
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

経営組織におけるサイバネティッ
クコントロールの効果に対するア
ンラーニングの影響：コンピュー
タシミュレーションによる分析(
Dissertation_全文 )

庄司, 豊

庄司, 豊. 経営組織におけるサイバネティックコントロールの効果に対
するアンラーニングの影響：コンピュータシミュレーションによる分
析. 京都大学, 2021, 博士(経済学)

2021-03-23

https://doi.org/10.14989/doctor.k22962

第2章：『メルコ管理会計研究』第12号-II，pp81-93（著作権者：牧誠
財団） 第3章：『メルコ管理会計研究』第9号-II，pp71-82（著作権者
：牧誠財団） 第5章：『原価計算研究』第44巻第2号，63－76ページ
（著作権者：原価計算研究学会）



 

学位申請論文 

 

経営組織におけるサイバネティックコントロールの

効果に対するアンラーニングの影響： 

コンピュータシミュレーションによる分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄司 豊 



1 

 

経営組織におけるサイバネティックコントロールの効果に対する 

アンラーニングの影響：コンピュータシミュレーションによる分析  

目次 

経営組織におけるサイバネティックコントロールの効果に対するアンラーニングの影響：

コンピュータシミュレーションによる分析  ...................................................... 1 

 序論 .................................................................................. 3 

 サイバネティックコントロールとマネジメントコントロール論  ................ 3 

 サイバネティックコントロールと組織学習  ..................................... 6 

 研究方法としてのシミュレーション ............................................ 7 

 本稿の構成  ...................................................................... 11 

 組織学習論を援用したマネジメントコントロール研究の現状と課題  ...... 13 

 組織学習論の系統  ............................................................. 15 

 組織学習論の系統によるマネジメントコントロール研究の分類  .........27 

 考察 ..............................................................................37 

 小括 ..............................................................................39 

 コンピュータシミュレーションを用いたマネジメントコントロールに関する研究

―NK モデルの展開― ........................................................................42 

 NK モデルの組織論における展開  ...........................................43 

 マネジメントコントロール研究への応用  .....................................50 

 小括 ..............................................................................54 

 経営組織におけるアンラーニングとフィードバックコントロールの効果  ....55 

 アンラーニング ..................................................................55 

 分析モデルの構築  ..............................................................57 

 シミュレーション分析の結果と考察  ..........................................64 

 小括 ..............................................................................65 

 経営組織におけるフィードバックコントロールとフィードフォワードコントロー

ルの効果―アンラーニング構造を含んだシミュレーション分析― .......................67 

 フィードバックコントロール及びフィードフォワードコントロールと組織の意

思決定環境  ..................................................................................68 



2 

 

 分析モデルの構築  ..............................................................70 

 シミュレーション分析と結果の考察  ..........................................77 

 小括 .............................................................................. 81 

 総括 .................................................................................83 

 本稿の貢献と限界  .............................................................83 

 今後の研究課題  ................................................................85 

参照文献  ........................................................................................87 

 

  



3 

 

 序論 

本稿は，経営組織において用いられるマネジメントコントロールで用いられる 1 つの

ツールであるサイバネティックコントロールが果たす効果に対して，組織のアンラーニン

グがどのような影響を与えるのかを検証することを目的としている。 

本章では，まず，マネジメントコントロールにおけるサイバネティックコントロールの位

置づけと現状を述べることで，サイバネティックコントロールについて検討する必要性に

ついて考察を行う。その後，本稿全体の構成について述べる。 

 

 サイバネティックコントロールとマネジメントコントロール論  

マネジメントコントロールとは何かを一言で述べることは難しく，伊藤(2019)が述べ

るように Anthony(1965)によってマネジメントコントロールの概念が確立されて以降，

解かなければならない経営問題が高度化するにつれて，マネジメントコントロールの運

用方法とコントロール手段は変化していっている。 

このように変化していっているマネジメントコントロールの中でサイバネティックコント

ロール は，Anthony によるマネジメ ントコ ントロール 概 念 の確 立 と 同 時 期 から

Arrow(1964)などにより経営組織におけるコントロール概念と関連付けて述べられ

ている。Arrow(1964)でサイバネティックという言葉が中心的に用いられているわけ

ではないものの，サイバネティックなプロセスを前提として経営組織のコントロールを考

察しており，サイバネティックコントロールは最も初期から議論されている経営組織を

コントロールするためのツールの 1 つであることが分かる。 

経営組織におけるコントロール概念についての検討を行っている Green and 

Welsh (1988)は，サイバネティックコントロールについて「業績の標準の設定，システ

ムによる業績の測定，実際業績と標準との比較，望ましくないシステムのばらつきに関

する情報のフィードバック，そしてシステムのコンポーネントの修正によって構成される

フィードバック・ループの一連の手続き」(Green and Welsh, 1988: 289)と定義

し，このようなサイバネティックの構造を持たないものはコントロールとは言えないと主

張している。 

Green and Welsh (1988)のサイバネティックコントロールの定義によれば，サイ

バネティックコントロールは情報のフィードバックを通した行動の修正という形式の学

習ループを持っている。このサイバネティックコントロールのフィードバック・ループの側
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面を中心的に取り扱うのがフィードバックコントロールである(Otley, 1999)。 

フィードバックコントロールのプロセスについてより詳細に述べている Pitkänen 

and Lukka (2011)では，フィードバックコントロールをコントロール対象を意図的に

決められた状態に保つ目的の達成（goal achievement）, 個人の振る舞いを組織

目標に方向付ける目的への一致（goal congruence）, 組織として学習し，個人が

業績の改善を求める目的への修正（goal revision）の 3 つのプロセスによって構成

され，業績とゴールの間のループとしてとらえている。このようにフィードバックコントロ

ールをとらえると，目的への修正の段階で必然的にフィードバックコントロールは組織

学習を伴っているといえる。 

また，フィードバックコントロールと対になるコントロール概念としてフィードフォワード

コントロールが存在する。マネジメントコントロール分野において最も早くフィードフォワ

ード概念について論じた Demski (1969) は，計画の実行過程に対する統制として

の過去の実績などのフィードバック情報を利用したフィードバックコントロールが重視

され過ぎていた状況に対して，計画段階において，将来の結果に影響を与える環境の

情報などのフィードフォワード情報の利用の重要性も含めて議論可能な「意思決定―

実行コントロール」の枠組みを提示した。この「意思決定―実行コントロール」の枠組み

の中で，Demski (1969) は，物理的なプロセスからのアウトプットと環境の情報を

意思決定のコントロールに用いることがフィードバックコントロールであると定義する一

方で，環境の情報などから推測することのできる将来の予測情報を用いたコントロー

ルがフィードフォワードコントロールであると定義している。 

また，丸田  (2005) では，フィードバックコントロールで用いられる計算構造とフィ

ードフォワードコントロールで用いられる計算構造を比較し，その差異について，事前

と事後，コントロールの基準と対象という 2 つの観点から説明している。例えば予算管

理について述べると，フィードバックコントロールである伝統的な予算管理では「実際

利益と予算利益の差異」を計算する。このときコントロールの基準として予算利益（目

標値），コントロールの対象として実際利益を利用している。一方，フィードフォワードコ

ントロールだと考えられている予算編成段階においては「予算利益と目標利益の差異」

を計算する。この場合には未実現の予測値である予算利益はコントロールの対象とな

っており，目標利益がコントロールの基準となる目標値になっている。ここでの違いは

コントロールの対象に「実際値」を用いているか「予測値」を用いているかである。そし
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て，フィードバックコントロールは，「実際値」を規準値に近づけるための事後統制のプ

ロセスであるのに対して，フィードフォワードコントロールは「予測値」を規準値に近づけ

るための事前統制のプロセスであるといえる。 

Demski (1969)と丸田(2005)に共通して強調されている点は，フィードバックコ

ントロールは実績やアウトプットの情報を事後的にコントロールに利用するが，フィード

フォワードコントロールは将来の予測情報を事前にコントロールに利用するという点で

ある。また，丸田(2005)で述べられているように，フィードバック概念とフィードフォワ

ード概念は管理会計やマネジメントコントロールのほかにも様々な分野で学際的に用

いられている概念であるが，そこでフィードバック概念とフィードフォワード概念の差異

として着目されているのは「事前と事後」の側面である。 

このようにサイバネティックコントロールはそのフィードバックコントロール及びフィー

ドフォワードコントロールという分類を含め，マネジメントコントロール研究においては古

典的かつ中心的なテーマの 1 つであり，マネジメントコントロール論が確立された当初

から議論されている。しかしながら近年では，伊藤（2019）が述べるように，経営問題

の高度化によりマネジメントコントロールに求められる役割期待が多様化している。そ

の中でも 1970 年代後半から求められるようになった組織学習，特に高次学習への

貢献という役割期待に対して，サイバネティックコントロールを中心としたマネジメント

コントロールはむしろ組織学習を阻害するという批判がなされるようになった（e.g. 

Argyris, 1977; Hofstede, 1981）。 

このような批判に対する反応として，組織学習を促進するためのコントロール手段と

して，それまで主な研究対象であった会計数値を用いて行われる業績評価システムや

予算管理によるサイバネティックコントロールとは異なる新たなコントロール概念として

インタラクティブコントロール(Interactive control)（Simons, 1995）やイネーブリ

ングコントロール(Ahrens and Chapman, 2004)が提案され，これらの新たなコン

トロール概念について特に 2000 年代以降に研究が進められるようになっている。 

このような流れと同時に，従来会計数値を用いたサイバネティックコントロールを中

心とした概念であったマネジメントコントロールに対して，その他のコントロール手段を

含めて検討を行うべきであるという議論が生じた（Merchant, 1982; Malmi and 

Brown, 2008）。伝統的にマネジメントコントロールの中心として議論されてきた経営

計画とサイバネティックコントロールに加えて，Malmi and Brown(2008)は統治構
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造，組織構造，方針・手続きからなる管理的コントロールと，クラン，価値・理念，シンボ

ルといった文化によるコントロールといったコントロール手段をマネジメントコントロール

に含め，これらのコントロール手段をパッケージとして検討する必要があることを主張

している。 

このように，サイバネティックコントロールの欠点に対応する新たなコントロール手段

の提案と，マネジメントコントロールをパッケージとして議論する必要性から，サイバネ

ティックコントロール単体に着目した研究は少なくなっているというのが現状である。 

 

 サイバネティックコントロールと組織学習  

前節において，近年のマネジメントコントロール論におけるサイバネティックコントロ

ールの位置づけについて整理を行い，サイバネティックコントロール単体の研究が古典

的であり，特にサイバネティックコントロール単独では組織学習を阻害するという批判

がなされたために近年では新たなコントロール概念やパッケージとしてのマネジメントコ

ントロールへと研究の中心が移ってきていることを述べた。 

このような認識を前提としたうえで本節ではサイバネティックコントロールが現代の

経営組織においても組織学習を適切に行っていくためになお重要なコントロール手段

であり，サイバネティックコントロールと組織学習との間の関係性を理解することが必

要であることを述べる。 

サイバネティックコントロールが組織学習を阻害するという批判に対して，例えば

Grafton et al. (2010)はフィードバックコントロールのみだと既存の経営能力を強

化するのみだが，フィードフォワードコントロールを用いることにより新たな経営能力の

探索が生じることを実証分析により示している。これは，サイバネティックコントロール

が必ずしも組織学習を阻害するわけではなく，適切に利用すれば組織学習をむしろ促

進することが可能であることを示す結果である。 

また，環境変化の激しい状況において環境適応を行いつつ製品開発を行うための

マネジメントの方法論として注目されているアジャイル型のマネジメントにおいてもサイ

バネティックコントロールが重要な役割を果たしていると考えられる。アジャイル型のマ

ネジメントにもいくつかの種類があるが，代表的なスクラム(Scrum)のプロセスでは，

1 つのプロダクトを開発する際に，顧客からの要求事項に基づくプロダクトの作成，作

成したプロダクトの検査と評価，評価に基づいた新たな要求事項の提示，要求事項の
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デザインや解析というサイクルを何度も反復することでプロダクト開発を進める（平井 , 

2019）。このプロセスは業績の標準が顧客依存で一定していない点やフィードバック

が直 接 顧 客 から与 えられるなど顧 客 を巻 き込 んでいるという点 で Green and 

Welsh(1988)や Demski(1969)などが想定している経営組織内で完結するサイ

バネティックコントロールとの相違があるものの，フィードバック・ループの繰り返しであ

るというサイバネティックコントロールの基礎的な原理は共有している。 

このように，Argyris（1977）や Hofstede(1981)でサイバネティックコントロール

が組織学習を批判されていた当時と経営環境が大きく変化したことで，経営組織にお

けるサイバネティックコントロール自体の在り方も現代では変容し，組織学習を実現で

きるような形式になるように工夫がなされてきている。経営組織におけるサイバネティッ

クコントロールの基礎原理は維持されているにもかかわらず，組織学習に対する見解

に大きく差異があるのは，経営組織におけるサイバネティックコントロールと組織学習

の間の関係性がいまだ十分に理解されていないためであると考えられる。 

そこで本稿では，いまだ十分な理解がなされていないと考えられるサイバネティック

コントロールと組織学習の関係性を検討していく。 

 

 研究方法としてのシミュレーション 

続いて，本稿で用いるメインの研究手法であるシミュレーションの基本的な特徴に

ついて説明していく。 

 

第１項  シミュレーションの定義  

まず，シミュレーション手法全般の特徴について説明していこう。シミュレーションの

定義についてはいくつかの見解がある（e.g. Humphreys, 1991; Hartmann, 

1996）が，経営管理領域の研究で良く用いられており，本稿で用いるシミュレーショ

ンとも矛盾する点はないので，本稿では「現実世界で生じている手続や構造，出来事

をモデル化するためにコンピュータを用いる手法」(Davis et al., 2007: 481)とい

う定義に従う。 

実際の研究における基本的な手続きとしては，まず現実世界における研究対象とな

る現象をコンピュータで表現できる単純なモデルに落とし込み，そのモデルをコンピュ

ータプログラムとしてコーディングし，変数などの実験条件を変えつつ繰り返し実行し
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ていく。このプロセスは，実験室実験の実施プロセスと類似している。ただし，実験室

実験では実験室の中に現実世界の要素を用いてモデルを再現するのに対し，シミュレ

ーションではコンピュータの中の仮想世界にモデルを再現するのである。この差異を端

的 に 表 現 す る た め に シ ミ ュ レ ー シ ョ ン は 「 仮 想 実 験 (virtual experiment) 」

(Harrison et al., 2007: 1234)と呼ばれることもある。このようにして得ることの

できた仮想空間上のデータセットを分析することで実験条件の違いによる結果の差異

などについて理解を得ることができる。 

 

第２項  シミュレーション研究の特徴 

シミュレーションは，研究者が自分でコンピュータ上に構築した仮想的な空間から得

たデータセットを用いて分析するという特徴から，既存の多くの研究手法にはない利

点と欠点が存在する。 

シミュレーション手法を用いることの利点の 1 つは，従来の演繹的手法に比べてコン

ピュータ上で組むことのできるモデルがかなりの柔軟性を持つということである。例え

ば，数学的に解くのが難しいといわれる非線形のモデルや組織が持つ複雑性や階層

性，相互 依存関 係などを反映したモデルを比較的容 易に扱うことが可能であるし

(Leitner and Wall, 2015)，従来の数理モデルでは過度に抽象化しなければ扱え

なかったような仮定を，より現実的な手続きの模倣という形で取り扱うこともできる

(Harrison et al., 2007; Weisberg, 2013)。特にコンピュータ上でシミュレート

されることを前提に構築される数値計算モデルに特徴的な点は，条件分岐と確率的

状 態 遷 移 の 構 造 や 並 列 的 な 処 理 が 容 易 に 表 現 できる こと である （ Weisberg, 

2013）。 

利点の 2 つ目は，従来の帰納的手法に比べてデータの取得が非常に容易であると

いうことである。この利点によって，現実には検証に必要なデータを取得することが非

常に難しい，境界条件の検証や，超長期の社会現象の調査をすることが可能となる

(Wall, 2016)。 

このように従来の研究手法では得られない利点がある一方，利点と表裏の関係にあ

るいくつかの欠点も存在している(Wall, 2016; Labro, 2015)。まず，最も大きな問

題点として，変数が過剰となってしまいモデル内のどの要素が重要なのかが分からなく

なってしまいがちである，という問題がある。シミュレーションはそのモデリングの自由
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度から研究者が望めばいくらでもモデルを拡張できてしまう。そのため，ともすればパ

ラメータや構造をモデルに導入しすぎて，どの要素が最も重要な要素であるかが分か

らなくなってしまうと同時に，観察結果を導く本当のメカニズムを特定することが困難

になってしまうという危険があるのである(Labro, 2015)。また，この問題に関連する

2 つ目の問題として，外的妥当性を保証するパラメータの値を決めることが難しいとい

う問題がある。特に統計資料が充実している経済学等と異なり，組織論やマネジメン

トコントロールに関する利用可能な経験的データはあまり多くないという事情がこの問

題をより深刻にしている。3 つ目の問題点は，モデル設計や含めるべき変数の評価が

数理モデリングや実験室実験に比べて困難なことである。これもやはり，シミュレーショ

ンのモデリングの柔軟性が高すぎることに起因している。 

 

第３項  シミュレーション研究の分類  

研究の手段としてシミュレーションを行う目的は，現実世界のシステムを理解してい

る度合いに応じて，主に仮説構築，媒介，予測の 3 つに区分することができる(Heath, 

Hill and Ciarallo, 2009)。 

現実のシステムについて理解されていることがほとんどない場合には，システムにつ

いてわかっている部分を導くように残りの部分のモデルを繰り返し組み立てていくこと

で仮説構築のためにシミュレーションが行われる。 

一方で，現実のシステムについてほとんどの事が既に理解されている場合には，シス

テムの結果予測のためにシミュレーションを用いることができる。これは主に実用に近

い目的の研究において利用される。 

現実のシステムに対する理解が完全ではないがある程度は存在するという場合には，

理論モデルから予想される結果と，経験的な事実の間を媒介するためにシミュレーシ

ョンを用いることができる(Morrison and Morgan, 1999)。つまり，既存の理論に

基づいてシミュレーションモデルを作成・実行し仮想的なデータを得た上で，それを経

験的データと突き合わせることで，理論やモデルを検証し改善していくことができるの

である。 
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図１-1. シミュレーションの目的  

 

出所：Heath et al. (2009) の表 4 

 

また，用いられる技法やモデルの点からシミュレーション研究を分類することもできる。

例えば，Gilbert and Troitzsch(1999)では，社会科学全般で用いられている技

法を，システムダイナミクス，ミクロシミュレーションモデル，待ち行列モデル，マルチレベ

ルシミュレーションモデル，セル・オートマトンモデル，エージェントベースモデル，学習と

進化のモデルの 7 つに分類している。また，Davis et al.(2007)では，特に経営学

に関連する分野で用いられるものを，システムダイナミクス，NK モデル，遺伝的アルゴ

リズム，セル・オートマトン，確率過程の 5 つに分類しており，その中でも特にシステム

ダイナミクスと NK モデルが経営学の研究においてよく用いられていると述べられてい

る。 

 

第４項  本稿で活用するシミュレーション手法  

本稿では，マネジメントコントロール研究にシミュレーション手法を適用するにあたり，

仮説構築を目的として経営学で良く用いられている NK モデルを活用する。上述の通

り，マネジメントコントロール研究では経験的なデータを得ることが難しくシミュレーショ

ン手法を適用する意義が大きい。特に本稿で取り扱う主要な概念の 1 つであるアンラ

ーニングは，組織の持っていた記憶が忘却されるという概念であり，物理的な記憶媒

体には限られない組織の記憶とそこからの情報や知識の忘却について経験的に観察

するということは非常に困難であることが予想される。そのためシミュレーションを研究

手法として用いることには意義があると考えられる。また，シミュレーション手法の欠点

についても，完全に新規にモデルを構築するのではなく，すでにある程度経営学領域

で確立されているモデルを使用することによって，変数過剰の問題や妥当性の検証に
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かかる問題を緩和できると考えられる。 

 

 本稿の構成  

本節では，本稿全体の構成を説明する。本章では，経営組織におけるサイバネティ

ックコントロールと組織学習について研究する意義について述べた。しかしながら，既

に述べたように，サイバネティックコントロールと組織学習の関係性については近年で

は議論が少ない。 

そこで次の第 2 章において，マネジメントコントロール研究全体における組織学習論

の援用方法についての文献レビューを行っている。文献レビューの結果，アンラーニン

グ概念を用いたマネジメントコントロール研究がほとんど存在しないということが分か

った。Hedberg(1981)によれば，アンラーニングは組織学習が生じる際に必然的に

生じるサブプロセスであり，マネジメントコントロールと組織学習の関係性を述べる上

で重要な概念であるといえる。経営組織におけるサイバネティックコントロールの議論

においても，修正すべき箇所が見つかったとしてもシステムのコンポーネントの修正が

行われないといった趣旨の研究はほとんどなく，アンラーニング概念はサイバネティック

コントロールと組織学習について検討する際にも見落とされていた重要な論点だと考

えられる。そこで，本稿のリサーチクエスチョンを「経営組織におけるサイバネティックコ

ントロールが組織の成果に及ぼす効果に対してアンラーニングがどのように影響する

のか」に絞る。 

上述の通りアンラーニング概念を用いたマネジメントコントロール研究，ひいてはサ

イバネティックコントロール研究は現状ではほとんど存在しない状況であるため，まず

はアンラーニングとサイバネティックコントロールの間の基礎的な関係性についてどの

ような仮説が成り立つのかという点から検討を行っていく必要がある。そこで本稿で

は，できるだけアンラーニングとサイバネティックコントロールの持つ基礎的な要素のみ

を組み込んだモデル分析を行うことを通じて，今後経験的に検証する価値のある仮説

を導出することを目指す。 

第 3 章では，以降の第 4 章と第 5 章の分析で用いる NK モデルについてその特徴

を整理している。組織研究で比較的広範に用いられている NK モデルの構造と特徴

を単一エージェントの意思決定を扱う基本モデル，意思決定の複数エージェントへの

分割，意思決定の CEO による統合，業績評価の導入という，4 つの段階に分けて整
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理することで，モデルの基本的な特徴を示すとともに，マネジメントコントロール研究へ

