
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

Analysis of Scenarios of Power Games in
Japanese Firms

日置, 弘一郎

https://doi.org/10.15017/4475360

出版情報：經濟學研究. 50 (3/4), pp.31-44, 1985-02-10. 九州大学経済学会
バージョン：
権利関係：



企業における権カゲームのシナリオ分析 (1)

日 置 弘一郎

I 研究関心

筆者は組織構造の分析におけるデザインモデ

ルとでも呼びうるものを提出した（日骰1980,

日置1981)。これは．組織構造の分析において，

組織の管理者によってデザインされている構造

部分（構造デザイン）と，組織の被管理者がこ

の構造デザインの中で行動することによってあ

らわれてくる自成的な行動パターン（創発構

造）を区分して考えようとするものであった。

このモデルは組織の管理者の存在を前提と

し，この管理者の管理の意図とこれに対する被

管理者の行動とのせめぎ合いとして組織構造を

捉え，自成モデルや支配モデルあるいは機能モ

デルではとらえられない何がしかのダイナミク

スを含む構造モデルを導出することを意図した

ものであった。

ところが，このデザインモデルを現実の組織

に適用することを試みるといくつかの点で困難

を生じる。その最大のものは構造デザインを分

析する際に，デザイナーの意図を読みとること

が著しく困難であるという点である。組織デザ

インにおけるデザイナーの意図はデザイナーの

個人的な利害と組織目標の遂行という両者が混

在しており，明確な意図は通常は研究者の目か

＊本稿は組織学会関西部会第 5回集中研究会
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らは隠されている場合が多い。しかし，どのよ

うな組織デザインであっても，そのデザインに

は組織の管理者＝組織デザイナーの権力の維持

・拡大という意図が含まれていると考えてよ

しヽ。

おそらく，組織デザインは組織デザイナーの

保有する権力の大きさによって，可能な構造デ

ザインの範囲が決定されると考えてよい。これ

までの議論では組織デザインに対する影響要因

として組織スラックや環境変数などが取りあげ

られてきたが，権力はこれらの変数に劣らぬ璽

要性を持っている。構造デザインの分析に当っ

て具体的な事例分析を行なう毎に権力の布置状

況についてアドホックな判断を行なうことは効

率的な分析とはいえず，権力を何らかの形で分

析の枠組みに取り入れることが必要となる。と

ころが，これまでの組織内の権力の分析の枠組

みにおいて，構造デザインにまで示唆を与える

研究は見当らず，具体的な個々の組織の権力を

分析できる手がかりすらない。本稿では構造デ

ザインにおける権力の問題をはるかな射程にに

らみつつ，具体的に個別の企業内部での権力の

分析の枠組みを考えてゆく。

II 権力分析の動向

これまでなされてきた権力の議論を検討する

と，組織内の権力の実証的分析は三つの分析レ

ベルを設定することが可能であろう。一つは権

力が具体的な行動を引きおこしたり，意思決定
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を引き出すという可視な現象のレベルである。

