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5－1 問題の所在

　以上の章で，組織コミットメントの概念と，その要因構造について詳細な検

討を試みた。しかし，組織と人間のかかわりについては，さらに大きな広がり

があり，さまざまな局面での検討が可能である．社会的，経済的，さらに文化

的な視点から捉え直すという試みが続けられるべきである．

　本章では，人事労務管理の実務において，いくつかの重要なトピックスにつ

いて，さらに詳しく議論を試みることにしたい．そのなかには，過剰なコミッ

トメントを強要するような，病的なシステムを内在させているようなこと，ま

た，強いられたコミットメントがストレスや疲労の原因になったりすることも

含まれる．

　まず，組織コミットメントには，一度コミットすると，それが一つのきっか

けになって，ますますコミットメントするようになるという，エスカレーショ

ン現象がしばしばみられる．はじめは組織に対する素朴な愛着感情が，そのう

ち，組織のためには反社会的，反倫理的なこともいとわず尽くすようになる，

このような心理構造を明らかにしたい．

　次に，集団現象との関係で，コミットメントを検討したい．つまり，集団の

規範や価値を重視する価値意識がある．個人主義に対する集団主義である．と

くにわが国のように，この集団主義の価値観が浸透しているところの組織コミ

ットメントが，他の文化との差異を考えながら，どのような特異性を，組織と

人問のなかにもちこむことになるのか、それを明らかにしたい．

　さらに，組織コミットメントは，はじめからすべての成員が強くもっている

のではない．それは学習過程として捉えられる．社会化過程のなかで，ある人

は，』強くそれを学習し，ある人は，その機会がない．ないから，コミットしな

かったり．逆に，反発したりする．その結果，ドロップアウトするようなこと

もある．その個人差をどのように捉えればよいかを考えたい．

　最後に，多重帰属を考える．一人の人は，ただ一つの組織にかかわるだけで

はない．多くの組織に同時に成員性を得ている．ある会社の社員であるのと同
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時に，そこの労働組合の組合員であるというのは，一つの端的な例であるが，

現在の多元的な価値を重視する社会では，人は3つ，4つ，5つといくつもの

組織のメンバーでもある．その間でどのようなコミットメントのバランスを得

ているのか，その心理構造を明らかにしたい．

　他にも検討に値するいくつもの論点がある．繰り返すが，ただ一つの要因構

造だけでは，組織コミットメントの全体像を捉えることはできない．その論点

を探すことも，今後の課題といえるだろう．

5－2 コミットメントのエスカレーション

　第4章において，組織コミットメントが，個人や組織にとって必ずしも良い

結果ばかりをもたらすものではないことを論じた．会社での自分が自己存在の

すべてになってしまう，いわゆる悪い意味での会社人問化の問題である．組織

コミットメントのそのような否定的な面を考えたとき，コミットメントがなぜ，

どのようにして高まっていくのかを十分に理解することはコミットメント研究

において欠かせないことである．

　コミットメントが高まっていく過程の研究としては，その名の通り，コミッ

トメントのエスカレーションという一つのまとまった研究領域が存在する．こ

の章では，この研究領域での成果を概観しつつ，それが組織コミットメントに

対してどのような理解を与え，またどのような処方を提供してくれるかを考え

たい．

5－2－1　コミットメントのエスカレーションとは

　コミットメントのエスカレーションとはどのような状況，あるいは現象をい

うのだろうか．言葉だけを見ると，単にコミットメントが高まっていくことを

意味するようにも受けとれる．しかしながら，通常，エスカレーションは限定

的に用いられる．エスカレーションという言葉が用いられるのは，すでになさ

れた決定や選択が思い通りの成果をあげていない状況においてである．
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　もっともよく研究されており，応用的な意義の大きいエスカレーションの例

としては，企業におけるプロジェクトの継続をあげることができる．組織行動

論のテキスト（ex．，Daft，1995）におけるエスカレーションに関する議論は，

企業におけるプロジェクトの企画担当者が・もはや成功の見通しがないとわか

ったプロジェクトにいつまでもこだわり続けて（エスカレーション），甚大な

損失を招く危険を避けることを意図している．

　ブロックナーとルビン（Brockner＆Rubin，1985）は，エスカレーションの

例として，バス停でなかなか来ないバスを待ち続けてしまう状況，新車への買

い替えのためらい，転職の難しさ，一度決めた専攻を変えられない学生，長く

つき合っている相手との別れられない状況，長引くストライキ．働きの悪い従

業員を解雇できない状況，泥沼の戦争に没入してしまった国家をあげている．

エスカレーションは非常に適用範囲の広い現象である．

　ストーとロス（Staw＆Ross，1987）は，このようなエスカレーション状況に

共通する特徴として次の3つをあげている．

　（1）先行決定の結果が何らかの損失を招いている（負のフィードバック）

　（2）1回きりの決定ではなく，何度も決定する機会がある継続状況である

　（3）単なる中止や撤退は，多大な損失を確実なものとし，継続による事態の

　　　好転の機会を放棄するために，自明の解決とはいえない

　まとめると，エスカレーションとは次のような意味で用いられてきた言葉で

ある．ある程度長期にわたる一連の行動に着手して，時問や労力，金銭などを

投資したが，思い通りの結果が得られず，目標達成の見込みも少ないが，それ

でもなかなか中止することができず，さらにコミットメントを増大させること

になってしまう状況，あるいそのような現象．ここでの「コミットメントを増

大させる」という意味は．具体的には行動を単に継続してしまうことや追加投

資の額を大きくすることである．

　エスカレーション状況を通常の意思決定事態と区別するのは，決定という行

為がそれにかかわる以前の決定からの影響を受けるという点である．以前の決

定によってなされた投資（sunkcost）が，その後の決定を拘束していくのであ

る．ストー（Staw，1981）は、従来の意思決定研究の扱ってきた合理性が，将

来の成功の見通しをもとにした展望的（prospective）なものであるのに対して，
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エスカレーション状況は，過去の行動に正当性を与えようとする回顧的

（retrospective）な合理性の追求であるとした．

　また，ブロックナーとルビン（Brockner＆Rubin，1985）は，上記に加えて

エスカレーション状況にいる人々の行動特性として，一連の行動への投資がか

さむにつれて，継続すべきか中止すべきかについての葛藤が強くなること，継

続する理由が合理的なものから感情的なものへと移り変わることをあげている。

意地になってやめないとか、引っ込みがつかなくなるというのがその典型であ

る．実際，ブロックナーとルビンはエスカレーションではなくエントラップメ

ント（elltrapment）という言葉を用いて，この状況を単なるコミットメントの

高まりから区別している．エスカレーションということばでは，思い通りにう

まくことが運んだために，さらにコミットメントが高まるという場合も含まれ

るからである．エントラップメントという言葉は．なかなか抜けられない罠

（トラップ）のような状況に陥るという意味であり，事態の困難な性質をわか

りやすく表現している．

　コミットメントのエスカレーション，エントラップメント以外にも，「泥棒

に追い銭」（throwing　good　money　after　bad）や「拘泥」（knee　deep　in　the　big

muddy），「ここまできたらやめられない」（too　much　invested　to　quit），「投入

費用」（sunk　cost）という言葉が用いられることもある．これらもエスカレー

ションがどういう現象を指すのかについての理解の助けとなるだろう．

5－2－2組織コミットメントにおけるエスカレーション

　では，ここまでに述べてきたエスカレーションは，組織に対するコミットメ

ントに対してどのように適用できるだろうか．この章の初めの部分でも注意を

促しておいたように，エスカレーションという言葉が用いられるときのコミッ

トメントは，一連の行動に拘束されて抜き差しならぬ状態に陥ってしまうこと

を指し，組織コミットメントの重要な要素である情緒的な愛着という意味を含

んでいない．組織に愛着を感じるから組織にかかわり続けるというよりは，組

織にいてもよいことはないが，それでも組織を辞められずにいる状態が，組織

コミットメントにおけるエスカレーションということになる．
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　コミットメントのこのような扱いは、第2章で議論された存続的コミットメ

ントの概念に非常に近いものである，そこで・存続的コミットメントの先駆け

でもあるベッカー（Becker，1960）のサイドベット理論と、それをもとにした

研究がもっとも直接的なかかわりをもつことになる．長期にわたって組織とか

かわり続ける中で投入されてきた．さまざまな投資（サイドベット）によって，

組織を辞めることが多大な損失を生むことになり，組織から離れられなくなる

という考え方である．

　しかしながら，マウディら（Mowday，Porter＆Steers，1982）も指摘するよ

うに，組織に対する行動と態度は整合性を保とうするので，エスカレーション

にともない，態度的あるいは情緒的なコミットメントも高まることが期待され

る．したがって，エスカレーションと組織コミットメントに働く力学には共通

点が多いはずである．以下の論点は，必ずしもエスカレーションのような不幸

なコミットメント事態にのみ適用されるものではなく，ひとたび一連の行動に

手を染める状況では，必ず随伴してくる力学としての側面をもっている．

　ブロックナーとルビン（Brockner＆Rubin，1986）によれば，組織における

人々の行動はエスカレーションに陥りやすい特徴を備えているとされる．彼ら

は，組織コミットメントと関連して、2つのエスカレーションタイプを指摘し

ている．一つは，現在の仕事や職場に満足できなくなっているにもかかわらず，

それまでに組織に注ぎ込んできた投資を正当化するために，組織にとどまり続

けるというものである．もっとも直接的なエスカレーションの適用である．長

年の努力の結果，出世の階段を上ってきた社員が，現在の仕事に魅力を感じな

くなったからといって，簡単に会社を辞められるだろうか．ファレルとラズバ

ルト（Farrel1＆Rusbult，1981；Rusbult＆Farre11，1983）は，会計士と看護婦，

ブルーカラー従事者を対象に，質問紙法によって，仕事に投資してきた程度と

仕事へのコミットメントを測定し，その間に有意な相関を見いだしている．

　他の一つは，別の仕事や組織に移ることを考えている場合に生じるものであ

る．たとえば，別の職場をさがす場合，現在よりもよい仕事環境の職場をさが

すのが自然である．そうして，現在よりも良い職場が見つかったとする．しか

し，今の職場を辞めて移るにはコストを考慮すると踏み切れず，あきらめてし

まう．そして，次の候補を探すという具合になる．これを続けると．それまで
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に移ることを断念した職場が．どうしてもその後の考慮の中に入ってくるため

に，移ってもいいと思える職場の要求水準がどんどん高くなり，限りなく完壁

なものを求めるようになってしまう．結果として職場を移る機会を逸してしま

うか，移ってもそれまでに考慮した職場よりも，遙かに条件の悪いところへし

か移ることができなくなってしまうのである．見合いを断ってばかりいる人が．

結局婚期を逸してしまうのと類似の状況といえるだろう．

　ここでわが国の会社組織におけるエスカレーションについてふれておこう．

　これまでに実施された質問紙調査の結果からは，日本人の組織コミットメン

トが，アメリカ人よりも必ずしも高いことは示されてこなかった（第6章参

照）．これは「日本人は会社への帰属意識，忠誠心が強い」という，世問に流布

している見方とは異なるものである．にもかかわらず，なぜ，過剰とも思える

組織へのかかわりを示す姿が目につくのだろうか．日本の職場環境はエスカ

レーションを生じやすい性質を備えており，そのため，心底から満足していな

いにもかかわらず，組織にしばりつけられている人々が多いのかもしれない．

そうであれば，日本の会社組織ではエスカレーションが蔓延しているというこ

とになる．

　これは，日本的経営の終身雇用と年功賃金が，エスカレーションを生じるよ

うに仕組まれていることとも関係しているだろう．加護野（1988）は，企業へ

のコミットメントが高くなる理由を2つあげている．一つは，若年期の過小支

払いと，高年期の過大支払いが一種の投資状況になっており，その報酬の受け

取り権は，従業員が企業に属する限りのものであること，他の一つは，能力を

企業に特化させることが，他の組織への移動を困難にしていることである。前

者について加えていえば，若い間は仕事をしても，仕事に見合う金額よりも少

ない額の給与しか与えられない．その不足分は年齢が高くなってから，仕事に

見合う以上の金額が支払われるという形で補償される．少ない給与に我慢しな

がら，その組織で働き続けなければ，働いた分が支払われないということにな

る．ひとたび，働きはじめれば、働いた分だけが実績となって将来の高給に近

づいて行くのである．これでは，仕事に満足できなくなっても辞められないの

は当然である．

　また，さらに日本企業の隠れた支配原理として，コミットメント主義とでも
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いうべきものが存在する．コミットメント主義とは，企業に対してより大きな

コミットメントを有している人が，企業経営の主導権をもつべきであるという

ものである．企業において高い評価を受けることはコミットメントに随伴して

いるのである．

　これらの指摘が正しいとすれば，日本企業において従業員のコミットメント

が高くなるのは当然である．これは，構造的に高いコミットメントを生産し続

ける仕組みが存在することを示唆するものである．

　エスカレーション過程として組織コミットメントが研究されることは少ない．

しかしながら，以下で検討するエスカレーションー般についての議論は，その

まま組織コミットメントに適用可能である．組織コミットメントと関連が深い

と考えられる点に焦点を絞って，以下の議論をすすめたい．

5－2－3エスカレーションに関する理論

　エスカレーションはどのように説明されるのだろうか．エスカレーションを

十分に説明できる理論的枠組みがあれば，それは組織コミットメントが高まる

過程についてもよく説明できるであろう．

　ここでは，まず，エスカレーション研究の当初から，もっとも有力な考え方

として取りあげられてきた，自己正当化による解釈を取りあげる．次いで，自

己正当化による解釈の問題点を指摘する形で提案されてきた、経済的合理性に

基づく解釈とプロスペクト理論を説明する．

　　5－2－3イ　自己正当化

　組織行動論のテキストにおいて，エスカレーションは合理的な意思決定に歪

みをもたらす，回避すべき現象として紹介される．この扱い方は，自己正当化

の結果として，エスカレーションを解釈する見方を受け入れたものである．

　初期のエスカレーション研究の代表であるストー（Staw，1976）をみること

で，エスカレーションの典型的な研究方法と，自己正当化による解釈がどのよ

うなものかを説明しよう．

　被験者は商学と経営学専攻の学生240人である．彼らには，会社の研究開発
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費の配分を決める役割が与えられた．配分は2つの部門に資金を割り振るとい

うものである．配分の機会は2回ある．まず，1回目は1，000万ドルをどちら

か一方の部門に全額割り振る．次いで，5年後に2回目の配分を行うという設

定である．2回目の配分は2つの部門に2，000万ドルを好きな割合に割り振っ

てよい．1回目の配分に先立つ10年問と1回目と2回目の問の5年間の両部

門の収益についての情報が与えられ，被験者はそれをもとに配分を決定するこ

とになる．

　実験操作としては，責任とフィードバックの2つの要因が導入された．1回

目の選択に責任があるかどうか（責任）と，1回目の選択が首尾良く成果をあ

げたかどうか（フィードバック）の2つである．責任は，1回目の配分を被験

者自身が行うか他者が行うかで操作された．フィードバックについては，1回

目と2回目の間の収益に関するフィードバックが操作された，1回目に選ばれ

た部門の収益が，選ばれなかった部門の収益を上回るのが正のフィードバック，

逆に選んだ部門の方の収益が悪い場合が負のフィードバックという条件である．

従属変数は1回目の決定で選択された部門への2回目の投資額である．

　結果は，まず，責任については，1回目を自分の責任で選択した方が，他者

が選択した場合よりも，選ばれた部門への再投資額は大きくなった．フィード

バックについては，負のフィードバックを与えられた方が，その部門への再投

資の額は大きくなった．とくに，霊回目を自分で選び．しかもその部門から負

のフィードバックを受けたときに，同じ部門への再投資額は一段と大きくなる

という結果が得られた．いい換えると，先行決定に個人的に責任があり，その

決定の結果が思わしくないとき，その部門への投資が非常に大きくなったので

ある．

　この結果は．再投資額を増やすことによって．その部門からの収益を改善し，

先行決定が誤りではなかった，つまり自らの選択が正しかったことを示そうし

たものと解釈された．これが自己正当化による解釈である．合理的にふるまう

のではなく，合理的であると思いたい人の基本心性の現れである．

　正当化には，自分自身の納得のためというよりはむしろ，他者に対して自分

が正しい選択，行為をしたことを示したいという正当化（公的正当化，public

justiβcati・n）も存在する．ボボセルとメイヤー（Bobocel＆Meyer，1994）は，
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この2種類の正当化のどちらがエスカレーションに影響するかを調べる実験を

行っている．結果は，どちらの正当化もエスカレーションをもたらすが．単に

決定を自分で下すだけでは，エスカレーションを引き起こすには十分でないこ

とを示すものであった．もちろん，一つの実験室実験だけで正当化について何

らかの結論を下すことは不可能だが，自己正当化と公的正当化がともにエスカ

レーションに寄与することを示唆する結果である．

　このような正当化によるエスカレーションの理解は，組織コミットメントに

どのように適用できるだろうか，組織コミットメントのエスカレーションとは，

組織にいても満足できないにもかかわらず，組織から離れられないという状況

である．

　他の組織ではなく，現在自分が勤めている組織に入ることを選び，そこで長

い期間にわたって勤務し続ける中で投入されてきた時間や労力は，一人の人間

にとって莫大なものである．もし，別の組織に移り，一からやり直さなければ

ならないとしたら，それまでに投入してきた一切が無駄になってしまう．それ

故，よほどのことがない限り別の組織へ移ることは考えられないし，考えたく

ないだろう．それまでの経験の中で自分にとって良かったと思えること，今後

も自分が勤めている組織での生活の中で希望をもてることは，非常に重要なも

のと感じられ，自分のそれまでの組織での生活を肯定しようとするだろう．

　たとえ，別の組織に移るとしても，できるだけ，それまでの経験が役立つと

思える職場を探すようになるだろう．これは，単に自己正当化という以上に重

い人生の正当化の問題でもある．誰しもよい人生を送ったと納得したい欲求は

強いに違いない．

　　5－2－3－2　経済的合理性

　自己正当化による解釈は，エスカレーションを合理的な意思決定に歪みをも

たらす非合理な現象と見る．しかしながら，エスカレーションを経済的に合理

的な行動であるとみる論者もいる．当然のことながら，その立場に立つとして

も，正当化への欲求からの影響がないというわけではない．彼らは，エスカ

レーションを示すとされる例には，コミットメントを強めることに合理的な根

拠がある場合が多いと主張するのである．
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　ノースクラフトとウォーフ（Northcr狙＆Wol£1984）は、とくに，企業の

プロジェクトヘの投資状況を念頭におき，ライフサイクルモデルという考え方

を示している．一口にプロジェクトといっても，規模や期間の長さなど，さま

ざまなものがある．ライフサイクルモデルでは，プロジェクトの開始から終結

までに必要な投資額の増減のパターンと．予測される収益の増減パターンをも

とに，プロジェクトをいくつかのタイプに分類する．たとえば，始めから終わ

りまで投資と収益の割合が大きく変動しないものもあれば，建設事業のように

完成して初めて利益が見込めるものもある．プロジェクトヘの継続投資の合理

性は，このようなプロジェクトのもつ，投資と収益パターンの予測と，現在プ

ロジェクトがどの段階まで進行しているかを基に決定すべきであるとされる．

当初の予測に反して，プロジェクト初期に，回復不可能な大きな損失が計上さ

れた場合でも，その後の投資によって利益が予測されるなら，継続することは，

その時点では合理的な決定ということになる．継続することが合理的なのは，

（1）総費用の大半を初期に投入してしまっているとき，（2）収益が時問経過と

ともに増加することが期待できるとき、（3）途中の収益はゼロだが，完成によ

って初めて非常に大きな収益が見込めるときである．プロジェクトのライフサ

イクルという点から見ると，現に損失がもたらされていても，投資を継続する

ことが合理的である場合も多いのである．

　また，ボウエン（Bowen，1987）は，ストー（Staw，1976）のような役割シミ

ュレーション実験に含まれる，フィードバックの曖昧さを問題とする．エスカ

レーションによって継続される行為は，成果をあげる見込みが少ないものであ

る．成功の見込みが大きいのであれば，それはエスカレーションではなく，合

理的な行動である．ストー（1976〉の実験において，先の選択の結果について

与えられた情報から，その後の継続投資による成功の見込みが少ないことは明

らかだったのだろうか．ボウエンは否と考える．彼は，エスカレーションとは、

曖昧なフィードバック情報を与えられたジレンマ状況における，リアリティの

テストのためのものとみる．つまり，先に選んだやり方は，本当にうまくいか

ないのかどうかを確認にするために，継続投資を行ったり，投資額を増加させ

たりするのである。

　ここであげた2つの考えは，エスカレーションを決定の歪みとして解釈する
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には、合理的であるかどうかを判断する明確な基準が必要であることを主張す

るものである．ノースクラフトとウォーフ（1984）はプロジェクトの性質の考

慮を，ボウエン（1987）はフィードバックの明確さを求めている．

　組織コミットメントとのかかわりはどうであろうか。組織コミットメントに

おけるプロジェクトの性質は，その人の人生設計そのもの，あるいは職場での

生活に限れば，会社の中で定年までどのような道筋をたどるかについての見通

しということになる．ここで，前述の日本的経営の特徴を考えてみると，若年

期の過小支払い，中高年期の過大支払いというのは，後半で大きな収益が見込

めるライフサイクルをもつプロジェクトと考えられる．この場合，少々損失が

あっても，継続することには合理性がある．満足できなくても，会社にかかわ

り続けることが愚かであるといえないのは当然である．

　フィードバックについてはどうだろうか。自分の働き，業績が十分なものか

どうか，それが自分の今後の昇進とどうつながるのか，これについては一概に

結論は出ない．仕事の種類によっては、フィードバックが明確な場合もあるだ

ろうが，曖昧な場合も結構多いだろう．まして，今まで勤めてきたことの全体

についてのフィードバックとなると，明確にはなり難い．先が見えたと感じる

時期まで，曖昧なフィードバックの下に、自分にとって望ましいリアリティを

得ようと，仕事に取り組み続けるものなのかもしれない．

　　5－2－3－3　プロスペクト理論

　自己正当化にかわるエスカレーションの説明として，新たな枠組みとして取

りあげられてきたものに，カーネマンとトバスキー（Kahlleman＆Tversky，

1979）のプロスペクト理論がある．プロスペクト理論は元来，不確実な状況下

における人々の意思決定のモデルとして、それ以前の主観的な期待効用に基づ

く意思決定モデルに対する批判として提示されてきたものである．現在では意

思決定の心理学研究の中では，常に参照すべき標準理論といってもよいであろ

う．最近の意思決定に関する心理学の書物の中では，かなり詳しく取りあげら

れているので（ex。，岡本、19921竹村，1996），ここではエスカレーションと関

係がある部分に焦点をしぼることにする．

　意思決定とは，複数の選択肢の中からどれかを選ぶことであるが，その際に
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決定を左右する重要な2つの要素は、選択肢がもたらす結果としての損得と，