の活用の可能性を考察する。 

第 4 章では，経営組織におけるフィードバックコントロールと組織のアンラーニング

の関係性について NK モデルを用いたコンピュータシミュレーションにより検討を行い，

環境変化が激しくなるにつれ，フィードバックコントロールの効果に及ぼすアンラーニン

グの有無の影響が大きくなることと，環境変化があまり激しくない場合にはアンラーニ

ングを一定水準以上生じさせても追加的な効果が薄いということを示す。 

第 5 章では，環境変動度や意思決定の相互依存度によって，アンラーニングの構

造を伴ったフィードバックコントロールとフィードフォワードコントロールが組織成果に及

ぼす影響を検討する。特に環境変動度と意思決定の相互作用度の両方が大きい場

合には，アンラーニングを促進するためのフィードバックコントロールと新たなルーティン

を探索するためのフィードフォワードコントロールを組み合わせることで組織成果を最

も向上できることを示す。 

最後に各章の結論を踏まえて第 6 章で本稿全体の総括を行っている。 
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 組織学習論を援用したマネジメントコントロール研究の現状

と課題1 

 

本章では，サイバネティックコントロールと組織学習論との関連について先行研究を

レビューすることで検討すべき具体的な事項をリサーチクエスチョンとして導出するこ

とを目的とする。しかしながら，サイバネティックコントロールと組織学習の関係性を直

接的に研究したものは少ないため，レビューする文献の範囲をマネジメントコントロー

ルと組織学習の範囲まで広げてレビューを行い，本節の最後にサイバネティックコント

ロールとの関連を改めて議論する。 

マネジメントコントロール研究において組織学習を明示的に取り扱った研究は少な

くとも Argyris(1977)までさかのぼることができる。序章でも述べたように，初期の

研究では，1 次のサイバネティックモデルに基づいた伝統的なマネジメントコントロール

が組織学習を阻害するというマネジメントコントロールに対する批判的な主張がなされ

(Argyris, 1977; Hofstede, 1981)，このような批判に対する反応として，高次学

習を促進する新たなマネジメントコントロール概念としてインタラクティブコントロール

(Interactive control)（Simons, 1995）やイネーブリングコントロール(Ahrens 

and Chapman, 2004)が提案され，研究が進められてきている。 

このような研究の一例として，Simons(1995)によって提案されたインタラクティブ

コントロールとその対となる診断型コントロール(Diagnostic control)については，

Henri(2006)や Widener(2007)などによって組織業績への影響が実証的に検

証されている。その際，インタラクティブコントロールや診断型コントロールと組織業績

の間を媒介する変数の 1 つとして組織学習能力があり，インタラクティブコントロール

や診断型コントロールが組織学習能力を向上または低下させるという関係が想定され

ていることがわかる。言い換えれば，これらの実証研究では，マネジメントコントロール

と組織学習能力は独立して概念化されており，マネジメントコントロールは組織学習能

力に対して良い影響も悪い影響も与えうると解釈されている。 

しかし，Simons(1995)は，診断型コントロールはシングル・ループ学習を具体的に

 
1 本章は「組織学習論を援用したマネジメントコントロール研究の現状と課題」『メルコ

管理会計研究』（執筆時点では掲載予定，著作権者：メルコ学術振興財団）に加筆修

正をしたものである。 
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行うものであり，インタラクティブコントロールについてもダブル・ループ学習(Argyris 

and Schön, 1978)を具体的に行うものであると述べている。これは組織学習概念

をより具体化させたものとしてマネジメントコントロールを理解していると考えられ，マ

ネジメントコントロールを実践することで，対応した特定のタイプの組織学習が生じるこ

とが想定されている。 

Henri(2006)や Widener(2007)で援用されている「組織学習能力」の概念と

Simons(1995)で援用されている「シングル・ループ学習とダブル・ループ学習」の概

念は，どちらも組織学習に関するものであるが明確に位置づけが異なり，この位置づ

けの違いによりマネジメントコントロール研究における援用のされ方にも違いが生じて

いると考えられる。 

ここでは一例を挙げたのみであるが，このように組織学習論がマネジメントコントロ

ール研究に対して援用されてきているものの，組織学習論のどのような研究がどの程

度活用されているのかについてはあまりはっきりとしていない。 

そこで本章は，組織学習論を援用したマネジメントコントロール研究について既存研

究のレビューを行うことで，マネジメントコントロール研究における組織学習論の影響

を整理し，検討すべき課題を示す。 

なお，組織学習論とマネジメントコントロール研究の関係性について検討を行ってい

る研究には渡邊・伊藤(2002; 2003)がある。彼らは組織学習の生じるプロセスを整

理したうえで，組織学習プロセスに対してマネジメントコントロールが果たすべき貢献

や役割期待についての議論を行っており，組織学習を実現するためのマネジメントコ

ントロールという点を重視した整理を行っている。これはマネジメントコントロール研究

で組織学習論を援用することの必要性を示しており，マネジメントコントロールと組織

学 習 論 の関 係 性 を理 解 するために重 要な論 点 である。しかし渡 邊 ・伊 藤 (2002; 

2003)は組織学習プロセスに対するマネジメントコントロールの役割や貢献を検討す

ることを目的とした整理であり，マネジメントコントロール研究における組織学習論の

影響を明らかにするという本章の目的とは異なった目的の整理である。 

本章の構成は以下の通りである。まず第 2 節において組織学習論の基本構造につ

いて，安藤(2001)による 3 系統の分類に基づき整理を行う。その後第 3 節では，マ

ネジメントコントロールと組織学習のプロセスとの関係性について検討するために文献

レビューを行う。文献レビューを行う際，第 2 節で整理した組織学習論の 3 系統の分
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類を分析のための枠組みとして用いることで，採用する組織学習論による特徴の差異

を検討することを試みている。最後に第 4 節において，文献レビューの結果に関する

考察と今後の研究課題の提示を行う。 

 

 組織学習論の系統  

本節では，学習プロセスとマネジメントコントロールの関係性を整理するための準備

として，組 織 学 習 論 についての整 理 を行 う。一 口 に組 織 学 習 論 といっても，安 藤

(2001)や西谷(2008)で述べられているように，議論前提や問題関心が異なる特徴

をもつ複数の組織学習論が存在している。 

組織学習論の分類方法について安藤 (2001)は，低次学習か高次学習か(Fiol 

and Lyles, 1985)，組織メンバー主体か組織主体か（Shrivastava, 1983; 安藤, 

1997 ） ， 記 述 的 か 処 方 箋 的 か (Tsang, 1997) ， 意 図 的 か 自 然 発 生 的 か

(Shrivastava, 1983)など，組織学習論に関する代表的なレビュー論文で用いられ

ている整理のための次元が多様であり，この状態はむしろ組織学習論の複雑性を高

めてしまっていることを批判している。 

そこで，より体系的な組織学習論の整理を行うため，安藤(2001)は 1990 年から

1999 年の間に出版された組織学習論に関する論文の引用情報を用いた分析により

組織学習論の系統分類を行い，「Hedberg 系（アンラーニングを研究対象とするグル

ープ）」，「March 系（組織ルーティンを研究対象とするグループ）」，「Argyris 系（組

織変革に主な関心があるグループ）」の 3 つの系統に分類し，各系統の特徴をまとめ

ている(表 2-1)。 

表 2-1 にまとめられている特徴を正確に理解するため，Hedberg 系，March 系，

Argyris 系それぞれの組織学習論の基本構造について，主に各系統の主要文献に

基づいて整理を行う。この整理によって，第 3 節で行う組織学習のプロセスとマネジメ

ントコントロールの関係性を整理するための枠組みを構築していく。 
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表 2-1: 組織学習論の系統  

 Hedberg 系  Argyris 系 March 系 

主 な研 究 関

心  

妥 当 性 を失 った組 織

価値のアンラーニング

（学習の発生） 

組 織 介 入 による組 織

変革（学習の発生） 

学 習 結 果 と して の 組

織 ル ー テ ィ ン の 淘 汰

（学習の定着） 

組織観  1 つのまとまった有機

体  

組 織 の 構 成 メ ンバー

の集合体  

組 織 ルーティンの「入

れ物」 

組織学 習の

学習主体  

経 営 トップ，あるいは

組 織 のトップ・グルー

プ 

経営トップから一般従

業員まで，すべての組

織メンバー 

組織ルーティンそのも

の 

学 習 対 象 と

なる価値 

企 業 レベルの組 織 価

値のみ 

企業レベルからビジネ

ス・レベルまで，組織の

あらゆる価値  

企 業 レベルの 価 値 も

ありうるが，ビジネス・

モデルの価値であるこ

とが多い 

目 標 と す る

組織学習水

準  

「 高 次 学 習 」 の 実 現

（ダブル・ループ学習） 

「学 習のための学 習 」

の実現  

一時的には高次学習

もありうるが，最 終 的

には「低次学習」 

主 な研 究 方

法  

理 論 的 な積 み重 ねを

もとにしたフレームワー

クの形成  

事 例 研 究 による事 実

発見・処方箋の提示  

シミュレーションを用

いた組織ルーティンの

定 着 状 況 についての

検証  

出所：安藤(2001: 116) 

 

第１項  Hedberg 系の組織学習論  

Hedberg 系の組織学習論は，Hedberg（1981）のタイトルにも表記されている，

「アンラーニング」概 念 に着目している点が大 きな特徴となっている。ここではまず

Hedberg(1981)で説明されている学習のモデルを整理し，その後，その学習モデル

内でのアンラーニングの扱いについて説明する。 

Hedberg(1981)はまず組織の学習と組織に属する個人の学習との差異について

検討を行い，組織学習論自体が人間個人や動物の学習に関する理論を借り受けて
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いるため，組織の学習と個人の学習の理論は似ている点が多いことを指摘している。

一方で，個人の学習は組織の学習にとって確かに重要なものであるが，個人の学習

結果が単に積み重なったものと組織学習は異なるものであるとしている。 

このような差異を産み出す重要な理由の 1 つとして，組織の記憶構造が挙げられる。

組織は動物の持つような物理的な脳を持っているわけではないが，組織としての認知

システムや記憶を持っており，組織のメンバーやリーダーが入れ替わったとしても，組

織記憶に組織行動やメンタルマップ，規範，価値が維持される。このような組織記憶構

造の例としては，組織行動の集積されている標準的な業務手続，伝統や規範，社会

的 パターンを保 持 する習 慣 や象 徴 ，長 期 記 憶 として機 能 する組 織 の神 話 や物 語

(sagas)，文化，専門家集団などが挙げられる。これらの組織独特の構造の存在によ

り個人学習と組織学習とを分けて議論する必要性が生じる。 

 

図 2-1：刺激－反応モデル 

 

出所：Hedberg (1981: 10)より作成  
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続いて，組織の学習モデルについて説明する。Hedberg(1981)は他の多くの組織

学習研究と同様に，「刺激-反応学習モデル」を用いて組織学習のプロセスについて

説明している（図 2-1）。刺激-反応学習モデルにおいて，組織は環境から特定の刺激

を受け取った際に，その刺激に応じた反応を返すものだと前提されている。この刺激と

反応の関係は完全に固定されたものではなく，刺激に対する適切な反応を探ることで，

徐々に刺激と反応の対応関係を変化させていき，刺激とそれに対する反応がうまく適

合していれば，同様の刺激を受け取った際に同じ反応を返すようになっていく。 

ただし，環境からの刺激が常に組織にとって同じように解釈されるわけではない。ま

た，仮に過去の刺激と全く同じように解釈された刺激に対して常に同じ反応を返すわ

けではない。これは，行動理論(Theory of action)や神話，物語といったものが，組

織の認識構造として機能しており，環境から得られるシグナルを解釈してから刺激とし

て処理すると同時に，組織の持つ行動パターンを組み合わせ方も認識構造によって左

右されるためである。 

組織の認識構造は組織が短期に記憶できる量や情報を統合する能力の限界とい

った，組織の認知能力の限界を超えないように情報処理を制御する機能し，組織にと

って意味のある情報を適切に選択できるようになるという機能がある一方で，組織の

信念や行動をゆがませてしまうという側面も持っている。組織と環境の間の関係に重

要な変化が生じた場合には，環境に適応するために，このような認識構造そのものを

変化させなければならない場合もある。 

ここまでで刺激-反応学習モデルの構成要素について説明を行った。次にこのモデ

ルにおける学習とアンラーニングについて説明をしていく。このモデル内で生じる学習

に つ い て Hedberg(1981) は 修 正 学 習 (adjustment learning) ， 転 回 学 習

(turnover learning)，転換学習(turnaround learning)の 3 つに分類してい

る。 

修正学習は，環境の変動が軽微で，組織と環境の間の関係に修復可能な程度の

小さい変化が生じた際に必要とされる学習である。このような変化が生じた時には，既

存の行動計画を調整することで，環境変化に対応する。これは比較的簡単であり，素

早く学習が生じる。 

転回学習は，より大きな環境の変化が生じ，部分的に組織と環境の間の関係性が

修復不可能な場合に必要とされる学習である。このような変化が生じた際には，過去
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の刺激と反応の関係を一旦組織から削除するアンラーニングを引き起こし，場合によ

っては別のものに置き換える必要が生じる。この一連のプロセスを適切に引き起こす

のは難しく時間がかかることが多い。これは，大きな環境変化によって，組織にとって

の不確実性が生じた場合には，むしろ組織は過去に成功した行動に頼ってしまう傾向

があるためである。 

組織と環境の間の関係が大きく変わってしまうような場合には，刺激と反応の関係

だけではなく，組織の認識構造や行動理論まで含めて再構築する必要がある。このよ

うな学習を Hedberg(1981)は転換学習と呼んでいる。組織の認識構造まで再構築

する必要があるため，転換学習を適切に引き起こすことは非常に困難であるが，一度

生じると急速に進むという側面もある。 

続いてアンラーニングについて述べていく。アンラーニングとは，学習者が知識を捨

てるプロセスのことを指す概念であり，新たな反応やメンタルマップを得るために必要

となるものである。組織においてアンラーニングを適切に生じさせることは難しい。これ

は，一度，ある組織の行動理論を用いて成功すると，その行動理論が強化されてしま

い，行動理論を変化させることが困難になるためである。 

刺激-反応モデルの中ではアンラーニングの生じる可能性のある部分が 3 つ存在す

る。1 つ目は刺激を選択・解釈するメタ構造である。これは本来組織が受け取ることが

望ましい刺激が受け取れないという場合に既存の構造を忘れる必要がある。2 つ目は

刺激と反応の間の関係性である。特定の刺激に対して返す反応が適切でなくなった

時には，刺激と反応の間の関係を棄却しなければならない。3 つ目は反応を構築する

メタ構造である。新たな環境に組織が直面した際に，既存の反応では対応ができなく

なった場合には，反応を構築する構造を入れ替えるために，一度忘れることが必要と

なる。この 3 つはすべて組織の行動理論を基礎とするので，アンラーニングは，行動理

論に対しても変容を迫るものだといえる。 

アンラーニング概念について述べることを通して，Hedberg (1981)は組織学習に

おいては新たな知識の獲得プロセスのみが重要なのではなく，アンラーニングプロセス

と知識獲得プロセスが交互に円滑に行われることが，組織の発展に重要であることを

明確に示している。 

こ の よ う な Hedberg(1981) の 提 示 す る 学 習 論 を 発 展 さ せ た 研 究 と し て

Nystrom and Starbuck(1984)が存在する。Nystrom and Starbuck(1984)
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は，アメリカの企業が設立から 20 年後には 10%しか生存していないというデータを

示したうえで，そのような存続危機が生じる原因と，どのように組織がそのような危機

に対応しているのかの 2 点について検討している。 

複数のケースについての検討により，Nystrom and Starbuck(1984)では，危

機を乗り切れない企業では，まず，トップ以外の組織メンバーが気づいていたとしても，

彼らからの警告に取り合わず，危機が発生していることにトップマネジャーがなかなか

気づかないという問題を示した。そして，最終的にトップマネジャーが危機に気づいた

場合でも，その問題を一時的なものと位置づけ，その場しのぎの「嵐をしのぐ戦略

(weathering the storm strategy)」でやり過ごそうとするという問題が生じてい

た。 

このような危機を乗り越えるためには，トップマネジャーの認識構造についてのアン

ラーニングが必要であることを Nystrom and Starbuck(1984)は主張している。

また，トップマネジャーの認識構造のアンラーニングに有効な手段としてトップマネジャ

ーの入れ替えが有効であることも示している。 

Hedberg(1981)では組織としてのアンラーニングの重要性が述べられていたが，

Nystrom and Starbuck(1984)では，このように，組織のアンラーニングを引き起

こすためには，トップマネジャーの認識構造についてのアンラーニングを生じさせること

が重要であることを示している。このようにトップ層のアンラーニングが重要であるとい

うことは Hedberg 系 においてある程 度 は受 容 されている考 え方 である（安 藤 , 

2001）。 

 

第２項  Argyris 系の組織学習論  

続いて Argyris 系の組織学習論の基本構造を整理する。Argyris 系の組織学

習論の特徴は，組織学習を「シングル・ループ学習」と「ダブル・ループ学習」の 2 種類

に分け，そのうえで容易には実現ができないダブル・ループ学習を適切に行うための

組織行動について議論している点である。ここでは，Argyris 系の組織学習論の代

表的な文献である，Argyris and Schön(1978)および Argyris(1999)に基づい

て，Argyris 系の組織学習論について整理していく。 

Argyris(1999)は，当初から組織の意図と現実に生じた結果が適合している場

合，及び組織の意図と現実に生じた結果の間に不適合が生じた際に，その不適合を
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修正することとして組織学習をとらえている(Argyris, 1999: 67)。そして，この組織

の意図と現実に生じた結果を適合させる方法にシングル・ループ学習とダブル・ループ

学習の 2 種類が存在する(図 2-2)。 

 

図 2-2：シングル・ループ学習とダブル・ループ学習  

 

 

出所：Argyris(1999: 68) 

 

シングル・ループ学習は，適合を創出しているとき，及び組織の持つ規範などを維持

しつつ行動の変化によって不適合を修正する時に生じる学習である。 

他方，ダブル・ループ学習は，最初に組織の持つ支配変数を検証・修正し，その後

行動を修正する時に発生する学習である。支配変数とは組織のメンバーが行動する

際に追求しようと努力している選好状態を示す変数である。したがって，ダブル・ルー

プ学習について言い換えると，組織が目標を達成する手段のみでなく，目標とする状

態そのものを変更することを含んだ学習ということができる。 

2 つの学習ループについて定義した上でもう少し Argyris 系の学習論の特徴につ

いて議論を進める。まず重要な点として，Argyris(1999)では組織学習が生じるタイ

ミングを，誰かが新たな問題や解決法を思いついた段階ではなく，思いついた解決策

などが実際に組織で実行された段階で学習が発生したとみなしている点である。これ

は問題や解決策の発見は組織学習にとっては必要条件にすぎない点を示している。 

もう 1 つ重要な点として，Argyris 系の組織学習論における組織学習と個人学習



22 

 

の関係性がある。Argyris and Schön(1978)によれば，個人学習は組織学習を

行うための必要条件であるが，十分条件ではない。彼らは，組織内の個人は組織行

動を行うエージェントであると同時に組織学習を行うエージェントであるとし，このよう

なエージェンシーによって，組織学習と個人学習を区別することができると述べている。 

組織学習が発生する際には，まず学習エージェントとしての個人による不適合の修

正が生じる。しかしこれだけでは組織学習したとはいえない。このような学習エージェ

ントの発見や創案，評価が組織記憶に埋め込まれた段階で初めて組織が学習したと

いえるのである。逆に組織記憶に埋め込まれなければ，個人学習は発生したものの，

組織学習は生じていないという状態となる。 

Argyris 系の学習論は以上のような基本構造を持っている。しかし，Argyris ら

の主要な研究関心は，このような学習構造を前提した上で「ダブル・ループ学習を適

切に引き起こす」ためにはどうすればよいかという点にある。 

このような研究関心が生じるのは，シングル・ループ学習に比べてダブル・ループ学

習を実現することが格段に難しいためである。Argyris and Schön(1978)では，ダ

ブル・ループ学習を阻害する要因を検討するにあたって，ダブル・ループ学習を妨げる

使用理論(theory-in-use)2を「モデルⅠ」，ダブル・ループ学習の実現に必要な使

用理論を「モデルⅡ」とする，2 つの使用理論を提示している。その上で，通常人々が

無意識にとる行為はモデルⅠで表されると同時に，組織においてもモデルⅠが支配的

である，という 2 つの理由でダブル・ループ学習の実現が阻害されるとしている。 

モデルⅠの使用理論は具体的には表 2-2 に，モデルⅡの使用理論は表 2-3 に示

している。モデルⅠの使用理論は簡潔にいえば，自己の排他的な目標達成や勝利を

重視しており，そのために自己の外にあるものを一方的にコントロールする行動をとる

ことである。モデルⅠにしたがう組織メンバーは，組織の意図と現実の不適合が生じた

ことを認識したとしても，その失敗の責任を負うことを避けるため，問題の隠ぺいを行

ったり，自身も関連する問題に関して，他人の失敗を責めることを回避したりする。こ

のような組織では，隠ぺい等が生じるために組織内で適切な情報の交換ができず，不

適合が生じた際に，不適合の背後にある理由についてのコミュニケーションが成立し

ないため，支配変数の変更まで及ばず，ダブル・ループ学習はほとんど生じない。 

 
2 「使用理論」は人々の行動を実際に支配している理論である。使用理論とは別に表

向き掲げられる「信奉理論(espoused theory)」が存在する。 
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表 2-2：モデルⅠの使用理論  