このレベルにおける権力はいわば表面に露頭し

た発現形態であり，水面下の全体像をみせてい

るわけではない。権力がむき出しの形で行使さ

れたり，そのことによって権力の全体像をみせ

ることは少ない。権力は通常は不定形で具体的

な形を持たず，その発現状態はどのような形に

でもあらわれうると考えられることが多い（例

えば Blau1964)。

権力の分析レベルの第二はこのような権力そ

のものを捉え量として測定しようという分析の

レベルである。これは権力がいわば潜態であり

不可視であるところから，分析を形態よりはそ

の量の大きさで考えようとする。この分析レベ

ルはかなり仮設的なものであり，権力の量とい

う分析概念は実体概念であるよりは説明概念で

あるといってよい。

第三の分析レベルは権力をもたらす源泉であ

る。これをここでは権力資源と呼んでおこう。

ある権力の権力資源がいかなるものであり，ま

た，それをどのようにして権力に転化させてゆ

くか，という点がこのレベルでの分析のボイン

トとなる。古典的には権力資源は組織内の地位

と能力という形で定式化されることが多かっ

た。

これまでの権力の議論は分析レベルの 1と3

を用いることによって分析レベルの 2の権力の

大きさを推定しようという研究戦略を取るもの

が多かったといえる。すなわち，表面に表れた

権力の発現からその権力現象の基盤となってい

る権力の大きさを推定するという方向がとら

れ，あるいは権力資源の同定を行なうことによ

って権力の大きさを把握しようとする方向で行

なわれる。いずれにせよ，権力は不定形であ

り，量的把握が困難であるため，権力の量を様

第 50巻第 3・ 4号

々な方向から推測しようとするものである。

実際に行なわれている実証分析は組織内の機

能部門を単位としたものがかなりみられ，この

方向の研究が最も理論的には進んでいるといえ

る。これは，部門間の権力の権力資源はその部

門に割り当てられた職務であり，これらの戦務

の間の対立はこれまでの機能分析の手法と連続

しているためである。例えば Lawrence& Lo 

rsch (1967)では，企業間の競争の上で他社に

対して競争の際にボイントとなる部局が優勢と

なると述べられている。すなわち競争が納期の

正確さによって決定されるならば製造部門が，

新製品の開発が競争上重要であれば研究開発部

門が優勢となる。

このようなタイプの研究の中では Hickson

et al. (1971) がこれを一般論として定式化し

ている。彼等は組織タースクを遂行する上での

不確実性への対処能力に部門間の権力格差の生

じる原因を見い出している。彼等はタースクの

遂行に当っての予期されない障害 (contingen-

cies) を制御する能力を持つ部局が他の部局に

対して権力を保有すると論じた。

このような Hicksonet al.の定式化は， Cro-

zier (1961) を先行研究とするものと考えてよ

い。 Crozierはフランスのタバコ工場の分析に

おいて，この工場の構成員がそれぞれ与えられ

た制度的枠組みの中で自己の利得を最大化する

行動をとることで権カゲームが行なわれること

を示した。 Crozierはこの権カゲームの帰趨を

決定する要因は，組織の全体の運営にあたって

の障害を制御する能力であるとしている。なぜ

なら，タバコ工場は国営で独占が保証されてお

り，その円滑な運用が全ての構成員の利得の源

泉となっているためである。すなわち，パイの

大きさを決定する最大の要因は円滑な工場の運
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企業における権カゲームのシナリオ分析 (1)

営を阻害する様々な障害であり，これを制御す

る能力を持つ者がパイの配分についても優努と

なるわけである。

この種の分析は，当然組織の構造デザインが

与えられて後の部門間の相互作用であるため，

本稿での研究関心を満たすものではない。 さ

らにこのような部門間の権力関係を扱ったもの

以外には抽象的なコアリションの形成に関す

る議論などしか見当らず， わずかに Bachara-

ch & Lawler (1980) が権カプロセスについ

ての実証への応用可能な議論を展開しているに

すぎない。また Mintzberg(1983) は本稿で

述べる権カゲームの概念，及びゲームのプレイ

ヤーという概念を導入しているが，個々のプレ

イヤーの機能を述べるのみで，個別の事例の分

析に有効な枠組みを提示しているとはいい難

しヽ。

さらに，もう一つの問題として，対象を企業

に限定するとしても権力の分析には制度や行動

様式などが深く関わり，抽象度の高い分析なら

ばともかく，具体的な企業の権力に対して用い

られる分析用具はかなり制度条件などを特定し

たローカルなものであり，果してアメリカやヨ

ーロッパ諸国と同一に論じられるかという点を

疑って置く必要がある。

例えば日本の企業における社長と，アメリカ

企業における社長ではその果たす機能，選出の

プロセス，保有する権限が全く異なっているこ

とはよく知られている。アメリカの企業では

（多くのヨーロッパ企業もこれに準じるが）株

主の代表者としての取締役によって構成される

取締役会が意思決定機関であり，社長以下の経

営陣はその決定の執行機関にすぎない。従って

権力の中枢は取締役会長であり，社長は意思決

定者ではない。これに対して日本の企業では，

社長は意思決定者であり，さらに取締役の事実

上の任免権を握っているケースが圧倒的であ

る。社長が自らの意にそわぬ取締役を株主の圧

力により受け容れているというケースは極めて

稀で，社長が人事権，意思決定権の全てを掌握

していることが普通である。

企業の権力の中枢的な部分がこのように異な

っていることは， 日本の企業での権力を具体的

に分析するためにはある程度日本にローカルな

モデルを開発する必要があることを意味する。

本稿での目的は，個々の企業の事例を評価しう

る枠組みを与えることであり，中範囲理論より

もさらに具体的な，アド・ホック理論を連合す

るための枠組みを用意すること，すなわち，事

例からどのような点を共通部分であるかと認識

するかという方向を指し示すことである。この

ためには既存の理論は抽象的にすぎ，あるいは

日本の現実の分析を行なうには不適当であると

いう印象は免れない。何らかの分析用具の開発

が必要となる。

直 対象へのアプローチ

新たに社会現象に対するモデルを開発しよう

とする際に最もオーソドックスな方法は，でき

るだけ多くの対象を観察しそれを類型化するこ

とを分析の第一歩とする。しかし，このような

方法は対象が組織における権力という現象であ

る場合は著しく困難である。なぜなら，組織に

おける権力は通常はその全体が表面化すること

なく，具体的な現象によって全体像を確認する

ことが難しいためである。また，フィールド調

査は直接には目に触れない社会現象をも何らか

のインディケーターを用いて明らかにすること

ができるが，この場合はこの方法も必ずしも有

効ではない。なぜなら権力の動向についての情
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報が無条件で外部に提供されるとは考えにく