その損得が得られる見込み（頻度的確率または主観的確率）である．

　意思決定研究における損得は、金額のような客観的なものではなく．心理的

主観的な損得感1青，あるいは望ましさというべきもので，通常，効用とよばれ

る．プロスペクト理論では，まず，効用を．客観的な金額の関数としてではな

く，意思決定者が効用の基準として設定している参照点からの増減に基づいて

評価する．たとえば，月収40万円という額は，それまで月収20万円だった人

には大きなプラスだが、月収60万円だった人には多大な損失と受け取られる

だろう．月収40万円という額が一律に効用を決定するわけではないのである．

　効用の増減については，利得の場合も損失の場合も，程度が増すにつれて増

減しにくくなると考えられる．1円も持っていない状態で1万円を手にしたり，

借金したりすることは効用にかなりの変化をもたらすが，すでに100万円持っ

ていれば，1万円増えても減っても大して効用は変わらない．また，損失と利

益が同じ額なら，損失の方の効用の変化の方が大きくなる．たとえば、五分五

分の確率で，当たれば1万円得られるが，外れれば1万円支払わなければなら

ないくじがあるとして，それをただで引く機会があっても人は引こうとはしな

い．同じ額なら儲かるよりも損をする方が，人にはこたえるということである．

　見込みについては，確実であることが，不確実であることよりも，その確率

以上に重く見られる傾向がある．そのため，確実な損失はより嫌われ，確実な

利得はより好まれるという傾向が現れてくる．これは，確実性効果（certainty

ef食ct）と呼ばれている．

　ホワイト（Whyte，1986）は，このような特徴を有するフ。ロスペクト理論が、

自己正当化よりもエスカレーションをよりよく説明すると考えた．プロスペク

ト理論によるエスカレーションの解釈は単純である．失敗しそうなプロジェク

トヘの再投資を決定する状況を考えてみよう．この場合，もし投資を打ち切っ

てプロジェクトを放棄してしまえば、それまでの投資は確実に無駄になってし

まい，損失が出ることになる。それに対して，再投資を選べば，首尾良くプロ

ジェクトが進まなければ，損失は拡大するが，起死回生で利益が生まれる可能

性も残される。確実な損失は重くみられること，それまでになされた投資額に

よって追加投資の負担感が軽減されることによって，投資の継続に決定が傾く
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ことになるのである．ここでのポイントは，投資の継続を考慮するときに，効

用の基準となる参照点がプロジェクトの開始時点におかれることである．

　自己正当化による解釈に対するホワイトの批判は，正当化を要求されない場

面においても，エスカレーションが生じることを根拠にしている（Staw＆

Ross，19781Arkes＆Blumer，1985）．また，プロスペクト理論はエスカレーシ

ョン状況のような限られた場面のみならず，意思決定場面全体に適用可能な理

論である．したがって，エスカレーションもごく普通の意思決定過程の一例と

して扱えるというのである．

　組織コミットメントヘの適用も明確である。組織を辞めると確実に多くのも

のが失われる。自己正当化による解釈のように，それまでの人生を正当化する

ために組織にとどまるという必要はなく．単に，確実に失われるものが必要以

上に重く感じられることと，勤め続けることにほとんど負担を感じなくなって

いることが，組織からの離脱を妨げるのである。

　エスカレーションの解釈について，代表的な3つの理論を概観してきたが，

これらの理論に優劣はつけられるのだろうか。ブロックナー（Brockner，1992）

は，これらの理論の比較検討を行い，初期のエスカレーション研究以来の中心

的な解釈であった自己正当化が，今もって，もっともよく既存のデータを説明

すると結論している．しかしながら，それは元来エスカレーション研究が，自

己正当化解釈を中心になされてきている事実を反映しているだけかもしれない．

優劣をつけるには実証的基盤が不足しているというべきである．エスカレーシ

ョン現象の適用範囲の広さを考えると，全面的にどの理論がもっとも妥当かと

問うのは実りある方向とは思えない．それぞれに納得できる論理を示しており，

具体的な場面で適用できる領域や側面を見いだし利用していくことが，それぞ

れの解釈にふさわしい評価を与えることになる．

　また，ここでは3つの考え方に焦点をあてたが，これがすべてではない．た

とえば，ストーとロス（Staw＆Ross，1978）は，エスカレーションに関連する

6つの理論を比較検討している．しかしながら，エスカレーションの理解を深

めるには，こうしたさまざまな理論を検討していくよりも，エスカレーション

を規定する要因の分析に焦点を当てた方がよい．

　次に，エスカレーションに影響する要因の検討に移ることにしよう．
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5－2－4　エスカレーションに影響する要因

　エスカレーションに影響する要因を考えるにあたっては，ストーとロス

（Staw＆R・ss，1987a）が参考になる．ストーとロスは，まず，単純な意思決

定の枠組みを用いて，エスカレーション状況を，負のフィードバックに始まり，

プロジェクトの再評価．継続と撤退それぞれの効用の再検討，継続か撤退かの

決定へと続くプロセスとして示した．この中で，エスカレーションをもたらす

のは，プロジェクトの再評価，継続と撤退の効用の再検討の部分である．これ

から検討していくさまざまな要因も，この中のどこかに影響を与えることによ

って，エスカレーションをもたらすことになる．エスカレーションを引き起こ

す要因とは，（1）プロジェクトの再評価の機会を先に延ばす，あるいは機会を

なくしてしまう，（2）継続の効用を増す，（3）撤退の効用を減らす特性を有す

るものである．

　ストーとロス（1987）はエスカレーションに影響する要因を，プロジェクト

要因，心理的要因，社会的要因，構造的要因の4つに分類している．ここでは，

彼らの分類にしたがって要因をまとめ，組織コミットメントヘの意義を検討し

ていくことにしよう．

　　5－2－4－1プロジェクト要因

　プロジェクト要因とは，プロジェクトの客観的特性のことである．前項の経

済的合理性で紹介したプロジェクトのライフサイクルもここに分類される．ラ

イフサイクル以外にもプロジェクトの目標の大きさ，つまづきの原因が一時的

なものか持続的なものか，継続投資による成功の見込み，プロジェクトの完成

に要する残りの費用などもプロジェクト要因に含まれる．

　組織コミットメントにあてはめてみると，エスカレーションをもたらすのは

次のような場合になる．（1）組織に勤続することから大きな見返りを期待して

いる，（2）組織での自分の失敗が，自分の能力や適性の問題ではなく，偶発的

な出来事による，（3）このまま勤め続けると昇進や待遇改善が大いに見込める，

（4）昇進や待遇改善に特別な努力を必要としない．

　また，プロジェクトからの撤退を決めたときに，それまでの投資からどれだ
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けのものを救出できるか（salvagevalues），あるいはコストがかかるか

（closing　costs）も重要なプロジェクト要因になる．たとえば，ビルの建設など

を途中で投げ出せば，救出価格はゼロであろうが，売却が可能だったり，別の

プロジェクトで利用できるような設備がある場合はかなりの救出価格が見込め

る．当然，救出できるものが少ないほどエスカレーションが生じやすくなる．

逆に，プロジェクトから撤退するときに，単に出費がゼロになるだけでなく，

後始末の費用がかかることもある．後始末の費用の額がプロジェクトを継続す

る以上にかかるようなら，プロジェクトから撤退することは経済的にも合理的

ではなくなる．

　会社の従業員にしても，一つの企業に特化して，他では通用しない技能しか

身につけていないと救出できるものがない．エスカレーションに陥らないため

には，別の組織に移っても使えるような技能を身につけておくことが必要であ

る．また，退職金はより直接的に救出価格を高める．最近の企業では人員削減

のために，早期退職に優遇制度が設けられることが多いが，大抵の場合，退職

金の割り増しが盛り込まれている．これなども救出価格をあげることで，従業

員が組織を離れやすくしているのである．

　エスカレーションを行動の合理的でない側面に限定するなら，ここであげた

プロジェクト要因はエスカレーションに影響する要因とはいえない．計画が思

い通り進まずにかなりの損失が出ていても，プロジェクトの継続が合理的な場

合がある．プロジェクト要因とはそのような事態を構成する要因である．何か

のプロジェクトに着手するということは，とりたてて非合理に振る舞わずとも，

そこから離れにくくなるプロセスに巻き込まれる可能性を含んでいる．

　　5－2－4－2　心理的要因

　心理的要因としては，まず，エスカレーション解釈の主要理論である自己正

当化にかかわる要因が重要である．実験的に正当化を操作しようとする多くの

場合，決定への個人的責任が操作されてきた．個人的責任が高まることによっ

てエスカレーションが生じやすくなることはストー（Staw，1976）以後，何度

も確認されている（たとえば，Bazerman，Beekull＆Schoorman，19821Bazer－

ma11，Giuliano＆Appelmal1，1984）．他にも，決定の重要性，初めの損失に直
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面したときの落胆の大きさ，初めの決定とその後の決定のつながりの認知が正

当化をもたらす要因としてあげられている（Staw＆Ross，1987a）．

　次いで，行動的コミットメントの研究で指摘されてきた，コミットメントを

高める行動特性も重要な要因である．サランシック（Salancik，1977）は，行動

の明瞭性（explicitness），変更不可能性（irrevocability），自由意志（volition），

周知（pubhcity）の4つをコミットメントを高める特性としてあげている．明

瞭性とは，何をしたかがはっきりしていることである．さまざまに解釈できる

行動は明瞭性が低い．変更不可能性とは．一度行動してしまったら取り返しが

つかなくなることをいい，自由意志とは，行為が外からの影響ではなく本人の

意志でなされる度合いを意味する．周知とは，行為が周囲の人に知れわたって

いる度合いである．

　これらの特性は，自己正当化を促す要因とも考えられるが，ストーとロス

（1987a）はむしろ自分の行為の理由を推測する手がかりになるものと考えてい

る．これだけの特徴を備えた行為をする以上，自分の心からのものに違いない

と自分で推測するというわけである．

　組織コミットメントに関していえば、組織に入ったことが取り返しのつかな

いことであると信じていたり．また，自分の強い意志でその組織に入ることを

決めた場合は組織を辞めることは難しくなるのである（O’Reilly＆Caldwell．

1981；K1主ne＆Peters，1991）．

　3つめの心理的要因としては，人間の情報処理過程の性質があげられる．プ

ロスペクト理論が示すような，意思決定における効用や見込みの特徴がエスカ

レーションをもたらすことは前述した．それ以外にも，ニスベットとロス

（Nisbett＆Ross，1980）が示すように，人は自分がすでに受け入れている信念

や・好みに合うように事実を歪めて受けとりがちである．これは，負のフィー

ドバックの信愚性を下げたり，成功への見込みを過大に評価することにつなが

る．たとえば，ベイザーマンら（Bazeman，Beekun、Schoorman1982）の研究

では，上司は，自分が昇進を決めた従業員を，他人が決めた従業員よりも高く

評価し，その後についても楽観的な見通しを立てることが示された．オレイ

リー（O’Reilly，1983）は，ひとたびコミットメントが形成されると，情報の獲

得と処理の両方において歪みが生じることを示す研究をレビューしている．
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　　5－2－4－3　社会的要因

　社会的要因ではまず，正当化とも関連する体面，あるいは公的（外的）正当

化に関する要因をあげなければならない，正当化は，有能な自分という自己イ

メージを保つために働くこともあるだろうが、周囲の人々に自分の有能さ，正

しさを示すためになされることも多い，フォックスとストー（Fox＆Staw，

1979）は，役割シミュレーション実験において，自分の職務上の地位が危うか

ったり，経営側から反対されている場合に，自分の決定にこだわるエスカレー

ションが生じやすいことを確認している．組織という環境は，無能であるとか，

信用できないというイメージを周囲の人に与えてはいけない場所であり，公的

な正当化の圧力が非常に強い場所といえる．

　体面や公的正当化は良いイメージを作ろう，保とうとするものだが，とくに

良い悪いといわずとも，周囲の人の目は影響力をもつ．社会的要因の2番目は，

周囲の人からの期待による拘束である．サランシック（Salancik，1977）がコミ

ットメントを高める行動特性としてあげた4つは，そのまま他者に対しても影

響を及ぼす．行動を通して，どういう人物なのかが推測され，公的なイメージ

が形成される．一度そのイメージが形成されると，周囲の人はその人物はその

ような行動をする人である，という期待をもって接することになる．期待に反

する行動をすることには，それなりにコストがかかり，期待通りの振る舞いを

してしまう．またそれが一度できたイメージを強めていくのである．組織に勤

めるということも，確実に，あるイメージと期待を周囲の人にもたらし，それ

が自らを拘束していくのである．

　社会的要因の3番目は規範である．周囲の人からの期待による拘東は，対象

を個人から一般的な人に拡大したとき規範となる．規範は，とくに個人的なも

のではなく，一般に人々が従うことが期待される行動の基準である．エスカ

レーションとの関係でいえば，一つのやり方を貫くことを良しとする規範があ

る．組織の中でも．当初の方針を貫き，苦難をのりこえて成果をあげた人物は

高く評価される．

　ストーとロス（Staw＆Ross，1980）は，住宅問題への対処で苦難に直面して

いる行政官についての事例を被験者に読ませ，どのようなタイプの行政官が高

く評価されるかを調べた．もちろん最終的に，失敗するよりは成功する方が高
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く評価されるが，つまづきのたびに計画を変更するよりは，一つの計画を推し

進めようとする人の方が評価は高かった．さらに，つまづきにあっても一つの

計画を貫き，最終的に成功する行政官への評価がとりわけ高くなるという結果

が得られた．

　わが国においては，意見や態度を簡単に変えてしまう人に対しては，「節操

がない」という非難表現が存在する．逆に，一つのことを貫き通すことには，

非常に高い価値がおかれ，その人物の信用にもつながる．会社員の場合を考え

ても，組織を次々と移り変わる人に対しては，非難めいた言葉で語られること

が多い．

　規範ほど一般的な影響ではないが，より個別的な社会的要因として，モデリ

ングがあげられる．組織内の他の人々がどのような行動をしているのかは，従

うべき，あるいは避けるべき行動パターンを暗に教えてくれる．エスカレーシ

ョンのような困難な状況においても，同じような状況におかれた人の行動は，

モデルとして影響を与えるに違いない．職場においてモデリングが生じている

ことはワイス（Weiss，1977）の研究で，エスカレーション状況におけるモデリ

ングについては，ブロックナーら（Brockner，Nathanson，Friend，Harbeck，

Samudsoll，Houser，Bazerma11＆Rubin，1984）の大学生を対象にした4つの実

験で，それぞれ確認されている．モデルがエスカレーションを示せば，エスカ

レーションは生じやすく，とくに，エスカレーションについて後悔していない

ときに顕著になるという結果である．

　モデリングは，また，モデルの振る舞いによっては，エスカレーションに陥

らない方向に行動をしむけることにもつながるので，エスカレーションヘの対

処を考える上でも重要である．多くの離職者が出る職場からは出ていきやすい

だろうし，自分にとって比較対象になりやすい人物が辞めたりすれば，組織と

のかかわり方も変わらざるをえないだろう．

　競争相手がいることもエスカレーションを生じやすくする要因である．一人

しか勝者になれないオークションのような状況では，相手を打ち負かしたいと

いう動機が加わってくるのである（Teger，1980）．組織も一種の競争の場であ

る．組織の中で競争相手をもつことは，それだけ組織とのかかわりを深め，組

織から容易に離れられない状態を作りあげることになる．
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　　5－2－4－4　構造的要因

　ストーとロス（1987a）は，最後に，構造的要因として経済的・技術的サイド

ベット，政治的支持，慣性（admillistrativeinertia），制度化（institutiollali－

zation）の4つをあげている．組織における個人について考えると，構造的要

因とは，組織にかかわり続ける問にできあがってきた諸構造からの影響といえ

る．たとえば，企業年金の積立，組織内での仕事上の人間関係や友人関係，近

隣の人々とのつながり，自分以外の家族が作りあげてきた人間関係などがあげ

られる．一つの組織を辞めて別の組織に移るということは，単なる組織問の移

動だけでは済まされない数多くの要素の変動をもたらすのである．

　ストーとロス（1987a）の経済的・技術的サイドベットとは，プロジェクトを

進めるために整備された施設やスタッフ、契約事項などである．これらはプロ

ジェクトを打ち切るときの救出価格にも影響し，また，その後の計画の方向づ

けを左右することもある．使えるものはなるべく使いたいので，プロジェクト

の完全な方向転換よりは，部分的な修正に傾きがちになる．組織コミットメン

トとのかかわりでいえば，組織に勤め続けることを前提に投資してきたものが

サイドベットになる．組織で勤務する中で覚えた種々の技能はその代表という

べきである．前述の年金の積立，マイホームの購入などもあげられる．これら

は、離職を難しくしたり、離職する場合でもその後の仕事や地域を制約するも

とになる．

　次いで，政治的支持とは，プロジェクトを取りまく人々からの支援を意味す

る．一つのプロジェクトは，それを直接には実行しない人々の支持によって支

えられていることも多い．プロジェクトを中止する際には，そのような支持を

している人々が考慮の対象になり，中止は難しくなる．組織への勤務の場合を

考えると，自分の上司や同僚，顧客，家族など多くの人々が組織に勤めること

を支持してくれている。辞めることはそういう人々の支援を無にすることにな

り，容易に決断できるものではない．

　サイドベットや支持者からの影響がなければ，簡単にプロジェクトを中止で

きるかといえばそうではない．一度．着手されたブロジェクトには慣性という

べき変更しにくい性質が現れる．プロジェクトを中止することは多大な変化を

伴うため，よほど強い力がないと実現できないのである．長年勤め続けた組織
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を移るのも，よほどの覚悟がないとできるものではない．

　制度化は，そのプロジェクトを実行することが，組織自体と同一視されるに

いたることを意味する．その組織の名前と事業内容の結びつきが疑いもなく受

け入れられているような場合，その事業から撤退することは極めて難しい．た

とえば，自動車会社として有名な企業が，自動車事業から完全に撤退すること

はほとんど考えられない．たとえそうする方が利益につながるとわかっていて

もである．個入にあてはめていえば，社会的要因のところであげた周囲の人々

の期待による拘束と同じである．

　このようにエスカレーションに影響する要因は多岐にわたっており，重複し

ている部分も多い．他にも，ここでは検討できなかった要因も多くある．また，

諸要因の相対的な重要度も示されてはいない．次に，これらの要因の相対的な

重要度を，プロジェクトの初期から時問経過に沿って検討したストーとロス

（1987a）の試みを示し．プロセスとしてのエスカレーションの動態をみること

にしよう．この項での諸要因の整理がエスカレーションを理解する横軸なら，

それらの要因を時間に沿って組み直す試みはエスカレーション理解の縦軸に相

当する。

5－2－5　エスカレーションの発達過程

　ストーとロス（Sむaw＆Ross，1987a）は，エスカレーションの典型例を想定

して，諸要因が時間経過とともにどのように働くかを検討している。エスカ

レーションが生じる場合とプロジェクトからの撤退が生じる場合では，諸要因

の影響の仕方はどのように異なるのか．彼らはプロジェクトを4つの段階に分

けて検討している．

　　5－2－5－1エスカレーションのプロトタイプ

　プロジェクトの第1段階には，エスカレーションが生じる場合も生じない場

合も区別はない．利益が見込まれなければ，プロジェクトが始まることはない．

この段階では，プロジェクト要因がプロジェクトの推進役となっている．しか

し，それはいい換えれば，この段階では他の要因が働いていないため，撤退も
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容易であることを含意している。

　第2段階になると，プロジェクトが計画通りに進んでいないことを示す負の

フィードバックが与えられ始める．損失が計上されはじめるのである。しかし

ながら，それも即撤退を決めるには十分ではないため，心理的な要因がフィー

ドバックの解釈を歪め，さらなる投資によって当初の決定を正当化しようとす

る．プロジェクト要因は継続に関して必ずしも明確な指針を与えなくなりつつ

ある，それがまた，心理的要因の影響を大きくすることにもつながる．

　第3段階では，フィードバックは明確に撤退すべきことを示すほど悪くなっ

てきている．しかし，ここでは心理的要因に加えて，社会的な要因が影響を持

ちはじめ，部外者からは撤退すべきとみえるにもかかわらず，コミットし続け

るという1犬態になる．

　第4段階になると，フィードバックはさらに悪くなり，撤退への大きな圧力

となるのだが，同時に，撤退にともなうコストも非常に大きなものとなり，プ

ロジェクトを継続した方がもはや経済的にも合理的になってしまう．また，こ

の段階まで来るとプロジェクトには，それを要とする多くの人々とのかかわり

が形成されており，継続するかどうかは1プロジェクトの問題を越えてしまう．

プロジェクトを要とする構造ができあがってしまい，身動きがとれなくなって

いるのである．もはや，当初の決定者個人の心理的要因は力をもたず，社会的

要因の影響力も小さくなってしまっている．慣性は相当なものとなっている．

　ロスとストー（Ross＆Staw，1986）は，1986年度のバンクーバーにおける

万博開催をエスカレーションのプロトタイプの具体例として分析している．日

本においても，大規模なプロジェクトの経費が予算をはるかに上回ってしまい、

大きな赤字を生んだというエスカレーションの例をさがすことは難しくない．

　組織コミットメントについては，ライヒャーズ（Reichers，1986）がキャリア

ステージの違いに基づいて，簡単ではあるがストーらと同種の分析を行ってい

る．コミットメントの先行要因として，心理的要因，行動的要因，構造的要因

の3種をあげ，それぞれがどのキャリアステージで力をもつかが示されている．

心理的要因としては組織への期待，挑戦的な仕事と葛藤が，行動的要因として

は自由意志からの行動と変更不可能な行動が，構造的要因には組織での勤務年

数と累積した投資がそれぞれあげられている．キャリアステージの初期には，
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心理的要因が組織とのつながりに主要な影響力をもち，中期には行動的要因が

加わり，後期には構造的要因を加えたすべてが組織と個人を結びつけるという

のがライヒャーズの描く道筋である．

　これらの試みからは一つの形が浮かんでくる．初期にコミットメントを維持

するのは個人の心理的な要因だが，プロジェクトや組織とのかかわりを続ける

中で．周囲に緊密な人間関係が形成されたり，諸構造に組み込まれることによ

って，身動きがとれなくなっていくというエスカレーションの形である．

　次に，撤退のプロトタイプを見ることで，どのような場合にエスカレーショ

ンが生じないのか検討する．

　　5－2－5－2撤退のプロトタイプ

　プロジェクトの各段階で，それぞれの要因が継続することへの圧力とならな

ければ．負のフィードバックの効果はストレートに撤退へと反映されることに

なる．

　まず、プロジェクト要因についてみると．フィードバックそのものの明瞭さ

が重要である．継続しても事態が好転しないことをはっきり示すようなフィー

ドバックは撤退をもたらす．また，撤退時の救出価格が大きく，撤退に伴うコ

ストがプロジェクトの進行とともに拡大していかないことも撤退を容易にする．

　心理的要因としては，損失が続くことへの罰と，さらに大きな被害をもたら

す恐怖心が，継続への心理的要因の力を上回れば撤退へと結びつく。フィード

バックが明瞭なときに，とくに顕著になる．

　社会的要因と構造的要因については，組織内の実験的精神と，失敗を許容す

る規範が，エスカレーションに陥ることを少なくする。その規範を作りあげる

ためには，変化や柔軟性を促すような管理システムが必要とされる．

　撤退のプロトタイプの具体例として，ストーとロス（Staw＆R．oss，1987a）

は，米国の銀行の貸出部門の事例を取りあげている。銀行は業務の性格上，融

資のこげつきのようなエスカレーションに陥りやすいため，エスカレーション

をもたらす要因の影響を最小限にくい止めるために，さまざまなシステムが作

りあげられている．たとえば，問題の生じた融資に関しては、エスカレーショ

ンが生じないように，別のグループによって事態を評価してもらい，冷静な判
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断を仰ぐという手段が講じられている．