支配変数  行動戦略  振る舞いに関する結果  学習に関する結果  有効性  

1. 目 的 の 明 確

化と達成努力  

2. 最 大 の 勝 利

と最小の敗北  

3. 負 の 感 情 の

最小化  

4. 合理性  

1. 一 方 的 な環 境

の設計と管理  

2. タ ス ク の 支 配

と制御  

3. 一方的な保身  

4. 一方的な他者

の保護  

1. 防 御 的 ，無 節 操 ，競 争

的 ，統 制 的 ，傷 つくことを

恐 れる，ごまかし，勘 定 抑

制，過剰または過少な心配  

2. 防御的な個人間関係  

3. 防御的な規範  

4. 低い選択の自由，内部

コミットメント，リスクテイク 

1. 自己閉鎖的  

2. シングル・ルー

プ学習  

3. 理論の私的検

証  

減少  

出所：Argyris(1999: 180)より作成  

 

表 2-3：モデルⅡの使用理論(QOL: quality of life) 

支配変数  行動戦略  振 る舞 いに関 す

る結果  

学 習 に 関 す る

結果  

QOL に関 す

る結果  

有効性  

1. 有効な情報  

2. 自 由 で情 報

に基づく選択  

3. 選 択 と そ の

実行に対する監

視 への内 部 コミ

ットメント 

1. 参 加 者 が 主

導 で ， か つ 高 い

関 与 を経 験 でき

る状 況 や環 境の

設計  

2. タスクの参加

的制御  

3. 互 い の 成 長

のための保身  

4. 他 者 と の 双

方向的な保護  

1. 最 小 の 防 御

的経験  

2. 最 小 の 防 御

的な個人間関係

とグループダイナ

ミクス 

3. 学 習 志 向 の

規範  

1. 不承認を許

容するプロセス 

2. ダ ブ ル ・ ル

ープ学習  

3. 理 論 の 公

的検証  

1. ポジティブ

な QOL 

2. 特 に困 難

な問題に対す

る，問 題 解 決

と意思決定の

高い有効性  

長 期 的

な増加  

出所：Argyris (1999: 182)より作成  
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したがって，Argyris 系における問題関心は，ダブル・ループ学習を実現するために，

組織の使用理論としてモデルⅡの使用理論を実現することにある。重要なのは，ダブ

ル・ループ学習を直接実現させることではなく，ダブル・ループ学習を起こしやすい組

織にするための必要条件であるモデルⅡの行動理論を実現することに主眼を置いて

いる点である。 

モデルⅠの使用理論をモデルⅡの使用理論に置き換えるために，Argyris は研究

者がコンサルタントとして組織に介入 することが必 要だとしている (Argyris and 

Schön, 1978; Argyris, 1999)。このような関心から，Argyris 系の研究では特

にモデルⅡの使用理論を実現するための処方箋的な知見を得ることを目的として研

究アプローチがとられている（安藤，2001）。 

 

第３項  March 系の組織学習論  

3 つ目の組織学習論の系統である March 系では，組織の行動がルーティンに基

づいていることを前提として(Cyert and March, 1963, Nelson and Winter, 

1982)，組 織 学 習 を「組 織 が歴 史 からの推 理 をル ーティンにコード化 すること」

(Levitt and March, 1988: 320)と定義している。言い換えると，行動の結果につ

いて組織の目標達成に寄与したかどうかを解釈し，その行動と解釈をフィードバックす

ることを通してルーティンの変化が生じるというプロセスが March 系における組織学

習である。 

このように March 系の組織学習論においては，組織学習の対象はルーティンであ

る。ルーティンに含まれるものとして，Levitt and March (1988)は，形式，ルール，

手続き，慣習，戦略，技術といったものに加えて，信念，枠組み，パラダイム，コード，文

化，知識などの公式的なルーティンを補強する，あるいは公式的なルーティンと矛盾す

るような非公式的なものも含むものとしており，組織における幅広い対象を含む学習

について統一的なフレームワークで議論することが可能である。 

March 系の組織学習においても，学習のタイプに関する分類が存在する。Levitt 

and March(1988)は経験からの学習のメカニズムを「トライアンドエラー(trial-

and-error experimentation)と「組織的探索(organizational search)」の 2

種類に分類している。「トライアンドエラー」とは，あるルーティンが目標の達成に寄与す

る場合には，そのルーティンが使われやすくなり，逆に目標達成に失敗した時には使わ
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れにくくなるというメカニズムである。「組織的探索」は組織が既存のルーティンと異な

る代替的なルーティンから，既存ルーティンよりも良いルーティンを見つけ出した時に，

そのルーティンを採用するというメカニズムである。 

「トライアンドエラー」のメカニズムにより成功を繰り返したルーティンは組織の中でよ

り使用される度合いが高く，強固なルーティンとなっていく。一度このような強固なルー

ティンが現れると，より有効性の高いルーティンを見つけるための組織的探索を行い，

優れたルーティンを新たに実行して新たなルーティンに関する経験学習を進めていくと

いう意識が弱くなってしまう。このように既存ルーティンが強固になることで新たなルー

ティンの使用が阻害されてしまう現象を「能力の罠(competency trap)」という。 

能力の罠は，組織が現行のルーティンをよりよくする過程で生じるため，組織が限

定合理的である場合に生じる問題である。この問題をより詳しく理解するために重要

な組織学習タイプの分類として，March(1991)は現行のルーティンを修正する「活用

(exploitation)」と既存のルーティンからはずれた新たな代替的ルーティンを探す

「探索(exploration)」の 2 つの分類を示している。 

March(1991)は，2 つの学習タイプはどちらも組織にとって必要な学習であるが，

両者の間には組織の資源制約により生じるトレードオフが存在するため，探索と活用

の間のバランスをとることが重要となると主張している。例えば，能力の罠は活用を行

いすぎている「過剰活用」の状態である。このような能力の罠が生じる原因として，

March(1991)では，活用に比べて探索のもたらす成果が不確実であることや，探索

により得られる可能性のあるルーティンが，既存ルーティンに対して時間的にも空間的

に遠いということを挙げている。 

このように March 系の学習論においては，組織の既存ルーティンと既存のルーティ

ンから外れた代替的ルーティンとの区別が重要となる。そこで，組織がルーティンを保

持するための構造についての議論が必要となる。ルーティンに基づく March 系の学

習論では，仮に人材の組織からの離脱や時間の経過があったとしても，経験からの学

習により獲得されたルーティンの変化は(複数の)ルーティンの集合の中に維持・蓄積

されていくと想定されている(Levitt and March, 1988)。このようなルーティンが記

録される構造が March 系における組織記憶である。組織記憶の持つべき標準的な

機能として，ルーティンの変化の記録，記録されたルーティンの維持，ルーティンの引き

出しという 3 つの機能ある(Levitt and March, 1988; Walsh and Ungson, 
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1991)。 

まずルーティンの変化の記録についてであるが，組織は文書，勘定，電子ファイル，

組織構造，実践などの形式で経験からの推論，すなわちルーティンの変化を記録して

いる。ただし，組織の経験をルーティンに移行することと，ルーティンを記録することに

はコストがかかるので，組織にとって重要性の低いルーティンは記録されないこともあ

る。このような記録にかかるコストは情報技術によって大きく変動する。 

次にルーティンの維持機能について説明する。誰かの経験から得られる学習内容は，

それが他の誰かに伝えられなければ，実際に経験した人がいなくなった時点で組織か

ら失われてしまう。学習内容を文書などに記録したのち，適切に維持することで，新た

な組織成員にも学習内容を伝えることが可能になる。このようにして，記録されたルー

ティンは，たとえ組織成員が変わったとしても，明文化されたルールや口伝などによって，

組織内に維持される。しかし，状況によっては組織の経験は適切に維持されないことも

ある。独立性の高い部門が存在する場合や大規模な人員の入れ替えが生じた時には，

新たな規範的秩序と既存のルーティンの持つ正統性が衝突を引き起こしてしまい，

元々組織の持っていたルーティンとは異なる別のルーティンが現れることもある。 

ルーティンはただ記録されているだけではなく，組織の行動の際に適宜組織記憶か

ら引き出される必要があるため，組織記憶はルーティンの引き出しの機能も持ってい

る。ただし，組織の持つルーティンの集合の中でも，引き出されやすいルーティンとそう

ではないルーティンの間には差異が存在する。Levitt and March(1988)では，そ

の差異をルーティンの使用頻度，ルーティンの使用時期，ルーティンの組織にとっての

なじみ深さ（proximity）という 3 つの要因から説明している。最近使用されたルーテ

ィンやよく使用されるルーティンは組織によって引き出されやすいルーティンとなってい

く。組織記憶のもつこの特徴は，能力の罠を引き起こす原因の 1 つとなっている。逆に

普段は使われないようなルーティンを適時に引き出すことは困難である。また，ルーテ

ィンの間には入れ子の関係がある場合があり，その場合には子ルーティンの使用が親

ルーティンの引き出しやすさを向上させる場合があることが指摘されている。 

さらにルーティンの引き出しやすさは記憶に蓄積されているものを利用する際にか

かるコストにも直接かかわってくる。ルーティンの記録と同様に，情報技術の発達によ

って既存のルーティンを引き出すことがより容易になっていく。 
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 組織学習論の系統によるマネジメントコントロール研究の分類  

第 2 節において Hedberg 系，Argyris 系，March 系の 3 系統の組織学習論の

基本構造を整理した。本節ではこのように整理された組織学習論の 3 系統を分類の

枠組みとして利用し，マネジメントコントロールに関する既存研究において，学習プロセ

スとマネジメントコントロールとの間の関係性がどのように扱われているかについての

整理を行う。  

 

第１項  研究方法  

本章では研究手法として文献レビューを採用している。レビューに含める文献の抽

出 方 法 で あ る が ， ま ず EBSCOhost の す べ て の デ ー タ ベ ー ス を 利 用 し

て”management control” AND “organi?ational learning3”のキーワードを

用い，「査読誌のみ」，言語を指定できるデータベースに関しては「英語」の条件で検索

したところ 77 件の論文が抽出された。次に抽出された文献のリストから重複している

8 件，本文の取得が困難な文献 5 件，フランス語文献 1 件，文献に記載されている内

容から組織学習プロセスとマネジメントコントロールの関係性について取り扱っていな

いことが明確な文献 41 件を除き，最終的に 22 件をレビューの対象とした。 

以上の手続きを得てレビュー対象として採用した論文について，以下の手順により

分析を行った。 

① レビュー対象の論文を Argyris 系，March 系，Hedberg 系のうちどの系統

に属する組織学習論を用いているかという観点から分類する。 

② 系統ごとにマネジメントコントロールと学習プロセスの間の関係性について整理

する。 

③ ①と②で整理した事項を踏まえ，今後検討する必要のある課題について考察

する。 

ただし，今回のレビュー対象に含まれる文献の中で，Hedberg 系の組織学習論を

採用している研究は存在しなかったため，本節では分析を行っていない。Hedberg

系を採用する意義については第Ⅳ節の考察において詳しく述べる。 

 

 
3 “organizational learning”と”organisational learning”を含む 
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表 2-4. レビューした文献の一覧  

著者  研究方法  組織学習論の系統  

Afy-Shararah (2018) 事例研究  Argyris 系  

Albertini (2019) 事例研究  Argyris 系  

Bell, Bradley, Fugate, and Hazen (2014) 事例研究  Argyris 系  

Henri (2006) サーベイ調査  Argyris 系  

Hilden, Tikkamäki (2013) サーベイ調査  Argyris 系  

Hofstede (1981) 規範的研究  Argyris 系  

Kalling (2003) 事例研究  Argyris 系  

Laihonen and Måntylä (2017) アクション 

リサーチ 

Argyris 系  

Modell (2000) 事例研究  Argyris 系  

Oyadomari, Pedrique, Bido, and Rezende 

(2014) 

サ ーベ イ 調 査 ，

事例研究  

Argyris 系  

Pekkola, Hildén, and Rämö (2015) サーベイ調査  Argyris 系  

Simons (1991) 事例研究  Argyris 系  

Stockenstrand and Ander (2014) 事例研究  Argyris 系  

Theriou, Maditionos, and Theriou (2017) サーベイ調査  Argyris 系  

Wee, Foong, and Tse (2014) サーベイ調査  Argyris 系  

Huikku (2007) 事例研究  March 系  

Johanson, Mårtesson, and Skoog (2001) 事例研究  March 系  

Lee and Widener (2016) サーベイ調査  March 系  

Liu and Van Dooren (2013) 規範的研究  March 系  

Peter, Wieder, Sutton, and Wakefield (2016) サーベイ調査  March 系  

Batac and Carassus (2009) 事例研究  Argyris 系  

March 系  

Kloot (1997) 事例研究  Argyris 系  

March 系  

出所：筆者作成  
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第２項  Argyris 系の組織学習論を用いた研究  

まず，最も採用する文献の多かった Argyris 系の文献で行われている議論につい

て整理する。 

マネジメントコントロールと組織学習のプロセスについて言及している最も初期の研

究の 1 つとして Hofstede(1981)が存在する。Hofstede(1981)は目標の明確性，

結果の測定可能性，介入効果の認識，行動の反復性という 4 つの視点を用いてマネ

ジメントコントロールを 6 つのタイプに分類し，行動の反復性がある場合や行動の反復

性はないものの他の視点は兼ね備えている場合については（1 次の）サイバネティック

の原理を用いたコントロールであるため，目標に対する行動を維持することによって学

習を阻害すると述べている。一方で，サイバネティックの原理を用いていないその他の

コントロールは組織の学習にとって有効だとしている。 

さらに，組織の規模や複雑性が増すにつれ，組織慣性が大きくなっていくため，フィ

ードバックシグナルに対する組織メンバーの適切な行動修正の反応を標準業務手続

が阻害してしまい，コントロールがうまくいかない場合があることも指摘している。 

Hofstede(1981)による一部のマネジメントコントロールが組織学習を阻害すると

いう指摘に対して 1 つの重要な視点を提示したのは Simons (1991; 1995)である。

彼は，診断型コントロールとインタラクティブコントロールという，2 種類のコントロール

概念を提示し，それぞれのコントロールによって実現される組織学習のタイプが異なる

という主張をしている。具体的に言えば，Simons(1995)は，診断型コントロール及

びインタラクティブコントロールと組織学習の関係について，「診断型コントロール・シス

テムは，シングル・ループ型の学習を具体化する。これとは対照的に，インタラクティブ

コントロール・システムはダブル・ループ型の学習を具体化する。」(Simons, 1995)と

述べている。 

このように Simons(1995)は，Argyris 系における中心的な概念であるシングル・

ループ学習とダブル・ループ学習という学習の区別にうまく対応する形でコントロール

概念を提示することに成功している。Simons が提示したこれらのコントロール概念は

以後マネジメントコントロールと組織学習との関係性に関する研究で非常によく用いら

れている。 

例えば，Henri(2006)は Simons の提示した診断型コントロールとインタラクティ
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ブコントロール及びこれらの間の緊張関係が組織能力に及ぼす影響についての実証

を試みている。Henri (2006)の議論の主眼は組織能力及び最終的に組織の業績

に結び付くかという点にあるのだが，この組織能力の構成要素として，（ダブル・ループ

型の）組織学習能力が存在する。 

Henri (2006)は組織学習能力については Simons(1995)の主張を基本的にそ

のまま採用しており，診断型コントロールの利用はダブル・ループ型の組織学習能力に

負の影響を与える一方，インタラクティブコントロールの利用はダブル・ループ型の組

織学習能力に正の影響を与えるという仮説を立て，それを実証している。 

さらに Henri (2006)は組織環境の不確実性が高く，学習が必要な環境にいる場

合や，柔軟性を重視しルースなコントロールを行っている場合にのみ，診断型コントロ

ールとインタラクティブコントロールの間の緊張関係が組織学習能力を向上させること

も示している。 

このような診断型コントロール及びインタラクティブコントロールと組織学習能力との

関 係 の 実 証 を 試 み た 研 究 は Henri(2006) の 他 に も い く つ か 存 在 し て い る 。

Oyadomari et al. (2014)は，Henri (2006)の検証と，診断型コントロールと組

織学習の関係に関して Henri(2006)と異なる実証結果を出している Widener 

(2007)を参照しつつ，診断型コントロール及びインタラクティブコントロールと組織学

習の関係についてブラジルの医療機関のサンプルを用いた分析を行っている。実証分

析の結果，診断型コントロールと組織学習の関係については明確な結果が得られなか

ったものの，インタラクティブコントロールが組織学習に正の影響を及ぼすことが示され

た。 

また，Theriou et al. (2017)は，ギリシャという文脈の下で Henri (2006)の研

究の追試を行ってる。追試の結果として，診断型コントロールとインタラクティブコント

ロールについては Henri(2006)と同様の結果が出ているが，緊張関係については，

組織学習能力に正の影響があるという結果となっている。これは Henri (2006)で述

べられているように，組織の事業環境やコントロールの厳しさが影響していると考えら

れる。 

さらに，診断型コントロール及びインタラクティブコントロールと組織学習プロセスの

関係をより詳しく検討している研究として Bell et al. (2014)が存在する。Bell et 

al. (2014)は外部技術統合(external technology integration)に関する研究
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の中で，個人レベルの学習が組織レベルの学習として組織に埋め込まれるプロセスに

対してマネジメントコントロールがどのように機能したのかを検討している。彼らの研究

によれば，学習のレベルは，個人から組織へというような単純な流れで進むのではなく，

個人，集団，組織の間を行き来する複雑な流れを持っていることを示した。この個人，

集団，組織レベルの学習の流れとマネジメントコントロールとの関連について，診断型

コントロールは特に集団レベルや組織レベルの学習を個人レベルに落とし込む際に役

立ち，インタラクティブコントロールやマルチレベルコントロールは逆に個人レベルや集

団レベルの学習を組織レベルへと引き上げることに役立つことを示している。 

このように複数の研究がなされていることからも，診断型コントロールとインタラクテ

ィブコントロールのコントロール概念は Argyris 系の組織学習論の議論に適する概念

になっていることが分かる。 

Argyris 系の組織学習論を用いた研究で焦点になることが多いのは先ほど述べた

シングル・ループ学習とダブル・ループ学習という観点とは別に，個人レベル，集団レベ

ル，組織レベルの学習の相互関係という観点もよく用いられている。 

例えば，Modell (2000)では，集団や組織レベルに主な関心のあるマネジメントコ

ントロールと個人レベルに主な関心のある人的資源管理を統合して理解することで，

個人レベルと集団・組織レベルの学習を結び付けて議論を行っている。マネジメントコ

ントロールと人的資源管理を結びつけることで，具体的には，タスクの専門性に応じて

チームワークを発揮し組織学習を促進するのに適切な報酬システムの在り方が変化

することということを検討したり，能力的には若干不足する人員をマネジャーの役職に

就けるといった，集団・組織レベルの効果を重視するマネジメントコントロールのメカニ

ズムとしては限定的なことであったとしても，個人の学習を推進する人的資源管理とし

ては適切な対策が存在することを理解することができるようになる。 

他にも，Hilden and Tikkamäki (2013)及び Pekkola et al. (2015)はマネ

ジメントコントロールと内省(reflection)の関係を考察する際に，個人レベル，集団レ

ベル，組織レベルの学習の観点を用いている。内省とは，自身の直観的な理解に疑問

を抱き，その場で実験をしたり，他人とその状況について対話をしたりすることである。

これは，既存の仮説や理解を修正するきっかけとなるため，学習の基礎となるものであ

る。Hilden and Tikkamäki (2013)と Pekkola et al. (2015)の研究では

Malmi and Brown (2008)に基づいてマネジメントコントロールを文化コントロー
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ル，計画コントロール，サイバネティックコントロール，報酬コントロール，管理的コントロ

ールの 5 つに分類し，個人レベル，集団レベル，組織レベルの 3 つレベルの内省の実

践をどの程度支援するのかについて分析を行っている。この 2 つの研究の結果は類

似しており，顕著な分析結果として，報酬コントロールはほとんど内省を支援しないこ

とと，文化コントロールが相対的に内省を強く支援すること，また，内省に関する実践

が生じるレベルによって，内省に効果のあるコントロールが異なるといった点が示され

ている。 

学習主体のレベルを分析に用いている研究として，さらに Stockenstrand and 

Ander (2014)ではオーケストラにおける財政状態とマネジメントコントロール，組織

学習の関係を，2 つの財政状態の異なるオーケストラの事例を比較することで検討し

ている。この比較検討の結果，組織レベルや集団レベルの学習を実現するためにはま

ず個人，特に音楽家の学習が必要となること，そして個人の学習を行う余裕を持てる

ようにある程度ルースにマネジメントコントロールを行う必要があることを示した。 

これらのほかにも Argyris 系の組織学習論を活用している研究として，組織メンバ

ーの自発的な学習意欲が足りない場合，学習意欲を引き出すためにマネジメントコン

トロールを利用することが重要であることを指摘する Kalling (2003)，組織が高い

業績を達成するためには，業務管理システム内の要素の 1 つとして，適応的かつ進化

的な学習と改善を行うシステムを含んでいる必要があることを比較事例分析から見

出した Afy-Shararah and Rich (2018)，自治体における学習フォーラムを通じ

た自治体業績に関する対話が，組織メンバーの業績に関する新たな解釈を産み出す

とともにそれが他のメンバーと共有されダブル・ループ学習のきっかけを作ったことを

示した Laihonen and Mäntylä (2017)，マネジメントコントロールの設計と利用の

程度がそれぞれ別個に組織学習能力へと正の影響を与えることを実証した Wee et 

al. (2014)が存在する。 

 

第３項  March 系の組織学習論を用いた研究  

続いて，March 系の組織学習論を用いた研究での議論を整理する。March 系の

組織学習論を用いた研究は，ルーティンの特性に着目するものと，ルーティンの探索と

活用という学習モードの違いに着目するものの 2 パターンが存在する。 

ルーティンの特性に着目した研究は Johanson et al. (2001)，Huikku(2007)，
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Liu and Van Dooren(2013)の 3 つが挙げられる。 