く，ィンディケーターのバイアスの評価が困難

であるためである。また，組織の中に情報提供

者 (informant) を持つことも同様の理由で必

ずしも有効ではない。組織内のインフォーマン

トが権カゲームについての情報を得るためには

彼自身が権カゲームに参加する必要があり，こ

れによるバイアスを考えねばならないためであ

る。

可能な情報入手の方法として重要な方法の一

つに権力の崩壊，もしくはスキャンダルのケー

スがある。組織の権力が崩壊し，さらにその際

に犯罪を構成したような場合はマスコミなどに

よってその組織の権力過程についての情報を入

手することができる。犯罪にまで至らなくとも

マスコミの興味を引いたならば内部の権力状況

が伺える情報がもたらされることは少なくない

が，これらの情報は断片的であり，また権カゲー

ムの結果までを克明に伝えてくれるとは限らな

いため，事件になった際に情報をまとめて提供

されるケースに比べるとその利用価値は低い。

実際，その意味では具体的な事件をモデルに

したと思われる経済小説の方がかなり利用価値

が大きい。なぜなら，それは表層に露頭した現

象から可能な解釈のバリエーションを提供して

くれるためである。事実を報道しなければなら

ないマスコミに対して，フィクションの装いを

取るモデル小説では，マスコミ情報として伝わ

らない情報まで示されることも多く，少なくと

も権カゲームの最終的な結果が示されているた

めにより用いやすい。

しかし，この方法はドキュメントであれ，モ

デル小説であれケースの数が限られているとい

う点が欠点である。また，これらのケースは犯

罪を構成するという点，あるいは少なくともマ

スコミの関心を呼んでいる点において特異であ

り，分析の対象としては必ずしも一般的でない

ことは考慮しなければならない。特異なケース

がなお事例として有効であるためにはそれが一

般のケースに対してどの程度特異であるかの判

定ができなければならないが，これらのケース

を集積しても，ケース自体がさほど多くなく，

一つのケースに多くの情報が提供されるという

利点はあっても，あまり効率的な方法であると

はいえない。

週刊誌等にあらわれるスキャンダルも同様で

あり，最終的に犯罪を構成し，耳目を引くよう

な事件になってはじめで情報が完結した形で伝

えられることになる。このような事情から，材

料として事件のドキュメントやモデル小説など

を収集することは，個々の事例についての情報

は豊富であってもケースの数が限定されること

になる。実際，筆者が入手することのできたケ

ースはドキュメントとしては，安宅産業，第一

銀行，大光相銀，三越など数ケースに止まり，

その他にモデル小説はあっても実名を明らかに

したものは少なく，十分な分析ができるほどの

ケースを集めることはできなかった。しかし，

個々のケースについては複数の書物が出版さ

れ，十分な情報が集積される。例えば三越の岡

田茂社長の解任についてはドキュメント 2冊，

モデル小説5冊が収集されている。

本稿で基本的な材料としたのは， 1979年から

1984年までの日経ビジネス誌上のニューズレタ

ーというコラム欄のトップ人事の項である。こ

れは，トップの動向，財界人事，海外企業のトッ

プとの比較などを内容とするコラム欄であり，

とりわけトップの交代についての予測，解説記

事が多く，これが権力についての推測を可能と

する。 5年間の日経ビジネス誌の全号を集めた
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わけではなく，かなりの欠号を含んでおり，さ

らに記事の中で権力に関係ないものもかなりあ

ったため．全部で 550あまりの記事が収集され

た。これにほぼ同様の内容を持つ「WILL」誌

の「最近ヒトゴトロジー」というコラムを補捉

した。さらに新間や週刊誌の記事などのマスコ

ミ情報を補なうことによってかなりの情報を収

集することができた。

いまニューズレター． トップ人事の記事の例

示として手近なケースをランダムに選び，示し

てみよう。

‘‘ポスト小西”に 3専務浮上
麒麟麦酒の次は営業か技術か

ビールの王者，麒麟麦酒のトップ人事がビー
ル業界の酒のサカナになっている。ことしで2
期4年となった小西秀次社長は70歳という年齢
や過去2代にわたって社長が 2期で交代してい
るところから退任も予想されていた。ところが

4月28日の株主総会後の役員会では次期社長と
の声もあった山口芳雄 (68)，桑原良雄 (68)

の両副社長が退任，小西社長は留任となった。

70歳とはいえまだ体力も十分なことが小西社
長に留任を決意させたようだ。これと同時に糸
賀智男 (62)，小山正 (62)，本山英世 (56)の

3専務に昇格させた。この 3専務を競わせて，

じっくりと後継者を考えようというのが小西社
長のハラとみられる。人材豊富な麒麟麦酒らし
く，この 3人のうち誰が社長になってもおかし
くはないが，業界では「本命本山，対抗糸賀」

と見る向きが多い。

本山氏は東京商大卒で 3人の中では最も若い
が，同社では珍しい型破りタイプで，営業担当
として問屋筋からの受けもいい。ただ，バイオ

テクノロジー（生命科学）に力を入れ始めた同
社にとって東大農学部農芸化学卒の糸賀氏も貴

重な存在。小西社長は「営業か技術か」という
選択を迫られそうだ。

（日経ビジネス 1982.5/17) 