　撤退のプロトタイプを個人に適用しようとすれば，それはそのままエスカ

レーションヘの対処法の問題につながる．次の項ではエスカレーションヘの対

処法をとりあげる．

5－2－6エスカレーションヘの対処

　これまでに，エスカレーションの特徴から始まり，その解釈，影響する諸要

因，それらの発達過程を検討してきた．これらの知識は，当然，困難なエスカ

レーション状況から逃れる方法を教えてくれるはずである．しかしながら，エ

スカレーションは本来対処すべきものであるかどうかも問題である．組織側か

らみれば・むしろ，エスカレーションプロセスのおかげで，不用意な組織離脱

を防ぐ結果が得られているともいえる．従業員にとっても，ささいな理由で組

織を辞めてしまわない仕組みとして，機能しているともいえる．安定をもたら

す源泉としての側面がある．

　しかしながら，安定は硬直や拘束にも変質する．本章で扱ってきたのは拘束

としてのエスカレーションである．組織に勤める人問の自立が，今や時代の要

請でもあるなら，拘束ではなく，自分の意志で組織とのかかわりを確立するた

めにも，エスカレーションの動態の理解とともに，それからの解放を理解して

おくことは重要であろう．

　ここでは，ストーとロス（Staw改Ross，1987a）が用いた意思決定の枠組み

に従って，エスカレーションヘの対処法を整理しよう．

　　5－2－6一ア　再検討を促す

　エスカレーションから逃れるには，損失が明らかになってきたときに，まず，

プロジェクトの再検討を行う必要がある．前項でもふれた慣性という構造要因

はこの点で重要である．会社に勤めることは日々の生活の一部になっており，

勤めることの意義や効用など考えずとも容易に継続されてしまう．何かあって

も今日急いで考える必要はない．そのため，早く検討しておけば対処できるこ

とも，つい遅れがちになってしまう．ブロックナーら（Brockner・Shaw，＆
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Rubin，1979）は，何もしなければ自動的に継続する状況の方が，継続するこ

とをいちいち宣言しなければならない状況に比べて，エスカレーションに陥り

やすいことを実験ゲームで示している．

　こうした慣性からの影響を防ぐためには，「ここまでは投資する」という限

度をあらかじめ決めておくという対処法がある．限度設定の効果はティーガー

（Teger，1980）やブロックナーら（1979）の実験ゲームにおいても支持されてい

る．彼らの実験ゲームでは，掛け金がどんどん大きくなっていくことが問題な

のだが，あらかじめ掛け金の限度額を決めておくと，その額は掛け金の歯止め

として働くのである．また．限度額を自分一人のものにしておくのではなく，

実験者に報告させることで，限度額による効果は強くなる．ブロックナーとル

ビン（Brockner＆Rubin，1985）はさらに限度設定が有効に働くためには，限

度が現実的であることと限度にコミットしていることが必要であるとしている．

　組織とのかかわりでいえば，自分の組織での生活を見直す時期や目安を，あ

らかじめ決めておくことが限度設定にあたるだろう．それを誰かに宣言してお

けばさらに有効である．たとえ，そのままの生活を続けることを決意するにし

ても，何も振り返らずに継続している場合に比べて，後悔することは少ないに

違いない．

　最近では，企業においてもキャリア発達プログラムの名の下・自分自身の将

来の道筋を自覚させる試みがなされている．こういう機会に従業員はそれまで

の組織での生活を振り返り，自分の能力や可能性など，さまざまな面からの再

検討の機会を与えられることになる．

　再検討がなされれば、その後にエスカレーションが生じるかどうかを決める

のは継続と撤退の効用比較になる．そこで，継続の効用を下げる，あるいは，

撤退の効用を高める方法がエスカレーションヘの対処法になる．

　　5－2－6－2効用の評価を変える

　まず，プロジェクト要因に関していえば，フィードバックを明確にすること

と撤退コストを明確にしておくことがあげられる．フィードバックについては，

複数の情報源による確認や，外部の専門家の判断を仰ぐことで，フィードバッ

クの正確さを高めることができる．個人についても，信頼できる人に自分の現
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状を客観的に評価してもらうことは役に立つ。カウンセラーなども，そのため

に利用できるだろう．正確な評価は他の要因の入り込む余地をなくし，ベスト

の選択へとつながる．

　限度設定はここでも有効である．ここまでは投資するという額をあらかじめ

決めておけば．現在の損失が許容範囲にあるのかどうか評価できる．ここで重

要な点は．プロジェクトを開始してから後に限度設定をしないことである．ひ

とたび着手すれば，さまざまな要因の影響を受け，評価基準自体が変わってし

まうことにつながるからである。あとこれだけといいながらギャンブルにのめ

りこんでいくようなものである．

　また，心理，社会的な要因からの影響を抑さえるには．撤退のプロトタイプ

のところでもふれたが，再決定を別の主体に委ねてしまうという手段も有効で

ある．1995年度に起きた東京都の世界都市博の中止決定は印象的な例である。

別の人が担当すれば，個人的な正当化欲求や，先の決定者の社会的つながりか

らの影響は生じにくくなる．再決定の時点以後のプロジェクトの損得勘定にも

とづき決定がなされるのは当然である．

　しかしながら，この方法は自分自身の身の処し方のような個人的な問題には

適用できない．ストーとロス（Staw＆Ross，1987b）は「今日初めてこの仕事

に就いて，このプロジェクトの進行を知ったとしたら，これを支持するだろう

か，それとも撤退しようとするだろうか」と自問することを勧めている．組織

コミットメントについてあてはめれば，「この組織で働くかどうかを今初めて

決めるとしたら，働くだろうか働かないだろうか」と問うことになる．大切な

点は，過去をどう正当化するかではなく，今後どのような見込みがあるかとい

う点で決定を行うべきだということである．

　決定状況の見方を変化させることも考えられる．ノースクラフトと二一ル

（Nort丘cr謡＆Neale，1986）は，エスカレーション状況では，機会コストが気

づかれにくい点を指摘している．プロジェクトからの撤退は確実な損失をもた

らすだけではない。撤退することによって利用可能となった資源を，別のプロ

ジェクトに向けることで，利益をあげられるかもしれないのである．逆にいえ

ば，継続には別のプロジェクトに資源を回すことによる別プロジェクトでの，

利益の獲得機会を確実に失うコストが含まれているのである．ノースクラフト
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と二一ル（1986）は，この機会コストを意識させることによって，エスカレー

ションが生じにくくなることを役割シミュレーションの実験で確認した．

　現実には，別のプロジェクトの具体像が描きにくいことが，機会コストを見

えにくくしている．エスカレーションを少なくするには，別の選択肢にどのよ

うなものがあるかをはっきりと示すことが効果をもつに違いない．たとえば，

組織を辞めて充実した人生を送る人を知ることは，失われるかもしれない可能

性を気づかせることにつながる．

　最後に，知識の重要性をあげておこう。エスカレーションが生じるのは・決

定に不確実な要素が多いからである．その意味で，決定にかかわる知識が豊富

であれば，不確実な要素が減り，エスカレーションに陥ることも少なくなるは

ずである．ガーランドら（Garland，Sandefhr＆Rogers，1990）は，石油の採掘

場面のシナリオを石油地質学者に読ませる実験を行ったが，エスカレーション

は生じなかった．熟知した領域では，人問は容易にエスカレーションの罠には

陥らないのである．不幸なことに人生のプロはいない．誰もが個別の人生を送

るために，一般的な知識は役立たないことも多い．組織とのかかわりを決める

時にも，自分の能力や適性，何に価値をもとめるのかといったことを，正しく

把握しておくことが，いかにすべきかを決定するときの決め手となるのではな

いだろうか．

　以上，エスカレーションヘの対処を検討してきたが，一つの重要な態度が存

在している．それは，決定をとりまく状況を意識するという態度である．重要

な決定をとりまく環境を広い視点で眺め，対処策を事前に考えておくことであ

る．慣性の餌食となり，ぼんやりと流されていては，知らぬ間に取り返しのつ

かない深みにはまってしまうのである。

5－2－7まとめ

　マウディら（Mowday，Porter＆Steers，1982）も指摘するように，組織への

かかわりは長期的なものになるにつれ，重要な要素が変遷していくと考えるべ

きである．ダイナミックな視点をとることが、コミットメント過程の理解にお

いては重要である．エスカレーションについても，単一の理論ですべてを説明
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するということは不可能であろう．むしろ，組織へのかかわりがどのような段

階にさしかかっているのか，その人をとりまく組織内外の状況はどのようにな

っているのかということが，その時点でのコミットメントの有り様の理解と，

エスカレーションヘの対処にとって決定的に重要になるのである．

　本節では，米国での研究の流れに沿って議論を進めたため，どうしてもエス

カレーションは避けるべきものとして扱わざるを得なかった。しかしながら，

損をしても一つのプランや人にかかわり続けることを善しとする面が，われわ

れの文化には存在する。計算高いことを嫌う心性もあり，実利より心情を重ん

じることが信用につながり，かえって後の大きな利益をもたらすこともある．

そういう意味で，エスカレーションのもたらす利点を，より広い文脈の中で論

じられなかったのが残念である．

　また，エスカレーションの議論については・第三者が当事者の苦慮を考えず

に，勝手な理屈づけをしているとも受け取られかねない側面がある．現実には

コミットし続けることによって，成果が得られるのかどうかについて，見通し

がまったく立たない状況が多いことを念頭に置かねばならない．

　ただ・エスカレーションに陥っているのが明らかで，苦慮している人々がい

ることも事実である．エスカレーションの研究を概観して感じることは，ゼロ

ベースでものごとを考えることの難しさである．人はどうしても過去の決定に

とらわれがちである．自覚していなければ，エスカレーションの罠に陥るのは

容易である．それゆえ，泥沼にはまりこんだときに，引き上げてくれる手段を

確保しておくことは重要である．本節で検討したエスカレーションについての

知見も，そのようなものとして役立てば幸いである．

5－3 組織コミットメントにおける集団主義

5－3－1問題の所在

　個人が集団や組織と長期的な関係を維持することが重視される社会では，自

己の利益を犠牲にしてでも集団の利益を優先させる価値意識は，確かに，その
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人の組織行動に大きな影響を与えると考えられる．とくにわが国のように，そ

の「集団主義的」体質があるとされるところでは，その影響は大きくなるであ

ろう．

　集団主義的行動を組織コミットメントとの関連で考えると，それは所属する

集団・組織に対する「過剰コミットメント」と見なすことができる。では，こ

の過剰コミットメントの基盤にある心理的な過程とは，どのようなものであろ

うか．本節の目的は．社会心理学的なアプローチによって，この問いに答える

ことである．ここでは特に，「文化」，「集団」，「個人」の順に，3つの異なるレ

ベルから多面的に分析していくことにする．

5－3－2　文化的価値意識としての集団主義・個人主義

　世界にはさまざまな国や文化があり，それぞれ異なった価値や規範によって，

そこに属する個人の行動を規定している．そのような社会的価値には，文化を

超えた共通の次元といったものが果たして存在するのであろうか．もしあると

すれば，いったいそれはどのようなものであろうか．

　価値意識に関する文化交差的研究の先駆的な例として有名なのが，ホフス

テード（Ho蹴ede，1980）の企業経営風土に関する国際比較調査である．多国

籍企業IBM社の世界各地にある支社の従業員を対象になされたこの調査は．

40の国と地域から総数117，000名にものぼるサンプルを集めた大規模なもの

であった．その主な目的は，社会的価値意識の内容と構造について，国家間・

文化問の共通点と相違点を明らかにすることであった．

　ホフステードは，国家（文化）を分析のレベルとしたデータの解析を行った．

すなわち，多数の質問項目に対する回答を国ごとに平均し，これを単位とした

因子分析を行ったのである．その結果．主要な4因子を抽出したが，その一つ

が「個人主義（ind圭vidualism）」の因子で，「自分や家族の生活に振り向ける時

間が十分にある」，「自分自身の考えに基づいて仕事ができる」，「仕事にやりが

いや達成感が得られる」などの項目が正の負荷量を持っていた．これら従業員

の個人目標の達成が「重視されている」と回答された職場ほど，個人主義的な

組織風土と解釈された。一方，「技能・技術の習得のための訓練機会が多い」、
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「照明などの物理的作業環境が良い」，「自己の技術や能力が発揮できる」など，

組織・企業の側が，その目標達成のために本来提供するべき環境が重視されて

いるほど「集団主義」的組織風土ということになる．

　平均値としての個人主義得点の国ごとの順位づけをみると，常識的にも予想

されるとおり，最高得点はアメリカで，以下，オーストラリア，イギリス，カ

ナダ、オランダなど，上位20位までを西欧および北欧文化圏の国々が占めて

いる．一方，下位半分には中南米およびアジアの国々が並んでいる，その中で

日本は22位，「ちょうど中問」に位置している．つまり，一般に個人主義的と

言われている上位20ヶ国の西欧文化圏には決して含まれないが．一般に集団

主義的とされるアジア，中南米諸国の中では明らかに個人主義的である。ただ

し，この結果はあくまで順序尺度に基づくもので，明らかにわが国より集団主

義的と分かっている国の数を増やしたり，逆に個人主義的な対象を増やせば，

その順序はいくらでも変わりうる．重要なのは，順位に関する記述的事実では

なく、個人主義一集団主義の次元を支えている全体的構造の中での日本の特徴

を理解することである．

　そのような検討を行うには，たとえば、ホフステードが見いだした他の価値

次元と個人主義との関連を見るとよい．前述の因子分析により，ホフステード

は個人主義一集団主義以外に，「権力格差（power　distance）」「不確実性の回避

（ullcertainty　avoidance）」「女性性（允mininity）一男性性（masculinity）」の因子

を抽出しているが，このうち前者の2因子が，個人主義と負の相関を持ってい

た．ここで権力格差とは．部下が上司に反対しにくい雰囲気，独裁的なリー

ダーシップの認知などからなる因子で，上司と部下の問の権力分布に対する，

平等・不平等の認知と考えられる．日本はここでも40ヶ国中22位で，中間的

な位置づけであった．一方，不確実性の回避とは，「たとえ会社に利益をもた

らすことがわかっていても，会社の規則は破るべきでない」といった規則遵守

の態度や、長期間その会社で勤務したいといったコミットメントによって代表

される因子である．いい換えると，個人の責任において判断を下すことを避け

る傾向とも解釈され，したがって集団主義的な文化ほどその傾向が強くなるわ

けである．この指標では，わが国は4位と際立って高い得点を示している．

　以上の結果から，日本社会の集団主義とは，個人主義指標のような直接的な
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尺度を用いた時には，それほど明確に現れないが，組織への長期的なコミット

メントといった側面から問接的に測ると，顕著に現れるような特質を持ってい

ると言えるかもしれない．

　ホフステードの研究は，文化と価値意識に関する実証研究の中では，その先

駆性，サンプルの規模，統計的手法の入念さや洗練度などのゆえに，現在でも

高く評価されている．反面，方法論的な問題も数多く指摘されている（詳しく

はHo蹴ede，i9911Smith＆B・nd，1994などを参照）。中でももっとも重要な

批判の一つは，このオランダ人研究者の手になる調査票が，きわめて西欧的な

価値観に基づいた質問項目のみで構成されていたという点である．

　このような問題意識に立って，東洋・西洋の両文化に比較的精通した研究者

たちによる成果も数多く報告されている．たとえば，中国文化圏に在住する西

欧人研究者を中心に．世界各地の研究者たちで構成される，中国文化コネクシ

ョン（Chinese　CultureConnecti・n，1987）というグルーフ。は，世界各地の22

の国と地域で．大学生を主な対象に調査を行った．彼らは，中国文化の中で重

視される社会的価値に関する40の項目と，ホフステードの項目について因子

分析を行っているが、その結果は「集団主義一個人主義」がこれら複数の研究

に共通する主要な価値次元であることを示唆している．また、イスラエル人の

シュワルッ（Schwartz）を中心とするグループも，25ヶ国にわたる入念な比較

研究を行った結果，10の主要な価値次元を見いだしているが，それらを強い

てさらに分類するとすれば，やはり個人主義一集団主義，男性性一女性性，権

力格差と解釈できる次元群にまとめることができる（Schwartz，1992，19941

Schwartz＆Bi茎sky，1987，1990）．後述するトリアンディスらの研究グループ

によってかなり綿密に作成された個人主義一集団主義尺度を用いた他国問の比

較の結果も，ホフステードの結果と高い相関を示している（Triandis，Bolltem－

po，Betancourt，Bond，Leung，Brenes，Georgas，Hui，Ma血，Setiadi，Sinha，

Ve皿a，Spangellberg，Touzard，de　Montmollin，1986）．

　つまり，ホフステードに対する批判から出発した後続研究も，その多くは．

むしろ個人主義一集団主義をはじめとする諸因子の頑健性を示している．これ

らの研究成果は・その後のホフステード自身による理論的な議論の進展（e．g．，

Ho鼠ede，1991）や組織行動の分析において，引き続き有用な枠組みを与えて
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いる　（e・g・，Hofもtede，Neu麺en，Ohayv＆Sanders，1990；Peterson，Smith，

Akande，Ayestaral1，Bochner，Callan，Cho，Correia　Jesuino，D’Amorim，Fran－

cois，Ho丘nam，Koopman，Leung，Lim，Mortazavi，Mullene．Radfbrd，Ropo，

Savage，Setiadi，Sinha，Sorellson＆Viedge，1995）．

5－3－3 個人一集団の関係と集団主義

　　5－3－3－1概念規定

　ホフステードにはじまる価値の文化比較研究によって見いだされた「個人主

義」対「集団主義」の区別を，文化の特徴を規定する心理的連続体としてとら

え，これに理論的および実証的根拠を与えたのが，トリアンディス（Triandis）

らのグループをはじめとする社会一文化心理学者たちである．このアプローチ

の特徴は，文化に属する各個人が持つ自己概念と，その個人が属する内集団と

の関係のあり方における文化問の相異をキー概念として．文化差および個人差

を検討したという点である．トリアンディスら（Triandis，Bontempo，Vi－

1至area1，Asai＆Lucca，1988）は，個人主義的な文化と，集団主義的な文化にお

ける行動様式の違いを数多く指摘している．それらを端的に表現するなら，個

人主義的な社会とは，各個人にとって数多くの内集団が存在する社会である．

たとえば，ある人にとって家族は私的な時間を共有する内集団だが，職場へ行

けばそれとは全く別の集団が待っている．さらに趣味のクラブや地域のコミュ

ニティーなどは，これらと全く異なる成員で構成されている可能性も十分にあ

る．個人が自己概念の一部として所属性を意識する対象集団が，場面や文脈に

よって，変化しうるのである．一方，集団主義的な社会では，複数の内集団が

オーバーラップしていることが多い．古来からの農村社会を例にとるとわかり

やすいが，家族や親族がそのまま職業集団や地域社会を構成し，逆に地域共同

体は，必ずしも血縁を伴わなくとも，心理的な「家族」としての位置づけを持

つ．いわゆる「ムラ社会」が典型的に持つ特徴である．

　交換される資源も，個人主義的社会では複雑である．たとえば，愛情は家族

と，経済的な資源は職業集団と、そして生活上の利害は地域社会と交換すれば

よく、ここでも個人の生活目的に応じて，それぞれ個別の集団が対象となりう
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る．所属関係を持つことの可能な集団の数の多さと複雑性のゆえに，成員が個

人目標の達成を犠牲にしてまで，他成員との対人関係を優先させる必要性は必

ずしも高くない．それに比べて集団主義的社会では，さまざまな資源が比較的

少数の内集団と交換される．極端な例として．すべての資源が単一の内集団に

集中している場合すら想定できる．そこでは，集団との長期的関係を維持する

ことが重要となる。

　個人主義的社会と集団主義的社会の違いは，もちろん自己一内集団関係だけ

ではない．産業化・都市化の程度，経済的裕福さ，人口およびその移動可能性

などの社会・経済的要因は無数に考えられ，しかもどれが原因でどれが結果な

のか，要因間の因果関係の同定も容易ではない．ホフステードがそうであった

ように，トリアンディスら（1988）も，当然このような要因の介在を十分認識

していると思われる。しかし，こうした問題点は指摘されるものの，個人と集

団の関係といった概念を導入することによって，それまで文化レベルの比較で

しか論じられなかったこの領域の議論に，社会心理学的な研究の枠組みを与え

たトリアンディスらの功績は大きい．

　　5－3－3－2　実証的研究

　トリアンディスら（1988）の研究グループのもう一つの重要な成果は、個人

主義一集団主義の区別を測定可能な概念としたことである．トリァンディスら

（1988）は，質問紙法による個人主義一集団主義尺度を作成し，その信頼性，

妥当性について，入念な検討を加えた（Triandis　et　al．，19861Hui，重988も参

照）．そこでは、集団主義と関連の深い変数として「家族との一体性（血mily

integr呈ty）」や他者への「相互依存性（interdependence）ゴを．他方，個人主義と

関連を持つものとしては「自助の精神（selρreliance）」．「内集団からの分離

（separation倉om　ingroup）」などの変数を同定し，これらを測定するための尺

度を開発している．この作業によって、個人主義一集団主義とそれを取りまく

諸価値の構造的連関が，概念的にも操作的にも，より明確になったのである．

　ただし，これらの尺度を用いて得られた実証データに，日本社会の「集団主

義度」は7点尺度上の何点くらいか，といった記述的知見を求めるなら，その

結果は複雑である．トリアンディスら（1988）は，日本人の大学生および成人
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と，アメリカ人大学生を比較しているが，多くの側面で，日本人はアメリカ人

よりも集団主義的とは限らないという結果を得ている．一例をあげると．自己

と内集団成員との類似性を過大評価するといった，集団主義的文化に予測され

る傾向に，日米サンプル間の差はあまりない．同様に，内集団から受ける影響

の強さもほぼ同程度である．それだけでなく，内集団との葛藤が起こった場合．

どのようにしてそれを解決するかといった質問に対する回答では，むしろ日本

人の方が同調性が低く，内集団との対決も辞さないといった傾向を示している．

　個人主義一集団主義の一般的傾向，いわば「平均値」においては，それほど

差がないように見えるが，他の変数との関連のパターンを見ると，やはり文化

によるさまざまな違いが明らかになる．前述のトリアンディスら（1988）が調

べた他者との類似性知覚では．アメリカ人は自己に近い他者と自分は似ている

と知覚するが．「平均的アメリカ人」と比べると，自分は異なっているという，

いわゆるフォールス・ユニークネス（独自性の過大視：魚lse　uniqueness）の傾

向が見られる．日本人は逆に，「平均的日本人」と自己との類似性が強いと知

覚するフォールス・コンセンサス（合意性の過大視：魚lse　consellsus）を示して

いる．広い意味では，後者の方が集団主義的傾向と呼べるかもしれない．また，

アメリカ人は決定の際に、両親や親友などの内集団成員から影響を受けやすい

と感じているのに対し，日本人回答者では、職場の同僚の影響力がアメリカ人

の場合よりもやや強い．しかも，それは意思決定することがらにもよる．日本

人は，職業選択や結婚などの身近で重要な問題については，やはり両親などの

近い内集団から大きな影響を受けると答えている（日米間の詳細な比較につい

ては，浅井，1987を参照）．

　さらに緩坂（19％）は，日本人，韓国人，中国人という，同じアジア圏の大

学生を比較しているが，多くの側面で，この順序で個人主義的傾向を示すこと

を見いだした．また縷坂（1992）は単なる集団主義の程度の比較だけでなく，

その内容に関する，質的・構造的比較の重要性も示唆している．すなわち，日

本人回答者（社会人）には両親や配偶者など，比較的距離の近い内集団との自

己同一視や類似性知覚が見られるのに対し，中国人（大学生・大学院生）では，

親友など，やや距離を置いた内集団との関係が重要とされたのである．

　日本と他の文化を直接比較した研究だけでなく，日本文化の問接的影響を示
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した例もある．トリアンディスら（Triandis，McCusker＆Hui，1990）の研究