Johanson et al. (2001)では，インタンジブルズに関するマネジメントコントロー

ルの特徴と，それがどのように組織を変化させたのかを 3 つの事例研究により検討し

ているが，3 つの事例それぞれで，学習のプロセスと学修に影響を与えるルーティンが

大きく異なっている点が重要な点である。 

1 つ目の事例では，経営者のメッセージが貸借対照表の評価ルーティンやそのほか

の文書を通して徐々に従業員に浸透していくことで，インタンジブルズのコントロールプ

ロセスがマネジメントコントロールプロセスに統合されるという変化が生じている。これ

は，評価というルーティンを介することによってインタンジブルズのコントロールというル

ーティンが徐々にマネジメントコントロールというルーティンに含まれるサブルーティンに

なったと理解できる。 

2 つ目の事例では，インタンジブルズのマネジメントコントロールが，マネジャーと従

業員との間の目標に関する対話というルーティンを介することによって，組織における

解釈構造を変化させるという現象が生じている。この場合は，対話というルーティンが

インタンジブルズのマネジメントコントロールというルーティンを強化する役割を果たし

ている。 

3 つ目の事例では，企業の生産関数に関する理解を改善させるために，7 つのサブ

ルーティンをもつマネジメントコントロールプロセスそれ自体が継続的に調整される対

象となっている。3 つ目の事例は少し特殊であり，マネジメントコントロールのルーティ

ン及びサブルーティンが自身に影響を与えることによって自己調節が生じているという

事例である。 

このように 3 つの事例で組織学習の対象やプロセスが大きく異なっているものの，

March 系の組織学習論では組織ルーティンの概念を用いることで統一的に理解する

ことができる。 

次に Huikku(2007)の投資プロジェクトに関する事後監査とその代替的なコント

ロール手段についての研究である。事後監査の主要な機能は，投資プロジェクトに関

する知識のフィードバックであり，このフィードバックで得た知識は別の投資プロジェク

トに生かすことができる。これは，事後監査によるフィードバック学習の対象が行動で

はないため，行動を修正するという学習のパターンではなく，投資プロジェクトに関す

る組織ルーティンが修正されていくという学習が生じることが分かる。なお，事後監査
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のない組織で生じていることについても Huikku(2007)は検討している。そのような

組織ではルーティンとしてではなく，投資プロジェクトに関する経験を積んだ個人の知

識で対応をしているのである。 

また，Johanson et al. (2001)と同様に学習対象だけでなく，マネジメントコント

ロールもルーティンとみなす研究として Liu and Van Dooren (2013)がある。Liu 

and Van Dooren (2013)は，業績測定をルーティンとしてとらえ，業績測定プロセ

スを定期的に行うことにより，業績の向上のため，個人や集団レベルでの行動の修正

が生じ，その後，その修正の結果が再度業績測定されるというシングル・ループ学習の

プロセスを検討している。特に重要な点は，これが繰り返されることで，業績測定と行

動修正のループという組織ルーティンが形成されるという形でマネジメントコントロール

と組織学習の関係性を理解している点である。 

次に探索と活用の概念を中心的に用いている研究について整理する。 

Lee and Widener (2016)はビジネスインテリジェンスの使用が組織学習へ及ぼ

す影響について，ビジネスインテリジェンスシステムの利用者へのサーベイ調査データ

を用いて分析している。Lee and Widener (2016)では，ビジネスインテリジェンス

を様々なデータ分析を行うための分析ツールである QAR(Query, Analysis, and 

Reporting)と事業のリアルタイムの要約データを表示する DV(Dashboards and 

Visualization)という 2 つの基本的なシステムに分類し，それぞれと組織学習の関

係性について次のような仮説を設定し，これを検証している。 

QAR を利用する場合には，利用者の利用できる情報は元々QAR の持っている基

本的な情報構造と，情報の提供形式により制限される。したがって，QAR の利用によ

り生じる学習は QAR の構造と情報提供形式によって決められた範囲内での学習で

ある。これは March(1991)における活用型の学習を行うことに寄与する。この関係

性は実証分析により支持されている。 

一方，DV は利用者に対して，容易に様々な情報に触れる機会を提供する。情報を

提供する際，データ間の関係性や仮説について提供されることはないため，解決策に

ついては利用者が視野を狭めることなく創造的な思考を発揮して検討することができ

るようになる。これは March (1991)における探索型の学習に寄与する。こちらの仮

説も実証分析により支持されている。 

Peters et al. (2016)でも，Liu and Widener (2016)と同様にビジネスイン
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テリジェンスの特性と組織学習の関連性が調査されている。Peres et al.(2016)で

はビジネスインテリジェンスの特性を，利用者にとっての多次元データの使いやすさを

示す「BI 機能性」とマネジャー自身の BI の利用頻度を示す「BI 自己利用」に分け，そ

れぞれがサイバネティックな学習プロセスにどのように影響するかを定量的に分析して

いる。 

まず，Peters et al. (2016)は March 系に属する Huber (1991)の提示して

いる組織学習の実現を促進する①組織内情報分布の拡大，②多様な解釈の推進，

③解釈を包括する単一枠組みの展開という 3 つの要因に基づいて，BI の特性が組

織学習を促進するかどうかを検討している。 

BI 機能性が高いと，①組織をより細かい粒度まで表現するシステムが利用できる

ため，BI 機能性が低い場合に比べて組織内の多くの場所で情報が利用されるように

なり，②より詳細な分析が容易にできるため利用者の解釈の幅が広がり，③データの

階層構造がよく整理されているため組織の各所での情報の解釈の包括性が高まる。

このように Huber (1991)の 3 つの要因を持つことから BI 機能性は組織学習を促

進する4という仮説を立て，実際に定量的に促進関係を示している。 

また，BI 自己利用についても同様に，BI 自己利用が高い場合には①ビジネスイン

テリジェンスの使用によりマネジャーの情報アクセスが多くなり，②マネジャー自身の知

識を用いて情報を解釈でき，③ビジネスインテリジェンスの使用によりマネジャー間の

情報解釈の共有がよりなされるようになる(Elbashir et al. 2011)ため，BI 自己利

用は組織学習を促進するという仮説を提示し，それを実証している。 

 

第４項  複数の系統を用いた研究 

最後に Argyris 系と March 系の議論が混在している Kloot(1997)について整

理する。 

Kloot (1997)は，組織学習とマネジメントコントロールシステムの間の関係性を検

討し，環境変化が生じた際に，組織学習を促進するマネジメントコントロールシステム

 
4 Peters et al. (2016)は仮説の表記については「BI 機能性の向上は業績測定

能力を向上させる」(Peters et al., 2016: 4)という表記を行っている。しかし，仮

説構築の議論においては BI 機能性が組織学習を促進するという議論しか行ってい

ないため，本稿の目的に照らして「組織学習を促進する」と言い換えている。BI 自己

利用についても同様の言い換えを行っている。 
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の設計と使用方法を文献レビューと 2 つの地方自治体に対する比較事例分析で検討

している。 

Kloot(1997)は組織学習を適応的学習（Argyris 系におけるシングル・ループ学

習）と発生的学習（Argyris 系におけるダブル・ループ学習）の 2 種類に分類し，適応

的学習の実現については，マネジメントコントロールシステムの基本的な役割として既

によく理解されていると述べている。 

一方，発生的学習とマネジメントコントロールシステムの関係については，適応的学

習との関係ほど共通理解となっているわけではないものの，マネジメントコントロールシ

ステムは，既存の目的やプロセスが外部環境に適合していないことを知覚し，より広い

視点や視点や創造的な解決策を適用することに役立つということを示している。 

 

表 2-５: マネジメントコントロールシステムの特徴と組織学習の構成要素  

マネジメントコントロールシステムの特徴  組織学習の構成要素  

強い計画システム 知識獲得  

ルーティンや手続き，報告に関する強い内

部管理  

知識獲得，情報分配，情報解釈，組織記憶  

環境の調査と報告  知識獲得，組織記憶  

意思決定への参加  知識獲得，情報分配，情報解釈  

財務業績の測定と評価  知識獲得，情報分配，情報解釈，組織記憶  

非財務業績の測定  知識獲得  

水平的またはボトムアップの垂直的情報フ

ロー 

情報分配  

訓練とプログラム開発  情報分配，情報解釈，組織記憶  

チームワーク 情報解釈  

創造性を尊重した価値とステークホルダー 情報解釈  

出所：Kloot (1997: 56) 

 

次に Kloot(1997)は，Huber(1991)の議論を参照し，組織学習の構成要素を

知識獲得，情報分配，情報解釈，組織記憶の 4 つに細分化してマネジメントコントロ
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ールシステムの特徴との関係を考察している（表 2-5）。表 2-5 で示しているマネジメ

ントコントロールシステムの特徴の有無や程度によって組織学習の構成要素の実現が

左右され，結果として組織学習がそのように実現されるのかが変化する。 

また，Kloot(1997)と類似したアプローチを用いている研究として Batac and 

Carassus (2009)が存在する。彼らも Kloot(1997)と同じように，地方自治体に

おいて，様々な種類のマネジメントコントロールがどのようなタイプまたは段階の学習と

関連するのかについて検討を行っている。 

 

 考察  

本節では前節の整理を踏まえ Hedberg 系，Argyris 系，March 系の 3 系統そ

れぞれの組織学習論を用いたマネジメントコントロール研究の現状についての考察を

行い，今後検討が必要となる研究課題を示す。 

まず現状についての考察を行っていく。1 点目として，Argyris 系の組織学習論を

援用しているマネジメントコントロール研究が相対的に多く存在し，特にシングル・ルー

プ学習とダブル・ループ学習の概念を用いた研究や個人，集団，組織という 3 つの異

なる学習のレベルに着目した研究が多く行われていることが明らかとなった。これは，

「企業の構成員に適切な行動をとるように動機づける」（伊藤，2019: 2，下線部は原

文ママ）というマネジメントコントロールの持つ役割が，組織メンバーの行動を支配する

組 織 の使 用 理 論 の変 更を通 じて，ダブル・ループ学 習 を引 き起 こすことを目 指 す

Argyris 系の主要な研究関心に合致していることが理由の 1 つとして考えられる。 

また，マネジメントコントロールは直接的にはマネジャーなどの組織成員に対して影響

を与えるものとしてとらえられることが多い。そのため，学習主体に組織内の個人や集

団の学習まで含めて検討する Argyris 系の議論が援用しやすいということもよく用

いられる理由の 1 つだといえる。 

現状に関する考察の 2 点目として，March 系の組織学習論を採用する研究は数こ

そ Argyris 系に比べて少なかったものの，マネジメントコントロールそのものをルーテ

ィンとしてとらえることで，マネジメントコントロールによる組織行動の変化と組織学習

が生じる際に生じるマネジメントコントロール自体の変化を同時に取り扱う研究と

(Johanson et al., 2001; Liu and Van Dooren, 2013)，組織ルーティンの探

索と活用という分類を用いた研究(Lee and Widener, 2016; Peters et al., 
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2016)も行われていた。 

このように，援用する組織学習論の系統により扱いやすい問題とそうでない問題が

明確に分かれるため，研究目的と合致する系統の組織学習論を適切に選択すること

が重要であることが分かる。 

続いて，既存研究では十分に検討されておらず今後の検討が必要な課題について

考察する。 

1 つ目の課題として Hedberg 系の組織学習論を援用したマネジメントコントロール

研究がほとんどないという課題が存在する。Hedberg 系の議論で中心となるのはア

ンラーニングのプロセスなので，言い換えれば，マネジメントコントロールとアンラーニン

グの関係性について既存研究では十分に検討がなされていない可能性が高い。 

渡邊・伊藤(2002)でも述べられているように，組織における情報の共有・解釈プロ

セスの促進と知識獲得プロセスへの貢献といった役割が今日のマネジメントコントロー

ルには求められている。アンラーニングは，新たな知識の獲得や共有を阻害する古い

知識を捨てるプロセスであり，特に環境の変化が大きい状況で組織が生き残るための

重要なプロセスであるため(Nystrom and Starbuck, 1984)，今日のマネジメント

コントロールへの役割期待を実現するために，アンラーニングとマネジメントコントロー

ルの関係性について検討していくことが必要である。 

2 つ目の課題として，Argyris 系の組織学習論の特徴である個人，集団，組織レベ

ルの学習の間の関係性について，中心的に取り扱っている研究は一部存在するもの

の（Bell et al., 2014; Modell, 2000; Stockenstrand and Ander, 2014)，

多くの研究ではマネジャーなどの個人学習とマネジメントコントロールの関係性につい

てのみ検討がなされており，それが組織レベルの学習に至っているかについては十分

に検討されていないという点がある。 

続いて課題の 3 つ目として，マネジメントコントロールが組織学習プロセスそのもの

に影響を及ぼしているのか，それとも組織学習を促進する使用理論を実現するための

手段としてマネジメントコントロールが用いられているのかについて明確に区別されず

に議論されることが多いという点がある。例えばインタラクティブコントロールに関して，

Simons(1995)では明確にダブル・ループ学習を具体化するものだと述べられており，

マネジメントコントロールが支配変数の変更に影響を与えるという理解がなされている

といえる。一方で，インタラクティブコントロールがダブル・ループ学習を行う能力の向
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上に寄与するという見方の研究も多い(e.g. Henri, 2006; Albertini, 2019)。

ダブル・ループ学習を行う能力の向上は，Argyris 系の理論におけるモデルⅡの使用

理論の実現に近いものだと考えられるため，Simons(1995)の主張と異なり，マネジ

メントコントロールの影響を与える対象は使用理論であるという主張になっている。

Argyris 系の組織学習論において，モデルⅡの使用理論の実現はあくまでもダブル・

ループ学習を行うために必要な条件であるという位置づけであるため，マネジメントコ

ントロールによる影響が支配変数に及ぶのかそれとも使用理論に及ぶのかという点に

ついて明確に区別した研究が今後必要となる。 

最後に，複数の系統の組織学習論を用いている(Kloot, 1997)について若干の考

察を行う。本章の第 2 節で整理したように，組織学習論の系統が異なれば，基本的な

組織観や組織学習に関する基本概念が異なる場合がある。そのような系統間の差異

を十分に考慮せずに複数の系統の理論をしてしまうと，基本的な概念のレベルで混乱

が生じる恐れがある。 

Kloot(1997)では， Argyris 系と March 系の組織学習論の両方を用いている

もの，これらの系統間の差異についての検討は行われていない。そのため，学習主体

や学習対象，情報解釈が誰にどのように行われるのか，シングル・ループ学習とダブ

ル・ループ学習の違いは反映されているのか，といった Argyris 系と March 系の組

織学習論で理解が異なる点についてどのように解釈すればよいか曖昧になっている可

能性がある。 

 

 小括  

本節では，マネジメントコントロールと組織学習プロセスの関係性について文献レビ

ューによる分析を行った。分析の際，安藤(2001)による組織学習論の系統分類を分

析の枠組みとして活用し，系統ごとに異なるマネジメントコントロールと組織学習プロ

セスの関係性についての考察を行った。 

考察の結果，今後取り組むべき研究課題として，1. マネジメントコントロールとアン

ラーニングの関係性の検討，2. マネジメントコントロールを通した個人や集団の学習

が組織レベルの学習となるプロセスについての検討，3. マネジメントコントロールによ

る組織学習が使用理論に対するものなのか支配変数に対するものなのかについての

検討，という 3 つが明らかとなった。今後これらの研究課題についてより詳細に検証を
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行っていく必要がある。 

第 1 章でも述べたように，サイバネティックコントロール自体の在り方も経営環境の

変化に対応して変容している。Argyris (1977)や Hofstede (1981)などの既存

研究が行われた当時には，経営組織において実践されていたサイバネティックコントロ

ールは新たな知識を獲得する手段としてはあまり有効ではなかったという点は事実か

もしれない。しかしながら，組織学習論とサイバネティックコントロールとの関係性が議

論され始めた時代よりも経営環境の変化が激しくなり，環境変化に対する対応の重

要性が増してきている。そのような状況で，サイバネティックコントロールが組織学習に

有効であるという研究(Grafton et al., 2010)やサイバネティックコントロールと同

様の原理を持つが従来議論されてきたサイバネティックコントロールの実践とは異なる

コントロールの方法（平井 , 2019）も現れてきている。 

このようなサイバネティックコントロールと組織学習との間の関係性が変化している

原因の 1 つとして，環境変化の激化によって，アンラーニングの重要性が増してきてい

るためであるという可能性がある。アンラーニングは環境変化が激しい状況でこそ企

業の生存のために重要となる（Nystrom and Starbuck, 1984）ものである一方，

本章のレビューによって，マネジメントコントロール，ひいてはサイバネティックコントロー

ルとアンラーニングとの間の関係性がほとんど議論されていないことが明らかとなって

いる。このように現代において重要性が増してきているが既存研究で議論されていな

いアンラーニングがサイバネティックコントロールとどのような関係を持っているのかに

ついては現状ではあまり分かっていない。 

そこで本稿ではマネジメントコントロールにおける古典的かつ中心的な要素であるサ

イバネティックコントロールとアンラーニングとの関係性，特にサイバネティックコントロ

ールによる組織成果への影響を検討することにより，サイバネティックコントロールが現

代の経営環境において果たしうる役割をアンラーニングの概念を用いつつ再検討した

い。 

アンラーニング以外のマネジメントコントロールと組織学習との関係について残され

た研究課題については本稿で取り扱うべき範囲を超えると考えられる。 

2 つ目の課題であるマネジメントコントロールを通した個人や集団の学習が組織レベ

ルの学習となるプロセスについての検討は，組織におけるミクロレベルとマクロレベル

の間の相互作用を伴う複雑な問題になる可能性があるため，シミュレーションにより検
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討する余地があるが，Bell et al. (2014)による診断型コントロールとインタラクティ

ブコントロールといった枠組みの活用や Hilden and Tikkamäki (2013)及び

Pekkola et al. (2015)が採用しているようにコントロールパッケージとしてマネジメ

ントコントロールを扱う方が適していると考えられる。 

同様に 3 点目の課題であるマネジメントコントロールによる組織学習が使用理論に

対するものなのか支配変数に対するものなのかという点についての検討は，特にイン

タラクティブコントロールに関する概念規定との関連性が強く，サイバネティックコント

ロールで議論することの重要性があまりないと考えられる。さらにこの点について検証

するのであれば，経験的な事実をケーススタディなどにより丁寧に検証することが適し

ていると考えられ，本稿で用いることを想定しているコンピュータシミュレーションを適

用する必要性に乏しいともいえる。 

以上の議論により，本稿のリサーチクエスチョンとして「経営組織におけるサイバネテ

ィックコントロールが組織の成果に及ぼす効果に対してアンラーニングがどのように影

響するのか」と設定し，以後検討を進めていく。 

 

  



42 

 

 コンピュータシミュレーションを用いたマネジメントコントロー

ルに関する研究―NK モデルの展開―5 

 

本章では，コンピュータシミュレーションを用いたマネジメントコントロール研究につい

て，本研究で中心的に用いる NK モデルを用いた分権的意思決定に関するシミュレー

ション研究の展開を中心に紹介し，シミュレーション研究の特徴について述べると同時

に，次章以降用いる NK モデルについての説明を行う。 

シミュレーションは「科学を行う第 3 の手法」(Axelrod, 1997: 5)として，後述す

るように既存の演繹的手法や帰納的手法にはない独自の特徴を持つ比較的新しい

研究手法である。マネジメントコントロール分野ではシミュレーションを用いた研究はま

だ蓄積が進んでおらず，シミュレーションという手法に対する理解もあまり得られてい

ない (Wall, 2016; Labro, 2015)。しかしながら，経営学の分野では，伝統的にシ

ミュレーションを用いた研究が行われ，一定の研究成果が上がっており(e.g. Cohen 

et al., 1972; March, 1991)，その重要性に対する理解も深まっている (Davis 

et al., 2007)。また，マネジメントコントロール分野においても近年では，2015 年に

Journal of Management Control 誌の第 26 巻第 2-3 号においてシミュレーシ

ョンを用いた研究が特集されているなど，その有用性に対する認識が広がりだしてい

る段階であるといえよう。 

本章では，マネジメントコントロール研究におけるシミュレーション手法の意義につい

て理解を深めるため，今後のマネジメントコントロール研究への活用が見込めるモデル

として NK モデル6(Kauffman, 1995; Kauffman and Levin, 1987)とその拡

張したモデル（Siggelkow and Levinthal, 2003; Rivkin and Siggelkow, 

2003; Wall, 2016)を紹介する。オリジナルの NK モデルは、進化生物学で提案さ

れたものであるが、組織論の分野において分権的意思決定を表現するモデルとして発

展し、近年では、マネジメントコントロールに関する現象を表現する方向に拡張されて

いる。この NK モデルの展開を時系列的に整理することで、マネジメントコントロール研

 
5 本章は庄司(2017)「コンピュータシミュレーションを用いた分権的意思決定に関す

る研究の動向」『メルコ管理会計研究』第 9 号-II，pp71-82（著作権者：メルコ学術

振興財団）に加筆修正をしたものである。 
6 NK モデルは，「NK 適応度地形(NK fitness landscape)」と呼ばれることも

ある。 
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究におけるシミュレーション手法の可能性を展望する。 

 

 NK モデルの組織論における展開  

本節では，NK モデルの詳細について述べる。当初 NK モデルは進化生物学のモデ

ルとして Kauffman によって提案され，生物の各特質や遺伝子型に含まれる各遺伝

子の間に相互依存関係がある下での進化プロセスを分析するために活用されてきた

(Kauffman, 1995; Kauffman and Levin, 1987)。そして Levinthal (1997)

で組織の多様性の原因を分析するために用いられて以降，組織論の研究においても

よく用いられるようになった。特に「探索と活用」(March, 1991)の問題を扱った研究

や「分化と統合」(Lawrence and Lorsch, 1967)の問題などが NK モデルによっ

て活発に研究されてきている。本章では，マネジメントコントロール研究への利用を目

指すという観点から，マネジメントコントロール的な概念とより親和性の高いと考えら

れる「分化と統合」の問題に焦点を当てて，既存の研究で用いられているモデルを紹

介していく。 

 

