，利

潤追求とし、う 義的なものであること，換言すれば，決定基準が一義的に与え

られていることが基本的な前提となっている Eみなレて業支えないであろう。

25) W. Rautenstrauch & R. VJ11ers， Budgeta叩 Control，1957， p. 4 

26) C. E. K叩 eppelについては，国弘員人「損益分岐点論」昭和 27年， 64-68 審問。また Rau~
tenstrauch も Knoeppelととも仁損益分岐分析。発展に寄与した学者として著名である (W
Rautenstrauch & R. Villers. The Econom色 目 。OJ I勿仇 strial Management， 1949， p. 80; R 

VI11ers， The Dynamics 0/ I~旬dustrial Management. 1954， p. 309)。

27) J. H. Wil1iams， A Technique for the Chief Executlve， in Bulletin 0/ the '1αytor S即刻'y，
1923 ; W. Rautenstrauch， "The Budget as a Means of Industrial Control Chemical 
刷 dMetallu申 calE:似gineering，Vol. 27， No. 9， Aug. 1922 ; W. Wlssler， Bu.siness Admini~ 
"問凶肌 1931，p. 794; E. S. La Rose， Accounting Hints for Management， Issue of 

Connecticut Industry. Sept. 1932;国弘，前掲害.72-4へージ。
28) J. Dean， 1出 nagerialEt問問UCS，1951， P. 326 
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とすると， ζ れよれ予算統制制度が基礎にもつ意志決定モデノレがし、かなる性

格のものであるかが明らかとなる。 1なわち closeddecision mcヨelがそれで

ある略。

以上，伝統的経営管理論の発展段階にそって，それがし、かなる理論的基礎の

上に導かれてきたかを systemmodel， deci:uon modelという，実践科学として

の経常管理論に在って最も基本的問題である対象規定との関連から検討を重ねT

あわせて伝統理論の段階においても当然みられた，いわゆる interdisciplinary

approachが，伝統理論の理論構成においてし、かに扱われてきたかも考察して，

伝統理論の本格的形成期たる過程理論の生成の第三段階にまで及んだ。而じて

その結果明らかとなったことは， 伝統理論が終始一貫して closedsystem と

c10sed decision model に基く政策論的思考体系であったことでありへ した

がってそこでは interdisClplinaryapproachも，との体系のなかに何ら矛盾な

く統合されて当然であったということである。

むすび

本稿では，経営管理職能の過程的分析を主たる内容とする，いわゆる伝統的

管理論をもって今日の経営管理論を代表するものと考えてよし、か否かの問題を

明らかにするために，いわゆる ManageluentTh町 ryJungleをめぐる Koontz

と Simonの論争を中心として若干の検討を加えてきた。

既述より明らかなごとく両者の見解は，経営管理論の研究の現状に対して著

しい対象壱示していたが，それは究極的には管理論についての基本的な立場の

差異，すなわち対象規定=理念型=そデノレ認識についての基本的な差異に求め

られる。もとよりこの差異を， Koontz が管理職能を対象とするのに対して，

Simonが組織行動を対象とすると考えるのも一つの方法かもしれない。 しか

29) 損益分岐分析はその限界もあるが，またその限界を心得て使うと用途は広ド。したがって単な
る静態的手間閏函散を扱うものにすぎないとはいえないことを指摘する Deanの見解には注目す
べきものがある (Dean，op. cit.， p. 338)。

30) 伝統論の理論的基礎については.J. L. Massie， Management Theory， in J. G. March(ed.) 
H四品ook01 Organization， 1965， p. 405毒照。
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し管理論が実践科学を目指ずものであるかぎり，伝統論といえども対象規定を

無視するはずはなL、。とすると，特に伝統論ではそれを何に求めてきたのであ

ろうかが当然問題となる。

われわれはこの問題の検討に入る前に，管理論にとって対象規定は本来し叶、

なるものであ zべきかをあらためて考えなおしてみたc 管王軍論がそれによって

実践科学となりうるか否かにかかるだけに最も基本的な問題であるが，われわ

れはここで最近注目されるに至った system概念との関連で考えてみることと

した。というのは，それが複雑な組織の現状を扱う上できわめて有効な抽象的，

一般的な概念用具であるのみでなく，それからわれわれの求める管理論の対象

規定が， r統合の時代」の要請に答えて効果的に導出できるからである。すな

わちc10sedsystem model と opensystem modelの基本的に異る二つの

modelが考えられ，前者はさらに mechanicalsystemおよびc10seddecision 

mcヨelに対応し，後者は organlcおよび opendecision modelに対応するも

のと考えられる。

とすると伝統論はこのいずれをそデノレとして展開されてきたのだろうか。

Koontzの所説からは必ずしも明確ではないし， これは伝統論に共通の特徴で

もある。そこでわれわれは伝統論の生成，発展の過程に遡及し，その理論内容

に検討を加える」とによってこの点壱明らかにすることに努めた。その結果明

らかとなったことは，伝統論が 貫してc10sedsystem観に立ち，したがって

mechanical systemおよび closedde口 sionmodel の土に築かれてきたもの

であるということである o したがってそれから，伝統論の形成過程にもみられ

た隣接諸科学との関連の問題も自ら明らか止なる n すなわち closedsyste皿

のもとでは，企業争文字通り封鎖的に扱い，その system内の諸要素聞の関係

もあたかも machinemodelのごとく考えられ，したがってそこでの意志決定

行動は，一定の基準や目的によって一義的に行われるものと考えられるのだか

ら隣接諸科学による接近の成果は，あくまでその決定に資するに止しそれ

以上のものとは考えられず，その意味で伝統論の体系と何ら相矛盾することな
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〈包摂ざれうるというのがそれである。とすると，伝統論を踏襲し，対象規定

について厳密な態度でのぞまない Koontzが，隣接諸科学の今日の隆盛とその

室、義に必fしも正しい評価壱下し，それを積極的にとり入れる態度壱示そうと

しないのも当然といえるとともに，それに関連して当然次のごとき問題が生じ

てくる。それは，伝統論が明示すると否とにかかわらず，それに依存してきた

とのような対象規定が，果して今日の管理論への要請に対して容えうるものな

のか否かn もし答ええない止するよ7ぞれはいかなる理由によるのか，その事情

は如何。またその場合に伝統論の概念的枠組である管理過程の概念は果してい

かなる意義と役割を担うものなのかなどが新しくわれわれの前に提起された問

題となる。これらの問題についての考察は次稿において行うこととしたい。