がそれで，ハワイ在住の日系大学生を，他のアジア系大学生や白人・黒人大学

生と比較している．それによると日系大学生は，自己と内集団との心理的的近

さや，内集団の等質性に関する知覚で，とくに高い得点を示している．家族を

通して，世代を超えて伝播された日本文化の集団主義的特徴が現れたと解釈で

きる．

　標準化された質問紙尺度を用いた，これらの研究の結果を要約すると，やは

りホフステード以来の結論に近くなる．すなわち・日本社会は西欧・北米型の

社会と比較すれば，全般に集団主義的だが，他のアジア諸国と比べれば個人主

義的と言える．ただし，こうした実証的研究はまだ端緒についたばかりである．

これまでに得られた複雑な結果を整理・統合するためには，さらなる研究の蓄

積が，理論・実証の両面で必要である．

　　5－3－3－3　文化差と個人差

　個人主義一集団主義の違いが，個人（とくに自己）と社会・集団との関係の

あり方における違いであるとすれば，文化問だけでなく，個人間にも同様の差

異が存在するはずである．この点に着目したトリアンディスら（Triandis，

Leung，Villarea1＆Clack，1985）は，個人特性としての個人主義的傾向を

“idiocentrism”，集団主義的傾向を“allocentrism”と呼んで区別した．

　個人の特性が，所属する文化の特性と一致する場合は，安定でストレスの少

ない環境といえるが、両者が不一致を起こしている場合には，個人は葛藤を強

いられることになる。個人主義的な文化環境の中では，個人主義者は自己の意

思に基づいて行動することに正の価値を見いだせるし，集団主義的文化の中に

いる集団主義者は，組織や集団の規範を受容して行動することに価値を見いだ

すことができる。こうした人たちは、自己内の認知・感情・行動にことさら非

一貫性を感じることはないであろう．しかし，個人主義者が集団主義的文化に

置かれれば，自分の意思に依拠しようとする自己と，集団規範を受容しなけれ

ばならない自己との間の非一貫性に悩むことになる．また，集団主義者が個人

主義的環境に置かれると，集団内で個人主義的行動をとることに不安を感ずる

であろう。トリアンディスら（1988）は，この種の葛藤に起因するストレスは
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国や文化によって、心臓疾患による死者の数に大きな違いがあるといった現象

を説明できるとしている．実際，トリアンディスら（ig88）は，このような葛

藤が，孤独感やソーシャル・サポートを受けていると感じる頻度などと関連し

ていることを示唆する結果を得ている．

　個人特性と社会的環境のマッチ／ミスマッチは，組織成員の具体的な課題遂

行にも影響する．アーリィ（Earley．1993）は，中国，イスラエル，アメリカの

管理職者に個人主義一集団主義尺度を施し，その個人差を測ると同時に，これ

らの被験者が日常行っている業務をシミュレートした模擬課題（例：スケジ

ュールの作成，部下の業績評価など）を与え，その関係を調べた．また，遂行

の状況設定を（1）単独で遂行，（2）内集団成員鉛名のうちの1人として遂行，

（3）外集団成員9名と一緒に遂行，の3条件に分けて、その効果を見た．結果

は，集団主義的な被験者の遂行は，内集団条件でもっとも優れ，単独，外集団

条件ではともに低かった．反対に個人主義者の場合は，個人条件の遂行が最も

良く，他の2条件では有意に遂行が低下した．すなわち，個人差変数と状況変

数がミスマッチを起こしている時は，実際の遂行も低下したのである．アーリ

ィ（1993）はさらに，国ごとの比較を行ったが，その結果は上記の個人レベル

の結果と全く同様であった．個人主義的なアメリカ人の場合，単独条件での遂

行が優れていたのに対し，比較的集団主義的なイスラエルと中国では，内集団

条件での遂行がもっとも高かった．

　以上の結果は，成員の個人主義一集団主義的特性と，状況特性の適合関係に

注意しながら，集団や組織の環境を設計することの重要性を示唆している。

5－3－4　集団主義社会と集団過程

　以上の実証的研究が，かりに日本社会の全般的傾向としての集団主義性を示

唆しているとして，さらに重要になるのは，そうした現象をもたらしている

「過程」とは何かという問いである．組織・集団と文化の関係という視点から

この問題を考える際，集団過程のあり方に及ぼす文化的影響を検討することは

有用なアプローチ法である。いうまでもなく集団過程は，集団や組織の維持・

存続と，その目標達成の両面を規定しているからである．そこで以下に．集団
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過程に現われる文化的差異について、ごく代表的ないくつかの領域を取りあげ

て議論する（さらに詳しい議論は，Bond＆Smith，1996などを参照）．

　　5－3－4－f意思決定

　個人主義と集団主義の文化の違いは，まず意思決定のあり方を左右する．ラ

ッドフォードら（Radfbrd，Mann，O卜ta＆Nakane，1993）は日本とオーストラ

リアの大学生に自己評定式の質問紙調査を行った．結果は，前者の方が，他者

の決定に黙従しがちであり，自分が決定を出さなければならない立場に置かれ

ると，うろたえたりプレッシャーを感じたりすること，またそのために自分の

決定に対する責任や，決定を下すこと自体を回避しようとする傾向が強いこと

などを明らかにした．逆に，オーストラリア人は、自ら決定することを好み，

決定前には日本人よりも選択肢を入念に検討し，しかも一度下した決定は覆し

にくいといった傾向を示した．また，オーストラリア人は意思決定に関連する

自尊心の側面で日本人よりも高い得点を示し，他方，日本人は自分で決定を下

さなければならない場面では，ストレスを感じやすいと回答する割合が高かっ

た．また，ラッドフォードら（Radfbrd，Mann，Ohta＆Nakane．1991）の調査

によると，決定を下す際，日本人はその決定に対して他者が持つ印象や，他者

から受容されるかどうかなどを重視する程度がオーストラリア人よりも強い．

これに対しオーストラリア人は．情報の収集，問題の明確化．幅広い選択肢と

その実際性の検討といった，決定の客観的側面を重視する傾向が強かった．

　これと関連して，スミスら（Sm重th，Peterson＆Misumi，1994）が，日本・ア

メリカ・イギリスの3国間で，電子部品工場のライン従業員と管理職者を対象

に行った研究も，興昧深い結果を見いだしている．分析の主な目的は，チーム

形式で作業する従業員が，作業中に生ずる問題を解決するために，主にどのよ

うな情報源を用いるかを明らかにすることであった．結果は，日本人従業員よ

りもイギリス人・アメリカ人の方が同僚には頼らず、自分自身の経験をもとに

解決しようとする個人主義的傾向が強いことを示した．またその違いは，日常

のルーティン的な事柄でも，新規な問題についてでも同様であった．ただし，

上司に頼ろうとする傾向は，日本人よりもむしろアメリカ人に強かったり，個

人主義的であると考えられるマニュアルを参照する傾向は，むしろ日本人に一
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般的であったりするなど，結果はやや複雑であった．もっとも，管理職者の意

見を聞いてみると．日本人の上司は，そのような場面ではマニュアルを開くこ

とが望ましいと考えており，部下の従業員がそのような傾向を察していたため

に，そのような結果が得られたという可能性もある．

　　5－3－4－2　リーダーシップ

　国や文化が異なれば，集団におけるリーダーのスタイルやフォロワーとの関

係もさまざまな違いを見せる．反面，組織や集団のリーダーが果たす役割や機

能については，文化の違いを超えた共通点が存在するかもしれない．スミスら

（Smith，Misumi，Tayeb，Peterson＆Bond，1989）の研究は，リーダーシップ

行動の通文化的共通性と個別性の関係をとらえた好例である．彼らは、個人主

義的文化圏からイギリスとアメリカ，集団主義的文化圏からは香港と日本を取

りあげ，電子機械工場の従業員を対象に調査を行った．リーダーシップ行動に

関するPM理論（e．g。，三隅，1984；Misumi＆Peterson，1985）に基づいて，

主に日本における集団や組織を対象に開発された質問紙尺度を施したところ，

集団の課題遂行や目標達成のために働きかけるP（perfbrmallce）機能の因子と，

成員の満足感や集団の維持とかかわるM（maintenance）機能の因子を4ヶ国

に共通して見いだした．

　しかし，それぞれの機能が，具体的にリーダーのどのような行動と関連して

部下に認知されているのか，その連関のパターンは，国や文化によってかなり

異なっていた．イギリスでは，「機械や装置の使い方を実演して見せる」，「新

奇な課題について説明する」などの，概念的にはP機能に近い行動を，M機

能と関連づけてとらえる傾向があった。また，香港では「部下と他の従業員と

の間のトラブルについて，相手のいないところで話を聞く」，「勤務時問中も時

間外も一緒に過ごす時間を作る」といった行動をM機能と関係ありと認知し

ていたが，他の国ではこれらの行動に対する認知と，M機能に対する認知と

の問の相関が低かった．このように，文化間に共通なリーダーシップの機能も．

具体的にどのような形で表現されるのかについては，その文化に特徴的な形態

が存在しているのである．

　わが国の特徴については，「他の従業員とのトラブルについて話を聞く」，
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「新しい課題や技術について指導する」，「仕事上の問題について相談に乗る」，

「書面で用件を伝える」などの行動と，M機能に関する認知との問の相関が高

く，一方P機能に関する認知は「仕事の後のつきあい」，「個人的な問題を持つ

部下の仕事量を調整してやる」，「仕事の質をチェックする」などの行動との問

に高い相関が認知されていた点が，他の国々と異なっていた．

　全般的に，英米では部下に課題遂行のためのプレッシャーをかける行動と、

P機能が関連している傾向があったが、日本や香港では遂行のための計画づく

りや目標へ向けての促進とM機能との関連が強かった．スミスら（1989〉はこ

の違いについて，部下に直接圧力をかけるような一方向的関係は個人主義に，

また双方向的な影響過程を重視する姿勢は集団主義に，それぞれ由来があるの

ではないかと解釈している．

　リーダーシップ研究においても，単にどの文化では何型のリーダーが多いか

といった記述的研究だけではなく，リーダーシップに関する構造的な共通性が

文化間にあるとすれば，それは何なのか，それが個別的にはどのような機能と

して発現するのかを，総合的にとらえることが重要である．そのような試みを

さらに重ねていく必要がある．

　　5－3－4－3　報酬の分配

　集団の得た利益や報酬を，どのような原則にしたがって成員問に分配するの

がもっとも公正と知覚されるのかについては，数多くの研究がなされてきてい

る．その代表的な問題提起の一つが，「衡平原則」（equity　rule）と「平等原則」

（equality　rule）の比較である（Adams．1965）．前者は，各個人の成績や遂行の

優劣など，集団に対する投入量に比例して報酬を分配するというもので，後者

は，投入量の大小にかかわらず同量の報酬を全成員に分け与えるというルール

をさす．そこで，自己の利益を犠牲にしてでも，内集団の成員との和を重んず

る集団主義的な社会では，個人主義的な社会に比べて，衡平よりも平等が好ま

れる，といった仮説がなり立つ．

　ルーングとボンド（Leung＆Bond，1984）は，アメリカと香港の大学生を対

象にした研究で，実際そのような結果を見いだしている．まず，自分の投入量

が少なかった場合に，相対的には自分が損をすることになる衡平原則を選択す
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る傾向が，アメリカよりも香港で強く見られた。しかもこれは，報酬分配の相

手が親友でも見知らぬ他人でも違いがなかった．一方，自分の投入量が多かっ

た場合に香港の被験者は，自らの取り分を犠牲にするおそれのある平等原則を

選択する傾向が強かった．ただしこれは報酬の受け手が親友の場合であって．

見知らぬ他人の場合には，香港の被験者といえども衡平原則を選んだ．すなわ

ち，集団主義的な香港では，自分の投入量が多い場合も少ない場合も，他の内

集団成員に有利に働く分配方法を選ぶ割合が高かったのである．（Bolld．

Leung＆Wan，1982も参照）．さらにつけ加えると，自分が分配するときには

個人主義的な原則を選ぶアメリカ人でも，他者に配慮する「寛大な」タイプの

分配者を「フェアで好ましい」と感じていることには違いがなかった．つまり，

理想の分配者と実際の自分の行動とのギャップを承知の上での選択なのである．

　ルーングと岩脇（Leung＆lwawaki，1988）は．アメリカ，日本，韓国の大

学生を対象に同様の研究を行っているが，その結果は，先のルーングとボンド

（1984）とは必ずしも一致しなかった．とくに日本の大学生は，アメリカの大

学生と同様に個人主義的で，自己の貢献が少ないときには平等を，逆に大きく

貢献したときには衡平を要求した．また，個人主義一集団主義尺度の得点もア

メリカ人なみに個人主義得点が高く、ここでもやはり，日本人を完全に集団主

義的と決めつけることへの疑問を残した．

　集団主義の影響を論ずる際，注意しなければならないのは，集団への貢献と

は，ただ一つだけに限らないという点である．たとえば，キムら（Kim，Park

＆Suzuki，1ggo）は，課題を遂行することだけでなく，他の集団成員への配慮

や援助も貢献になり得ると主張する．そして，前述のルーングら（1984）の仮

説に加えて，集団主義的社会では後者の集団維持機能に関する貢献が重視され

る，という仮説のもとに実験を行っている．残念ながら，キムらの仮説の多く

は支持されないままになっているが．ルーングと岩脇（1988）と共通するのは，

全般に日本人被験者がアメリカ人と類似した結果のパターンを示しており、少

なくとも韓国人よりは個人主義的傾向を示したことであった．

　このように，初めにルーングとボンド（1984）が示した，集団主義が内集団

に寛容な分配原則と関連するという結果と一致するデータは，少なくとも日本

人を対象とする限りあまり多くない．こと報酬分配という行動に限っていえば，
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日本人もかなり個人主義的ということを示していると思われる．ただし，ルー

ングと岩脇（1988）は，国家間の比較を無視して，個人レベルで集団主義得点

と分配方法の選択の間の相関をみたところ，集団主義的であるほど平等原則を，

逆に個人主義的であるほど衡平原則を好むことを示しており，当初の一般的仮

説に関しては，これを支持する結果を得ている。したがって，わが国において

も，より集団主義的な組織や集団，あるいはそうした傾向が強くなるような状

況を選べば，集団優先的な分配原則が見られる可能性は十分にある。また，こ

こで紹介した研究のうち，ルーングとボンド（1984）以外は全て仮想場面に基

づくシナリオ研究であることも指摘しておきたい．ルーングとボンド（1984）

のように，実際に報酬分配の方法を決定させるような手続きを用いれば，彼ら

と一致する結果が続けて見られるかもしれない．

　　5－3－4一イ　コミュニケーション過程

　文化の影響は報酬のやり取りだけでなく，情報の交換．すなわちコミュニ

ケーション過程にも現れる．グディクンストら（Gudykmst，Yoon＆Nishida，

1987）は，個人主義的社会（アメリカ）におけるよりも，集団主義的社会（日

本・韓国）におけるほうが，内集団成員間のコミュニケーションの内容が，よ

り親密で内容が深いうえ，幅も広く柔軟性に富んでいること，また成員間の協

調がとれていて，「以心伝心」的な伝わりかたをすることなどを示した，また，

相手が内集団成員の場合と外集団成員の場合とで生ずるコミュニケーション内

容の違いは．集団主義的社会でより大きかった．同様の結果は，日本，香港，

アメリカ，オーストラリアをデータ・ポイントとしたグディクンストら（Gudy－

kunst，Gao，Sc五midt，Nishida，Bond，Leung，Wallg＆Barradough，1992）でも

見いだされている．これらの結果は，集団主義的社会における内集団が個人に

とってより重要な存在であり，他の成員に対する注意や配慮といった関係が行

動を規定する程度が高いとする，前述のトリアンディスら（1988）の主張を裏

づけている．

・78 第5章組織コミットメントの諸相



5－3－5　集団帰属意識と自己概念

　これまで，集団主義の性質とその影響について，文化レベル，集団レベルの

順に分析してきたが，最後に．個人内のプロセスを中心に集団帰属意識につい

て議論する．

　　5－3－5－1集団成員性と自己概念

　集団主義的行動，すなわち個人の目標達成よりも集団の目標達成を優先させ

る行動とは，行動の主体である個人の視点からいい換えると，一個人としての

自己ではなく，集団成員の一人としての自己への意識が，自己概念の中心を占

めた状態といえる．それが極端な形を取ると、ユニークな存在としての自己の

喪失，集団への全面的な埋没といった「過剰コミットメント」になる．このよ

うな意味で，自己概念の構造とそれをめぐる過程を理解することは，個人と集

団・組織との関係を分析するうえでも欠かせない要素なのである。

　さて，個人の自己概念に，私的な側面（private　self自己の性格や情動，行

動などに関する認知），公的な側面（public　sel義他者の視点を取得した自己認

知），そして所属する集団や社会的カテゴリー（性別・人種・年齢など）におけ

る成員性の認知に基づく集合的側面（coHective　se10などがあるという議論は．

自己をめぐる多くの社会心理学的理論においてなされてきた（e。g。，Baumei－

ster，19861Greenwald，19801Linville，1985；由口．1991）．トリアンディス

（Triandis，1989）は，これらの異なる側面が状況に応じて「サンプル」され，

その時どきの自己概念の中心的位置を占めると考えた．これによると，「集団

主義的文化」とは，個人に集合的な側面をサンプルさせる状況が多い社会，

「集団主義者（allocentric）」とは，そうした側面にアクセスする個人差特性とし

ての傾向が恒常的に高い人，ということになる．当然，個人主義は他の側面の

サンプリング傾向で説明される．トリアンディスらによる個人主義一集団主義

に関する一連の文化比較研究の知見の多くは，この自己概念のサンプリングと

いう個人内過程として概念化し直すことが可能である1！

1）だからと言って個人レベルの概念に還元するべきと論じているわけではない。むしろ，

異なるレベルで並行的に概念化できる，両アプローチの有用性に注目したい．
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　　5－3－5－2　社会的アイデンティティ理論

　われわれが他者と接する時，知らず知らずのうちに相手を性別，年齢，出身

地，職業や勤務先など，その人が所属する集団や社会的カテゴリーで分類を行

っていることが多い．しかも多くの場合，その相手が自分と同じ内集団に属す

るか．それとも他の外集団に属するかの違いが，われわれの知覚や行動を左右

する。たとえば，「ウチ」か「ソト」かの区別によって，ある行動に対する評価

や解釈が変わってくる．同じ行動を見ても，それが内集団成員によるものであ

るというだけで，実際以上に優れていると思われたり，肩を持ったり，あるい

は何らかの利益の分配の際に優遇してみたりすることがある．

　「内集団バイアス」とも呼ばれる，こうした「ひいき」傾向と，その結果生じ

る集団間の葛藤過程を説明するために提出された理論の代表的な例として，タ

ジフェルとターナー（丁勾剣＆Tumer・1986）の社会的アイデンティティ理論

が挙げられる。この理論は，自己と集団成員性との関連に注目したという点で

は，トリアンディスと類似したアイディアに基づいているが、個人内の認知

的・動機的プロセスについて，より詳細な検討を行っているのが特徴的である．

　社会的アイデンティティ理論によると，内集団バイアスは，集団成員が「正

の社会的アイデンティティ」を獲得しようとする過程の現われであるという．

「社会的アイデンティティ」とは，自己概念を構成する諸側面のうち．集団成

員性に関する認知に基づくもので，感情的・評価的色彩も帯びたもの，と定義

される（丁離d，1978）。自分は他よりも優れた集団の一員であると認知するこ

とにより，自己評価を高めることができるのである．このような自己高揚的動

機づけは集団問の比較に限らず，個人のレベルで，自分は他者よりも優れてい

ると認知することによっても，確かに満足できるであろう（e．g．，Festinger，

19541Tesser，1988）．したがって，自己評価高揚の動機が集団レベルのバイア

スとなって現われるには，前述の内・外集団間の境界が明確に知覚され，前者

に対する自己同一視が行われていることが前提になる（Wilder，1986；Klarasa－

wa．1988，1991）．トリアンディス（1989）の表現を借りると，自己概念の集合

的側面がサンプルされていることが必要なのである．

　社会的アインデンティティ理論が他の理論と比べて優れている点は，内集団

バイアスや集団問葛藤が生起するための最小条件を，実験的手法によって明ら
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かにした点である．それまでの理論では，葛藤は集団間の競争関係と，そのた

めに生ずる利害の対立の所産と説明されることが多かった（e．g．，Sherif＆

Sher篤1966）．ところが，数多くの要因を厳密に統制した実験室研究によって．

そのような集団間の競争関係はおろか，集団内の成員間相互作用がないような

場面ですら，単に内・外集団の成員性が意識されただけで，内集団バイアスが

起こりうることが明らかにされた（e．g，．Brewer，1979；丁勾飼，Billig、Bundy＆

Flament，1971）．集団問の区別（カテゴリー分け）と内集団同一視が．ひいき

行動の十分条件であることが示されたのである。

　ところで，正の社会的アイデンティティを獲得する方法は，典型的には内集

団を高く評価することだが、全ての集団や組織がそのように機能してくれると

は限らない・たとえば・被支配階級や，発展途上で他から援助を受けている国

など、外集団に対する劣位を否定しようがないケースも現存する．そのような

場合，成員は必ず内集団に嫌気がさし，「負の社会的アイデンティティ」を呪

ったり，他集団へ移動しようとしたりするかというと，そうとも限らない．集

団間の移動可能性など構造的要因にも左右されるが，低地位集団の成員といえ

ども，現在の内集団にそれなりの意味を見いだし，自己のアイデンティティの

一部として，その成員性を受容するといった場合もありうる．タジフェルと

ターナー（1986）が指摘したように・ある特定の比較次元では劣位性を否定で

きない集団も，別の次元において，他に例を見ないユニークな特徴をもってい

れば，それが成員の誇りとなる場合もある（例：「会社規模の小ささこそ，わ

が社のやる気と誠意の証し．」）

　劣位集団におけるこうした「正の特異性（positive　disthlctiveness）」に関する

実証データも，まだ数は多くないが，徐々に蓄積されつつある．唐沢

（Karasawa，1995）は，日本の学歴社会において低位と見なされる学校の学生

も，集団同一視の程度と．内集団（自校）の，他に見られないユニークな側面

を認知できる程度しだいでは，内集団への評価を維持できることを示した．ま

た，ブルーワーら（Brewer，Manzi＆Shaw，1993）は，自己のユニークさを適

切なレベルで発揮できる限りにおいて，人は自己同一視の対象として，多数派

ではなく少数派を敢えて選ぶことを示している（Brewer，1993も参照）．他人

から見れば，決して高い地位や威信を伴っているとは見えない組織や集団，あ
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るいは変わり者，少数派といった集団に対して，強いコミットメントを示すと

いう傾向は，日常決して珍しい現象ではない．そうした状況に置かれた成員の，

自己アイデンティティ獲得の過程を理解することは，集団帰属意識の形成と維

持に関する理解を深めるうえで重要である．

　　5－3－5－3社会的アイデンティティと集団主義

　個人内の認知的過程を説明原理に用いながら，広く集団間関係に関する諸現

象を説明することを可能にした社会的アイデンティティ理論は，その起源であ

るヨーロッパだけでなくアメリカや日本でも，集団問行動研究における主要な

理論として用いられている（Messick＆Mackie，1987のレビューなどを参照）．

だが，近年の新しい動きとして，この理論の想定した過程，とくに集団同一視

の影響が，どのような場面でも，どのような集団にも等しく現れるわけではな

いという議論が起こっている．ヒンクルとブラウン（Hinkle＆Brown，1990）

は，個人が自己に関する認知を集団成員性によって規定しようとする程度は文

化によって異なると主張している。個人主義的文化よりも集団主義的文化で，

その傾向が強くなるというのである．集団主義一個人主義の次元と独立なもの

として，ヒンクルとブラウン（1990〉は，さらに「比較的（comparadve）」対「非

比較的（llon－comparative）」価値観という次元を想定する．すなわち，集団に

は他集団との比較を前提にしてこそ存在理由があるものと，その集団単独でも

完結した存在理由があって，比較は必ずしも必要でないものとに区別できると

いうのである．前者の典型例としてはスポーツ集団や企業などの，競争状況に

置かれた集団，後者は裁判の陪審員として集められた人々のように，集団とし

ての条件は満たしているが．他集団との比較は不必要なものなどが考えられる。

　ブラウンら（BrQwR，貝illkle，Ely，Fox－Cardamone，Maras＆Taylor，1992）

は，質問紙調査をもとにした因子分析で，これら2次元が直交因子であること

を示したうえで，各因子と内集団への帰属意識や，内集団バイアスとの関係を

調べた．それによると，社会的アイデンティティ理論が予測する集団同一視が

強いほど，内集団バイアスが大きいという相関関係は、集団を「比較的」な観

点で見ており，しかも集団主義的傾向の強い成員においてもっとも強く見らた．

他方、2つの次元の他の組合せで表現される被験者では，このような相関関係
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は相対的に弱かった．中でも，個人主義的で「非比較的」集団観を持つ被験者