このケースは格別な権力闘争を示すものでは

なく，収集した記事の中でも平凡なものである。

しかし，この記事からだけでも，かなり多くの権

カ継承の要素が示されている。まず，前例が一

つの目途となっていることや，担当部局が後継

者決定の大きな要素となっていることなどが読

みとれる。さらに後継者の学歴が話題となって

いることや年令の問題，企業戦略と社長の担当

部局の関係，さらに後継予定者の個性もしくは

人格が取り上げられているなどの要素を抽出す

ることができる。これらの要素をケースを積み

重ねることにより類型化し，その類型をケース

にあてはめる。このケースの場合には事務系と

技術系の間の競争，もしくは担当部局を要素と

する競争という類型に第一義的に分類される。

一般に権力についての情報は，先に述べたよ

うにその精度を評価することが難しいが，この

ようにして収集したニューズレター記事の情報

の評価もまたかなり困難である。上記の記事の

場合でも取材の情報ソースが明示されているわ

けではなく，業界での噂などとして書かれてい

る。これらの記事は何らかの事実を反映してい

ることは確かであるが，記事の書かれた意図が

どのようなもので，その意図からどのような情

報のバイアスが生じているかは全く推測できな

い。さらに，いわゆるマスコミ辞令があらわれ

ること自体がその後の権カゲームの結果に影響

を及ぼすこともあり，記事の意図や事実との対

応の検証はほとんど不可能である。このため，

ここで行なう分析は，与えられた情報が事実で

あるか否かの判定を留保し，あらわれた記事で

述べられた現象の類型化だけを試みる。

IV 分析の基礎概念

組織内の権力を分析する基本的な枠組みとし

てまず Crozier1961の権カゲームの概念を取

り上げねばならない。この権カゲームの概念は

組織内のパワーポリティックスを示している

が，この時点で Crozierが組織内の行為者間

のパワーゲームの概念を導入したことはそれま

- 35 -



経済学研究

での組織を秩序の体系と考える視点から，組織

成員の行動の場として捉えるという視点の導入

という学説史的な意味を持っている。

さらに．権カゲームの概念は権カゲームの参

加者（フ゜レイヤー）たちが権力をめぐって争そ

う場が設定されていることを含んでいる。この

ようなゲームの場が存在しない一枚岩の秩序が

それまでの権力（あるいは権威）論の中心であ

ったことに対して新たな分析視角を提出してい

る。しかし．現実の組織を分析する上で．この

権カゲームという概念は有用でありながら．こ

れまで具体的な実証への展開が試みられている

とはいえない。

実際の組織の権力分析において現象としてあ

らわれてくる重要な点は．権カゲームの場がど

こに仮定されているか．という点である。すな

わち．これまでの権力分析の多くは影響力の行

使が競合した場面を権カゲームの場としている

が．それは多く政策決定の場面であった。この

ような意思決定の場面における権カゲームヘの

参加者の利害が衝突し．その中の誰の利害が最

も強く反映された決定がなされるかによってゲ

ームの勝敗の判定が行なわれる。このタイプの

分析は機能分析と重ね合わせることによって組

織の権力の持つ意味について重要な示唆を与え

ることになる。

しかし．このようなタイプの分析は現実の組

織の事例ではスマートすぎて有効ではない。っ

まり．権力の実際の発現は少なくとも日本の企

業においては政策立案者のポストを巡る人事権

の争奪にまずみられ．政策決定の会議の場での

対立はむしろセレモニーであって．実際の意思

決定は根回しによって既になされていることが

普通であろ。現実の日本企業で政策決定の場面

での対立の権カゲームの反映であるケースは決
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して多くないと考えてよい。

このことから，組織内の権力の性格について

の分析ではどのようなゲームの場が設定される

かという点の究明が必要であるといってよい。

アメリカ企業の場合には最終的な権カゲームと

しての経営権を巡る争いについては株式市場が

ゲームの場となっているといえよう。

これに対比すれば日本の企業での権カゲームの

場の限定で最も重要な経営権の掌握というゲー

ムは社長のポストを巡る争いであると考えられ

る。この最終的な経営権を巡る局面以外にも様

々な場面での権カゲームは行なわれるが，その

分析は結局は権力が表面に露頭する場面を分析

することに他ならず，どのような場面で露頭す

るかを調べることでその権力の性格を把握する

ことが可能である。

このようなゲームのアリーナ（闘技場）の分

析に加えてゲームの参加者（プレイヤー）の同

定が本稿での分析の主眼となる。 Mintzberg

(1983)ではゲームのプレイヤーとして (1)組織

のトップ ，（2)作業者 (operator), (3)ラインの

管理者，（4）テクノストラクチャーのアナリスト

(5)補助業務スタッフをあげ，これに全体を統合

するイデオロギーを付け加えている。このよう

なプレイヤーの同定は基本的には機能分析の枠

を超えるものではない。本稿ではこの組織の構

成員を列挙するというプレイヤーの認定ではな

く，より権力の実態に絞り込んだプレイヤーの

同定を行なう必要がある。

このために，分析のレベルとして「シナリオ」

という概念を導入する。シナリオとは露碩した

現象の多様性をその権力の発生や事件の原因の

レベルでまとめ，権カゲームの結果については

様々な要因にコンティンジェントすると考え，

その結果の帰趨は問わず分析しようとする。つ
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まり，ほぼ同様の原因で起きたと思われる権力