第１項  基本的な NK モデルの組織研究における解釈  

もともと進化生物学では，生物の環境適応プロセスを表現するためのモデルとして，

「適応度地形」という概念を活用してきた。この概念の下では最も環境に適応した状

態を表す適応度地形のピークに生物が登っていくプロセスを進化と捉え，そのプロセ

スが研究されてきた。進化生物学のモデルであった最も基本的な NK モデルは，この

適応度地形を応用して，N 個の遺伝子（各遺伝子は 2 つの対立因子を持つ）で構成

される(半数体の)遺伝子型が時間のたつにつれてどのようにより環境に適応するため

に進化していくかを分析するために考案された。Kauffman はその際，各遺伝子の環

境への適応度はその遺伝子の対立因子のみではなく，他の遺伝子の対立因子の状

態にも依存するはずであると考え，これをモデルとして表現するため，各遺伝子の環境

への適応度に影響を与える他の遺伝子の数を K で表したのである。このようにして構

築されてきた NK モデルが組織の研究に適応される際にどのように諸要素を解釈して

いるかを説明していこう。 

組織論で利用される際に NK モデルの表現しようとしてる最も基本的な問題は，N

個存在する 2 択の意思決定要素について，一定期間の間で経営者やマネジャーがよ
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り自社の業績を向上させるように，毎期毎期意思決定を改善していくという問題であ

る。ここで，それぞれの意思決定要素から得られる成果は，他の K 個の意思決定要素

の状態に常に依存すると想定されている。この K をパラメータとして操作することによ

り，意思決定の複雑度を表現することができる。また，各期に経営者が意思決定を行

う際，経営者の予測能力などの制限により，その期に経営者は限られた数の代替的な

意思決定しか探すことができず，また多数(主に 3 つ以上)の意思決定要素が同時に

変更されるような意思決定は探すことができない7という制約を設定することで現実的

な経営意思決定状態を表現することができる。 

以上の要素をきちんと定式化していこう。まず，最も単純なモデルでは、意思決定す

ることのできる主体（エージェント）は 1 名である。この唯一のエージェントは経営者と

解釈されることが一般的である。このエージェントが，NK 適応度地形と呼ばれる仮想

的な意思決定空間を歩き回るようにして繰り返し意思決定を行っていく。 

意思決定を繰り返す回数はあらかじめパラメータ T によって与えられる。繰り返しの

各期に実行可能な意思決定は，N をパラメータとして，0 と 1 の値のみ取る 2 択の意

思決定要素  𝑑𝑖 ∈ {0,1}, (𝑖 = 1, … , 𝑁)を集めたベクトル𝒅 = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑁)で表される。従

って意思決定の組み合わせは2𝑁個存在する。なお先行研究では N は主に 6～10 程

度 の 値 が 設 定 さ れ て い る  (e.g. Siggelkow and Levinthal, 2003; 

Siggelkow and Rivkin, 2006; Wall, 2016)。これは N＝6 の時でも、可能な

意思決定の組み合わせは 64 パターン，N＝10 の時には 1024 パターンもあるので，

N がこの程度の値でも十分に複雑な問題を扱うことができるからである。 

エージェントの行った意思決定の成果は貢献度関数で決定される。NK モデルでは，

N 個の意思決定要素それぞれに対して貢献度関数𝑐𝑖, (𝑖 = 1, … , 𝑁)が与えられる。しか

し，成果である貢献度の値はそれに対応する意思決定要素𝑑𝑖のみではなく，他の K 個

の要素の現在の状態にも依存するため，貢献度関数は𝑐𝑖(𝑑𝑖, 𝑑𝑖
1, … , 𝑑𝑖

𝐾)と表現され，

(𝑑𝑖 , 𝑑𝑖
1, … , 𝑑𝑖

𝐾)の可能な組み合わせのそれぞれに対して，一様分布 U[0,1]に従う値が

ランダムに設定される。また，意思決定 d に対応する全体の成果 V(d)は，𝑐𝑖を i につ

いてすべて足して N で割った値，すなわち 

 
7 「探索と活用」を表現しようとするモデルの場合は，多数の意思決定要素が変更す

るような意思決定に（制約付きで）「ジャンプ」することを組み込む場合もある 
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𝑉(𝒅) =
1

𝑁
∑ 𝑐𝑖(𝑑𝑖 , 𝑑𝑖

1, … , 𝑑𝑖
𝐾)

𝑁

𝑖=1

 (1) 

となる。当然 K が大きくなるにつれ，ある意思決定要素𝑑𝑖を変更した時に影響が及

ぶ範囲が広がっていくので，意思決定は複雑になっていく。例えば K=0（最小値）のと

きは適応度地形，すなわち関数 V(d)のグラフの形状は単峰形になっているが，K＝

N-1（最大値）のときは局所的なピークがたくさんある複雑な形状となってしまう。 

意思決定の成果が、どのように他の K 個の要素に依存しているかは、隣接行列とし

て表現され、モデル構築時にあらかじめ設定されることが一般的である。この隣接行

列には、代表的なものとして独立，完全相互依存，ブロック対角，ランダム相互依存 4

つのタイプがある(Chang and Harrington, 2006)。独立は K=0 ですべての意

思決定要素が自分の成果のみに影響するパターンである。完全相互依存では逆に K

＝N-1 ですべての意思決定要素が互いの成果に影響を及ぼす。ブロック対角では，

意思決定要素をいくつかのグループに分け，グループ内では完全に相互依存関係に

あるが，グループ間の依存関係は全くない。ランダム相互依存ではそれぞれの要素に

対して依存関係のある他の要素がランダムに K 個選ばれる。図 3-1 は、それぞれの依

存関係構造を図示化したものである。図 3-1 では、縦軸の要素が、横軸の要素に依

存しているかどうかを示している。例えば、ランダム相互依存の場合では、１は１と 3 に、

2 は１と 2 に、3 は 2 と 3 に、4 は 2 と４に依存していることがわかる。 

 

図 3-1：相互依存のタイプ(N=4) 

 

出所：筆者作成  

 

このような環 境 設 定 の下 で，唯 一 のエージェント（経 営 者 ）は「山 登 り法 (hill-

climbing method)」というアルゴリズムに基づいて意思決定を繰り返していく。経
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営者はすべての意思決定を一度に探索できるだけの認知能力を持っていないので，

各期に検討できる意思決定は，前期の意思決定に十分「近い」ものを「一定の個数」

のみ，と仮定されることが多い。この仮定の下では、探索できる代替案の「近さ」と「個

数 」 の 2 つ が パ ラ メ ー タ と な る  (e.g. Rivkin and Siggelkow, 2003; 

Siggelkow and Rivkin, 2005)。 

ここで，意思決定の「近さ」は「ハミング距離」という距離概念で計算される。この距

離概念では，2 つのベクトルの間で異なっている成分の個数をハミング距離と定義す

る。例えば，2 つの 4 次元ベクトル(0,1,1,0)と(0,0,1,1)では第 2 成分と第 4 成分

が異なっているため，ハミング距離は 2 である。 

以下に「山登り法」の具体的なアルゴリズムを説明する。 

 

1. まず初期設定として，0 期に行われた経営者の意思決定がランダムに与えられ

る。 

2. 現在を t 期とすると，経営者は t-1 期に行った意思決定から一定のハミング距

離内にある代替案を一定個数ランダムに探索する。 

3. t-1 期に実行した意思決定と探索したすべての代替案の中で，最も成果 V(d)

が高くなるものを，t 期の意思決定として採択・実行する。 

4. 2 と 3 を(事前にパラメータとして設定した)T 回繰り返す。 

 

 T と K を十分に大きく設定した場合，エージェントが 1 人の最も単純なモデルでは， 

エージェントは「山登り」の途中で開始地点から最も近い局所的なピークに到達し，も

し離れた地点により成果の高くなる点があったとしても，前期の意思決定と十分近い

意 思 決 定 し か 探 索 で き な い た め に そ の 局 所 的 な ピ ー ク に と ど ま っ て し ま う

(Kauffman, 1995)。これは，複雑な環境にある組織が漸進的な改善のみを行って

いくことの限界を示すと同時に，組織の現在の状態がその組織の創立当初の状態に

大きく依存しているという可能性も示唆している。 

 

第２項   意思決定の分割  

エージェントが 1 人だけの最も単純なモデルから，意思決定を行うエージェントが 2

人以上存在する場合にモデルを拡張することを考える。そもそも，現実の組織におけ
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る意思決定の問題を想定すると，すべての意思決定を経営者が行うと考えるのはか

なり無理がある。実際には，組織の規模がある程度大きくなれば，意思決定の権限を

何人かのミドルマネジャーに委譲していることが多いだろう。NK モデルでは，意思決

定要素をいくつかのグループに分割し，別々のエージェントに割り当てることでこのよ

うな意思決定権限の委譲を表現することができる。このような方向で NK モデルを拡

張したものを「意思決定分割モデル」と呼ぶこととする。 

説明の単純化のため，エージェントはマネジャー2 人（マネジャー1，マネジャー2）で

N が 6 であるとしよう。例えば各マネジャーが 3 つずつ意思決定要素を分担する場

合 ，マネジャー1 の意 思 決 定 は 𝒅1 = (𝑑1, 𝑑2, 𝑑3)，マネジャー2 の意 思 決 定 は 𝒅2 =

(𝑑4, 𝑑5, 𝑑6)，と表される。このとき各マネジャーが直接担当する自部門の意思決定から

得られる成果をそれぞれ 

𝑉1(𝒅1) =
1

6
∑ 𝑐𝑖(𝑑𝑖, 𝑑𝑖

1, … , 𝑑𝑖
𝐾)

3

𝑖=1

, 𝑉2(𝒅2) =
1

6
∑ 𝑐𝑖(𝑑𝑖 , 𝑑𝑖

1, … , 𝑑𝑖
𝐾)

6

𝑖=4

 (2) 

 

で定義する。ようするに，自部門の貢献度関数の値だけを足し合わせ，N で割った値

である。 

当然ながら，部門間で依存関係があれば，他部門の意思決定要素によってもこの成

果は左右されるし，自部門の意思決定が他部門の成果に影響を与える。これにより，

エージェントが 1 人であった場合には生じなかった，エージェントが利己的に行動する

という可能性が生じる。すなわち，部門間での相互依存度が高くなると自部門の成果

を高くするが，それ以上に他部門の成果を下げてしまうような意思決定を行うことが

生じうる。このような問題を取り扱うために，既存研究では各マネジャーの評価・報酬

の関数を 

𝐵𝑚(𝒅) = 𝛼𝑉𝑚(𝒅𝑚) + 𝛽𝑉(𝒅), (α + β = 1, m = 1,2) (3) 

 

のような形で設定していることが多い(e.g. Rivkin and Siggelkow, 2003)。ここ

でαとβは評価が自部門の成果のみに依存するか全体の成果に依存するかを示す変

数であり，評価・報酬はαが大きいほど自部門の成果のみに依存し，βが大きいほど

全体の成果に依存することを(3)式は示している。 

エージェントが複数名になった場合でも，意思決定アルゴリズムの大きな流れはエー
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ジェントが 1 人の場合とほとんど変わらないが，手順 2 と 3 が少々変化する。特に，手

順 3 の t 期の意思決定案の評価については，他部門の t 期の意思決定がまだ行われ

ていないため，それに関する正確な情報を得ることができない。しかし，マネジャーは他

部門の t-1 期に実行された意思決定の情報は知っているので，他部門が t-1 期の意

思決定を t 期にも行うと前提し，自部門の意思決定を行う。従って，手順 2 と 3 は以

下のように変化する。 

 

2’. 現在を t 期とすると，経営者は t-1 期に行った意思決定と一定のハミング距離

内にある自部門の意思決定の代替案を一定個数ランダムに探索する。 

3’. t-1 期に実行した意思決定と探索したすべての代替案の中で，他部門の意思決

定については t-1 期に行われた意思決定を継続すると前提して，最も自部門の評価

𝐵𝑚(𝒅)が高くなるものを，t 期の意思決定として採択・実行する。 

 

意思決定分割モデルによるシミュレーション結果は Siggelkow and Levinthal 

(2003) において詳しく分析されている。彼らは，エージェント 2 人で評価が自部門

の成果のみに依存する場合の意思決定分割モデルと前項で紹介した基本モデルのシ

ミュレーション結果を比較し，部門間での相互依存が存在するかどうかによって有利

な組織構造が変わってくるという事を示した。部門間での相互依存がない場合には，

意思決定を分割することによって 1 人当たりが考慮する必要のある意思決定要素が

減るため，より速く成果の高い意思決定に到達することができる。 

一方で，部門間での相互依存がある場合には，各エージェントが自部門の成果のみ

を大きくしようとする利己的な行動をすることによって，低い成果水準のナッシュ均衡

に陥ることが多く，全体成果の高い意思決定が行われにくいため，1 人のエージェント

がすべての意思決定をした方が成果は高くなる。 

また，Siggelkow and Levinthal(2003)は「再統合(reintegration)」という，

当初は意思決定を分割して 2 人のエージェントに割り当てておき，数期間経過した後

からは 1 人のエージェントがすべての意思決定を担当するという組織構造についても

分析しており，相互依存度が大きいときや，環境変化の激しいときには再統合の構造

が最も成果が高くなるということも明らかとしている。このような条件分岐を伴う複合

的な構造を扱うことができるという点はシミュレーションの大きな利点であろう。 
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第３項  意思決定の統合  

前項で紹介した「意思決定分割モデル」では，意思決定を各エージェントに分割して

委譲した後はすべて各エージェントに任せっぱなしで，エージェント間で調整が働くこ

とはなかった。しかし，現実の組織では権限を委譲した後にも，様々な手段を用いてエ

ージェントである部門マネジャー間，あるいは第 3 者を通して意思決定の調整が行わ

れていると考えられる。このような分権化されたエージェント間での意思決定の調整は、

特にそれが組織目標を達成することを意図したプロセスである場合，意思決定の「統

合」(Lawrence and Lorsch, 1967: 4)と呼ばれている。 

NK モデルでは、このような分権的組織における意思決定の調整や統合を表現する

ことができる。調整・統合の方法については先行研究においても，部門マネジャーが代

替案を評価した上で，全体の代替案をまとめて CEO が再評価するパターン(Rivkin 

and Siggelkow, 2003)や，部門マネジャーは代替案を探すだけで評価はすべて

CEO が行うパターン，部門マネジャーが CEO の決定した意思決定に対して拒否権

を持つパターン(Siggelkow and Rivkin, 2005)，あらかじめ決められた人数のマ

ネジャーが了承した案のみ実行されるパターン(Knudsen and Levinthal, 2007)

などいくつかのパターンがあるが，ここでは基本的なパターンだと考えられ，後述する

Wall(2016)のモデルでも用いられている Rivkin and Siggelkow (2003)が定

式化したパターンを説明する。 

このモデルでは，直接意思決定をする 2 人の部門マネジャーと彼らの意思決定を調

整・統合する 1 人の CEO の 2 種類 3 人のエージェントが存在する。便宜的にこの新

しいモデルを「CEO 統合モデル」と呼ぶこととする。意思決定分割モデルの場合は各

部門マネジャーの意思決定が直接実行されていた(手順 3’)が，このモデルでは意思

決定の実行の前に CEO による調整のプロセスが必要となる。そこで，手順 3’におい

て各部門マネジャーが意思決定を実行する代わりに，あらかじめ設定された一定個数

の代替案を CEO に提案することに変更し，CEO はそれらを検討能力の許す限りの

個数だけ組み合わせて検討し，全社的により良い意思決定を行おうとするという調整

プロセスを導入する。 

CEO 統合モデルでは，新たなパラメータとして，「各部門マネジャーの提案する代替

案の個数 P」と，「CEO の検討できる代替案の個数 ALTCEO」が設定されている。そ
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れに伴い，手順 3’は、各部門マネジャーの提案のプロセスと CEO が提案を吟味する

プロセスの 2 段階になる。まず各部門マネジャーが， 

 

3’’-1(マネジャー). t-1 期に実行した意思決定と探索したすべての代替案の中で，

他部門の意思決定については t-1 期に行われた意思決定を継続すると前提して，自

部門の評価𝑩𝒎(𝒅)が高いものから順に P 個の代替案を CEO に提案する。 

 

次に，これを受けて CEO が 

 

3’’-2(CEO). 各部門マネジャーから提案された代替案の全ての組み合わせ(P2

通り)の中から ALTCEO 個だけランダムに選び出し，それらと t-1 期に行われた意

思決定の内，最も成果 V(d)が高くなるものを，t 期の意思決定として採択・実行す

る。 

 

Rivkin and Siggelkow (2003) では，この CEO 統合モデルのシミュレーショ

ン結果について詳しく分析を行っている。彼らは CEO 統合モデルと意思決定分割モ

デルを比較して，部門間の相互依存度が低い場合には CEO による調整の効果が低

くなってしまうため，意思決定分割モデルの方が成果は高くなるが，相互依存度が高く

なるにつれ CEO による調整の効果が大きくなっていくので，CEO 統合モデルの方が

より高い成果をもたらすようになっていくことを明らかとしている。 

他にもいくつかの面白いシミュレーション結果を彼らは明らかとしている。直感的に

考えると，部門マネジャーの能力が高ければ CEO による調整はあまり必要ないように

思える。しかし CEO 統合モデルから明らかとなったのは，むしろ相互依存度が高い場

合には，より能力の高い部門マネジャーがいるときほど CEO による調整が必要となっ

てくるということである。他にも全社的な成果に基づく評価がなされている場合 (β＝

1)にも CEO による調整が有効となる事も示唆している。これらは両方とも，部門マネ

ジャーによる過剰な探索を CEO による調整が安定化させることが原因である。 

 

 マネジメントコントロール研究への応用  

進化生物学で誕生した NK モデルは、分権的組織の問題をモデル化する方向で組
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織論において発展してきた。このように展開してきた NK モデルが近年になってマネジ

メントコントロール領域に応用されるようになっている。本節では NK モデルをマネジメ

ントコントロール研究へ応用している Wall (2016)と近藤・西居  (2020)について説

明する。 

 

第１項  Wall (2016)による「評価」に関する問題の導入  

Wall(2016)は、Bushman et al.(1995)の数理モデルに基づいて，「評価」の問

題をモデルに組み込むことで会計研究に NK モデルを応用した。Wall(2016)のモデ

ルでは，統合のモデルにさらに，「誤差付きの事後評価」と「評価のフィードバックを部

門マネジャーが記憶する」という要素が追加されている。 

Rivkin and Siggelkow (2003)の CEO 統合モデルでは，部門マネジャーm の

実行した自部門の意思決定の事後評価𝑉𝑚(𝒅𝑚)は常に誤りがなく，そのまま各部門マ

ネジャーの評価や報酬に反映されていた。Wall(2016)のモデルでは，業績測定の不

完全性によりこの評価𝑉𝑚(𝒅𝑚)に，平均 0，分散(𝝈𝑚)2の正規分布に従い，自部門の意

思決定にのみ依存する時間的に安定な測定誤差 𝑦(𝒅𝑚)が混入すると設定している。

すなわち，自部門の業績として認識されるのは𝑉�̃�(𝒅𝑚) = 𝑉𝑚(𝒅𝑚) + 𝑦(𝒅𝑚)である。また，

(2)式と(3)式において，𝑉𝑚(𝒅𝑚)を𝑉�̃�(𝒅𝑚)に置換することで，誤差を含む部門業績を

ベースとした全社業績 �̃�(𝒅𝑚)と部門マネジャーm の報酬𝐵�̃�(𝒅𝑚)を考えることができる。

なお，部門マネジャーの評価・報酬は不完全な業績測定による誤差を含んだ𝐵�̃�(𝒅𝑚)

によって決まる。 

また，部門マネジャーは，一度フィードバックされた業績とその時の自分の意思決定

を永久に記憶しているため，一度行った意思決定が代替案として評価されるときには，

誤差項を完全に推測した上で評価を検討することができる。 

従って各部門マネジャーは可能であれば𝐵�̃�(𝒅𝑚)を最大化するように自部門の意思

決定を決めようとするため，各部門マネジャーの意思決定の選択ルール(手順 3’’-1)

は以下のように変更される。 

 

3’’’-1(マネジャー). t-1 期に実行した意思決定と探索したすべての代替案の中

で，他部門の意思決定については t-1 期に行われた意思決定を継続すると前提し

て，一度も実行・評価 されたことのない代替案は誤差を含まない自 部門の評 価
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𝐵𝑚(𝑑)を基 準にし，評 価 されたことのある代 替 案 は誤 差 を含 んだ自 部 門 の評 価

𝑩�̃�(𝒅𝒎)を基準として，自部門の評価が高いものから順に P 個の代替案を CEO に

提案する。 

 

このモデルを用いて，Wall(2016)では部門間の相互依存度(K)，会計誤差の程度

(𝝈𝑚)，報酬体系(αとβ)，CEO による統合の有無の 4 つのパラメータの組み合わせ

が，全社業績に対してどのような影響を与えるかを分析している。CEO による統合が

ない場合には，部門間の相互依存度が低く，会計誤差の程度が大きいほど，自部門

業績のみに依存する報酬体系 (α＝1，β＝0)が全社業績によって決まる報酬体系

(α＝0，β＝1)よりも全社業績に関して有利になるということが明らかとなった。しか

しながら，CEO による統合が存在する場合には，相互依存度や会計誤差の程度がど

のような値をとっていても，報酬体系による差は非常に小さくなるという結果となって

いる。 

 

第２項  近藤・西居(2020)によるコントロールレバーのコンフィギュレーション

探索の検討  

近藤・西居(2020)は Simons (1995)によって提唱されたコントロールレバーにつ

いて，組織の状況に適合するコントロールレバーの組み合わせを探索する過程につい

て，NK モデルを用いて検討を行っている。 

近藤・西居(2020)のモデルでは，意思決定要素の解釈と隣接行列の設定方法に

大きな特徴がある。彼らは信条システム（BFS），境界システム(BDS)，診断的コント

ロールシステム(DCS)，インタラクティブコントロールシステム(ICS)の 4 つのコントロ

ールレバーそれぞれが 3 つの（レバーに関する）意思決定要素から構成されるものと仮

定している。このようにして計 12 個の意思決定要素とコントロールレバーを関連付け

て解釈している。 

さらに彼らは，既存研究で明らかとなっているコントロールレバー間の依存関係を反

映する形で隣接行列を設定している（表 3-1）。表 3-1 において，0 は依存関係がな

いことを示し，1 が依存関係があることを示している。また について，γは 0.0 か

ら 1.0 の間の値をとる一様乱数であり，γ>0.6 ならば ＝1，γ≦0.6 ならば，

=0 である。 
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表 3-1: コントロールレバー間の関係性を反映した隣接行列（N=12, K ≅ 8.0） 