では，同一視と内集団バイアスの間に全く相関が見られなかった．

　集団主義的社会では，内集団に対しては好意的，外集団に対しては非好意的

と，集団問の格差をつける傾向が顕著に見られる．ブラウンら（1992）の結果

は、それに対して一つの説明を与えている．同時にこの結果は，社会的アイデ

ンティティ理論におけるタジフェルとターナー（1986）の主張もまた，集団主

義的か個人主義的かといった文化的要因を考慮しながら，再検討しなければな

らないことを示唆している．

　　5－3－5－4　他者との関係と自己概念

　一般に集団主義的とされる社会（アジア・中南米文化圏など）では，これま

で再三述べたように，実際の行動において，他者との関係を重視する傾向が強

いと考えられる．それだけでなく，自己の存立基盤そのものに対する理解のし

かたも，他者との関係を前提としていると考えられる．この点を理論化したの

が，マーカスと北山（Markus＆Kitayama，1991）による自己理解の文化差モ

デルである．マーカスと北山（1991）は，西欧社会に属する個人の行動がしば

しば「個人主義的」であるのは，「自己」というものに対する理解の構造

（construa互）が，自己とは他から区別された実体として，独立したものという

前提に成り立っているからだと主張する．マーカスと北山（1991）はそのよう

な自己観を「独立的自己観（independellt　collstrual　ofthe　se10」と呼ぶ．これに

対して東洋（および中南米その他）では，自己の存在そのものが，他者との関

係，他者の思考・感情・行動に対する配慮などを前提として成り立っていると

いう理解があると考え，「相互依存的自己観（interdependent　construal　ofthe

self）」と呼んだ．

　マーカスと北山（1991）は，個人の認知・感情・行動に見られる西欧と東洋

での特徴の違いの多くが，これら自己の存立基盤に関する理解の違いで説明で

きることを，数々の先行研究の結果を用いて例証している．また，独立的一相

互依存的の違いは，文化問だけでなく，同じ文化内の個人差変数として存在し

うると考えている．これらの主張は，すでに他の研究者によって報告された文

化比較研究の成果を，後づけ的に説明するだけにとどまらず，そこから導きだ
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される仮説をめぐって，すでに数多くの実証的研究を生んでいる．それらの研

究の多くは，以上の主張を支持する結果を示している（e．g，，Kitayama＆Mar－

kus，1994；Singe1呈s，1994；Kashima，Y＆maguchi，Kim，Choi，Ge1魚nd＆Yuki．

19951Kitayama，Markus，Matsumoto＆Norasakkunkit，1996）．

　安藤ら（Ando，Abrams＆Hink至e，1996）は，マーカスと北山の理論をもと

に，組織コミットメントと規範意識との関連を検討し，興味深いデータを報告

している．安藤ら（19％）はまず，日本とイギリスの企業人を対象として，所

属企業に対する自己同一視の程度を測定した．さらに，職務満足度や離職・転

職の意図を質問し，併せて配偶者やパートナー，家族，同僚．上司がそれぞれ

自分の離職・転職をどの程度認めてくれると思うかを尋ねた．安藤ら（19％）

の仮説は，他者の思考・感情を重要視する日本の企業人は西欧人と比べて，離

職・転職に関する決定を下す際に，家族や知人など他者の意思や期待などに基

づく「主観的規範」の影響を受けやすい，というものであった．結果は予測ど

おりで、わが国の企業人では，他者が離職・転職を認めてくれると考えている

ほど，離職・転職の意図が強いという相関関係が見られたのに対し，イギリス

人回答者では，これらの変数間に有意な相関はなかった．さらに，日本人サン

プルの場合は，質問した4カテゴリーの他者の意向に対する知覚が，すべて離

職・転職意図に影響していたのに対し，イギリス人の場合．わずかに職場の上

司の考えに関する予測だけが行動意図と相関を持っていた。安藤ら（1996）は

続けて，大学教員を対象に同様の比較調査を行っているが，企業人の場合と全

く同じパターンの結果を見いだした．イギリスより日本の大学教員において、

家族，職場両方での他者の考えに対する配慮が，より強く離職・転職に関する

意図と関連していたのである．

　企業人に比べて大学教員の場合，同一組織にとどまることに対する誘因，た

とえば昇進や福利面での優遇処置などは相対的に小さいはずで，その意昧にお

いては組織コミットメントが弱いと考えられる，実際，この調査データでも、

単純に平均値を比較すれば，同一視の程度，職務満足などは日英ともに大学教

員の方が低く，逆に組織を離れる意図は強いという全般的傾向があった．にも

かかわらず，主観的規範といった要因をめぐる連関の構造は極めて一貫性の高

いものであった．この研究が仮説の根拠としていた，日本人の組織成員一般に
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共通する文化的要因，すなわち「相互依存的自己観」の影響が反映したものと

解釈できよう。ここでもやはり，組織コミットメントの基底にあると考えられ

る個人．集団，文化をめぐる心理的過程の影響を理解することの重要性が示さ

れていると言える2！

5－3－6まとめ

　本節の議論は，わが国の社会やその中にある組織は，果してどの程度集団主

義的かという問いから出発した．これに対して多くの実証的研究が示したのは，

一般に西欧諸国よりは集団主義的だが，アジアの他の国々や中南米諸国に比べ

れば，個人主義的傾向も強いという結果であった．しかし，繰り返し強調した

ように，このような記述的側面を扱っているばかりでは，その問いの本質に迫

ることは難しい．常識でも理解できるとおり，日本人が集団主義的と思える場

合も確かにあるが，個人主義的に振る舞うこともしばしばあり，まさに「場合

による」からである．社会心理学的観点からいえば，それよりも重要なのは、

集団主義一個人主義の「程度」を一概に測るのではなく，その基底にある社会

一心理的「過程」を理解し，さらにそれが他の要因とどのように関連している

のかを解明することである．それによってはじめて，どのような状況で，どの

ような理由から，集団主義的あるいは個人主義的行動が生ずるかを説明し，予

測することができるのである．

　同様の議論は，日本人がどのくらい組織にコミットしているか．という問い

についても成り立つ．第6章で詳しく議論するが，日本の組織におけるコミッ

2）安藤らの結果でもう一つ重要な点をあげると．この研究では予測変数として，社会的

アイデンティティ理論の観点から「組織同一視」という要因を取りあげている．これは，

「コミットメント」を構成する下位次元の一つと考えることができる。第2章でも議論し

ているように，組織コミットメントという概念は，これよりも幅の広いものであった．そ

のため，たとえばPorter，Steers，Mowday＆Boulian（1974）の作成したOrganizational

Commitment　Questiomaireなどは，この研究で結果変数として扱っている離職・転職の

意図なども，組織コミットメントの一部と想定していた（この点についての批判は，たと

えばReichers、1985などを参照）．これに対して安藤らは，より限定的な要因の選択を行

うことにより，コミットメントに関するより分析的な検討を可能にしている．
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トメントが他国のそれに比べて高いという通念には，理論的にも方法論的にも

問題があるという指摘がなされている。標準化された汎用性の高い尺度を開発

し，厳密な文化比較的研究によって精度の高い記述を行うといった努力も当然

重要である．しかし，それだけではなく，組織コミットメントと関係する諸要

因問の連関構造や，それを支えるさまざまな過程の分析を通して，日本の組織

コミットメントが持つ特殊性と，他の文化との共通性を明らかにしていくこと

はさらに重要であろう．

　集団主義をめぐる日本社会の特殊性と普遍性を論ずるため，文化比較的研究

に関する記述が本節の多くの部分を占めた．しかし，文化の違いや共通性を論

ずるからといって，マクロレベルでの分析を行うだけでは，前述の要因構造と

過程の理解にとって不十分である．集団主義の問題が個人と集団との関係に関

するものである以上，本稿が試みたように，集団レベルや個人レベルでの分析

を行い，これらを総合的な視点からまとめる作業が必要である．さらに広い領

域でこうした努力を続けることによって，個人とそれを取りまく集団や組織と

の間のダイナミックな関係を明らかにすることができるであろう。

5一イ 組織社会化

5－4－1問題の所在

　人は誰でも，ある組織に加入するとき，何らかの緊張感を覚える．その組織

についてわからないことが多く、不安がつきまとうからである。そして，実際

に組織に加入すると、自分のなすべきことについて戸惑いながら，自分の立場

や役割を学ぶことになる．組織に加入して，その組織の中で何らかの活動を行

っていくことで，徐々に自分が何をなすべきか，自分の役割がどういったもの

か，そして，どのように振る舞うことが適切なのかということがわかってくる

のである。また，組織に所属する人々が、組織内の役割や価値観を学んでいく

のは，何も新しく組織に加入したときだけではない．仕事や部署が変わったり，

私生活のうえで何か変化があったときにも，人々は、自分のなすべきこと，果
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たすべき役割，適切な行動といったものを身につけていくのである．組織社会

化（org訊nizational　socialization）のプロセスは，組織に所属する個人の，その

後の組織の中での行動や態度に大きな影響を及ぼすことになる．

　たとえば，それは，組織市民行動（organizational　citizensh圭p　behavior），離

職意志，実際の離転職，満足感などに影響を与えている．組織コミットメント

に対しても非常に重要な関係がある．つまり，組織社会化は，組織に関する研

究でも非常に重要なものの一つであると考えられるのである，

　以下では，組織文脈における社会化，すなわち組織社会化について過去の研

究をレビューする．まず，組織社会化という概念について検討したい．次に，

組織社会化の構造について検討する．その後，新しく紐織に加入するメンバー

の組織社会化のプロセスで重要な役割を果たすと考えられる，新加入メンバー

の組織に対する期待と，新加入メンバーに対する社会化の方略（sodalizadon

tactics）について考え，最後に，組織コミットメントの発達について検討する．

5－4－2組織社会化という概念

　組織に加入した後のメンバーの行動や態度に大きな影響を与えると考えられ

る社会化は，これまで大いに注目を集めてきた．ここでは，組織社会化という

概念がどのように定義され．組織社会化というものが，いったいどのような構

造をもっているのかについて検討していきたいと思う．

　　5－4－2－1組織社会化の定義

　組織社会化とは，どのように定義される概念であろうか．ルイス（Louis，

1980）は，組織社会化を，「組織での役割を遂行することと、組織のメンバー

として参加することにとって不可欠となる．価値観，能力，期待される行動，

社会的知識を正しく識別していくようになるプロセス」と定義し，こうした組

織社会化の定義は，「仕事のこつ（the　ropes）を覚えること」という一般的なも

のから，より詳細なものへと変化してきたことを指摘している．多くの研究で

は、組織社会化は，このように，入々が新しい組織での役割や仕事に対して適

応していくためのプロセスとして定義されている．
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　このように，組織社会化をメンバーの適応のためのプロセスとして定義し，

社会化のプロセスのみを重視する研究が多いことに対して，チャオら（Chao，

0’Leary－Kelly，Wol£Klein＆Gardller，1994）は，その社会化の内容とプロセ

スの両方に注目することが重要であると指摘し，組織社会化を「個人が組織内

での特定の役割に自分自身を適応させていくための，学習の内容とプロセス」

と定義した．つまり、新しく組織に加入するメンバーの社会化のプロセスだけ

ではなく、組織社会化自体の内容や概念化も重要であると考えたのである．こ

こでは，こうしたチャオら（Chao，et　a1．，1994）の定義にしたがい，組織社会

化について検討したい．

　　5－4－2－2　組織社会化の概念に関する問題点

　組織社会化の概念については，これまでの研究において，いくつかの問題点

があると考えられる．以下では，重要となる問題点を3つあげて検討したい．

　（1）まず，組織社会化が新しく組織に加入するメンバーだけに特有のもので

あるかどうかという問題である．チャオら（Chao　et　al．，1994〉は，組織社会化

に関するこれまでの研究の多くが，新しく組織に加入するメンバーを対象にし

て行われていることに対して，組織社会化は．個人の職業生活全般にわたって

影響を与える終生のプロセスである（Van　Maanen．1976，i9841Morrison＆

Hock，19861Feldman，1989）という社会化理論の基本的な考え方を強調し，組

織社会化を新しく加入するメンバーだけに特有のものではないとした．チャオ

ら（1994）は．すでに組織のメンバーとして確固たる立場を築いている人たち

にとっても，仕事やキャリアの公的な変化から，微妙な生活の変化に至るまで

のさまざまな出来事が，生活において何を優先させるか，成功とは何を意味す

るのかを再定義する必要が絶えず生じて，組織における役割に変化が起こりう

ると指摘している．つまり，組織社会化という概念は，新しく組織に加入する

メンバーだけを対象とするものではなく，すでに組織のメンバーとして確固た

る立場を築いている人たちをも対象とするものであり，個人の職業生活全般に

わたって影響を与えうるものであると考えるべきである．

　（2）次に，組織社会化の研究が．組織のメンバーの組織への適応のためのプ

ロセスだけに焦点を当てるものでよいのかという問題である．チャオら
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（1994）は、組織社会化の研究には，大きく分けると2つの領域があるとして

いる。1つは，組織社会化のプロセスに関するものであり，新しく組織に加わ

るメンバーが通過し，メンバーとして成長してくる段階に関する研究や，新し

く加入したメンバーの，情報の取得プロセスやフィードバック探査行動に関す

る研究などである．もう1つは，組織社会化の内容に関するものであり．組織

社会化を通じて，実際に何が学ばれているのかに関する研究である．チャオら

（1994）は，これまでは組織社会化についての議論が，社会化のプロセスの検

討に偏り，社会化の構造や内容に対して十分行われていなかったことを指摘し

ている．

　研究領域の偏りのために生じている重大な問題がある．それは，何によって

社会化を測定するかという問題である．いくつかの研究（Van　Maanen，19751

Gomez－M匂ia，1983）では，勤続年数が長いメンバーは，勤続年数が短いメン

バー1こ比べて，より社会化されているという仮定のもとに，組織社会化の程度

の測定に組織での勤続年数が用いられている。しかし，（1）で論じたように，

組織社会化は個人の職業生活全般にわたって影響を与えうるものであり．組織

社会化の程度は，勤続年数とも関連するかもしれないが，理論的には社会化の

程度と勤続年数は同義ではあり得ない．チャオら（1994）は，組織社会化の程

度を勤続年数によって測定している研究では，組織社会化によってもたらされ

たとされているものが，真の意味で，メンバーの社会化や学習によって得られ

ているのかどうかは，推測の域を出ないと指摘している．このことに配慮すれ

ば，社会化の内容を十分に検討する必要があることは明白であるし，社会化の

定義の部分で論じたように，組織社会化のプロセスと，組織杜会化の構造や内

容の両方の領域に対する検討が必要であるのはいうまでもない．

　（3）さらに，組織社会化のプロセスの中で，メンバーをどのように捉えるか

という問題である。バウアーとグリーン（Bauer＆Green，1994）は，新しく組

織に加入するメンバーの捉え方として，2つの捉え方があるとしている．1つ

は，新しく組織に加入するメンバーを，社会化を押しつけられる存在として

（Schneider，1983），受動的に組織によって社会化される存在として捉えるもの

である。もう1つが，新しく組織に加入するメンバーを．積極的な社会化の参

加者であり，自分たちの努力によって，環境についての意味を生成し（Louis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－4組織社会化1189



1980），情報を探索し（As益fbrd．1986）・社会的な支援を発達させる

（Morr至son，1993a，1993b）存在として捉えるものである．メイジャーら

（M電or，Klozlowski，Chao＆Gardner，1995）は，現在の理論的な立場としては

前者の捉え方よりも，後者の捉え方の方が有力であるとしており，新しく組織

に加入したメンバーは，組織に所属する他のメンバーと相互作用を行いながら，

意味生成の活動に従事している存在であると考えている（e・g・，Schneider＆

Reichers．19831Reichers，i987）．このような議論は，新しく組織に加入するメ

ンバーについてなされたものであるが，（1）でみたように組織社会化は個人の

職業生活全般にわたって影響を与えうるものであり，すでに組織のメンバーと

して確固たる立場を築いている人たちも，組織の中での活動によって，自らの

組織における役割の変化に対して適応するものと考えれば，新しく組織に加入

したメンバーだけではなく，組織に属するあらゆる人々へと議論を拡張し、組

織社会化という概念において，社会化のプロセスを経験するメンバーを他のメ

ンバーとの相互作用によって，能動的に組織社会化に従事する存在として捉え

るべきであるということになる．

　以上の論点から，組織社会化を検討する上で重要なことは，次の3点である．

　1）組織社会化は，組織に所属する人々の職業生活の中で終生作用するもの

であるということ．

　2）組織社会化には、組織に所属する人々が，組織における特定の役割に対

して，自らを適合させていくために「何を学ぶか」という内容についての側面

と、組織における特定の役割に対して，自らを「どのように適合させていく

か」というプロセスに関する側面の2つの側面があるということ．

　3）組織における特定の役割に対して自らを「どのように適合させていくか」

というプロセスは，組織がメンバーに対して一方的に与え，メンバーがそれを

受動的に受け取っていくのではなく，メンバーは組織における特定の役割に適

応していくために，他のメンバーとの相互作用によって，自ら能動的に行動し

ているということである．

　このように，組織社会化について検討する場合には、これらの3点の概念的

な組織社会化の位置づけが重要である．
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5－4－3　組織社会化の構造

　これまでは，組織社会化の概念的な整理を行った．

構造はどのようであるかについて検討したい．

以下では，その社会化の

　　5－4－3－1組織社会化の内容の6つの次元

　これまで論じてきたように、組織社会化を通じて実際に何が学ばれているの

かに関する研究は多くない．しかし，その中でも社会化の次元についてはいく

つかの研究がある．社会化の次元に関する研究の枠組みを作りあげたのは，シ

ェイン（Schein，1968，1971），フェルドマン（Feldman，1981）、フイッシヤー

（Fisher，1986）などである．これらの研究では，労働に関する役割行動・目標，

価値観といった共通の社会化の内容についての検討が行われた。

　チャオら（Chao　et　al．、1994）は，社会化の次元に関する先行研究を検討する

ことによって，組織社会化の6つの次元が概念化されたと考えている．この組

織社会化の6つの次元とは’パフォーマンスの進歩（perfbrmance　pronciency），

人間関係（people），政治（politics），言語（language）・組織の目標と価値観

（organizatiollal　goal　and　value），歴史（history）の6つの次元である．

　パフォーマンスの進歩は，組織のメンバーが，どの程度，仕事に含まれる課

題について学ぶかということに関する次元である．チャオら（1994）は．十分

な仕事の技術を持っていなければ，どのように動機づけされていても，成功の

チャンスはほとんどないとして，パフォーマンスの次元を明確に区別すべきと

いう指摘（Feldman，1981）や，要求されている仕事を遂行することを学ぶこと

は．明らかに社会化にとって決定的に重要な部分であるという指摘（Fisher，

1986）に注目した。さらにジョブパフォーマンスは，必ずしも社会化とは直接

結びつかないが，何を学ぶ必要があるのかを見極め，メンバーが必要とされる

知識，技術，能力にどれほど熟達できるかということは、社会化のプロセスに

よって直接影響を受けると論じている．このように・パフォーマンスの進歩は・

社会化の非常に重要な一次元であるということができる．

　人間関係は，組織に所属するメンバーが，どの程度，他のメンバーたちと友

好で確かな仕事の上での関係を確立するかということに関する次元である．チ
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ヤオら（1994）は，善良な人や，組織，仕事のグループ，仕事を学べる人を見

つけだすことは，社会化の中枢的な役割であるという指摘（Fis五er，1986）を重

視し，構造的に定義される組織での人間関係と同様に，仕事の内外にかかわる

個人のパーソナリティー特性や組織内での集団力学（groupdynamics）が・組

織のメンバーの社会的スキル（sodal　ski1重）や行動が，他のメンバーに受け入れ

られる度合いを決めると指摘している．また，社会化のプロセスを経験するメ

ンバーが，他のメンバーとの相互作用によって，能動的に社会化に従事する存

在であることを考えれば，このプロセスを支える他のメンバーとの関係を，ど

のように作るのかということは，社会化の重要な位置を占めると考えられる．

したがって，組織内の人間関係も組織社会化の次元を考えていく上で不可欠の

ものである．

　政治は，組織のメンバーが公私にわたる仕事上の人問関係や，組織内での権

力構造に関する情報を得ることに成功するかどうか，ということに関する次元

である．こうした政治の次元の重要性については，これまでの研究でもたびた

び議論されている．シェイン（Schein，1968）は，新しく加入するメンバーは，

自分の新しい役割にとって効果的な行動パターンを学ばなければならないとい

う立場をとり，フェルドマン（Feldman，1981）は・グループ間での葛藤への解

決策を探究することが，社会化の鍵となる要素であることを指摘し，フィッシ

ャー（Fisher，1986）は，組織内の文化から働くことを学び，政治的な行為に対

処することを学ぶことは，社会化に含まれると指摘した。チャオら（1994〉は．

こうしたこれまでの議論から，組織内での効果的な行動パターンや，グループ

間での葛藤の解決策，政治的な行為への対処などの政治を学んでいくことも社

会化の重要な一面であるとした。

　言語は，組織のメンバーが，職業に関する専門的な言語や，所属する組織に

特有の，略語，俗語，内輪の仲問言葉に関する知識を，どの程度学べるかとい

うことに関する次元である．組織のメンバーが，他のメンバーから得られた情

報を解釈し，有効なコミュニケーションを行うためにも，会社に特有の言語に

関する，ある種の基本的な知識の獲得が必要であるという指摘（Manning，

1970）から，チャオら（1994）は，組織内での有効なコミュニケーションとか

かわる言語の次元も社会化の一次元として重要であるとした．
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　組織の目標と価値観は，組織のメンバーが所属する組織の持つ目標や価値観