ゲームであってもその結果は必ずしも同一でな

く，またその結果によって流されてくる情報が

偏ったものである場合も少なくない。従って，

分析を現象のレベルに限定することは現実の多

様性に振りまわされることになりかねず，かと

言って抽象的な権力概念を用いると現実を把握

することができない。すなわち，ここでは一般

システム論でいう等結果性 (equifinality)の全

く反対の状況を考えているわけである。

シナリオという概念を導入することは，権力

現象の多様性をある程度まで減少させ，事例相

互の異同の見通しをよくすることになる。権力

は様々な要因にコンティンジェントして具体的

な現象として発現するが，その重要な要因の一

つに権力者の人格がある。個々の権力者の個性

・人格により権力のあらわれる様相が異なって

くる。例えば，三越における岡田茂元社長の権

力は岡田氏の個性抜きでは考えられないし，事

件の推移も岡田氏と非常勤取締役であった小山

五郎氏の相互の人格的接触によってその結果が

大きく影響されているといってよい。個々のプ

レイヤーに与えられた機能的役割よりも，人格

間の感情的接触がゲームの結果を決定すること

がありうる。

これは，権力の発生や推移においては類似し

ているケース，すなわち同一のシナリオに従っ

ているとしても，プレイヤーの人格によっては

権カゲームの結果が変化しうると考えられる。

これを演劇における脚本にたとえて，同一の脚

本であっても演ずるプレイヤーのキャラクター

によっては喜劇にも悲劇にもなりうるという言

い方をすることができよう。現実の権カゲーム

においてはシナリオのプレイヤーに対するゲー

ムのシナリオヘの拘束力自体もさまざまであ

り，ゲームの結果までがかなりの程度決定され

ている場合から，ゲームのプレイヤーとアリー

ナだけ指定する程度の拘束力にとどまるシナリ

オまでの変動を持つ。

このようなシナリオという分析レベルの説明

は，権力を現象のレベルで分類するのではな

く，現象を発生させるメカニズムのレベルでの

分類を行なうことになり，生物学で言う表現型

(phenotype) と遺伝子型 (genotype) の区分

に対応する。権力の phenotypeは権力者の人

格をはじめとして，様々な要因にコンティンジ

ェントし，あまりに多様である。これを geno-

type としてのシナリオで類型化してゆくこと

でより効率的な分析が可能となる。

このような本稿での社会現象の genotypeレ

ベルでのシナリオという分析の方法は，社会学

で Lyman& Scott (1975)が社会現象をドラ

マとしてとらえるという類似の作業を行ってい

る。彼等はそこで，政治権力を正当化する「基

本的神話」の類型を試みているが，この基本的

神話にプレイヤーの役割を付け加えれば本稿で

意図しているシナリオと同一になる。

しかし，筆者はここで Lyman& Scottの

ようにシンボリック相互作用論の立場に立ち，

この概念で組織論を再構成するといった野心は

持ち合わせていない。シナリオという概念を理

論的に整備して方法的に確立するよりは，当面

の理論対象となる社会現象の分析に役立ち，有

効である限りにおいて使ってゆこうと考えてい

る。それは，このシナリオという概念が組織内

の権力という社会現象を分析するためにアド・

ホックに用いられている概念であることを意味

し，当面はこの範囲以上に概念を拡張させるこ

とは意図していない。

権カゲームのシナリオを構成する要素として
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は， これまでに述べてきたようにプレイヤー

（権カゲームヘの参加者），ゲームのアリーナ，

シナリオの拘束力の強さに加えて，ゲームのル

ールを考えねばならない。これは多くの権カゲ

ームの場合にゲームを成立させるために成員が

共有する合意であり，例えば組織の存続を危<

してまで権力闘争を行なうことは少なく，これ

をゲームのルールと考えてよい。また，その組

織の固有の価値意識や権威を損ねることも一種

の禁忌となりやすく，これらの諸条件がゲーム

のルールを構成してゆく。

本稿での分析は，権カゲームのプレイヤーを

同定し，その権力資源が権力をどのように性格

づけているかといった基本的な分析をまず考え

てゆくが，シナリオの抱束力がゲームのルール

というより複雑な分析用具については十分な類

型化を行なうだけの事例が集っているわけでは

ないためほとんど言及することはない。

V 権カゲームのプレイヤー

権カゲームのプレイヤーを同定するために

Hsu―濱口によって示されたイエモト組織の

理論を用いる。組織デザイン論から出発した関

心になぜ日本にローカルに設定され，他の社会

との連続性を持たないイエモト組織の理論を用

いるかについては，先にもふれた事情にもよる

が，以下の分析で示されるような，組織内の権

力についてはあまりにこれまでの分析概念には

妥当しない現象が多くあらわれているためであ

る。これを分析するにはユニバーサルなモデル

ではなく，日本に固有な現象として考える方が

適切と思われる。例えば採集されたシナリオの

中では「お家騒動」，「大政奉還」などと呼ばれ

るケースがあらわれるが，これらを組織一般に

妥当するような概念に即して分析することは困
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難であり，日本に固有の組織現象として考える

ことが自然であろう。このような日本固有のモ

デルに従がうことによって生々しい権力の実態

をより有効に捉えることができるようになると

考えてよい。

さて， Hsuー濱口 (Hsu1975) によるイエモ

ト組織の理論は， 日本の組織の祖型を芸道にみ

られる家元制に求めるものであり，日本の組織

のプロトタイプとして家元制から禅出されたイ

エモト組織という概念を提出している。 Hsu

は多様な文化圏において，それぞれの文化圏の

第二次集団はその文化における第一次集団の特

徴を引き継ぐ，という仮説の下に文化と第二次

集団の関連を述べる。この仮説の下に 日本の家

族の特徴と第二次集団の特徴を関連づけてイエ

モト組織のモデルが提出されているが，この家

族の特性と第二次集団の特徴の関連の詳細につ

いてまでの紹介・検討の必要はないだろう。

Hsu一濱口のイエモト組織モデルについて

は日置1984でやや詳しく論じた。日 樅1984は本

稿でのシナリオ分析の一事例を構成するもので

あり，明治期の三井物産の創業に当っての権力

プロセスを追っている。本稿はこれを類型の中

に位置づける枠組みを提出することが目的とな

る。基本的なアイデアは同一であるのでイエモ

ト組織のモデルについてはここでは詳論せず，

必要な最少限の範囲でのみその特徴を述べる。

ィエモト組織は，歴史的概念としての芸逍の

家元制を想定してモデル化されてい るが，現代

の日本の諸組織についても妥当する日本の組織

の範型（パラダイム）として提出されている。

このイエモト組織を，欧米の官僚制組織と対比

すると，官僚制内の人間関係は非人格的閲係で

あるとされるのに対して，イエモト組織は師匠

一弟子という人格関係，あるいは親分ー子分と
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いった類似家族的人間関係によって成立してい