出所：近藤・西居(2020: 50) 

 

依存関係についてもう少し詳細に述べると，表 3-1 から BFS は他のすべてのコン

トロールレバーから得られる貢献度に影響を与え，BDS は DCS と ICS から得られる

貢献度に影響を与える。さらに DCS と ICS は互いの貢献度に相互に影響を与えあ

うことが分かる。これらの固定的な関係に加えて，ICS から BFS と BDS による貢献

度に対する影響が によってランダムに決定される。 

このように意思決定要素と隣接行列を設定及び解釈することで，基本的な NK モ

デルによる意思決定の探索プロセスを，適合度の高いコントロールレバーの組み合わ

せの探索として解釈できるようにしている。 

このような設定の下で彼らはトップマネジメントのコントロールレバー操作の方針の

違いが探索プロセスにどのように影響を与えるかを検討している。具体的には，特定

のコントロールレバーではなく，全体の適合度を重要視して微調整を繰り返すグロー

 BFS BDS DCS ICS 

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 

a1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

a8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

a9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

a10 

 

1 1 1 1 1 1 

a11 1 1 1 1 1 1 

a12 1 1 1 1 1 1 
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バル型，問題のあるコントロールレバーをビックアップしそのコントロールレバーの修

正・再構築を行うローカル型，基本はグローバル型に従いながら，近傍に適合度の高

い代替案が存在しない場合にローカル型に移行する折衷型の 3 方針である。 

シミュレーション分析の結果としては，グローバル型で探索を行った場合には，探索

の初期段階で局所的なピークに到達してしまい，それ以上の探索が行われない状態と

なることが多く，最終的な適合度の水準が低くなることが示された。一方でローカル型

と折衷型はグローバル型よりも遠くまで探索をすることが可能であるため，局所的なピ

ークにとどまることなく，全体最適な水準を達成できる可能性が高いが，一方で達成

できる適合度のばらつきも大きくなることが示された。 

また，コントロールレバーごとの適合度を見ると，適合度の平均的な水準は DCS と

ICS が高くその効果の大きさを示している一方，BFS による適合度水準のばらつきが

大きく，むしろ BFS の操作が最終的な成果に大きく影響を与えることも示している。 

 

 小括  

本章では，経営学分野でよく用いられているシミュレーションモデルとして NK モデ

ルを紹介し，その分権的意思決定モデルやマネジメントコントロールに関連する現象を

表現するモデルへの拡張を紹介した。第 1 節で紹介したように既存研究では分権的な

意思決定についてシミュレーションを研究手法として用いることで他の手法では検討

のしにくいいくつかの事実が明らかにされており，また，分権的意思決定の基本的なモ

デルは既にかなり確立しているといえよう。一方で，マネジメントコントロール研究への

応用という観点では，Wall(2016)と近藤・西居(2020)に限られており，活用の余

地はまだまだ残されているといえる。 

本稿においても，既存研究のほとんどないマネジメントコントロールとアンラーニング

の関係性を検討するため，シミュレーションを用いた分析を行うことには十分に意義が

あると考えられる。したがって，次章以降では本章で説明した NK モデルを用いたシミ

ュレーション分析を実際に行っていくこととする。 
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 経営組織におけるアンラーニングとフィードバックコントロー

ルの効果 

 

本章と次の第 5 章では第 2 章で導出した本稿全体のリサーチクエスチョンを検討

するため，第 3 章で説明した NK モデルを用いたシミュレーション分析を行っていく。

本章で，サイバネティックコントロールの基本的な構造であるフィードバックコントロー

ルが有効に機能するためには，「アンラーニング」が生じる必要があることを示したのち，

本章の議論を前提として，第 5 章では本章で扱うフィードバックコントロールに加えて，

フィードフォワードコントロール単独の効果及びフィードバックコントロールとフィードフ

ォワードコントロールを組み合わせた際の効果をアンラーニングの影響を踏まえて考察

していく。 

 

 アンラーニング 

第 2 章でも Hedberg の議論を中心にアンラーニングについて説明を行ったが，本

節で改めて簡潔にアンラーニング概念について説明すると同時に，サイバネティックコ

ントロールとアンラーニングの関係について若干の既存研究の整理を行う。 

 

第１項  アンラーニング概念 

組織学習論では，組織がどのように新たなルーティンや知識を獲得し，それをどのよ

うに活用するかという点に焦点が向けられがちである。しかし，現実には，組織は新た

なルーティンを獲 得 するだけではなく，ルーティンを喪 失 もしている (Martin de 

Holan and Phillips, 2011)。このような，ルーティンの喪失を組織が意図的に活用

することをアンラーニング(Hedberg, 1981)と呼ぶ。 

第 2 章でも述べたように，新たなルーティンを組織が獲得しようとする場合，そのル

ーティンと組織の既存のルーティンとの関連性が薄いほど，新たなルーティンと既存ル

ーティンの間にコンフリクトが生じてしまい，新たなルーティンを獲得し，さらにそれを保

持することは困難となる。これは，Hedberg 系，Argyris 系，March 系といった組織

学習論の系統にかかわらずある程度議論されている点である。 

したがって，新たなルーティンを獲得するためには，既存のルーティンを棄却するアン

ラーニングを適切に生じさせる必要がある。そのためアンラーニングは組織が新たなル
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ーティンを獲得するために必要なプロセスであるといえる。特に環境変化の激しいビジ

ネス環境では既存のルーティンの環境適合性が失われやすく，定期的に新たなルーテ

ィンを獲得する必要があるため，アンラーニングを適切に行うことは企業の生存のため

に不可欠である（Nystrom and Starbuck, 1984）。 

しかし，既存のルーティンを捨てることは常に問題なくできるというわけではない。過

去に一度は成功したルーティンは，それが繰り返されるにつれて，組織の行動理論とし

て強 く位 置 づけられるようになる (Argyris and Schön, 1978; Levitt and 

March, 1988)。一度，そのような強い位置づけを持つと，環境が変化し，そのルーテ

ィンが環境に適合しなくなったとしても，過去のルーティンの正しさを否定するような情

報は受け入れがたく(Day, 1994)，結局ルーティンも変化しないことが起こりうる。そ

のため，新たなルーティンを獲得することだけでなく，既存のルーティンをどのように棄

却するのかを検討するアンラーニングに目を向けることが重要となる。 

 

第２項  サイバネティックコントロールとアンラーニング 

次にサイバネティックコントロールとアンラーニングの関係について既存研究の議論

を見ていくが，第 2 章でも整理したように，そもそもマネジメントコントロールとアンラー

ニングについての関係を中心として検討した研究がほとんどない。そこで本項では，サ

イバネティックコントロールとアンラーニングの関係性について部分的に触れている

Atkinson et al. (1997)と Busco and Riccaboni (2010)を紹介し，部分的に

ではあるが，サイバネティックコントロールとアンラーニングについて議論すべき論点に

ついて検討したい。 

サイバネティックコントロールとアンラーニングの関係性を研究する必要性について

最初に述べられているのは Atkinson et al. (1997)であろう。Atkinson et al. 

(1997) は，将来への管理会計に関する研究展望の 1 つとして環境変化に対応した

会計ルーティンの変化の重要性を指摘し，その前提として会計ルーティンのアンラーニ

ングの重要性を述べている。これはサイバネティックコントロールを含む会計コントロー

ル自体を変化させるためにアンラーニングを生じさせる必要があるという点であり，マ

ネジメントコントロールによってコントロールされる対象に関するアンラーニングを議論

する本稿の趣旨とは方向性が異なるが，会計学やマネジメントコントロール論において

アンラーニングの重要性に言及している数少ない指摘の 1 つである。 
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このような Atkinson et al. (1997)の指摘があるにもかかわらず，サイバネティッ

クコントロールを含む会計コントロールとアンラーニングの関係を検討した研究は非常

に限られている。会計コントロールとアンラーニングの関係について検討している限ら

れた研究の 1 つとして Busco and Riccaboni (2010)がある。 

Busco and Riccaboni (2010)は，企業が買収されるという大きな環境変化が

生じた際，買収元企業の業績評価システムとそれに伴う会計ルーティンを導入するた

めに，買収先企業の会計システムを一度アンラーニングしたのちに，改めて新たな業績

評価システムの導入が行われた，というケースを検討している。この研究では，企業に

大きなイベントが生じた際に，その大きな影響を受容するために，断続的なアンラーニ

ングを生じさせるという対応が起こることを示している。 

このように，Busco and Riccaboni (2010)もサイバネティックコントロールと関

連する会計ルーティンのアンラーニングがどのように生じるのかについての言及が主で

あり，Atkinson et al. (1997)と同様に本稿の議論している内容とは異なる点に主

眼を置いている。 

また，アンラーニングに関する研究ではむしろ，環境変化に対する適応の手段として，

継続的な組織学習のプロセスの中でのアンラーニングの重要性が指摘されている

(Akgün et al., 2007)。Busco and Riccaboni (2010)は，恒常的に用いられ

るようなサイバネティックコントロールとアンラーニングの関係性については言及されて

おらず，この点については検討する意義がある。 

そこで本章ではサイバネティックコントロールと組織学習プロセスとの関係について

の既存研究が非常に限られていることもふまえ，サイバネティックコントロールの最も

基礎的なモデルであるフィードバックコントロールを恒常的に用いた場合に，アンラー

ニングの有無によって，組織成果に対する効果がどのように変化するのかという点に

ついて分析する。 

 

 分析モデルの構築  

本節では，基本的な NK モデルに対して，アンラーニングを扱うための拡張を行う。

標準的な NK モデルでは，組織の行動は，現在のルーティンと新たなルーティンの探索

のみに依存し，過去のルーティンの影響は，現在のルーティンに至るまでの経路として

間 接 的 にしか影 響 しない。また，ルーティンの変 化 のメカニズムも，Levitt and 
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March (1988)の提示する 2 つの主要な学習メカニズムのうち，新たなルーティンの

組織的探索のみである。そこで本稿では，フィードバックコントロールによるアンラーニ

ングを取り扱うため，過去に実行されていたルーティンを組織記憶として保持すること

とし，さらにその記憶に対するトライアンドエラー型の学習メカニズムを導入する。また，

アンラーニングが意味を持つためには環境変化とそれに伴うルーティンの適合性の喪

失が必要となるので，環境の変化も導入する。 

 

第１項  組織記憶  

標準的な NK モデルでは，直前期に実行されたルーティン以外の過去のルーティン

を参照することはできない。しかし，アンラーニングについて検討するためには，記憶構

造が不可欠である。そこで，本モデルでは，過去に実行したルーティンを保持するため

の組織記憶構造を組織が持っていることを仮定する。 

Levitt and March (1988)によれば，組織のルーティンはその組織目標達成へ

の寄与度が高いほど使用されやすくなる。さらに，組織記憶へと記録する際や記憶か

ら引き出す際にも，その重要性が参照される。したがって，組織記憶として組織のルー

ティンそのものに加えて，そのルーティンが組織にとってどの程度重要なものかがひと

まとまりとして記録されることとしてモデル化することが妥当であるといえる8。そこで本

章では，基本 NK モデルにおける意思決定𝒅 = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑁)とその意思決定から得ら

れた成果 V(d)の組（d, V(d)）が組織の記憶に蓄積され，各期の行動を決定する際

に，この記憶からもルーティンを選択し，実行できることとする。 

 

第２項  環境変化  

本モデルでは Levinthal (1997) で導入されている事前に予測できない環境変化

（貢献度関数の値の変化）が定期的に生じる構造を用いる。ただし，完全にランダムに

貢献度関数の値を振り直す Levinthal (1997) の構造と異なり，本モデルでは環

境変化の度合いは 0～1 の値をとる環境変動度により変動する。 

 
8 Levitt and March (1988)では，ルーティンが組織にとってどの程度重要かを意

味づける解釈フレーム自体もルーティンの 1 つであると述べているが，本章で検討す

べき範囲を超えているので，そのような解釈フレームの変化については検討しないこと

とする。 
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環境変化後の貢献度関数の値は，各意思決定変数の値に対して，次の式で表現され

る上限と下限を持つ一様分布で決定される。 

上限 変化前の値 変化前の値 環境変動度  

下限 変化前の値 変化前の値 環境変動度  

なお上式から明らかではあるが，環境変動度が 0 の場合は基本モデルと同様に環境

変化が起きず，環境変動度が 1 の場合には Levinthal (1997) と同様に全ての貢

献度関数の値が完全にランダムに再設定される。 

 

第３項  フィードバック・ループとアンラーニング 

基本 NK モデルでは，行われた行動とその結果は即座にフィードバックされる。しか

しながら，本章では，実行された行動とその結果の情報は T 期ごとに過去 T 期分をま

とめてフィードバックされることとする。さらに，そのフィードバックの結果，特定の行動

とその行動から得られると想定される成果の組み合わせがルーティンとして組織記憶

に蓄積される。 

環境変化がなければ，蓄積されたルーティンは適合性を失うことなく，組織記憶に残

り続け，特に問題が生じることはない。しかし，環境変化が生じた際には，そのルーティ

ンは環境に適合していないルーティンとなる可能性が高い。そこで，実行された情報と

その成果に関してフィードバックされた情報と記憶されているルーティンと成果の組の

間に齟齬がある場合，アンラーニングにより既存のルーティンを忘れ，新たなルーティン

へ と 更 新 す る こ と を 可 能 と す る 。 た だ し ， Levitt and March (1988) や

March(1991)で指摘されているように，既存ルーティンは常に忘れ去られるとは限ら

ない。そこで齟齬を発見した際にアンラーニングが生じる確率をパラメータとして設定

する。これはアンラーニングを引き起こすための組織能力であると解釈できる。 

アンラーニングが生じた場合には，既存のルーティンを忘れ，新たにフィードバックに

よって得られた情報に基づいた新たなルーティンが組織記憶に記録される。一方，アン

ラーニングが生じなかった場合には，既に適合性を失ってしまっている既存ルーティン

が組織記憶に残り続けることとなる。 

フィードバック・ループの生じる期間を 5 期間とした場合のフィードバックによる知識
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獲得と，アンラーニングの表現方法を図式化した図 4-1 を見てみよう。フィードバック

前の組織記憶には元々組織の保有していたルーティンが記憶されている。過去 5 期

間の知識には，過去 5 期間の間に組織が実行したルーティンとそこから実際に得られ

た成果の組を記載している。これはまだフィードバックされていないため，組織記憶に

は含まれていない。また，この 5 期間の間の 4 期目に環境変化が起き，ルーティンとル

ーティンを実行した際に得られる成果の関係性が変化していることに注意する必要が

ある。 

フィードバックが生じると，フィードバック前の組織記憶に過去 5 期間の知識が追加

され，組織記憶が更新される。この際，まず，フィードバック前の組織記憶に存在しな

いルーティンについては，新たにそのルーティンとルーティンを実行した際に得られる成

果の組が組織記憶に蓄積される。 

次にフィードバック前の組織記憶に記録されていたルーティンを再び実行した場合

の記憶の更新について説明する。まず，フィードバック前の組織記憶と，ルーティンを

実行して得られた成果の間に齟齬がなければ，更新の必要がないので，記憶はそのま

ま残る。一方，環境変化が生じたために，フィードバック前の組織記憶と，実際にルー

ティンを実行した際の成果との間に齟齬が生じることもある。この場合はアンラーニン

グが生じるか否かで処理が異なる。 

アンラーニングが問題なく生じた際には，環境の変化によって妥当性を失った過去

の知識が棄却され，新たな知識が組織記憶に蓄積される。図 4-1 の(0,0,0,1,1)のル

ーティンを見ると，フィードバック前の組織記憶においては(0,0,0,1,1)を実行した際

に得られる成果は 0.5 であったことが分かる。しかし，環境変化が生じた結果，過去 5

期間の間に(0,0,0,1,1)を実際に実行した結果，成果が 0.65 得られたという既存の

記憶と異なる新たな知識が生じている。その後，この知識についてはアンラーニングが

問題なく生じ，フィードバックによって組織記憶が更新されると，フィードバック後の組

織記憶では，過去 5 期間の知識の方が新たに記憶される。 

他方，アンラーニングがうまく行えなかった場合には，フィードバック前の組織記憶が

そのまま残ることとなる。図 4-1 の(0,0,0,0,1)のルーティンを見ると，フィードバック

前の組織記憶においてはこのルーティンを実行した際に得られる成果が 0.6 であると

いう知識が記憶されている。しかし，過去 5 期間で実際に実行した際に得られた成果

が 0.3 であった。フィードバックの際にアンラーニングがきちんと生じれば(0,0,0,0,1)
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からの成果が 0.3 であるという知識の更新が生じるのだが，図 4-1 では，このルーテ

ィンについてアンラーニングが生じず，そのためにフィードバック前の組織記憶がそのま

ま残 る状 態 を示 している。この場 合 ，過 去 5 期 間 の行 動 で得 られたルーティン

(0,0,0,0,1)から成果 0.3 が得られるという知識はその場で棄却され，組織記憶には

残らないこととなる。 

 

図 4-1：フィードバックによる知識獲得とアンラーニングの構造  

 

出所：筆者作成  

 

第４項  分析方法  

本章の分析では，パラメータとして，アンラーニングが生じる確率(0～1.0)，相互依

存度 K(1,5,9)，環境変動度(0,0.2,0.5,1.0)の 3 つを設定し，計 1３２パターンの

変数セットでシミュレーションを実行した。またパラメータとして操作していない固定的

な変数については，N を 10,繰り返しの回数を 200，代替案の近さを 1，代替案の個

数を 1 としている。それぞれの変数セットに対して乱数シードの異なる試行を計 1000

回繰り返し，分析には 1000 回の試行から得られた平均値を用いている。 

(0,0,0,0,1)⇒0.6  

(0,1,0,1,0)⇒0.2  

(0,0,1,1,0)⇒0.35  

(0,0,0,1,1)⇒0.5  

FB 前の組織記憶  

既存の知識  

(0,0,0,0,1)⇒0.6  

(0,1,0,1,0)⇒0.2  

 (0,0,1,1,0)⇒0.35  

新たな知識  

(1,0,0,0,1)⇒0.7  

 (1,0,0,1,1)⇒0.75  

 (0,0,0,1,1)⇒0.65  

FB 後の組織記憶 

(0,0,0,1,1)⇒0.5  

(1,0,0,0,1)⇒0.7  

(1,0,0,1,1)⇒0.75  

(0,0,0,1,1)⇒0.65  

(0,0,0,0,1)⇒0.3  

過去 5 期間の知識  

(4 期目に環境変化) 

フィードバック 
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また成果について，基本モデルにおける成果 V(d)をそのまま用いると，成果の最大

値が 1 にならず分析が行いにくいため，分析には最大値に対する相対的な成果，すな

わち各試行における NK 適応度地形全体の成果の最大値で𝑉(𝒅)を割った値を用い

て い る 。 な お ， 分 析 の 際 ， モ デ リ ン グ 及 び 分 析 の た め の ツ ー ル と し て Repast 

Simphony 2.6 を用いている。 

 

表 4-1：分析結果（平均値） 

出所：筆者作成  

 

 

 

 

 

 

 アンラーニングが生じる確率  

環 境 変

動 度  

K 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 平均  

0 1 0.955 0.955 0.957 0.956 0.958 0.956 0.954 0.957 0.956 0.958 0.956 0.956 

0 5 0.878 0.881 0.881 0.882 0.882 0.882 0.879 0.879 0.880 0.879 0.878 0.880 

0 9 0.835 0.838 0.833 0.839 0.838 0.837 0.838 0.836 0.838 0.836 0.837 0.837 

0.2 1 0.947 0.945 0.948 0.951 0.953 0.954 0.956 0.956 0.957 0.958 0.958 0.953 

0.2 5 0.885 0.890 0.893 0.892 0.898 0.896 0.900 0.898 0.900 0.899 0.901 0.896 

0.2 9 0.849 0.857 0.863 0.864 0.862 0.865 0.864 0.861 0.865 0.863 0.862 0.861 

0.5 1 0.886 0.889 0.899 0.911 0.914 0.919 0.923 0.925 0.926 0.929 0.931 0.914 

0.5 5 0.825 0.845 0.858 0.868 0.872 0.878 0.877 0.881 0.882 0.886 0.884 0.869 

0.5 9 0.808 0.835 0.846 0.851 0.854 0.856 0.858 0.858 0.858 0.859 0.859 0.849 

1.0 1 0.762 0.782 0.798 0.813 0.823 0.833 0.838 0.847 0.855 0.860 0.864 0.825 

1.0 5 0.708 0.744 0.769 0.785 0.797 0.807 0.813 0.818 0.821 0.826 0.828 0.792 

1.0 9 0.721 0.758 0.780 0.789 0.796 0.801 0.804 0.808 0.809 0.810 0.810 0.790 

平均   0.838 0.852 0.860 0.867 0.871 0.874 0.875 0.877 0.879 0.880 0.881 0.868 
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図 4-2：環境変動度及びアンラーニングが生じる確率と成果の関連（K＝5） 

 

出所：筆者作成  

 

図 4-3：環境変動度及びアンラーニングが生じる確率と成果の関連（K=5）

 