を理解することができるかどうかにかかわる次元である．チャオら（1994）は．

組織の目標と価値観の次元は．パフォーマンスの進歩と同様に，これまでのほ

とんどの社会化の定義に含まれており，研究社会での同意ができている次元で

あると論じる．フェルドマン（1981）は，新しく加入したメンバーが，言葉に

されないルールや規範，そして私的なネットワークを理解していく過程におけ

る，集団の規範と価値観を学ぶことの役割について注目した．このように，組

織の目標と価値観は，権力や統制権を持つ立場の人間が信奉する，条文化され

ない私的な，そして暗黙の目標や価値観にまで拡張されている（Fisher．1986）

のである．さらに，チャオら（1994）は，こうした組織の目標と価値観の次元

が，メンバーの仕事や現在の職場環境の範囲を飛び越えて．メンバーとより大

きな組織を結びつけていることを指摘している．このように、組織のメンバー

と組織を直接的に結びつけるものとして，組織の目標と価値観という次元は非

常に重要な意味を持つようである．

　歴史は，組織のメンバーが・組織の伝統，習慣，神話，儀礼などを含む紐織

の歴史的なことについて，どの程度理解しているかということに関する次元で

ある．こうした組織の歴史に関する知識は，組織のメンバーが，特定の相互作

用や環境において，どのようなタイプの行動が適切であり，不適切であるのか

ということを学ぶ手助けとなり（Schein，1968），メンバーの所属する組織でよ

く語られる物語や武勇談などは，組織において鍵となる根本方針を理解する方

法として重要である（Fisher，1986）。また，チャオら（1994）は，リッチとフ

ンクハウザー（R．itti＆Funkhouser．重987）の研究にも注目している．この研究

では，組織における，伝統，習慣，神話，儀礼などが，どのように伝えられ，

特定のタイプの組織のメンバーを次々とつくり出しているかが記述されている．

このように、組織に所属するメンバーが，その組織における適切な行動を見極

め，そして，組織が自分の組織に適した人材をいかに育成していくかというこ

とに関して，歴史の次元は重要な役割を果たしているのである．

　5－4－3－2　組織社会化の内容の次元に関する実証研究

チャオら（Chao　et　al．，1994）は，以上のような6つの社会化の内容次元につ
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いて検討した後，最終的には432人の技術者とマネジャーを対象にして，1987

年から1991年にかけて4回にわたる継時的な調査研究を実施し，社会化の次

元に関する3つの研究を行っている．

　第1の研究では，1988年の594人から得たデータを用いて，34項目の社会

化の内容に関する項目の因子分析を行っている．この因子分析からは，6因子

解が得られ，社会化の内容の多次元性と，パフォーマンスの進歩，人間関係，

政治，言語，組織の目標と価値観，歴史の6つの次元の存在が確認された．た

だし、6つの因子間の相関係数は，023から0，64と比較的高いものもあり，

この研究だけでは，6つの次元の弁別妥当性は検証できなかった．

　第2の研究では，第1の研究の項目選定のための予備調査に参加した597人

のデータを用いて，客観的な仕事の変化が生みだす社会化について継時的研究

を行った．この研究は，組織のメンバーが3つの組織次元での移動を経験すれ

ば，必ず新しい要求や役割の変化を新たに学習するという，シェイン（Schein，

1971）の議論に基づいたものである．3つの組織次元とは，生産，財政、研究，

発展などの事業上の領域にかかわる機能的（fhnctiona1）次元．地位，権力と権

威の水準の領域にかかわる階層的（hierarch玉cal）次元，職務ユニットの事業の

中でどのくらい中心的な存在であるかという領域にかかわる包含（inclusion）

次元である．チャオら（1994）は，こうした組織次元のうちの、1つ，または

それ以上での移動が，すでに組織のメンバーとして確固たる立場を築いていた

人々にも，再び社会化の経験を与えると考えた．そのため，チャオら（1994）

は，仕事の変化を経験していない人と，同じ組織内で仕事の変化を経験した人、

組織も仕事も変化した人で，それぞれ，どのように社会化の内容の次元が変化

するかを検討したのである．この結果，仕事の変化を経験していない人は，仮

説どおり，社会化の内容のすべての次元で，社会化の程度が同じか若干増加し

ていた．また，組織も仕事も変化した人も仮説どおり，社会化の内容のすべて

の次元で，社会化の程度が最大の減少を示していた．同じ組織内で仕事の変化

を経験した人については，仮説は，社会化の内容の6次元のうち，仕事の変化

にかかわるパフォーマンスの進歩，政治の次元は，組織内でほぼ一定と考えら

れる言語．組織の目標と価値観の次元よりも，社会化の程度が大きく減少する

というものであった．この仮説は部分的に支持され，パフォーマンスの進歩は
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6つの次元の中で最大の減少を示したが，政治の次元には変化が見られず，同

じ組織にいる限りは比較的一定であると思われた，言語と組織の目標と価値観

の次元で変化が見られた．このように第2の研究から，仕事や組織を変わるこ

とによって，社会化の程度は減少し，その減少はメンバーが経験する仕事の変

化によって，ある程度異なっていることが明らかにされた．また，この研究は，

社会化は新しく加入するメンバーだけが経験するものではなく．すでに確固た

る立場を築いているメンバーも経験するのであり，個人の職業生活全般にわた

って影響を与えるものであるという議論も支持しているのである．

　第3の研究では，社会化の内容の6つの次元と．社会化の結果と考えられる

収入（personal　income），キャリアヘの関与（career　involvement），仕事に対す

る満足Gobsatis負ction），アイデンティティの強靱さ（identityreso里ution），適

応性（adaptabまlity）とが，どのような関係にあるかということについて継時的

な研究が行われた．この結果，すべての社会化の結果変数において，社会化の

内容が，勤続年数（organizational　tenure），職務勤続年数Gob　tenure）よりも．

強い規定力を持っていることが明らかとなり，それぞれの従属変数に対して．

社会化の内容の次元が異なる影響を与えていることが明らかとなった．この結

果は，第1の研究では検証できなかった6つの次元の弁別妥当性を支持するも

のであり，さらに，社会化を測定するためには，勤続年数を用いるよりも社会

化の内容に関する6次元を測定することの方が有効であることを示している．

　　5－4－3－3　組織社会化の構造

　これまで検討してきたように、社会化の内容は，パフォーマンスの進歩，人

問関係，政治，言語，組織の目標と価値観，歴史という弁別妥当性を持った6

次元構造を持っており，これら社会化の内容の6次元は，社会化の程度を測定

する上でも・これまでの研究で頻繁に用いられていた勤続年数よりも・社会化

の結果変数に対して強い規定力を持っている．さらに，社会化の次元に関する

チャオら（1994）の研究は，社会化が新しく組織に加入するメンバーだけが経

験するものではなく、すでに組織のメンバーとして確固たる立場を築いている

人たちも経験するものであり，個人の職業生活全般にわたって影響を与えるも

のであることも示している．このように，今後の社会化の研究は，組織のメン
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バーの職業生活すべてを視野に入れ，社会化の程度についても勤続年数などの

間接的な指標だけを用いるのではなく，直接的な社会化の内容を用いて検討す

ることが必要となってくるだろう．ただし，新しく組織に加入するメンバーの

組織社会化について検討する場合には，基本的にメンバー全員が，社会化の程

度については，ある程度均質化していると考えられるために，この場合には、

勤続年数などの時問的な変数を社会化の指標として用いることには，一定の有

効性はあると考えられる．

5－4－4　新しく組織に加入するメンバーの組織社会化

　社会化が新しく組織に加入するメンバーだけが経験するものではなく，すべ

てのメンバーが経験しうるものであることは，これまでにも述べた通りである

が，社会化の研究の大きな焦点となっているのは，新しく組織に加入するメン

バーの社会化である（Feldman，1976；Van　Maanel1＆Schehl，1979）。新しく加

入するメンバーの持つ，組織に関する情報は少なく，組織の中での自分のなす

べきことや役割については，実際に組織の中での活動を通して理解していく．

そのため，新しく組織に加入するメンバーが，その後・組織の中でどのような

態度を形成し，どのように振る舞うかは，組織にとって非常に重要なこととな

るのである．以下では，新しく加入するメンバーの社会化の問題について検討

する．

　　5－4－44　新しく加入するメンバーの社会化のプロセス

　新しく加入するメンバーの社会化のプロセスを明らかにするために，いくつ

かの理論的な研究から，社会化のモデルが提案されている（e．g．，Feldman，

1976；Van　Maallen，1976；Schei11，1978）．モデルのほとんどで．そのプロセス

が，加入前（pre－entry），適応（accommodation）．結果（outcome〉の，3つの

要素から成り立っているという見解を受け入れ，組織に加入する以前の経験が

メンバーの社会化プロセスの重要な部分を占めていると論じられている

（Feldmal1，1976）．バゥァーとグリーン（Bauer＆Green，1994）は，社会化の

プロセスに・加入前，適応，結果の他に，活動（activities）という要素を加え

・96 第璋組織コミットメントの言者相



てモデルを提示している。これは，新しいメンバーがさまざまな活動を行うほ

ど，メンバーの組織に関する情報収集を通じて，適応の機会が増大し

（Morrison，1993a），新しく加入したメンバーが他のメンバーから社会化され

る機会が増えて、適応が進むという考えに基づいている．バウアーとグリーン

（1994）のモデルは，社会化がメンバーの組織における特定の役割に適応する

ための，他のメンバーとの相互作用を通じた能動的な活動であるという考え方

からしても，納得できるものである．このように，社会化には，加入前，活動，

適応，結果といった4つの要素からなるプロセスであると考えることができる

のである．

　　5－4－4－2新しく組織に加入するメンバーの持つ期待

　フィッシャー（Fisher，1986）も指摘しているように，社会化のプロセスの中

で，加入前のメンバーの態度は重要な位置を占めている。社会化の研究の中で，

メンバーの加入前の問題として，注目を集めているのが，新しく加入するメン

バーの持つ，組織や役割に対する期待である．そのメンバーは，新しい状況や

自分の役割に関する一連の期待を持って加入してくる．その期待は，しばしば

現実の組織での生活とは一致せず，彼らはリアリティショックと呼ばれる期待

と現実の不一致を経験する．リアリティショックを感じれば．メンバーの適応

プロセスに重大な負の影響がでる（Van　Maanen，王9751Wanous，1980）と考え

られ，適応プロセスでの障害は，欠勤（Porter＆Steers，1973），離職意志

（Wanous，Poland，Premack＆Davis，1992），そして，離転職（Porter＆Steers，

19731Wanous　et　a1．，1992）へと結びつくと考えられている．一方，組織での

現実の生活が，新しく加入するメンバーの期待に沿うものであれば，組織コミ

ットメント（Tamenbaum，Mathieu，Salas＆Camon－Bowers，1991；Wanous　et

a1．．1992）、仕事に対する満足度（Greenhaus，Seidel＆Ma血is，1983；Wanous

et　al．，1992），仕事のパフォーマンス（Wallous　et　a1．，1992），自己有効性

（Tamellbaum　et　a1、，1991）は高まると考えられるのである．組織での現実の

生活が，新しく加入するメンバーの期待どおりであれば，組織に対して好影響

をもたらし，逆に，メンバーがリアリティショックを感じれば，組織に対して

悪影響を及ぼすとする考え方は，期待適合仮説（met－expectation　hypotkesis）
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と呼ばれている（Porter＆Steers，1973；Wanous，1977，1980，1992）．

　タネンバウムら（Tannenbaum　et．al・・1991）は，期待適合仮説に基づき，ア

メリカ海軍の666人の新兵を対象にして調査を行った．この研究では，訓練の

直前と、8週間後の訓練終了後にデータの収集を行い，訓練が新兵の期待を充

足させた度合い（trailling飼611ment）に関して研究を行っている。この結果，

訓練が期待を充足させた度合いは，組織コミットメント，自己有効性，訓練に

対する動機づけに正の影響を与えることが明らかとなり，期待適合仮説を支持

した．また，ワノウスら（Wanous　et　al．，1992）は，従来の研究のメタ分析を

行い，新しく組織に加入するメンバーの期待を充足させるかどうかが，仕事に

対する満足度，組織コミットメント，離職意志の重要な決定要因であることを

明らかにして期待適合仮説を支持した，

　しかし，期待適合仮説に対しても，検討の余地があるという指摘もある．

アービングとメイヤー（Irving＆Meyer，1994）は，ワノウスら（1992）のメタ

分析に含まれる研究の多くには方法論的な問題があるとした．アービングとメ

イヤー（1994）は，エドワーズ（Edwards，1991）の推奨する階層重回帰分析を

用いて，3変数関係を3次元曲面表示する反応面法（responsesurねce

methodology）による分析を行った．その結果，期待適合仮説はほとんど支持

されず，期待の充足よりも仕事の経験によって，仕事に対する態度や行動は決

定されると論じた．

　また，メイジャーら（M暗or，Kozlowski．ChaG＆Gardner，1995）は，ルイ

ス（Louis，1980）によって，期待適合仮説とは区別された意味生成（sense－

making）アプローチの重要性に注目した．意味生成アプローチにおいては・

新しく加入するメンバーは積極的に情報を集め，役割を身につけていくと仮定

されるため，新しく加入するメンバーの初期の社会化にとって重要な役割を果

たすのは，メンバーと頻繁に相互作用を持つことが予想されるメンバーの上司

や同僚であると考えられる．メイジャーら（1995）は，この視点から・新しく

加入する大卒者224人を対象にして，組織に採用されてから実際に働くまでの

間と、組織に加入して4週問後の2回にわたって収集したデータからの研究を

行った．この結果，新しく加入するメンバーが，組織における役割や価値観を

受け入れる程度に対する期待を充足させる度合いは，組織コミットメント，仕
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事に対する満足感，転職意志を規定することが明らかとなり，期待適合仮説は

支持された．さらに，上司との関係は，直接的に，組織コミットメント，仕事

に対する満足感，転職意志を規定し，同僚との関係は，組織コミットメントと

仕事に対する満足度を規定することが明らかとなった．そして，メイジャーら

（1995）は，期待が充足される度合いと，組織コミットメントなどの社会化の

結果変数との関係に対する，上司との関係と同僚との関係の媒介効果を検討し

た．この結果，上司との関係は，ある程度の媒介効果を持つことが明らかにさ

れたが，同僚との関係は，あまり媒介効果を持たないことが明らかとなった。

この研究からは，新しく組織に加入するメンバーの組織や役割に対する期待が

充足される場合には、組織内の人間関係はほとんど，期待の充足と社会化の結

果との関係に影響を持牽ないが，新しく組織に加入するメンバーの組織や役割

に対する期待が充足されず，リアリティショックを経験している場合には，組

織内の人間関係が友好なものであれば，リアリティショックによる悪影響が緩

和できるということが示唆された．

　以上のように，期待適合仮説はある程度支持されている仮説であるが，その

方法論に問題がないわけではない．また，期待の充足の度合いと組織社会化の

結果との関係に，組織内の人間関係やその他の要因が媒介している可能性もあ

る．したがって，新しく加入するメンバーに，加入前の段階で．現実に近い期

待をもたせることだけが，組織社会化の望ましい結果を得るための方法ではな

い．今後は、仕事の経験や，組織内での人間関係などに関しても，組織社会化

に対する影響の検討がさらに必要となるであろう．

　　5一イー4－3　組織社会化の方略

　新しく組織に加入するメンバーが，初期に経験する社会化は，メンバーのそ

の後の態度や行動に大きな影響を及ぼすことが多くの研究から指摘されている

（Herzberg，Mauser，Oeterson＆Campbe11，1957；Schein，1968；Buchamn，

19741Feldman，1976，19811Katz，1978；Mowday，Porter＆Steers，1982；Piece

＆DUIlham，1987）。したがって，組織が新しく加入するメンバーに対して，

どのような社会化の方略（socialization　tactics）を用いるかによって、加入する

メンバーが組織内でどのような態度を示し行動するかも変わるのではないかと
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考えられる．

　バンマーネンとシェイン（Van　Maanen＆Schein，1979）は，社会化の方略に

6つの次元があることを論じた．その6つの次元とは，共通の訓練を行うのか，

それとも，個別でユニークな訓練を行うのかなどの集合的（collective）一個別

的（ind量vidua1）の次元，現職者と分離して訓練するのか，それとも，現職者と

の実際の仕事を通じて訓練するのかなどの形式的（fbma1）一日常的

（infbrmal）の次元，社会化活動の進行に関する具体的な情報を提示するのか，

それともしないのかなどの逐次的（sequentia1）一不規則的（random）の次元，

杜会化の各段階の正確な予定表を提示するのか，それともしないのかなどの固

定的（飲ed）一可変的（variable）の次元，現職者をモデルに利用するのか，そ

れともしないのかなどの連続的（seria1）一分離的（disJunctive）の次元，組織の

先輩から能力に関しての社会的支持を与えるのか、それとも否定的な社会的経

験と革新性に関する軽視を用いて，組織の望む役割にあてはめようとするのか

などの付与的（investiture）一剥奪的（dlvestiture〉の次元である．

　ジョーンズσones，1986）は，バンマーネンとシェイン（1979）の社会化の方

略が6次元構造であるという見解に対して，これらの6次元は，より包括的な．

制度的（illstitutiona1）一個性的（individua1）という1次元の反映であると主張

した．制度的な社会化の方略とは，集合的，形式的，逐次的，固定的，連続的，

付与的な方略であり，個性的な社会化の方略とは．個別的，日常的，不規則的，

可変的，分離的，剥奪的な方略である．

　バンマーネンとシェイン（1979）とジョーンズ（1986）は，社会化の方略と，

役割の方向性（roleor玉entatio11）との関係について論じている．個別的，日常

的，不規則的，分離的な方略は，それぞれ革新的な（inovative）役割の方向性

と結びつき，集合的，形式的，逐次的，連続的な方略は，それぞれ型にはまっ

た（custodia1）役割の方向性と結びつくことに関しては，両者の見解の一致を

みたが，バンマーネンとシェイン（1979）は．固定的，付与的な方略は，それ

ぞれ革新的な役割の方向性と結びつき、可変的，剥奪的な方略は，それぞれ型

にはまった役割の方向性と結びつくと主張したのに対して，ジョーンズは，こ

の逆である，可変的，剥奪的な方略が，それぞれ革新的な役割の方向性と結び

つき，固定的，付与的な方略が，それぞれ型にはまった役割の方向性と結びつ
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くと主張した．

　アレンとメイヤー（Allen＆Meyer，1990a）は，メンバーが組織に加入して6

ヶ月後とi2ヶ月後のデータを用いた継時的な研究を行った．彼らはこの研究

において，ジョーンズ（1986）の追試を行い，社会化の方略，役割の方向性，

組織コミットメントの3者の関係を明らかにしようとした．

　社会化の方略と役割の方向性についての検討の結果，相関分析においては，

バンマーネンとシェイン（1979）の主張とジョーンズ（1986）のそれが一致して

いる次元に関しては，主張が支持され，両者の見解が食い違っている次元に関

しては，ジョーンズ（1986）の主張が支持された．したがって，バンマーネン

とシェイン（1979）の6つの次元が・ジョーンズ（1986）の制度的一個性的とい

う1次元の反映であることが示唆されたが，重回帰分析の結果．役割の方向性

に規定力を持ったのは．連続的一分離的の1次元だけであり，ジョーンズ

（1986）の社会化の方略が1次元であるという主張は十分には支持されなかっ

た．

　この研究における社会化の方略と組織コミットメントとの関係の検討の結果，

組織に加入して6ヶ月後の組織コミットメントは．社会化の方略の6次元のす

べてと相関し．12ヶ月後の組織コミットメントは、付与的一剥奪的の次元だ

けと相関していることが明らかとなった．この結果，ジョーンズ（1986）と同

様に，制度的な社会化の方略と高い組織コミットメントが結びついていること

が明らかとなった．しかし，重回帰分析の結果は、6ヶ月後では．固定的一可

変的，付与的一剥奪的，12ヶ月後では，付与的一剥奪的の次元だけが，組織

コミットメントに影響を及ぼしていることが明らかとなり，社会化の方略の1

次元性はここでも十分には支持されなかった．

　この結果から，アレンとメイヤー（1990a）は，社会化の方略と，役割の方向

性や組織コミットメントとの関係に共通の潜在要因として，役割の確かさ

（role　certainty）という変数がかかわっていると示唆している．

　ベイカー（Baker，1995）は、アレンとメイヤー（1990a〉のデータをRISREL

7．20を用いて再分析し，社会化の方略，役割の方向性，組織コミットメント

の3者の関係をモデル化した．その結果，社会化の方略と，役割の方向性や組

織コミットメントとの間に，役割の確かさと，現職者との相互作用
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（illcumbent呈nteraction）が，潜在変数として介在していることが明らかとなっ

た．この研究から得られたモデルによれば、連続的，集合的，形式的，固定的

な社会化の方略は，役割の確かさを増大させ，役割の確かさは，12ヶ月後の

組織コミットメントを低下させる．また，連続的．固定的な社会化の方略が現

職者との相互作用を増大させ，現職者との相互作用は6ヶ月後の組織コミット

メントを高めるのである．

　これらの研究から，社会化の方略と役割の方向性や組織コミットメントとの

関係は，まだ十分に解明されたとはいい難い．現在の段階では，社会化の方略

と役割の方向性や組織コミットメントとの問には，仕事の確かさや現職者との

相互作用などの潜在変数が介在していることが明らかになっている程度である．

このほかにどのような潜在変数が存在し，社会化の方略と役割の方向性や組織

コミットメントとの関係が，具体的にどのような構造になっているかはまだ明

らかとはいえない．新しく組織に加入するメンバーに対する，どのような社会

化の方略が，組織にとって望ましいメンバーの行動や態度を引きだすかは、さ

らに今後検討を続けなければならない．

5－4－5組織コミットメントの発達

　組織に加入し，組織の中で労働する人々は．自分たちの組織に対する組織コ

ミットメントを持つようになる．メンバーの組織コミットメントは，メンバー

の組織内での態度や行動に大きな影響を及ぼすために，組織にとっても非常に

重要なものである．メンバーが組織の一員となっていくための社会化において

も，組織コミットメントがどのように変わっていくかということは、組織にと

っても．研究者にとっても興味深い問題なのである。ここでは，社会化にかか

わる問題として，メンバーの組織コミットメントがどのように発達していくか

という問題について検討したい。

　　5－4－5－1年齢と組織コミットメント

　組織のメンバーは，組織の中で活動していく中で年齢を重ねていく．年齢や

勤続年数が，社会化の直接的な指標ではないことはすでに論じたが，年齢や勤
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続年数も，間接的ではあるが，社会化と関連する変数である．組織コミットメ

ントと年齢には，どのような関係があるのだろうか．ローズ（Rhodes，1983）

の文献レビューによれば，年齢と組織コミットメントの関係を扱った過去の

21の研究のうち17の研究で，年齢と組織コミットメントの間に正の相関があ

り，多くの研究で年齢とともに紺織コミットメントが高まることが示されてい

る．年齢は勤続年数と高い相関を示す変数であるため，こうした関係の背景に

は，勤続年数がかかわっていると考えられる．しかし，勤続年数や仕事への関

与度を統制しても，年齢と組織コミットメントとの問に正の関係を見いだした

研究もあり（Stevens，Beyer＆Trice，1978），年齢と組織コミットメントには

強い関係があると考えることができる．

　しかし，ローズ（1983）の検討した2玉研究のうち4研究や，オーンスタイン

ら（Omstein，Cron＆Slocum・1989）の研究でも，年齢と組織コミットメント

には関係が見いだされておらず，年齢と組織コミットメントの関係は十分に明

確になったとはいえない．ローズ（Rhodes，1983）は，これらの結果の食い違

いについて，年齢と組織コミットメントとの関係が見られなかった4つの研究

では，サンプルが科学者，技術者，専門家であったことをあげ，職種によって

年齢と組織コミットメントの関係は異なる可能性があることを示唆している．

以上のようないくつかの研究例から推測すると，一般的には，年齢とともに組

織コミットメントは高まるが，専門性の高い職種においては，年齢と組織コミ

ットメントには関係が見られないということなのかもしれない．しかし．年齢

と組織コミットメントとの関係については，組織コミットメントの構造やコミ

ットメント過程の年齢による違いなどの，さまざまな要因を含めて今後さらに

検討していかねばならないだろう．

　　5－4－5－2　キャリアステージによるコミットメント過程の違い

　マウディら（Mowdayeta1．，1982）は，組織に加入してからの勤続年数によ

って，3つのキャリアステージ（career　stage）に分類し，それぞれのステージ

のコミットメント過程について論じた。3つのキャリアステージとは、組織に

所属する以前の段階を．予期（anticipatiOI1）の段階：加入以前のステージ

（pre－entry　stage），組織に加入して2－3ヶ月の段階を，加入（initiation）の段
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階：初期雇用のステージ（early　employmentstage），それ以後の段階を，充実