る点で大きく異なる。イエモト組織ではこの人

格関係の連鎖として組織内に上一下のハイアラ

ーキーが成立している。ところでこのハイアラ

ーキー自体は基本的には実力があれば組織の中

枢に上昇することが可能なものであり，能力主

義による昇進が行なわれている。 この点から

Hsuはイエモト組織が人格関係を残しながら

も能力が評価基準となっている点で一種の擬似

官僚制であると指摘している。

イエモト組織の中枢にはその組織の創設者の

血縁を引く家元がいる。一般的には家元のみは

能力主義とは関係なく世襲であり，逆に家元の

血統が組織の中核的な権威を保証しているとい

える。この家元と疸接に師弟関係を結んでいる

高弟がイエモト組織の中心をなす。血統によっ

て権威を保証されている家元と，能力主義によ

ってハイアラーキーを登ってきた高弟の組み合

わせは，組織の運営に必要な安定的な権威と業

務執行の能力という必ずしも両立するとは限ら

ない要件を同時に満たすため，ィエモト組織は

効率的な組織でありうる。

イエモト組織ではしばしば，家元は高弟たち

に日常業務の執行を委任するケースがみられ

る。典型的には旧財閥や江戸期商家にみられる

番頭経営である。これは家元が権威としてのみ

機能することができ，実質的な組織運営は高弟

の執行能力に依存するという形での分業が可能

であるために発生し，かなり安定的な形態であ

るといってよい。ここでこの業務執行を委任さ

れた高弟を執行高弟 (exectivedisciple) と呼

ぶことが適当であろう。

さて，このイエモト組織のモデルを展開する

ことでゲームのプレイヤーを確定してゆこう。

(1) 家元としての創業者同族

当然のことに，家元がまず権カゲームのプレ

イヤーとして考えられる。企業における権カゲ

ームにおいては，家元は創業者の同族を指すこ

とになる。

ここで注意しておかねばならないのは，家元

としての創業者同族の権力資源は株式の保有で

はなく創業者と血縁であることに基づく権威が

権力資源となっている点である。もちろん，商

法上の制度としての企業は株式の保有が全ての

権限の源泉として定められており，株式の保有

が組織内の権カゲームにおいて全く権力資源

として意味を持たないとは考えられない。しか

し，制度上では絶対であっても，組織内におけ

る権カゲームでの権力資源としては株式の保有

が決定的とはいえない。この点が欧米の企業と

はかなり差異のある点で，商法上の規定と現実

との乖離としてあらわれている。

具体的な事例を考えてみても，商法上の規定

からは株式保有が一株でも上回っていれば経営

権は覆えるはずの性格のものであるが，日本で

はそのような事例は殆んど見当らない。逆に，

市湯から買い集めた株式が全発行株の過半を超

えてなお経営権が移動しなかった宮地鉄工の例

がある。このケースでは誠備グループが，株の

約70％を手に入れ，経営権の要求がなされたに

も関らず経営権の移動はなされなかった。少な

くとも制度としての株式会社と組織としての企

業とは分けて考えられる必要があり，本稿で問

題とするのはあくまでも組織内の権力である。

この点はこれまで多く論じられてきた「所有と

経営の分離」の議論と関わるが，本稿の関心は

組織内の権力を分析することにあり，制度とし

ての株式会社における資本の機能について論じ

るものではない。

実際，株式の保有も権力資源として有効でな
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いとは考えられないが，その組織支配に対する

有効性は欧米におけるそれに対するならばとて

も決定的なものとはいえない。組織内の権力と

いう視点から現在の日本の企業を分析する限り

においては権力資源の一要素に過ぎないといっ

てよい。おそらくそれは創業者の同族としての

血統に由来するという権力資源よりも小さな役

割しか持っていない。このことは，例えば株式

の移動が全くなしに，非同族から同族への経営

の引き渡しがなされるケース（大政奉還）が少

なからず存在するということによって示され

る。株主は経営権の根拠とならず，同族である

ことが経営権を引き継ぐ際の大きな条件になり

うる。

この家元としての同族の行動や，株式の権力

資源としての有効性については次稿で具体的な

事例を分析することでシナリオとして類型化さ

れる。また， 家元の性格についても類型化さ

れ，創業者の人格が強く組織に影響を与えてい

るケース（創業カリスマ）と， Weberの述べ

るカリスマの日常化が進行して組織内に世襲力

リスマとして安定した権威が確立しているケー

ス（家業カリスマ）の二つに大別できる。この

二種の家元はやや異なる行動様式を示し，別種

のシナリオとして区分されることになる。

(2) 執行高弟・イエモト官僚

典型的なイエモト組織モデルにおいては家元

から日常業務の遂行を委任される執行高弟は権

カゲームのプレイヤーとしても重要な地位を占

める。執行高弟は高弟の中から家元によって選

任され，業務執行の責任を負わされたものであ

り，執行高弟の権力資源は基本的には業務執行

能力と考えてよい。

執行高弟は多くの集団成員の中から組織運営

の責任者の地位までハイアラーキーを登りつめ
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たわけであるから，その昇進の過程における競