出所：筆者作成  
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 シミュレーション分析の結果と考察  

本節では，前節で示したモデルを用いた分析の結果を示す。なお，各試行では行動

を 200 回繰り返しているので，各試行の平均成果とは，この 200 回の各行動から得

られる 200 回分の成果を平均した値である。表 4-1 はパラメータ設定毎に行われて

いる 1000 回の各試行で得られた平均成果の平均値を示している。 

表 4-1 だけだと数値が多く，分析結果の焦点が分かりづらいので，分析結果をグラ

フ化した図 4-2 及び図 4-3 も示す。 

まずグラフ化していない K の影響についてだが，組織成果の水準自体には影響して

いるものの，アンラーニングが生じる確率とはほぼ独立して組織成果に影響を与えて

いる。そのため，本章の分析目的からすると結果的に余り重要性がなく，グラフ化の際

には中間程度の 5 に固定している。 

まず，アンラーニングが生じる確率の組織成果に対する影響であるが，環境変化が

全く生じない場合を除くと，環境変動度の値にかかわらずアンラーニングの生じる確

率が 0 から 0.1 に上がる時は組織成果の水準が大きく向上するが，確率が上がるに

つれて確率の上昇による組織成果の向上幅が小さくなっていき，アンラーニングの生

じる確率が 0.5 以上になると確率上昇の影響が非常に小さくなっていることが分かる。 

次に環境変動度及びアンラーニングが生じる確率と成果の関係性について述べる。

環境変動度が低い場合(0 と 0.2)にはアンラーニングの効果はほとんどない。一方，

環境変動度が大きくなると，平均的な成果自体は環境変動度が高い場合に比べて低

くなっているが，アンラーニングが生じる確率が組織成果へ及ぼす影響が大きくなって

いる。環境変動度が 0.5 の場合には，アンラーニングが全く生じない場合には平均成

果が 0.825 となっているが，アンラーニングが生じる確率が上がるにつれて成果の改

善が生じ，アンラーニングの生じる確率が 1.0 になると平均成果が 0.884 となり，環

境変動度が低い場合とほとんど変わりない水準となっている。環境変動度が 1.0 の場

合にも，アンラーニングが全く生じない場合には平均成果が 0.708 と非常に低いが，

アンラーニングが生じる確率が上がるにつれ成果が大きく伸びていき，常にアンラーニ

ングが生じる場合だと，0.828 まで成果が上昇する。環境変動度が低い場合と比べ

ると成果水準自体はまだ低いままであるが，アンラーニングが全く生じない場合と比べ

て，0.120 の成果の上昇がある。これは環境変動度が 0.5 の場合と比べても上昇量
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が 2 倍ほどとなっているため，環境変動度が高いときほど組織成果へ及ぼすアンラー

ニングの影響が高まることを示している。 

ここからシミュレーション分析の結果に基づいて，フィードバックコントロールの組織

成果に対する効果に対するアンラーニングの影響について考察を行う 

まず少しでも環境変化が生じる場合には，アンラーニングの生じやすさがフィードバ

ックコントロールの効果に影響を与えること，その影響は環境変化が激しくなるほど大

きくなることが分かった。これは環境変化が激しい状況で特にアンラーニングが必要と

なるという先行研究の主張（Nystrom and Starbuck, 1984）とも整合的な結果

であり，環境変化の激しい状況においてフィードバックコントロールがその機能を十分

に果たすためにはアンラーニングを伴う必要があることを示している。 

ただし，アンラーニングの生じる確率が向上することの組織成果への影響は逓減的

であるため，必ずしも常にアンラーニングを生じさせる必要がないことも分析結果は示

している。特に環境変化があまり激しくない場合には，アンラーニングの生じる確率が

一定水準以上になるとそれ以上確率を上昇させても組織成果へはほとんど影響を与

えない。本章の分析モデルでは費用面については含んでいないため，実際にアンラー

ニングをどの程度生じさせる必要があるのかについては，アンラーニングの徹底にかか

るコストとのバランスを考えてフィードバックコントロールのシステムの設計を行う必要

があるといえよう。 

 

 小括  

本章では，フィードバックコントロールの効果に対してアンラーニングの生じやすさが

どのように影響を及ぼすかを NK モデルを拡張したシミュレーション分析により検討し

た。 

検討の結果，環境変動の激しい状況においてアンラーニングが重要になるという既

存研究（Starbuck and Nystrom, 1984）の主張がフィードバックコントロールによ

る効果という点にも当てはまるということを示した。 

一方で，環境変化の激しさの度合いによっては，アンラーニングに注力しすぎてもフ

ィードバックコントロールを通しては追加的な効果を得ることができないという既存研

究ではあまり述べられていない点についても明らかにすることができた。 

これらの点を明らかにしたことは，アンラーニングの有無によってフィードバックコント
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ロールの組織成果に対する効果がどのように変化するのかを検証するという本章の目

的の一端を示すことができたといえる。 

次の第 5 章では，本章で明らかになったフィードバックコントロールの効果に対する

アンラーニングの影響を踏まえて，フィードバックコントロールと対になっているフィード

フォワードコントロールも加えて分析を行っていく。 
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 経営組織におけるフィードバックコントロールとフィードフォワ

ードコントロールの効果―アンラーニング構造を含んだシミュ

レーション分析―9 

 

本章では，フィードバックコントロールとフィードフォワードコントロール，およびこれら

のコントロールの併用が，意思決定環境の変動度や意思決定の複雑性の異なる下で

組織の成果に対してどのように影響するのかについて，アンラーニングの構造を明示

的に含んだ NK モデルを用いたコンピュータシミュレーション分析によって検証する。 

フィードバックコントロールとフィードフォワードコントロールは，その基本的な枠組み

が Demski(1969)によって提示されて以降，管理会計及びマネジメントコントロール

の分野において多くの研究がなされている。 

例えばフィードバックコントロールについては，実際に生じた問題の発見・解決，既

存ケイパビリティの活用を促進するというメリットが指摘されている(Ferreira and 

Otley, 2009; Grafton et al., 2010)。一方でフィードフォワードコントロールにつ

いては，将来生じる可能性のある新しい問題に目を向け，その問題への対応策を事

前に打つことができ，そのために必要な新規ケイパビリティの探索を促すことが指摘さ

れている(Grafton et al., 2010)。 

しかしながら，このようなメリットが指摘されているものの，実際にフィードバックコン

トロールとフィードフォワードコントロールが組織の成果に対してどのように影響するの

かという点については，先行研究の結論が異なっており，一貫した結果が示されてい

ない状況である(Grafton et al., 2010; Ismail, 2013; Lerch and Harter, 

2001)。 

この原因として考えられる点は，フィードバックコントロールやフィードフォワードコン

トロールを用いる組織が置かれている環境の変動度合いや，組織が行わなければなら

ない意思決定の複雑性によって，フィードバックコントロールやフィードフォワードコント

ロールの成果に与える影響が異なるという点が挙げられる(Fowler, 1999; Lerch 

 
9 本章は庄司(2020)「異なる意思決定環境においてフィードバックコントロールとフ

ィードフォワードコントロールが組織成果へ及ぼす影響：NK モデルを用いたシミュレー

ション分析」『原価計算研究』第 44 巻第 2 号，63－76 ページ（著作権者：原価計

算研究学会）に加筆修正をしたものである。 



68 

 

and Harter, 2001)。これらの変数を正確に測定することは不可能ではないが，組

織が置かれている状況を詳しく調査する必要があり，非常にコストがかかると考えられ

る。 

さらに，フィードフォワードコントロールはフィードバックコントロールによって得られた

情報を用いて将来を予測することが想定されているため(Demski, 1969)，そもそも

フィードフォワードコントロールを有効に活用できている組織では一定水準以上のフィ

ードバックコントロールが行われている可能性が非常に高い。そのため，フィードバック

コントロールが存在しない，あるいはフィードバックコントロールを有効に活用できてい

ない状況における，フィードフォワードコントロール単独の組織成果への影響を検証で

きる経験的データを収集することは困難であるという，経験的な検証の限界が存在す

る。 

そこで本章では，フィードバックコントロールとフィードフォワードコントロールが組織

の成果に及ぼす影響について，コンピュータシミュレーションを用いて検証を行うこと

で，環境変化の度合いや意思決定の複雑性が，フィードバックコントロール及びフィー

ドフォワードコントロールと組織成果の関係性にどのような影響を及ぼすかについて検

証する。コンピュータシミュレーションを用いることで，観測が困難な組織の直面する

環境変動の度合いや意思決定の相互依存関係，経験的に検証することが難しいフィ

ードフォワードコントロール単独の影響も含めて議論することが可能となる。 

本章の構成は以下の通りである。まず次節で，具体的な分析対象となるフィードバ

ックコントロールとフィードフォワードコントロールについての先行研究の整理を行う。

次に第 3 節で基本的な NK モデルにフィードフォワードコントロールの要素を取り入れ

るための拡張を行う。そして第 4 節で実際の分析結果について議論をしていく。 

 

 フィードバックコントロール及びフィードフォワードコントロールと

組織の意思決定環境  

本節では，フィードバックコントロール及びフィードフォワードコントロールと，組織が

直面する意思決定環境の変動度，また意思決定の相互依存性について議論する。 

フィードバックコントロールはその実績値を用いるという性質により，実際に生じた

問題を発見し問題解決や行動の修正，組織学習を促進することに効果的であるとさ

れ，さらに組織の既存ケイパビリティの活用を促すことが分かっている  (Ferreira 
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and Otley, 2009; Grafton et al., 2010)。しかしながら，これらはあくまでも過

去の意思決定に対する事後的な対応をより良いものにすることしかできず，将来生じ

る 可 能 性 の あ る 新 し い 事 象 へ の 対 応 に は ほと ん ど 役 に 立 たな い  (Nørreklit, 

2000)。したがって，環境変化に対して事前に対応することはできない。また，意思決

定をした後や問題が生じた後に実際にそれらを認識するまでに時間がかかってしまう

という問題点も存在する (丸田, 2005)。 

このような利点と欠点を持つフィードバックコントロールに対して，フィードフォワード

コントロールは将来の予測値を用いてコントロールを行うため，将来生じる可能性のあ

る新しい問題に注意を向け，新たなケイパビリティの探索を促進し，実際に問題が生じ

る前に対応策を打つことができるという利点がある (Grafton et al., 2010)。これ

は，フィードフォワードコントロールは複雑な意思決定の相互作用があったとしても，既

存の意思決定から新たな意思決定を探索することを可能とすることを示している。 

しかしながら，予測を有効に用いるためには，事前に予測モデル自体を詳細に作成

する必要があり，その上，予測モデルのインプットの変化を探知するための包括的な観

測能力も必要になってくる (Fowler, 1999)。そのため，環境変化の激しい状況で

は，大きなコストがかかる可能性があり，さらにフィードフォワードコントロールのみを行

っていると，予測値が大きく外れた際に修正が効かない可能性があるという，環境変

化に対して事後的に対応する能力が低いという欠点も持っている。 

また，フィードバックコントロールとフィードフォワードコントロールの効果について実

験を用いて検証している Lerch and Harter (2001) の研究もある。Lerch らの

実験ではフィードフォワードコントロールのみを行った被験者はコントロールを行ってい

ないグループよりもむしろ成果が下がってしまうことを示している。一方でフィードバッ

クコントロールを用いた被験者や，両方のコントロールを用いなかった被験者はセッシ

ョンを繰り返すことによる学習効果により成果が向上していることが分かった。また，最

終的な成果が高かったのはフィードバックコントロールとフィードフォワードコントロール

の両方が使えるグループと両方とも使えないグループの 2 グループであった。 

彼らはこのような結果になった理由について，意思決定間の相互依存関係の多さ

から説明しようとした。相互依存関係の少ない意思決定がなされる場合にはどのグル

ープでも成果は高かったが，その中でもフィードフォワードコントロールのみのグループ

では比較的低水準の成果しか出なかった。相互依存性が低い場合にはフィードフォワ
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ードコントロールがなくても十分効率的な新たな意思決定を探索できるため，フィード

フォワードコントロールは短期で完結する単純な意思決定に対してはむしろ余分なコ

ストを負担させてしまい，成果に対して悪影響を与える可能性があることが示されてい

る。 

また，丸田(2005)は，予算の改訂過程をフィードフォワードコントロールととらえて

いる。ここで予算の改訂とは，事前に前提されていた条件などが環境の変化によって

満たされなくなった場合，結果（実績値）が出る前に環境変化を反映した予算値へ改

訂する行為だとしている。しかし，この議論の前提にはフィードフォワードコントロールを

実行する前に，環境変化が生じたことを認識する必要がある。この環境変化の認識に

は，過去の情報と現在の情報を比較して齟齬をとらえるためのフィードバックコントロ

ールが必須になる。これは，環境の変化に対応するためにはフィードフォワードコントロ

ールよりもフィードバックコントロールの方が基礎となっており，フィードフォワードコント

ロールは追加的な効果をもたらすということを示している。 

このように，フィードバックコントロール及びフィードフォワードコントロールと組織やタ

スクの成果との関係については一貫した結果が示されていない。その原因の 1 つとし

て，フィードバックコントロールとフィードフォワードコントロールが有効に働く意思決定

環境が異なる可能性が挙げられる。特に先行研究で指摘されている部分として，環境

変 化 の 度 合 い (Fowler, 1999 ， 丸 田 , 2005) や ， 意 思 決 定 間 の 相 互 依 存 性

(Lerch and Harter, 2001)が影響していると考えられるが，実際にこれらがどの程

度影響しているかについては検証が限られている。 

そこで次節以降，環境変化の度合いや意思決定間の相互依存性がフィードバック

コントロールとフィードフォワードコントロールと成果との関係にどのような影響を与え

るのかについて，コンピュータシミュレーションを用いて検証していく。 

 

 分析モデルの構築  

本節では，フィードバックコントロール及び，フィードフォワードコントロールの成果を

検討するために，第 3 章で説明した基本的な NK モデルに対しフィードバックコントロ

ールとフィードフォワードコントロールの構造を導入する。そのために，NK モデルを用

いた既存研究で既に取り扱われている，一度得た情報をエージェントが記憶する機能

(Wall, 2016)と環境変化(Levinthal, 1997)の 2 つの構造について一部変更し
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て導入する。なお，本章の NK モデルにおけるエージェントとは組織体そのもの（あるい

は組織全体の意思決定者としての経営者）を指している。したがって，本章の分析モ

デルにおける探索とは，組織として現在実行している意思決定とは異なる新たな経営

意思決定を提案することを指している。 

 

第１項  記憶構造  

基本モデルでは単に前期の意思決定の結果である現在の成果と来期に実現可能

な意思決定による成果との比較に基づいて今期の意思決定をする。しかしながら基本

モデルの意思決定の方法をそのまま用いると，過去情報と将来情報の取り扱いが困

難になる。そのため，本章で拡張するモデルでは Wall (2016) と同様に，情報を得

たときにそれらをエージェントの記憶として蓄積するようにする。 

記憶構造自体は第 4 章で説明したものとほとんど同一であり，フィードバックコント

ロールの場合には，実際に過去数期間に実行した意思決定とその結果としての成果

の関係を記憶する。一方フィードフォワードコントロールであれば，現在から将来数期

において実行可能な意思決定を探索し，探索された意思決定とその意思決定から得

られる成果の関係の予測情報を記憶する。 

そして意思決定の際に，記憶した意思決定とその意思決定を実行した際に得られ

ると記憶されている成果の組み合わせも代替案として評価することができる。これはあ

くまでも記憶情報であるため，次項で説明する環境変化が生じた時には，現在の環境

で本当に記憶されている成果が得られるのかについては保証がない。また単純化のた

め記憶量に上限は設定しない。 そのため，一度獲得した意思決定とその意思決定か

ら得られる成果の組み合わせは，環境変化が生じた後，それがフィードバックコントロ

ールやフィードフォワードコントロールのプロセスによって，同じ意思決定から，事前情

報と異なった成果となることが判明するまで，忘れずに記憶されている。 

なお，第 4 章では，事前情報と異なった成果となることが判明しても一定の確率で

アンラーニングが生じず，情報の更新が行われない状況をモデル化していたが，本章

ではアンラーニングが生じる確率を 1.0 に固定し，必ずアンラーニングが生じる状況を

想定している。このようにアンラーニングが最も強く働く状況におけるフィードバックコ

ントロールとフィードフォワードコントロールの成果を検討していく。 
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第２項  環境変化  

アンラーニング構造を含んだフィードバックコントロールとフィードフォワードコントロ

ールが成果に与える影響を検討する際に重要な要素として，環境の変化がある。した

がって本章でも第 4 章と全く同様の環境変化が定期的に生じる構造を用いる。 

 

第３項  意思決定と成果の因果関係に関するフィードバックとフィードフォワ

ードの構造  

本章では主に Demski (1969)に従い，フィードバックコントロールを，意思決定の

実行の結果得られた過去の実績情報を次期以降の意思決定のコントロールの基礎と

して用いること，フィードフォワードコントロールを，現在保有している情報に基づいて

事前に予測を行い，その予測情報を意思決定モデルと関連付けて最適な意思決定を

選択すること，と定義している。したがってフィードバックコントロールの場合は，過去に

実行した意思決定の結果の情報を意思決定実行後に入手することとなり，フィードフ

ォワードコントロールの場合は将来の予測情報を実際の意思決定実行前に入手する

こととなる。 

いつの情報を入手できるかを明確に表現するために，新たに変数 T を導入する。T

はフィードバックコントロールやフィードフォワードコントロールから得られる情報が現在

（T=0）の時点から時間的にどの程度離れているか，また，情報収集がどの程度のス

パンで行われるかを表す変数である10。まず，フィードバックコントロールもフィードフォ

ワードコントロールもない状況を T＝0 と定義し，この状況では，1 期先の新たな意思

決定とそれによる成果の情報しか探索できず，しかもそれを記憶することはできないこ

ととする。これは前期からの成り行きで今期行動を検討する場合を想定している。 

次に，フィードバックコントロール構造の存在する状況を負の整数で表すこととする。

例えば T＝－5 であれば，5 期毎に過去 5 期間に実行した意思決定とその意思決定

によって得られた成果の情報を得て，記憶にとどめることができる。ここでは，過去の

実績情報がいったん組織の記憶に挿入される。それを適宜引き出すことで，過去の実

 
10 情報収集のスパンを別の変数として設定することもできる。例えば将来 5 期分の

情報を毎期取得するローリング方式のモデルを組むことなども可能である。しかし本

稿では単純化のためにこの点については分析対象から外しており，情報収集のスパン

による成果への影響の検討は今後の課題である。 
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績情報に基づいてより高い成果をもたらす意思決定を選択するというコントロール構

造を構成している。なお，Demski (1969)では，現在の状態と既存の「基準」や「仮

定」を比較することに着目して，フィードバックコントロールという言葉を用いている。本

章では，このうち「仮定」との差をモデル化している。具体的には，過去のフィードバック

コントロールまたはフィードフォワードコントロールによって得ていた記憶では意思決定

(0,0,0,0)を行った場合，成果が 0.6 のはずだったが，実際に(0,0,0,0)を実行した

際，成果が 0.4 であったので，意思決定と成果の間の関係性に関する仮定を修正す

るというタイプのフィードバックの学 習 構 造 を持 っている。なお，事 前 に意 思 決 定

(0,0,0,0) と そ の 意 思 決 定 よ り 得 ら れ る 記 憶 を 持 っ て い な い 場 合 に は ， 単 に

(0,0,0,0)の実行により成果 0.4 が得られるという記憶を蓄積する。これは第 4 章の

モデルにおいて，アンラーニングが生じる確率が 1.0 である場合と同様である。 

次にフィードフォワードコントロール構造について説明する。フィードフォワードコント

ロール構造の存在する状況は正の整数で表現し，例えば T＝3 であれば，3 期毎に将

来 3 期で実行可能な意思決定とその意思決定を実行した際に得られると予想される

成果の予測情報を得る。NK モデルでは，意思決定と成果の関係は，単にシミュレーシ

ョン開始時と環境変動時に確率的に決定されるというものであるため，意思決定とそ

の意思決定から得られる成果の組み合わせを蓄積した記憶が Demski (1969)のい

う予測モデルに対応する。ここでは，既存の意思決定からはずれた，新たな意思決定

を行った場合にどの程度の成果が得られるのかを探索することをフィードフォワードコ

ントロールのプロセスとしている。Demski (1969)は既存情報を用いた最適化をフィ

ードフォワードコントロールとしているが，ここではそのような完全な最適化を経営者が

行えることを想定しておらず，あくまでも，数期先までに実行可能なことを予想すること

としてフィードフォワードコントロールをモデル化している。 

フィードフォワードコントロールの予測の方法は，例えば T＝2 の時には，1 期先まで

探索した代替案に加えて，そこからさらにもう 1 期先までの意思決定と成果の組み合

わせを予測した代替案を探索できるというものである。例えば，現在の意思 決定が

(0,0,0,0)である場合，4 つの意思決定変数のうち，1 つを変更した意思決定（例え

ば(1,0,0,0)）に加えて，さらにもう一つの意思決定変数を変更した意思決定 (例えば

(1,1,0,0))を追加で探索できる。ただしここで探索した意思決定は，現在の意思決定

から距離が離れているため，到達には数期かける必要がある。このような将来に到達
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可能な意思決定とその意思決定から得られる成果を予測するという形で，本モデルで

はフィードフォワードコントロールを表現している。これは，フィードフォワードコントロー

ルの持つ過去の状況から外れた，将来生じる可能性のある新たな問題への対応策を

検討することができるということの表現である。また，フィードフォワードコントロールで

予測する期間内で環境変化が生じる場合でも，フィードフォワードコントロールの予測

は環境変化前の貢献度関数に基づいた探索が行われる。これはフィードフォワードコ

ントロールの環境変化への事後的な対応能力の欠如を考慮し，モデル上で扱っている

環境変化は予測が不可能なものであることを想定しているためである。したがって，環

境変化が生じると環境変化以前に行われたフィードフォワードコントロールの予測はす

べて外れてしまうこととなる。 

現実には，フィードバックコントロールがない場合でも一定の過去情報が得られ，フ

ィードフォワードコントロールで得られた情報の妥当性が事後的に評価される可能性

もあるが，本章では過去の実績情報の取得を意図的に厳密に取り扱うことで，フィー

ドフォワードコントロールの特徴をより明確に示すことができると考えているため，フィ

ードバックコントロールが存在しない場合にはフィードフォワードコントロールで得られ

た情報の事後的な検討は行われないこととしている。なお，T が 2 より大きいときは，フ

ィードフォワードコントロールの予測が行われるのは T 期に 1 回のみになる。 

このようなフィードフォワードコントロールによる予測プロセスで得られた意思決定が

既に組織内に存在し，組織記憶内でその意思決定から得られると想定されている成

果と新たにフィードフォワードコントロールによって予測された成果が異なる場合にはア

ンラーニングが生じ，新たに予測された意思決定と成果の組の情報に更新される。こ

れはフィードバックコントロールの場合と同様に，フィードフォワードコントロールを行う

際にアンラーニングが生じる確率を 1.0 としているためである。 

 