（enrichment）の段階：中後期のステージ（middlelate　career　stage）である。

　予期の段階では，新しく組織に加入するメンバーは，まだ実際には組織では

活動を行っていないために，加入直後の組織コミットメントに影響を及ぼすと

考えられるのは，メンバーの個人的な要因である．加入直後の組織コミットメ

ントに影響を与えるのは、価値、信念，性格などの個人的属性や・仕事につい

ての期待，そして，どのようにその組織に加入することを選択したかという，

職業選択の特性などであるとマウディら（1982）は論じる．

　加入の段階では，現実に組織の中での活動を始めたことによって，さまざま

な要因が組織コミットメントに影響を及ぼすようになる．組織に加入してしば

らく後の組織コミットメントは．組織加入直後の組織コミットメントの影響を

受ける．また，仕事の特性や，上司，職場集団といった人問関係，そして組織

特性や給与などの，初期の仕事の経験がメンバーの責任感に影響を与える．そ

して．責任感は別の仕事の機会があるかどうかという変数に影響を受けながら，

組織コミットメントに影響を及ぼすとマウディら（1982）は論じている．

　充実の段階にはいると，メンバーたちは比較的安定した職業生活を送るよう

になってくる。この段階で組織コミットメントに影響を及ばすと考えられるの

は勤続年数である．勤続年数が長くなると，より能力を発揮できる仕事が与え

られ，自立性や自由裁量の度合いが大きくなり，外的報酬も大きくなる．また，

勤続年数が長くなると・メンバーが組織に対して行う投資，組織の中や地域社

会での社会的関与，組織のために払う犠牲が増大する．そして，勤続年数が長

くなると．転職可能性が引き下げられる．それが，中後期の組織コミットメン

トに影響を及ぼしているとマウディら（1982）は論じている。

　マウディら（1982）は，以上のように，それぞれのキャリアステージによっ

て、メンバーのコミットメント過程が異なり，組織コミットメントの主要な先

行要因も異なっているということを論じたのである．

　5－4－5－3　キャリアステージによる組織コミットメントヘの影響

　キャリアステージは，組織コミットメントに対してどのような影響を与える

のだろうか．モローとマッケロイ（Morrow＆McEloy，1987）は，情緒的コミ
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ットメントとキャリアステージの指標となる勤続年数と在位年数（position

tellure）との関係を検討し，中盤のキャリアステージで，情緒的コミットメン

トが低下するという弱い傾向を見いだした．つまり，キャリアステージと情緒

コミットメントとの問には，U字型の関係があることを示唆したのである．

しかし，この関係はあまり強いものではなく，キャリアステージによる組織コ

ミットメントヘの影響はあまり大きなものではないという結論に達している．

　レイリーとオーサック（Reilly＆Orsak．1991）は，520人の看護婦を対象に，

キャリアステージを4段階に分類し，メイヤーとアレン（Meyer＆AIlen，

重987）による組織コミットメントの3つの次元．情緒的コミットメント，存続

的コミットメント，規範的コミットメントにキャリアステージが与える影響を

検討した．この4段階とは，職業年数（pro掩ssional　tenure）が2年以下，年齢

が30歳以下が，第1あるいは探索（丘rst　or　exploration）ステージ，職業年数

2年から10年，年齢31歳から38歳が，確立／安定（establi曲ment／stabi正iza－

tion）ステージ，職業年数10年から20年，年齢39歳から44歳が，維持

（maintenance）ステージ，職業年数20年以上．年齢45歳以上が，長期的維持，

離脱（long－term　mailltenance，d呈sengagement〉ステージである．その結果，キ

ヤリアステージを職業年数で定義した場合には，情緒的コミットメントにはキ

ャリアステージによる差は見られず，存続的コミットメントはキャリアステー

ジが進むにつれて増大し，規範的コミットメントも同様の傾向を示した．また，

キャリアステージを年齢で定義した場合には，情緒的コミットメント，存続的

コミットメント，規範的コミットメントとも、キャリアステージによる影響を

受け，組織コミットメントは，キャリアステージが進むにつれて若干の増大を

示す傾向があることが明らかとなった．

　アレンとメィヤー（Allen＆Meyer，1993）も，大学図書館職員と，総合病院

の職員を対象に，年齢、勤続年数，職業年数で定義されるキャリアステージと，

組織コミットメントの下位次元である情緒的コミットメント，存続的コミット

メント，規範的コミットメントとの関係を検討した．アレンとメイヤー

（1993）は，キャリアステージを年齢，勤続年数，職業年数によって、年齢は

31歳未満，勤続・職業年数2年未満の第1ステージ，年齢31歳から44歳，

勤続・職業年数2年から10年の第2ステージ．年齢45歳以上，勤続・職業年
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数11年以上の第3ステージの，3ステージに分類した．この結果，情緒的コ

ミットメント、規範的コミットメントはキャリアステージが進むにつれて高く

なった．存続的コミットメントは年齢によって定義されるキャリアステージに

よる違いは見られなかったが，総合病院の職員のサンプルだけを分析すれば，

勤続，職業年数によって定義されるキャリアステージとともに存続的コミット

メントは高くなった．

　これらの研究の結果から、キャリアステージと組織コミットメントとの関係

については，モローとマッケロイ（1987）が指摘したU字型の関係はあまり支

持されておらず，キャリアステージが進むにつれて紐織コミットメントは増大

する傾向があるという結論が一般的である．しかし，なぜキャリアステージが

進むにつれて組織コミットメントが向上するのかについては，まだ十分に明ら

かではない．存続的コミットメントに関しては，勤続年数や職業年数との関連

が強く，コミットメントの向上は，メンバーが組織に対して行った投資や，組

織のために払った犠牲に基づくものであると考えることができる．しかし，ア

レンとメイヤー（Allen＆Meyer，1993）も指摘しているように，情緒的コミッ

トメントについては，勤続年数や職業年数，そして年齢によっても影響を受け

ているので，組織内でいい経験をしているためなのか・年をとるとコミットし

やすくなるという性質のためなのか，年をとっている世代はコミットしやすい

世代であるためなのかということは明らかになっていない．なぜキャリアス

テージが進むと，組織コミットメントが高まるのかという問題については，今

後の研究を待つほかはないというのが現状である．

5－4－6まとめ

　これまでに，組織社会化にかかわるいくつかの問題について検討を加えてき

た．社会化という概念の検討では、社会化において何が学ばれているかについ

て6つの次元があり，社会化の構造を検討することが、そのプロセスを検討し

ていくうえでも重要であることが明らかとなった．新しく加入するメンバーの

組織社会化のプロセスに関する検討では、新しく加入したメンバーの組織に対

する期待が，社会化のプロセスにおいて重要であると思われるが，メンバーの
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リアリティショックを避けるために．正しい期待を持たせることだけが社会化

の成功の鍵ではなく，そのメンバーを取りまく人間関係なども重要な問題であ

ることを指摘した．そして，新しく組織に加入したメンバーに対する社会化の

方略は，大きく分ければ制度的一個性的という次元が考えられるが，さらに細

かい6次元の構造も考えられ，どちらが社会化の次元性をよく反映しているか

は，さらに議論が必要であり，社会化の方略と役割の方向性や組織コミットメ

ントの関係については，役割の確かさや，現職者との関係などをはじめとする

潜在変数がそれらの関係に介在している可能性について示唆された．組織コミ

ットメントの発達については，組織コミットメントは，年齢，勤続年数，職業

年数などによって定義されるキャリアステージによる影響を受け，キャリアス

テージが進むにつれて，組織コミットメントは高くなることが示唆された．し

かし，キャリアステージが進むと，なぜ組織コミットメント（とくに情緒的コ

ミットメント）が高まるかについては，まだ明確な結論は得られておらず，キ

ャリアステージによるコミットメント過程の違いなどを考慮した今後の研究が

待たれるところである．

　これまで検討してきたように，組織に所属する人々と組織の両方にとって，

社会化とは，組織の中での人々の態度や行動などを左右する重要な問題である．

人々が．自分たちが選んだ組織の中で適応でき，充実した活動ができるかどう

かは社会化がどのように進行するかにかかっており，組織研究の中でも重要な

課題として今後も研究が続けられていくであろう．

5－5 多重コミットメント

5－5－1　問題の所在

　通常，組織コミットメントという場合，対象として一つの組織を想定する場

合が多い．コミットメントという概念について，その構成要素、形成過程等を

検討するには，とりあえずは一つの対象を考えた方が有効であろう．しかし，

現実場面を考えると，一個人が複数の組織に対してコミットしているという場
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合もある．いや．現代社会において個人が唯一の組織にコミットしているとい

うことは，むしろまれであろう．人は，いくつかの組織に同時に属しながら、

両立が可能であるのか否か，いずれを優先すべきであるのか等，日々それに対

処しているものと考えられる．

　また，コミットする対象は組織だけとは限らない．上司や同僚，顧客など，

職場にはコミットする対象が数多くある．本節では，このような，複数の対象

へのコミットメント，すなわち多重コミットメント（mα1tiplccommi亡ment）

について考えてみたい．

　ここではまず，多重コミットメントのもっとも基本的な形態であると思われ

る二重コミットメント（dualcommitment）について考える．これは，文字ど

おり二つの対象に対するコミットメントのことを意味しているが，一般に二重

コミットメントという場合，会社と組合へのコミットメントを意味することが

多い．もちろん，2つの対象へのコミットメントであれば，二重コミットメン

トと呼び得るはずであるが，とくに会社と組合への二重コミットメントが関心

を集めてきたということである．本節でも，断りなく二重コミットメントとい

う場合には，会社と組合への二重コミットメントを意味している．・これは、比

較的古くから研究されてきたテーマであり，この研究領域では，主として，ど

のような場合に両者への二重コミットメントが生起するのかが議論されてきた．

つまり，どのような状況で、従業員は会社と組合の両方にコミットするのかが

検討されてきたのである．

　本節ではまず，組合へのコミットメントの因子構造，先行要因等に焦点を当

てた研究を紹介し，この概念の把握を試みる．引き続いて二重コミットメント

の先行要因の研究について詳しく論じ．その生起の条件について検討する．そ

の後，この二重コミットメントという概念の有効性について考えてみたい．

　続いて，3つ以上の対象に対するコミットメント，すなわち多重コミットメ

ントについて考えることにする．そこでは．とくに，さまざまな対象へのコミ

ットメントと組織コミットメントとの関係をどのように捉えるのかが重要な課

題となる．ここでは，2つの異なる考えを紹介し，今後の研究の方向性につい

て考えてみたい．
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5－5－2　二重コミットメント

　多重コミットメントのなかで，もっとも頻繁に，しかも早い時期から議論さ

れてきたのが，会社と組合への二重コミットメントである．会社に属する多く

の人が，同時に組合にも属している，この，組合へのコミットメント（union

commitment）と会社へのコミットメントの関係については，どのように研究

が展開してきたのであろうか．両者は対立するものなのであろうか，それとも

両立しうるものなのであろうか．

　両者の関係について議論する前に，ここではまず，組合へのコミットメント

に焦点を当て，その構成要素，先行要因等についての研究をレビューする。そ

の後，会社へのコミットメントとの関係について考えることとしたい．

　　5－5－2一望組合へのコミットメントの構成要素

　組合へのコミットメントは．どのような構造を持つものなのであろうか．そ

の構成要素について，いくつかの考えが提示されている．

　4因子説　　まず，先駆的な研究を行ったのがゴードンら（Gordon，Philpot，

Burt，Thompson＆Spiller，1980）である．彼らは組織コミットメント研究を

参考に，48の項目を用いて，組合へのコミットメントの因子構造を明らかに

しようとした．その結果，4つの因子を抽出している．それは、組合への忠誠

心（union　loyalty：組合に所属していることによる誇りや利得に関するもの），

組合への責任（responsibility　to　the　ullion＝日々の業務を行う意思やメンバーと

しての義務に関するもの），組合のために働く意欲（willingness　toworkfbr

the　union：組合のために過分のエネルギーを費やす意欲に関するもの），組合

主義への信念（beliefin　unionism：組合主義という概念へのメンバーの信念）の

4因子である．

　続いて，サッカーら（Thacker．Fields＆Tetrick，1989）は，ブルーカラーを

対象に，組合へのコミットメントの因子構造について検討している．サッカー

ら（1989）は，2因子解と4因子解を比較するために確認的因子分析を行い，

ゴードンら（1980）の4因子解を修正したものがもっとも当てはまりがよいと

している．
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　職種による違いに注目した研究もある．ラッドら（Ladd．Gordon，Beauvais

＆Morgan，隻982）は，フ。ロフェッショナルとノンプロフェッショナルの問の

組合へのコミットメントの次元の違いについて検討している。その結果’両者

の間に明確な違いは見いだせず，ゴードンら（1980）の4因子モデルの一般性

が確認されたとしている．同様にテトリック、サッカーとフィールズ

（Tetrick，Thacker＆Fields，1989）は，公益会社の組合員を対象に，ゴードン

ら（1980）のスケールの信頼性について検証している．その結果，2度の測定

を，8ヶ月の間隔をおいて行っても，4因子は安定していたことが示されてい

る。

　以上のように，組合へのコミットメントの因子構造に関しては，多数の研究

が，ゴードンら（1980）の4因子説を支持している．

　ただし，これに反する報告もある．たとえば，ファラガー（Fuilagar，1986）

は南アフリカの肉体労働者を対象にした研究で5因子を見いだしているし，ク

ランダーマンズ（Klandermans，1989）は，ゴードンら（1980）のスケールをオ

ランダの労働者を対象に検討し，6つの因子を見いだしている。しかし，調査

対象の特殊性や因子の解釈可能性等を考えると，ゴードンら（1980）の4因子

説を凌ぐような説得力は認められない。したがって，組合へのコミットメント

の因子構造については，現段階ではゴードンら（1980）の説が有力であるとの

判断が成り立つであろう．

　次に，それをより単純化して，2因子で捉えようとする考えについてみてい

くことにする．

　2因子説　　前述したように，組合へのコミットメントに関して4因子説が

有力のようであるが，それをより単純化した2因子アプローチが存在する．

　まず，フリードマンとハーベイ（Friedman＆Harvey，1986）は，ゴードンら

（1980〉の組合へのコミットメントの因子数の決定手続きが不明瞭として，

データを再分析し，組合への態度と意見，向組合行動の意図の2因子モデルが

もっともよいとしている．フリードマンら（1986）は、これに基づいて，ゴー

ドンら（1980）の組合コミットメントスケールを簡略化できるのではないかと

いっている．

　他にも，受動的コミットメント（passive　commitment）と能動的コミットメ
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ント（active　commitment）を提唱したバーリングら（Barling，Wade＆Fulh－

gar，1990），組合への能動的な関与と，メンバーの期待と組合の方針との一致、

の2次元を提唱したチャイルドら（Child，Loveridge＆Wamer・1973）などが

ある．4因子説を唱えたゴードンら（1980）も情緒的側面と行動的側面で捉え

ることができるといっている。

　このように，組合へのコミットメントの因子構造に関しては，さまざまな見

解が示されているが，ほぼ共通しているのは，態度的な要素と行動的な要素が

存在することである．その意味では，いわゆる組織コミットメントに関する議

論と近いものとなっている．もっとも，組合も一つの組織であるから．同様の

要素が議論されるのは，当然のことであるともいえよう．とすれば，第2章で

論じた組織コミットメントの領域で，現段階で注目されているアレンとメイ

ヤー（1990b）の3要素説の適用可能性について検討することも意義があるで

あろう．

　ともあれ，組織コミットメントの場合と同様，どの定義を採用し，どの尺度

を採用するかは，研究者各人の裁量内というべきであろう．研究者が自らの定

義に合った尺度を用いることが重要である．ただ，現段階では，組合への測定

に際して，ゴードンら（1980）のスケールを用いることに大きな問題はないも

のと判断できる．

　　5－5－2－2組合へのコミットメントの先行要因

　以上のように，組合へのコミットメントに関してはその構成要素，概念とも

にさまざまな議論が展開されてきた．では，その先行要因としてどのようなも

のが検討されてきたのであろうか．

組合へのコミットメントの先行要因に関しては、ファラガーとバーリング

（Fullagar＆Barling，1987）のモデルが評価されている．そこでは，デモグラ

フィック要因に関しては，人種と性別がかかわることが示されている．たとえ

ば，女性は男性よりも組合に対して高い忠誠心を示すが．参加の度合いは低い

ことなどが明らかにされている．この結果からみても，情緒と行動を別々に扱

うことが必要であることが分かる．

　また，組合への社会化（union　socialization）とも関係が指摘されている，か
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りに組合へのコミットメントが情緒的なものであるとすれば，社会化の経験は

コミットメントを高めることが予想される（Salancik，1977）．社会化の影響に

ついて議論を深めようと思えば，今後は，どのような経験が，効果的に組合へ

のコミットメントを高めるのかについて検討しなければならない．しかし、第

2章でも述べたように，組織社会化について検討するには，理論的，方法的な

困難がつきまとう．重要な概念であることは間違いないので．知見の蓄積が待

たれる．なお，組織社会化については，第5章第4節で詳細に論じた。

　さらに，サッカーら（Thacker，Fields＆Barclay，1990）は，社会ネットワー

ク的変数の役割について検討している．組合へのコミットメントは・組合員が

認知した，組合の幹部へのアクセスビリティとかかわるとしている．

　組合内での地位によっても異なることが示されている．マグノーら

（Mageneau，Martin＆Peterson，1988〉は，組合の幹部と一般組合員の組合コ

ミットメントの程度の違いを見いだした．一般組合員よりも，幹部の方が強く

組合にコミットしていたのである．また，雇用者へのコミットメントと組合へ

のコミットメントを判別する要因についても検討された．まず全体で見た場合，

組合の意思決定への積極的評価，職務への低い満足度，組合活動への強い関与

が，両コミットメントを有意に判別する変数であった．また，幹部と一般組合

員とでは判別する変数に違いが認められた．一般組合員の場合，昇進機会の欠

如が，雇用者と組合へのコミットメントを判別しており，幹部の場合，乏しい

労使関係と雇用者への影響力の低さが，雇用者と組合へのコミットメントを判

別していたのである．つまり，一般組合員の場合、昇進機会が欠如していると

感じることが，組合へのコミットメントを高める方向に，幹部の場合，労使関

係がよくないと感じることや，雇用者に対して影響力を持っていないと感じる

ことが，組合へのコミットメントを高める方向に判別していたのである．

　さらに・マグノーら（1988）は，重回帰分析によって組合へのコミットメン

トの先行要因について検討している．一般組合員の場合，組合活動への強い関

与と組合の意思決定への積極的評価が，幹部の場合，団体交渉の有効性の認知

と組合の意思決定への積極的評価，社会経済的地位が，組合へのコミットメン

トの先行要因となっていた．

　このように，組合内での地位によって，コミットメントの先行要因は異なる
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ようである．

　加えて，組合の危機的状況がコミットメントを高めることを示した研究があ

る．メロー（Mellor，1990）は．危機的状況の一つとして組合員数の減少を取

りあげ，検討している．その結果，組合員の数が大きく減少しているような場

合，そうでない場合よりも維合への強いコミットメントが認められることが明

らかとなった．この結果は，社会的アイデンティティの危機によって説明され

る．つまり，組合員数の減少によって組合員のアイデンティティが脅かされる

と，彼らは組合を生き残らせるために努力し，組合活動を強く支持し，意欲的

に参加するようになるものと考えられる．このような理由で，組合員の減少が

組合へのコミットメントを高めると考えられるのである．同様に．ファラガー

ら（Fullagar，Barling＆Christie，1991）も，苦境がモラルインボルブメントを

高め，それが組合へのコミットメントを高めるとしている．

　このような，従業員の危機に関しては，メロー（Me11・r．1992）の興味深い

検討がある．メロー（1992）は，レイオフ後の・生き残り組（レイオフされな

かった従業員）の組合へのコミットメントについて検討している．ここで扱わ

れたのは，レイオフの責任が組合にあると思う度合いと，レイオフの厳しさで

あった．その結果，レイオフの責任が組合にあると強く思っている従業員では，

レイオフが厳しいほど組合へのコミットメント，とくに組合のために働く意欲

は低くなっていた．逆に，レイオフの責任が組合にあるとは思っていない従業

員の場合は，レイオフが厳しいほど組合のために働く意志は高くなっていたの

である．このような結果を受けて，メロー（1992）は，レイオフ後のコミュニ

ケーションの仕方が，会社，組合のどちらが従業員のコミットメントをかちと

るかに影響を与えるとしている。

　以上のように，組合へのコミットメントの先行要因に関して・個人的な要因，

状況的な要因と幅広く検討されてきたことがわかる．では，組合へのコミット

メントは何を結果するのであろうか．

　　5－5－2－3　組合へのコミットメントの結果要因

　組合へのコミットメントが高い従業員には，どのような結果を予想すること

ができるのであろうか．これに関して，組合へのコミットメントの結果要因に
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ついては研究例が少ないことが指摘されている（Hartley，1992）．

　それでも、従来から，組合へのコミットメントの結果要因として，組合への

参加がよく指摘されてきた．これは当然の指摘であろう．コミヅトメントが組

合への参加という行動をもたらし，それがまたコミットメントを高めるという，

態度と行動の相互強化過程が想定できる．この点は，第2章での組織コミット

メントについての議論と類似のものである．

　また，ギルバート（Gilbert，1989）は，組合への関与がQWL（Quality　of

Working　Li琵）プログラムのデザインと導入に及ぼす影響について検討し，組

合の存在がQWLに対して活動的な影響をもつことを示している．

　その他にも，ファラガーとバーリング（Fullagar＆Barling，1987）や，サッ

カーら（Thacker，Field＆Barclay，1990）などが，組合へのコミットメントの

結果要因について検討している．

　ともあれ，組合が従業員の権利の保護や安寧を目指すものであるとすれば，

当然のことながら組合への高いコミットメントは，そのような結果を目指した

活動を高めるものと予想できる．問題とすべきであるのは，組合へのコミット

メントの高まりが，会社へのコミットメントにマイナスに作用するのではない

かという点であろう．本項のテーマである，二重コミットメントについての議

論は，まさにこの点とかかわっている．

　また，第2章で組織コミットメントについて議論したのと同様，組合へのコ

ミットメントについても，その因子ごとに先行要因と結果要因を検討すること

も必要であろう．ゴードンら（1980）の4因子説が，新たな有効性を展開する

かもしれない．

　　5－5－2－4会社へのコミットメントと組合へのコミットメント

　以上のように．組合へのコミットメントに関してさまざまな検討がなされて

きた．では，これと会社へのコミットメントとの関係はどのように理解可能で

あろうか．ここではまず，両者は同様に扱えるものなのか，それとも異なった

ものとして扱うべきなのかについての議論を紹介する．続いて，会社と組合は

対立するものなのか，そうではないのかについて考える．もしも両者が対立す

るものであるとすれば・二重コミットメントは生起しないか，きわめて限られ
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た状況でしかみられないことになるだろう．逆に．両者が対立するものでなけ