争を経て選抜されてきたことになる。この競争

は，官僚制における昇進競争が非人格的な資格

や実績によって行なわれるのに対して，イエモ

卜組織においては能力のみならず人格的要素も

競争の要件となる。組織の中で高い地位に昇進

する者は人格的に優れた者であり，永年にわた

る人格の陶冶の結果として高い地位が与えられ

るとされている。これはDrucker(1971)によっ

て日本の企業における生涯教育システムとして

指摘されており，組織生活の最終に至るまで人

格者となるために研鎮しなければならない。

このような競争の中におかれた組織成員は，

近代官僚制における官僚制的パーソナリティと

は若干異なる行動様式を持つようになる。ここ

でイエモト組織においてこのような競争に参加

し，擬似官僚制の中を昇進してゆく存在をイエ

モト官僚 (Iemoto-bureaucrat)， もしくはイ

エモト・ビューロクラットと呼ぶことが適当で

あろう。イエモト官僚もまたハイアラーキーを

昇りつめることによって権力への道が開かれて

る。彼等の権力資源は執行高弟同様に，基本的

には職務遂行能力であるが，これに人格的要素

が加わっている点で Weberの近代官僚制にお

ける官僚とは大きく異なる。

執行高弟はイエモト官僚の中から選任される

わけであるが，この時に家元との人格的なつな

がりを権力資源の中に含めておいてよい。家元

は日常業務を執行高弟に委ねているものの，執

行高弟の人事権を持っており，具体的な権力の

発動は執行高弟の任免という形で行なわれるこ

とが多い。あるいは，家元は人事権を除く全て

の権限を執行高弟に委譲しているといってよ

いかもしれない。以後の事例であらわれるよう

に，家元は人事権をかなりの程度で留保してお
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り，家元と執行高弟の間で人事権を巡る粉争と

いうシナリオが成立する。

ところで，逆に執行高弟は職務を円滑に遂行

するためには家元の支持を取りつけて置く必要

があり，イエモトの厚い信任は執行高弟にとっ

ての権力資源になりうる。すなわち，執行高弟

は家元との間の人格的信頼関係によって権力基

盤を強固なものとする。この家元と執行高弟と

の関係は，家元の権威の強弱やその性格，ある

いは家元自身の業務執行能力などによってさま

ざまな変化が考えられる。

(3) カリスマ的ビューロクラット

Ooms 1975は松平定信の評伝において，彼を

カリスマ的ビューロクラットと位置づけた。こ

の概念は，江戸幕藩体制における幕府官僚機構

の中で松平定信が寛政の改革の際に発揮したカ

リスマ的なリーダーシップと，彼自身のある意

味での典型的幕藩官僚としての性格を矛盾なく

説明するために作られた概念であり，組織論に

踏み込んだ理論展開を行なっているわけではな

ぃ。そもそもが松平定信は将軍の実子であっ

て，厳密な意味での官僚とはいい難い。このい

れわば松平定信の歴史的性格づけのために用い

られたカリスマ的ビューロクラットというアド

・ホック概念を借りて，これをイエモト組織モ

デルの中に定位することを試みる。

今日の多くの企業は創業者同族を家元として

持っていない。これには様々な経緯によるもの

であり，官庁・親会社等の機関によって設立さ

れているために本来創業者を持たないものや，

創業者を持っていても様々なきっかけにより創

業者同族が経営にタッチしなくなった企業など

いくつかの類型が考えられる。これらの家元不

在の企業にもイエモト組織モデルは適用されう

る。

家元不在の企業においては社長ポストそのも

のが家元の代替をしているといってよい。創業

者同族であれば，家元の地位は創業者との血統

で保証され，創業者のカリスマが安泰であれば

権威の象徴的存在として格別の能力は要求され

ない。しかし，家元としての社長は業務執行の

能力のみならず，組織の人格関係の結節点に坐

ることになる。このため家元の代替としての社

長は高潔な人格を持つことが期待され，他より

も優越した人格を持つがゆえにその地位につい

ているとタテマエ上は考えられている。

このことから，社長の要件として何がしかの

他の成員とは異なる資質を持つことが要請され

る。これは，非日常的・超常的な資質という真

正カリスマにまでは至らないまでも，少なくと

も職場集団の等質化圧力をはね返して昇進を承

認させる程度には他の成員とは異質であること

を示す「ソフトなカリスマ（竹内 1984)」は持

たなければならない。このような競争の過程を

経て，人格の関係の結節点としての社長のポス

トにまで至った組織のトップに， Oomsが松平

定信について開発したカリスマ的ビューロクラ

ットとという名称を与えることはかなり妥当な

ことであろう。

カリスマ的ビューロクラットは当然イエモト

官僚の中からあらわれ，基本的には同様の行動

様式を持つ。さらに，カリスマ的ビューロクラ

ットは執行高弟とも共通する要素を多分に持っ

ているといってよい。しかし，家元の権威を背

景に持っている執行高弟と，自ら家元を代替す

るカリスマ的ビューロクラットではその権力資

源が異なり，現象としてあらわれてくる権力の

形態も異なる。

おそらく，イエモト官僚のレベルではその最

終到達点が執行高弟になるかカリスマ的ビュー
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ロクラットになるかによって生じる分化はさほ