第４項  分析モデルの全体フロー 

ここでは，基本の NK モデルに新たに 3 つの要素を加えたモデルの全体フロー（図

5-1）を説明する。最初に初期状態として，シミュレーションの開始時に各意思決定変

数に対して 0 か 1 をランダムに割り振ることで 0 期の意思決定を決定する。また同時

に，全ての意思決定ベクトルの値に対して貢献度関数の値が 0 から 1 の間の実数値

をとる一様分布に従いランダムに設定される。ここで設定された貢献度関数の値はシ
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ミュレーションを通して一定であるわけではなく，環境変化が 50 期毎に生じ，そのた

びに値が変化する。 

 

図 5-1：分析モデルの全体フロー 

 

出所：筆者作成  

 

次に，|T|期ごとにフィードバック及びフィードフォワード情報の入手及び記憶プロセ

スが起こる。フィードバックコントロールの場合は，過去 T 期間に実際に生じた意思決

定とその成果の組み合わせをエージェントが記憶し，フィードフォワードコントロールの

場合は，現時点での予測情報として（環境変化を考慮せず），将来 T 期先までの意思

決定とその意思決定から得られると予想される成果の組み合わせを探索し記憶する。 

続いて，毎期行われる意思決定プロセスについて説明する。まず，直前の期に実行

された意思決定から 1 つの意思決定変数のみ変更された隣接する代替案を 1 つだけ

探索する。これは，成り行きで今期の行動を検討する場合を想定している。成り行きな

ので，フィードバックコントロールがある場合を除いて，この探索された代替案は今期

の意思決定のみに用いることができることとする。また，フィードバックコントロールやフ

ィードフォワードコントロールがある場合にも，成り行きで検討する能力が失われるわ

けではないため，どのようなコントロールを行っていてもこの代替案の探索は可能であ

る。そして，その時点でエージェントが保有している記憶と今期に探索した代替案の中
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から最も成果の高くなる意思決定を選択する。その意思決定が隣接している場合に

はすぐに今期の意思決定としてそれを採択するが，意思決定が隣接しておらず実行ま

でに数期かかるようなものの場合には，再び記憶を探索し，選択した意思決定に近づ

くことのできる隣接した意思決定のうち，最も成果の高いものを今期の意思決定とし

て採択する。 

エージェントはこのプロセスを 200 期繰り返して行う。この 200 期の意思決定の

繰り返しを 1 つの試行として分析を行っていく。 

 

第５項  分析方法  

本章の分析では，コントロール構造について，フィードバックコントロールもフィードフ

ォワードコントロールもない状況（T=0，NO）とフィードバックコントロールのみある場

合（T=－3，FB），フィードフォワードコントロールのみある場合（T=3，FF），フィード

バックコントロールとフィードフォワードコントロールを併用する場合（T=－3 と T＝3

を同時に行う，FB&FF）の 4 パターンを比較検討していく11。 

他に重要な変数として意思決定要素の数 N，意思決定要素間の相互依存度 K，環

境変動度の 3 つの変数がある。今回の分析では，N を 10 に固定し，K を 0，5，9 の

3 パターン，環境変動度を 0（変化なし），0.2，0.5，1.0 の 4 パターン試行したので，

フィードバックコントロール，フィードフォワードコントロールの有無と合わせて 48 パタ

ーンの変数セットでシミュレーションを実行した。それぞれの変数セットに対して，乱数

シードの異なる試行を 1000 回繰り返し，分析には 1000 回の試行の平均値を用い

ている。 

また成果について，基本モデルにおける成果 V(d)は，0 から 1 の間の一様分布に

よって値が決定される各 N に対する貢献度の平均であるため，毎回の試行で成果と

してとりうる最大値が一致せず，異なるパラメータ設定間の比較分析が行いにくい。そ

のため，第 4 章の分析と同様に，分析には最大値に対する相対的な成果，すなわち各

試行における NK 適応度地形全体の成果の最大値で𝑉(𝒅)を割った値を用いている。 

なお，シミュレーションには第 4 章と同じく Repast Simphony2.6 を利用した。 

 
11 T の絶対値については，実際には 1～5 まで操作したが，フィードバックコントロー

ルとフィードフォワードコントロールの間の関係性に変化がなかったため，中間程度の

値として 3 を用いた。 
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 シミュレーション分析と結果の考察  

第１項  フィードバック及びフィードフォワード単独利用による成果への影響  

まずフィードバックコントロール及びフィードフォワードコントロールを単独で用いた

場合の成果への影響を検討する。分析には 1-200 期の成果の平均値（表 5-1）を用

いている。フィードバックコントロールがある場合とフィードフォワードコントロールがあ

る場合のそれぞれについて，コントロールがない場合と比較した差分をまとめた図 5-2

を見てみよう。 

 

表 5-1：1-200 期の平均成果(信頼区間は±0.001～±0.010 の間) 

出所：筆者作成  

 

図 5-2 では，各 K と環境変動度の組に対して，フィードバックコントロールと何もな

い場合の成果の差分（FB），フィードフォワードコントロールと何もない場合の差分

（FF）を示している。分析結果で重要な点として，環境変動度が低い（0 または 0.2）

環境  

変動度  

K FB FF FB&FF NO 

0 0 0.985 0.987 0.991 0.750 

0 5 0.881 0.919 0.922 0.643 

0 9 0.835 0.895 0.900 0.639 

0.2 0 0.978 0.976 0.977 0.798 

0.2 5 0.900 0.910 0.927 0.701 

0.2 9 0.865 0.891 0.901 0.696 

0.5 0 0.950 0.923 0.939 0.810 

0.5 5 0.884 0.838 0.896 0.713 

0.5 9 0.858 0.826 0.878 0.708 

1.0 0 0.893 0.822 0.861 0.751 

1.0 5 0.829 0.730 0.842 0.643 

1.0 9 0.811 0.729 0.835 0.638 

平均  0.889 0.871 0.906 0.707 



78 

 

場合と環境変動度が高い（0.5 または 1.0）場合とで，きれいに結果が分かれているこ

とが挙げられる。 

環境変動度が低い場合を見ると，K が 0 の時にはフィードバックコントロールやフィ

ードフォワードコントロールの有無による差異はほとんど見られない。K が大きくなると，

フィードバックコントロールに比べてフィードフォワードコントロールが有利になっている

ことが分かる。さらに K が 5 の時と 9 の時を比べると，明らかに K が 9 の時の方が差

異は大きい。したがって，環境変動度が小さければ，意思決定の相互依存度が大きい

ときほどよりフィードフォワードコントロールが有利になる事がわかる。 

このような結果になった理由は非常に明確である。フィードフォワードコントロールが

ある場合には，意思決定変数を 2 つ以上変更する必要のある，現在の意思決定とは

大きく異なるため実行するのに数期間かかるが，1 つの意思決定変数を変更するだけ

のすぐに改善できるものよりも成果の高い意思決定を探索することができる。フィード

フォワードコントロールによって数期先まで予測することで，すぐに改善できるが成果が

頭打ちになってしまう意思決定を安易に採用することなく，最終的により大きな成果を

得ることのできる意思決定を実行することが可能になる。そのため成果の頭打ちにな

る意思決定が増える状況，すなわち K の高い状況でその効果はより顕著になるので

ある。これは，Grafton et al. (2010)で述べられている，フィードフォワードコントロ

ールには組織の行っている現在の活動とは異なる，新たな活動を促進する効果がある

ことと整合的な結果である。しかしながらフィードフォワードコントロールの有利性は環

境変動度が高くなるにつれて減少していき，ある点でフィードバックコントロールに成

果が逆転される。 

次に環境変動度が高い場合について考察する。この場合には環境変動度が低い

場合とは逆に，環境変動度が高いほどフィードバックコントロールがフィードフォワード

コントロールに比べて非常に有利になる。 

フィードフォワードコントロールのみを行う場合には，意思決定の実行結果が分から

ないため，フィードバックコントロールのない状況では，環境変化が起きたときにそれま

では成果の高かった意思決定が，環境変化により成果が低くなったことを認識して過

去の情報のアンラーニングを行うのに時間がかかってしまう。フィードバックコントロー

ルがある場合には，そのような意思決定を実行すると，実際には成果が低かったという

結果情報を比較的早い段階で得ることができる。これは，フィードバックコントロールに
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よる迅速なアンラーニングを通して組織が失敗からすぐに学ぶことができるため，環境

変化の後の成果の回復が速く，平均的な成果が高くなったと解釈できる。 

 

図 5-2：フィードバックコントロールおよびフィードフォワードコントロールの効果 

（NO との差分） 

 

出所：筆者作成  

 

図 5-3：フィードバックコントロールとフィードフォワードコントロールの併用の効果

（NO との差分） 

 

出所：筆者作成  
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第２項  フィードバックとフィードフォワードを併用した場合の成果への影響  

次にフィードバックコントロールとフィードフォワードコントロールの併用による成果へ

の影響を分析する。先行研究ではフィードバックコントロールとフィードフォワードコント

ロールの併用が他のパターンに比べて効果的だという検証結果が出ていた。今回のシ

ミュレーションによる検証でもおおむねそのような結果になっているが，いくつかのパタ

ーンではその通りではない結果が出ている。 

図 5-2 にフィードバックコントロールとフィードフォワードコントロールを併用した場

合（FB＆FF）とコントロールがない場合の成果の差分を加えた図 5-3 を見てみよう。 

結果を見てみると，まず環境変動度が低い場合にはフィードフォワードコントロール

のみと同程度の成果を達成している。 

しかし，環境変動度が高く K が 0 の時を見るとフィードバックコントロールのみの場

合よりも成果が低くなっていることが分かる。これは，K が低く単純な意思決定状況に

おいて環境変化が生じると，環境変化によって誤った予測情報となるフィードフォワー

ドコントロールによって得られた情報が，むしろ意思決定を妨害してしまうという現象

が起こるためであると考えられる。 

一方で環境変動度が高い場合でも K が 9 の時にはフィードバックコントロールのみ

の場合よりも成果が高くなっている。この原因は 1 期から 200 期までの各期の成果

について 1000 回の試行の平均値をとって時系列に並べた図 5-4 を見ると明確にな

っている。フィードバックコントロールのみの場合だと意思決定の相互依存度が高いた

めに，簡単に改善可能だが，次の期以降には大きな意思決定の変更を行わなければ，

さらなる改善が望めないような意思決定を実行してしまう。そのため，あまり高い成果

を達成できず，しかも，次の環境変化まではほとんど改善が見られない。しかし，ここに

フィードフォワードコントロールが加わることによって，大きな意思決定の変更を行わな

ければ改善が難しい意思決定に到達した後にも，より成果の高い意思決定が存在す

ればそこまで改善を行おうとするため，次の環境変化が生じるまで成果の改善が持続

している。これは，フィードバックコントロールによってアンラーニングを積極的に行うだ

けではなく，フィードフォワードコントロールによる新たな意思決定の探索も組み合わせ

て行うことの必要性を示している。 
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図 5-4：K＝9，環境変動度＝1.0 の場合の時系列変化  

 

出所：筆者作成  

 

 小括  

本章では，意思決定環境が異なる場合に，アンラーニングの構造を含んだフィード

バックコントロール及びフィードフォワードコントロール，またこれら 2 つのコントロール

の併用が，組織の成果に対してどのような影響を及ぼすかについて，コンピュータシミ

ュレーションを用いて検証した。 

本章の貢献は 2 点ある。まず 1 点目として，意思決定しなければならない要素同士

の持つ相互依存性や，意思決定環境の変動度によって，フィードバックコントロールと

フィードフォワードコントロールが成果に及ぼす影響が異なることを示した点である。 

特にこのような影響の差異を産み出す要因として，環境変化の度合いが大きいとき

にはフィードバックコントロールがアンラーニングを生じさせることによる失敗の早期の

修正の効果が高いということも示すことができた。 

貢献の 2 点目は，環境変動度が大きく，かつ意思決定要素間の相互依存度が大き

いときにフィードバックコントロールによるアンラーニングだけではなく，フィードフォワー

ドコントロールによる新たな意思決定の探索と組み合わせて活用することでより高い

成果を得られるということを示した点である。 
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一方で本章の分析の限界として，フィードバックコントロールやフィードフォワードコ

ントロール自体の精度について検討ができなかった点が挙げられる。今回のモデルは

Demski (1969) の定義に従いつつ，フィードバックコントロールとフィードフォワード

コントロールについての基本的な特徴を事前・事後という観点から端的に表すように

構築している。その際，フィードバックコントロールやフィードフォワードコントロール自

体が持つプロセスの精度の差などを含めると，変数が増加し影響が複雑になり結果の

評価が困難となる(Labro, 2015)ため，今回の分析に含めることができなかった。今

後，このようなフィードバックコントロールやフィードフォワードコントロール自体の精度

などの影響を検討していく必要がある。 
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 総括 

本章では，ここまでの各章の結論を踏まえて，本稿全体の総括を行う。本稿は，経

営組織におけるサイバネティックコントロールと組織学習の関係性について検討する

必要があるという問題意識を出発点とた。 

第 2 章での先行研究レビューにより，特にアンラーニングについての研究蓄積が少

なく，検討の余地があることを示し，「経営組織におけるサイバネティックコントロールの

効果に対するアンラーニングの影響はどの程度なのか」を具体的なリサーチクエスチョ

ンとして置いた。 

第 3 章において本稿で中心的に用いる NK モデルの説明をしたのち，上記のリサー

チクエスチョンに答えるために，第 4 章では経営組織におけるアンラーニングの生じや

すさがフィードバックコントロールによる組織成果への効果にどのような影響を及ぼす

かについて，第 5 章ではアンラーニングの構造を持ったフィードバックコントロールとフ

ィードフォワードコントロールの両者の組織成果への効果について，具体的なシミュレ

ーション分析を行った。 

 

 本稿の貢献と限界  

本稿全体を通しての貢献は以下の 3 点が存在する。 

1 点目はマネジメントコントロール論においてアンラーニング概念を議論することの

必要性を示したことである。組織学習論におけるアンラーニング概念自体 の提案は

Hedberg(1981)によるものであり，かなり以前から存在するものであるが，マネジメ

ントコントロールとアンラーニング概念の間の関係性を検討した研究はこれまでほとん

ど存在しなかった。本稿では，サイバネティックコントロールというマネジメントコントロ

ールに関する研究の中でも，古典的かつ中心的なコントロール手段とアンラーニング

概念との関係を考察し，アンラーニングの有無がマネジメントコントロールによる組織

成果への貢献に影響を与えうることを示すことができた。 

2 点目にマネジメントコントロール研究の中でもフィードバックコントロールという古

典的なツールがアンラーニングを伴うことによって組織学習の基盤となりうるということ

を 示 し た 点 で あ る 。 Hedberg(1981) や Nystrom and Starbuck (1984) ，

Akgün et al. (2007)が示すように，アンラーニングは組織学習を引き起こすため

にはそのサブプロセスとして必要となるプロセスである。第 5 章の分析を通して，たと
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えアンラーニングの構造を含んでいたとしてもフィードフォワードコントロールを単独で

行うだけでは効果が少なく，アンラーニングを伴ったフィードバックコントロールを活用

することがマネジメントコントロールを通して組織学習を推進するために重要である可

能性を示唆した点は本稿の貢献といえるだろう。 

さらに，この点に関連して，環境変化が激しくなるにつれてフィードバックコントロー

ルの効果に対するアンラーニングの影響が増加していくことも示すことができた。これ

は逆説的にフィードバックコントロールがアンラーニングを通して組織学習に貢献でき

る状況は環境変化が激しい状況に限られているということを意味しており，環境変化

が激しくなってきた現代においてその重要性が増してきているという序論における整

理と整合的な指摘となっている。 

3 点目は本稿の目的からすると補足的な貢献であるが，マネジメントコントロール研

究においてシミュレーションを用いた分析をすることの意義の一端を示すことができた

点である。マネジメントコントロールは現実の経営組織で実践されているため，経験的

なデータの収集が困難になりがちである。本稿の分析内容に照らしてこの点を検討す

ると，まずアンラーニングがマネジメントコントロールに及ぼす影響を経験的に検証しよ

うと考えると，既存の知識が組織から失われたことやそれがマネジメントコントロールに

影響を与えたことを観察する必要があるが，これは困難であることは想像に難くない。

また，フィードフォワードコントロールが整備されているような組織では多くの場合フィ

ードバックコントロールも整備されているという理由で，フィードフォワードコントロール

単独の効果も経験的に検証することが困難であろう。本稿ではこのような経験的に検

証することが困難な研究課題に対して，シミュレーションを通じた仮想世界のデータを

用いた検証が有用であることを示すことができた。 

一方で，モデルに取り入れる要素の取捨選択についてより検討の余地があるという

限界点も存在する。現実の経営は非常に複雑であるため，現実の経営に存在する要

素を十分に投入したモデルを作成することは現実的ではないし，第 1 章でも述べたよ

うに，要素を過剰に含むモデルはシミュレーションから得られる結果とモデルの構造と

の間の関係性を解釈することが困難になる。しかしながら，経営現象と対応しているこ

とを示すために必要な要素はモデルに含まれる必要がある。本稿ではできるだけアン

ラーニングとサイバネティックコントロールに関する基礎的な要素のみを含むように構

築した単純なモデルを用いて検証を行った。これは，結論が簡潔でありモデルから生じ
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る結果とモデルの持つ構造との関係が理解しやすいという利点があるが，一方で本当

に経営現象に特有の問題を表現したモデルとなっているかについてはさらなる議論の

余地があると考えられる。とくにアンラーニングとサイバネティックコントロールとの関係

性そのものについては既存研究での言及が少なく，現実の経営実態との類似性につ

いては検討が不十分であった可能性がある。この点については本稿の限界点であると

いえよう。 

 

 今後の研究課題  

本稿の最後に，本稿で得られた貢献と本稿の限界を踏まえて今後引き続き検討す

る必要のある研究課題を述べる。 

1 点目は，サイバネティックコントロールとアンラーニングの間の関係性の更なる検討

が必要となる点である。本稿ではアンラーニングの生じる程度をパラメータや構造自

体の有無として外生的に与え，それがサイバネティックコントロールによる効果に及ぼ

す影響を考察している。これはマネジメントコントロールとアンラーニングの関係性につ

いてほとんど議論がない状況において，単純な関係性の検証をはじめに行ったという

点で効果的であったと考えられるが，一方でサイバネティックコントロールを行うことに

よって組織全体としてのアンラーニングの能力や，Levitt and March (1988)など

で述べられているように過度のフィードバックにより特定ルーティンのアンラーニングが

むしろ生じにくくなるといった，サイバネティックコントロールがアンラーニングに対して

影響を与えるという関係性についてはさらなる検討の余地がある。 

このようにアンラーニングの能力や起こりやすさを内生化したモデルを用いたシミュ

レーションを行うことは今後の研究課題である。 

２点目は，アンラーニング構造と関連する組織記憶構造についてより詳細な検討を

行う必要があるという点である。本稿ではアンラーニングとサイバネティックコントロー

ルの間の関係性についてほとんど既存研究における言及がないことを鑑みて，アンラ

ーニング構造についてはシングル・ループの学習構造を前提とした単純なモデルを用

いた分析を実施した。最初に単純なモデルを用いて基本的な命題を検証することには

重要な意義があり，単純なモデルを用いること自体は本研究の意義を落とすようなも

のではないが，今後，アンラーニングと組織記憶に関するより詳細な議論に言及しつつ，

これらのモデル化について工夫を行っていくことが必要となるだろう。 
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例えば，Nystrom and Starbuck (1984)で述べられているように，アンラーニン

グを行う必要が最も大きいのはトップ層であることが主張されている。この点を反映す

るためにはモデルに組織階層の構造を導入し，トップ層とそれ以外のミドルやローワー

層のアンラーニングを比較していく必要があろう。この点については第 2 章の文献レビ

ューで示した，マネジメントコントロール研究が組織学習論を援用する際に個人，集団，

組織といった階層間の関係性を無視する傾向があるという既存研究の課題に対して

も同時に検討を行うことでより重要な知見を得ることができると考えられる。 

また，Akgün et al. (2007)はアンラーニングにより忘却される対象をルーティン

と信念に分け，ルーティンと信念それぞれについてどの程度アンラーニングが生じるか

を区別することの必要性に言及している。特に高次学習を生じさせようとする際には

信念のアンラーニングを生じさせることが重要である。このようにアンラーニングの対象

についてもより精緻化したモデルを作成することで学習のレベルなどについての知見を

得ることができよう。 

3 点目にサイバネティックコントロールと他のコントロールとの間の関係性を検討す

ることが課題として残っている。本稿ではサイバネティックコントロールにのみ着目し，

他のコントロールツールの影響については全く考察をしていない。しかしながら序論で

も述べたように，近年ではサイバネティックコントロール単体で議論するのではなく，む

しろサイバネティックコントロールについて議論する際にも，他のコントロールツールとの

パッケージとして議論することが多くなってきている。本稿で，特にフィードバックコント

ロールがアンラーニングの促進という既存研究ではあまり検討されてこなかった役割

を持ちうることを示すことができた。今後はフィードバックコントロールの持つこの役割

を前提としてうえで他のコントロールツールとの関係性を検討することが必要であろう。 

その際，第 5 章でも言及したように，高度なマネジメントコントロールを用いている経

営組織においてフィードバックコントロールが整備されていないということはあまり考え

にくく，経験的な検証が難しいと考えられる。そのため，フィードバックコントロールと他

のコントロールとの間の関係性を検討する際にもシミュレーションによるモデル分析が

有効になると考えられる。 
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