れば，極端な場合，組合の存在意義が問われることになろう．当然，多くの場

合は，その中間にあって，さまざまな要因が複雑に絡まりあって，会社と組合

の関係に影響を及ぼしているものと思われる．以下で順次，検討したい．

　両コミットメントについて，サッカーら（1990）は，組合へのコミットメン

トは，会社へのコミットメントと同様の心理学的次元．先行要因をもつと考え

ている．しかし，このような見解は，むしろ例外的であり，後述するフカミと

ラーソン（Fukami＆Larson，1984），ファラガーとバーリング（Falhgar＆

Barling，1991）は，両者には共通の先行要因も存在するが，異なるものもある

としている．さらにバーリングら（Barling，Wade＆Fallagar，1990）は，会社

へのコミットメントと組合へのコミットメントで別々のモデルを考え・両者の

問に負の関係があることを報告している．

　このように，会社へのコミットメントと組合へのコミットメントを類似のも

のとして扱うことには無理が伴うようである．この点は，会社と組合がどのよ

うに異なるのかという議論にもかかわる．当然のことながら，それぞれの国，

会社の文化や歴史も影響するものと思われる．会社と組合がほぼ同一のものと

みなしてよい場合もあるだろう。その場合は，組合が独自の機能を発揮してい

ないような状況を意味している．つまり．ことさら「組合」と名の付いた概念

を振りかざす必要性はないということである．また，場合によっては会社と組

合とをまったく異なるものとして扱うべきときもあるだろう．

　以下では，会社へのコミットメントと組合へのコミットメントは異なる概念

であるとの立場から，その二つが共存するような状況，すなわち，二重コミッ

トメントについて考えてみたい，

　5－5－2－5会社と組合への二重コミットメント

会社へのコミットメントと組合へのコミットメントの関係についてはどのよ

うなことが明らかにされてきたのであろうか。

両者へのコミットメントを意味する二重コミットメントの概念を最初に提唱

したのはパーセル（Purce11，1954〉であった．当時の研究では，組合へのコミ

ットメントが高まることは、同時に会社へのコミットメントも高まることを意
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味すると考えられていたようである．しかし，それほど単純なものではないと

の考えもあった．たとえば，スタグナー（Stagner，1956）は，職務満足や良好

な労使関係といった条件が揃ってはじめて，会社と組合への二重コミットメン

トが成立するとしている．

　その後，両者は共存しうるものなのか否かについての議論が，さまざまに展

開されてきた結果として，最近の研究では，どのような場合に会社と組合への

二重コミットメントが生起するのかについて検討されている．そして・二重コ

ミットメントの成立には，環境的な制約要因や適合要因が存在することが指摘

されている（Dalton＆Tordor，19821Martin，Magenau＆Peterson，1986）．で

は，それらの要因とはどのようなものなのであろうか．その前に会社と組合へ

の二重コミットメントの定義について考えてみたい．

　二重コミットメントについて，マーチン（Martin，1981）は「組合と雇主にポ

ジティブな態度をもつこと」と定義し・ビューベら（Beauvais，8choll＆Coop－

er，1991）は「個人が雇用されている組織と組合の両方に高い関与を示すこと」

と定義している．

　しかし，ゴードンとラッド（GordOl1＆Ladd，1990）は，二重コミットメン

トについてレビューを行い，理論的不明瞭さと測定の問題によって混乱が生じ

ていると指摘している．つまり，会社と組合への二重コミットメントについて

は．合意を得た定義は存在しないようである．とくに，これを行動として捉え

るべきなのか，態度として捉えるべきなのかが明確でないようである．しかし

ながら，常識的に考えて，マーチン（重981）のいうような態度が存在すれば，

ビューベら（1991）のいうような関与が生じる可能性が高いであろう．ここで

も第2章で論じた行動と態度の相互強化過程を想定することが可能であろう．

そして，これも第2章で論じたことであるが，そのような過程が存在しない場

合もあり得る．たとえば，功利的な意識の強い場合がそれに当てはまるであろ

う。いずれにしても，行動であるのか態度であるのかを一義的に決めることで，

何らかのメリットがあるとは思えない。

　このように，二重コミットメントに関して議論はさまざまであるが，操作的

には，両コミットメントを測定する尺度における得点がともに高いとき，二重

コミットメントが存在すると判断するのが無難であると考えられる．
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　　5－5－2－6　二重コミットメントの先行要因

　では，どのような場合に会社と組合への二重コミットメントが生じるのであ

ろうか．二重コミットメントに関する議論のなかで，これがもっとも重要視さ

れてきたテーマである．これについて，もっとも頻繁に取りあげられてきたの

が，労使関係（industrial　relations）である．多くの研究は，協調的な労使関係

のあるところに二重コミットメントが生じることを報告している．

　まずアングルとペリー（Angle＆Perry，重986）は，アメリカの22の市営バ

ス会社で実証的研究を行っている．独立変数として労使関係（labour－manage－

ment　re1語ol｝ship　climate）を測定し，重回帰分析を行ったところ、二重コミッ

トメントの分散の10．3％を労使関係が規定することを見いだした。

　また，ゲストとデュー（Guest＆Dewe，1991）は，4ヶ国を対象にして，二

重コミットメントは，旧西ドイツやイギリスといった，協調的な労使関係で知

られる国において高いことを見いだしている．さらに、リード，ヤングとマク

フ（Reed，Young＆McHugh．1994）は，会社と組合へのコミットメントの関

係をモデレートする変数として労使関係を取りあげ，さまざまな国で行われた

19の研究についてメタ分析を行っている．その結果，労使関係は両コミット

メントの関係のモデレータとして作用しており，競争的よりも協同的な労使関

係を持った国において，両コミットメントの関係が強いことを見いだしている．

　以上のように，会社と組合への二重コミットメントの規定因として，協調的

な労使関係を挙げる研究が多いなかで，これに対して否定的な見解もある。

　たとえば，バーリングら（Barling，Wade＆Fullagar，1990）は，組織風土は

企業コミットメントとはかかわっていたが，組合コミットメントとはかかわっ

ていなかったと報告している．もっとも，組織風土と労使関係は必ずしも同一

のものではなく，調査の行われた時期が，ストライキ後であったという点で問

題もありそうである．

　以上より，会社と組合への二重コミットメントが成立する条件として，協調

的な労使関係を挙げることができる．会社と組合の関係が協調的であるという

ことは，両者の志向するものが大きく矛盾はしていないということであるから，

双方へのコミットメントが生起しやすくなるというのは理解しやすい．

　なお，二重コミットメントの先行要因としては，労使関係以外についても検
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討されている．前述のマグノーら（1988）は，二重コミットメントと関連する

変数として、労使関係に加えて，組合の意思決定行動と職務への満足を指摘し

ている．つまり，組合の意思決定に対して肯定的に評価していることや，職務

に満足していることが，二重コミットメントにつながっていたのである．しか

し，職務満足が直接組合へのコミットメントを高めるとは考えにくい。たとえ

ば，組合の存在によって職務満足が得られているという認知があれば，両者の

関係は理解しやすいが，必ずしも組合がなくても職務満足が得られると認知さ

れているとすれば、組合へのコミットメントが高まるとは考えにくい．つまり，

何によって得られた職務満足であるのかという議論が必要となり，複雑に影響

しあう要因問の関係について解明しなければならないということになる．また，

組合内での地位によっても二重コミットメントの程度に違いがあり，高い二重

コミットメントを示す人の割合は，一般組合員よりも幹部において多いことが

明らかとなっている．

　ステイタスによる違いについては，コンロンとギャラガー（Conlon＆Ga1－

lagher，1987）の検討がある．コンロンとギャラガー（1987）は，組合でのメン

バーシップステイタスが二重コミットメントとかかわることを見いだしている。

国防関係の従業員を対象にしたこの研究では，調査対象を，組合員，組合員に

なったことのない人，かつて組合員でいまは組合員でない人の3つに分けて，

組合へのコミットメント、会社へのコミットメント，両者の関係について検討

した．その結果，かつて組合員であった人は，現在の組合員よりも組合へのコ

ミットメントが低く，現在の組合員や組合員になったことのない人よりも会社

へのコミットメントが低かった．しかも、会社へのコミットメントと組合への

コミットメントとの関係は，かつて組合員であった人においてもっとも高かっ

たのである（r；．48）．つまり，かつての組合員は，会社にも組合にもコミッ

トしていないことがうかがえる結果である．この人々は会社にも組合にもコミ

ットできない状態で会社にいることになる．マネジメントの上からも注目すべ

きデータであろう．ともあれ，二重コミットメントの先行要因としてメンバー

シップステイタスを指摘した点は興味深い．

　さて，会社へのコミットメントと組合へのコミットメントで．先行要因が異

なることを示しつつ，二重コミットメントについて検討している研究がある．
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前述のフカミとラーソン（Fukami＆Larson，1984）は，会社へのコミットメン

トと組合へのコミットメントの先行要因の違いについて検討している．新聞社

の輸送部門の従業員を対象にしたこの研究では，年齢，勤続年数．学歴などは

会社へのコミットメントとは正の相関を示したが、組合へのコミットメントと

は無相関であった．また，ハックマンとオルダム（Hackman＆Oldham，

1975）のJDSσob　Diagnostic　Survey）に基づいて測定したジョブスコープや

ジョブストレスも会社へのコミットメントとのみ有意な相関を示した．そして，

仕事上の経験（work　experience）が両方のコミットメントとかかわっているこ

とが明らかとなった．ここでの仕事上の経験とは，上司との関係，社会的関与

などである．したがって，上司との関係や人間関係が良好であれば，二重コミ

ットメントが生じることが示唆されている．つまり，会社と組合への二重コミ

ットメントとは，日々の経験を通して形成されるものであるとの結果である．

　また，ファラガーとバーリング（Ful玉嬉ar＆Barling，1991）は，カナダの大

学の組合を対象に，会社と組合へのコミットメントに関して，両方にコミット

する、いずれにもコミットしない，組合にのみコミットする，会社にのみコミ

ットする，の4つのパターンを考え．先行要因と結果要因について継時的に検

討した．その結果，両コミットメントの先行要因は異なることが明らかとなっ

た．唯一．組合への関与度が共通する先行要因となっていた．このことは，組

合への関与が組合へのコミットメント，さらには会杜へのコミットメントをも

高めることを意味しており，会社か組合の一方に強く関与することが，必ずし

も他方についてネガティブな影響をもたないことが示された．組合へのコミッ

トメントについては．組合への態度や組合の道具性等，組合に関する変数が先

行要因となっていた．

　フカミとラーソン（1984）も，ファラガーとバーリング（1991）も，会社への

コミットメントと組合へのコミットメントとでは異なる先行要因が存在するこ

とを示している．このような見解は，二重コミットメントは，被雇用者が雇用

者と組合を一つのユニットとして認知することに基づいており，会社へのコミ

ットメントと組合へのコミットメントとは共通の変数で予測可能であるとする

スタグナー（Stagner，1954）の見解と対照的である．また，この2研究は，二

重コミットメントの先行要因に関しても示唆を与えている点が注目に値する．
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　二重コミットメントの先行要因に関しては，これ以外にも，従業員の会社で

の意思決定への関与の感覚について検討したシェラーとモリシマ（Sherer＆

Morishima，1989），組合の性格（アグレッシブかプロテクティブか）が組合員

の二重コミットメントに影響を及ぼすことを示したファラガーら（Fu重1agar，

Barling＆Chrisde，1991）などの研究がある．

　以上のように，どのような状況で従業員が会社と組合の両方にコミットメン

トを示すのかについては，多数の研究が行われており，その要因についての知

見は豊富である．詳細なメカニズムについては不明であるところも残されては

いるが，多くの要因が，二重コミットメントと関係を有していることが報告さ

れている．

　ここまでは，二重コミットメントの先行要因について紹介したが，次は，こ

の概念の有効性について考えてみたい．

　　5－5－2－7　二重コミットメント概念の有効性

　さまざまな状況において生起した二重コミットメントによって，何が得られ

るのであろうか．会社だけにコミットしている従業員や，逆に，組合だけにコ

ミットしている従業員，さらにはいずれにもコミットしていない従業員に比べ

て，両方にコミットしている従業員は，何か異なった結果をもたらすのであろ

うか．二重コミットメントの結果，何が起こるのかについては，ハートリー

（Hartley，1992）も指摘するように研究が少ない．つまり，二重コミットメン

トを独立変数とした研究があまりみられないようである．その原因は，ハート

リー（1992）が指摘するように、会社と組合の両方へのコミットメントが・協

調や高い生産性を結果するであろうとの暗黙の仮定があるためであるとすれば，

やはりそれを実際に検証する必要はあるだろう．

　会社と組合への二重コミットメントの先行要因の研究が進んで，その生起過

程が明らかとなったとしても，その結果，何が生じるのかについての検討が進

まなければ，二重コミットメントという概念そのものの必要性が問われること

になろう．これまでみてきたように，会社と組合への二重コミットメントにつ

いては，さまざまな研究が展開されてきたのではあるが，最終的にそれが何を

目指してのものであったのか，不明瞭な点があるように思われる．
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　極端ないい方をすれば，さまざまな対象へのコミットメントがあれば，あら

ゆる組み合わせの二重コミットメントが想定可能であろう．会社と組合へのコ

ミットメントが，とくに二重コミットメントとして扱われてきたことには，歴

史的な経緯があるように思われるが，果たしてそれ以上の展開を期待できる概

念であるのかどうか，検討が必要であろう。歴史的に，このような概念が存在

し，研究されてきたと捉えるだけでよいのか．新たに何かを説明する可能性の

ある概念として扱うべきであるのか，慎重な議論が必要である．

　とりわけ，次項で述べる多重コミットメントのように，一度に3つ以上の対

象へのコミットメントを扱う研究が増えてきている状況で，とくに2つの対象

へのコミットメントを取りだして扱うには，その目的が明確にされなければな

るまい．逆に，その目的が明確にされれば，多重コミットメント研究よりも焦

点のはっきりした研究になるという期待もできるだろう．

　会社と組合への二重コミットメントに関していえば．マネジメントの立場と

して，従業員の組合へのコミットメントを低く押さえ，二重コミットメントを

防ぐようにすべきなのか，逆に協調的な労使関係を築き、従業員が会社へも組

合へもコミットするようにすべきであるのかを明らかにしようという目的が考

えられる。また、すでに述べた仮定のように，二重コミットメントが協調や高

い生産性を結果するのであれば．それは必ずそうなるのか，もし条件があると

すれば，それはどのようなものか等について知ることが目的となるであろう．

その意味からも，会社と組合への二重コミットメントのメリット，デメリット

の議論が不足しているように思われる．

　さて，とくに二重コミットメントという用語を用いているわけではないが，

組合以外の複数の組織へのコミットメントについて扱った研究があるので紹介

しておきたい．グレガーセン（Gregersen，1992）は，海外転勤にともなう，会

社と配属先ユニットヘのコミットメントについて，その先行要因を検討してい

る．その結果，会社での勤続年数や役割の明瞭さなどが、会社へのコミットメ

ントを規定し，役割の自由裁量と役割の明瞭さなどがユニットヘのコミットメ

ントを規定することが明らかとなった．この場合，2つの組織へのコミットメ

ントは対立するものではなく，会社としては，従業員が両方にコミットするこ

とを目的とすべきであると考えられる．この研究では，その目的のための一つ
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の示唆として，役割の明瞭さが高く知覚されるように工夫することの有効性が

示されていると考えることができよう．

　今後は，国際的な市場の広がりにともない，海外の事業所などへ配属される

ケースも多くなるであろう．また，海外でなくても，国内の関連会社への出向

を経験する従業員も多い．そのような場合，企業としては会社と配属先の両方

にコミットしてくれることを望むであろう．グレガーセン（1992）の研究は、

このような場合について貴重な示唆を与えるものである．今後，会社の内外を

問わず，複数の組織にかかわる機会はますます増えていくであろう．とくに，

会社と組合以外の組織へのコミットメントをどのように扱っていけばよいのか

については，まだまだ知見が不足しているように思われる．

5－5－3多重コミットメントと組織コミットメント

　　5－5－3－1多重コミットメント

　ここまでは，会社と組合に対する二重コミットメントについてみてきたが，

冒頭にも述べたように，職場とはさまざまな人が集まって働く場であるから，

従業員がコミットする対象は無数にあるといえる．たとえばトップマネジメン

トであったり．直属の上司であったり，同僚であったり，顧客であったりであ

る．では・このようなさまざまな対象へのコミットメントと組織コミットメン

トとの関係については，どのように捉えるべきであろうか．

　それについて考える前に，まず・このような，多重コミットメント

（multiple　commitment）の視点を導入することによって．どのようなメリット

が期待できるのかについて考えたい．この点についてライヒャーズ（Reichers，

1985〉は，以下のような利点が望めると述べている．

　（1）コミットメントの個人差が詳しく評価でき，組織の構成が変わったとき

のコミットメントの変化が予想できるようになる．つまり，人によってどの対

象に強くコミットしているのかについて知ることができ，その人の帰属意識の

将来的な変化を予測しやすくなる．コミットメントの個人差を正確に評価でき

るようになれば，たとえば，やむを得ず組織を変革しなければならなくなった

とき，従業員が強くコミットしているような対象についてはできる限り変化さ
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せない，といったマネジメントが可能となるかもしれない．

　（2）次に，コミットメント問の葛藤の問題を扱えるようになる．ある対象へ

のコミットメントと別の対象へのコミットメントが両立するものなのか否か，

また，両立させるための条件などについて検討できるようになるというもので

ある，また、従業員のコミットメントをかちとるための条件についての検討も

進展するかもしれない．

　（3）さらに，コミットメント概念の重複性について検討できるようになる．

第2章で詳しく紹介したモロー（Morrow，1983）の検討などはこれに当たる．

モロー（1983）の場合は，価値、キャリア，仕事，組織，組合という5つの視

点について検討しているが，モローとマッケロイ（Morrow＆McElroy．1986）

では，その視点を価値，仕事，組織の3つに絞ることができるとしている．コ

ミットメントの対象として何を取りあげるべきかも，今後検討していくべき課

題の1つであろう．ただ，むやみに拡大させるのではなく，できる限り重複を

なくそうとするモローら（1986）の姿勢は評価されてしかるべきである．

　以上のように，多重コミットメントという視点の有効性については・まだ十

分に実証されているとはいい難い．研究の量的な蓄積もまだまだ十分ではない．

しかし，前述したように，現代社会においては個人が同時に複数の組織や対象

にコミットしているのが普通であり，組織の変化への対応や，役割問の葛藤に

直面しているケースも多々あるはずである。それらについて詳細に検討し，マ

ネジメントの立場から少しでも有効な手だてを講じるためにも，多重コミット

メントいう捉え方は，重要な情報を提供してくれるものであると思われる．

　以下では，さまざまな対象へのコミットメントと組織コミットメントとの関

係についての検討を紹介する．

　　5－5－3－2多重コミットメントと組織コミットメント

　多重コミットメントと組織コミットメントとの関係についてライヒャーズ

（1985）は，個々のコミットメントが合体して組織コミットメントが出来上が

っており、その意味で，組織コミットメントは個々のコミットメントの接着剤

（glue）のような存在であるとの考えを示している．したがって個々のコミッ

トメントは，組織コミットメントと何らかの関係を有することが想定されるわ
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けである．しかし，ライヒャーズ（1986）自身の研究では，トップマネジメン

トヘのコミットメントと組織コミットメントは正の関係を示したものの．エー

ジェンシーや顧客といった，他の対象へのコミットメントは組織コミットメン

トとはかかわっていなかった．この組織コミットメントと個々のコミットメン

トとの関係は議論の的となるところである．

　以下では，これに関する2つの考えについてみていくことにする．まず1つ

は，組織コミットメントを，さまざまな対象へのコミットメントの1つに過ぎ

ないものとして捉えるという立場である．この場合，組織コミットメントとそ

の他のコミットメントは，他の変数に対して独立に影響を与えることになる．

このような捉え方をしている研究例として，ベッカー（Becker，1992），コーエ

ン（Cohen，1993）などを挙げることができる．

　たとえばベッカー（1992）は．満足度や離転職の意志の規定変数として．組

織コミットメント，トップマネジャーへのコミットメント，直属の上司へのコ

ミットメント，同僚へのコミットメントを想定し，組織コミットメントの後，

3変数を重回帰式に加えることで，規定率が有意に上昇することを見いだして

いる．つまり，個々の対象へのコミットメントが，目的変数に対して固有の規

定力を有していたのである．このような結果に基づいてベッカー（1992）は，

コミットメントを多重的に捉えることの重要性を指摘している．ここでは組織

コミットメントを，数あるコミットメントのうちの一つとして，いわば同列に

捉えていることが分かる．

　また・コーエン（1993）では，コミットメントの対象として職業，組織，仕

事，組合を扱い，それぞれの対象からの退却行動の規定変数について検討して

いる．その結果，組織の退却行動は組織コミットメントが，仕事への退却行動

は仕事へのコミットメントがもっともよく予測することなどが示された．4つ

の対象へのコミットメントの間に相関や多少の関連は見いだされているが，基

本的にはそれぞれを独立のものとして扱う考えに基づいている．

　これに対して，組織コミットメントを重要な媒介変数として捉える立場もあ

る．さまざまな対象へのコミットメントは，組織コミットメントを介してその

他の変数に影響を与えるという考えである．ハントとモーガン（Hunt＆Mor－

gan，1994）は，ベッカー（1992）のデータを用いてこの点について検討し，組
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織コミットメントを媒介変数として捉えるモデルの方が，データの当てはまり

がよいことを示している．つまり，トップマネジャー，直属の上司，同僚とい

った、さまざまな対象へのコミットメントが組織コミットメントに影響を与え，

その組織コミットメントが，向社会的組織行動，離転職の意志といった重要な

変数に影響を与えると考える方が，データをよく説明することを明らかにした

のである．この場合，ライヒャーズ（1985）が主張するように，組織コミット

メントは個々のコミットメントの接合点のような存在であり，そこからさまざ

まな結果変数へと影響が及ぶと考えられる．

　当然，ハントら（1994）自身も述べているように，1つの研究データに基づ

いた結果であるという限界がある．さらに．ベッカー（1992）のデータは，さ

まざまな対象へのコミットメントを，愛着という1次元で測定している点にも

問題がある．第2章でもみたように，コミットメントに関しては多次元的に捉

えるという姿勢が必要であると思われる．このことは，さまざまな対象へのコ

ミットメントについて検討する際にも当てはまることであろう．すなわち、さ

まざまな対象へのコミットメントを多次元的に捉えていくという姿勢が必要で

あろう．

　少数ではあるが，以上の研究例から考えると，組織内の人に対するコミット

メントとの関係について検討する場合，組織コミットメントを媒介的な変数と

して位置づけ，仕事や職業，組織外の人へのコミットメントとの関係について

検討するときには，独立のものとして位置づけるべきとの仮説が導き出せるか

もしれない．しかし，研究数が極端に少なく，そのような仮説を構築すべき段

階にも達していないようである．今後データを重ねていくべきであろう．

　また．その際の研究方法も大きな問題となろう．ここで紹介した研究は，い

ずれもいわゆる多変量解析によるものである．多重コミットメントに限らず，

概念間の関係について検討する研究では，多変量解析が用いられることが多い。

多くの変数間の関係について推測できるようになったのは，統計的手法の飛躍

的な進歩によるところが大きい．しかし，そこで得られた結果を現場で活用し

ようとするときに，どの程度の信頼性があるのかについては疑問が残る．有意

な係数が認められたことと，実際に両者に関係があることが、どの程度対応し

ているのか，少なくとも結果を無批判に受け入れることは避けるべきである．
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研究で得られた知見を現場で有効に活用しようとするならば，やはり変数を絞

り込んだ検討も同時に必要であろう．

　個人がどの対象に強くコミットし，それがどの変数とかかわるのか，そして，

さまざまな対象へのコミットメントは，相互にどのような関係にあるのかにつ

いては，今後ますます研究が進展していくであろうし，その成果の蓄積が待た

れるところである．
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