ど明確なものではなく，家元の存在，不在を問

わず同一のカテゴリーで考えてよいものと思わ

れる。また，イエモト官僚は権カゲームにおい

て，単に執行高弟かカリスマ的ビューロクラッ

トの予備軍であるばかりではなく，組織内の世

論を形成したり，あるいはコアリションの形成

（閥）によって特定のゲームのフ゜レイヤーの支

持，もしくは不支持を表明するという手段によ

って自らも権カゲームのプレイヤーでありう

る。

(4) 長老

長老とはその組織におけるトッフ゜経験者で現

役を退いた者を指す。このような存在がコンフ

リクトが明確化した際の調停者として権カゲー

ムの帰趨に大きな影響を与えるケースが存在す

る。これらの長老はカリスマ的ビューロクラッ

ト，もしくは執行高弟としての任を全うしてい

ることが要件であり，このような過去の功績や

名声，信頼といったものに加えて無私であるこ

とが彼等の権力資源となっている。すなわち，

長老たちは現役を退いていることでコンコリク

トに対して直接の利害を持たないというタテマ

工で調停に臨み，その調停はしばしば実際に組

織の将来の方向を指し示すものであり，有効な

調停である。しかし，これらの長老たちの現役

からの退き方はかなり幅の広いものであり，社

長を退任したばかりの会長から全ての役戦，顧

問等までを持たないケースまで様々であり，こ

の調停も常に自己の利害が入っていないとはい

えない。この長老の調停は権カゲームの最終的

な婦趨を決定してしまうケースが多く，権カゲ

ームのプレイヤーとしての長老を考えておかね

ばならない。

(5) 外部勢力

第 50巻第 3• 4号

一括して外部勢力としたが，主に璽要なもの

は親会社，銀行，官庁である。これらは権カゲ

ームとしてはむしろ組織連関の場面において捉

えるべきである場合が少なくない。すなわち，

これらの外部の諸蟄力は企業の組織内での権力

ゲームに直接に参加するのではなく，これら外

部勢力間あるいは，外部勢力とその組織の間で

権カゲームが行なわれ，その結果として外部勢

カの代表者として出向，天下りなどの形で送り

込まれて来た人物が組織内の権カゲームに参加

することになる。すなわち，組織間での権カゲ

ームを経て，その力関係が決定された後に，そ

の外部勢力のエイジェントが送り込まれる。

このような官庁や銀行からの再就戦者，ある

いは親会社からの出向者などが生え抜きのイエ

モト官僚と同等の資格で組織内の権カゲームに

参加することは十分に考えられ，彼等をゲーム

のプレイヤーの中に含めなければならない。こ

の場合，彼等の権力資源は「親元」組織であ

り，この親元組織の影響力は基本的には組織間

の権カゲームで決定される。従って再就職者た

ちの権カゲームのアリーナは組織連関の場 (in-

ter organizational field)であって，組織内の

権カゲームヘの参加は組織間の権カゲームによ

って決定されることが多い。このため，彼等の

権カゲームにおける行動は，組織間の権カゲー

ムの分析を必要とする。

ここで注意して置かねばならないのは，再就

職者の権力資源として対境調停 (boundarysp 

anning)能力が考えられる点である。彼等は

出身組織の組織目標や行動様式を熟知してそれ

を再就職先に伝えるとともに，再就職先の事情

や発現を出身組織に理解させる。このような再

就戦者の対境調停工作なしには，例えば行政指

導は有効ではありえない。この能力を保有して
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いることが，「生え抜き」のイエモト官僚とは

異なり，この権力資源を用いることで権カゲー

ムに有利な地歩を占めることはありうる。

この他に，いくつかの外部勢力が権カゲーム

のシナリオに登場する。例えば業界団体や財界

などがかなりの事例であらわれる。しかし，こ

れらの団体は囲接に権カゲームに影響すること

は少ない。これらの団体はしばしばカリスマ的

ビューロクラットあるいは長老たちの行動の準

拠枠となることで権カゲームに影轡を与えてい

る。財界での評価を得るためにとられろ行動が

権カゲームの方向を決定づけることがしばしば

見うけられる。

最後に外部勢力としておそらくは相当に重要

であると思われるものに労働組合がある。労使

の権カゲーム自体は組織論とは別の研究関心で

分析されるべきものであるが，おそらくは組絋

内の権カゲームにも関与しているものと思われ

る。労働組合の支持が権カゲームの帰趨に決定

的な影密を与えるとも考えにくいが，労組委員

長を経験した社長という事例もあり，何らかU)

役割を果していると推定される。しかし，労働

組合の権カゲームに与える影響は少なくとも ll

経ビジネスのニューズレターでは殆んどあらわ

れず，この部分の権力関係は極めで情報が仏わ

りに くくなっている。労働組合を権カゲームの

プレイヤーとして分析するためには，全く異な

る情報諒が必要であり，本稿でのシナリオには

殆んど登場しない。

¥1 、ンナリオ

具体的なシナリオの分析は次稿に譲る。これ

は，シナリオがそれぞれ事例を含むためかなり

の量となるためである。当面のシナリオ分析の

見通しを与えるために暫定的なシナリオ類型を

示しておく（表 1)。この類型が暫定的とされ

るのは，現在なおシナリオを収集しており．今

後追加されてゆく可能性があるためであり，ま

た逆に理論的には予見されているものの具体的

な事例を見いだすことのできないシナリオがあ

り，これを 差 し替えねばならない可能性もあ

る。いずれにせよこのシナリオは事例の増）ゞに

従って増えてゆく可能性があり，全ての類型を

捉出することは不可能である。ここに示すもの

は暫定的なメニューにすぎない。

以下，具体的な分析は次稿で行なわれる。

文献

Bacharach S. B., Lawler E. 1980 "Power and 
Politics in Organizations" Pitman. 

Blau P. M. 1964 "Exchange and Power in Social 
Life" Wiley間場寿一他訳「交換と権力」新耀

社．

Crozier M. 1961 "The Bureaucratic Phenome-
non" U. of Chicago Press. 

Drucker P. F. 1971 "What We Can Learn From 
Japanese Management " Harvard Business Re-
view 1971 March-April. 

Hickson D. J. et al. 1971 "A Strategic Contin-
gencies'Theory of Intra-Organizational ・Pow 
er" A. S. Q. Vol. 16. 

日置弘一郎 1980 「社会集団の構造のモデルについ

て」京都学園大学論集 9巻I号。
日置弘一郎 1981 「社会集団の構造」講座基礎社会

学第三巻「社会集団」所収，東洋経済。

日置弘一郎 1984 「白崎秀雄「鈍翁・益田孝」を誂
む」経済学研究49巻4-6号。

Hsu F. L. K. 1965 " Caste, Clan, and Club." 
Van Nostrand作田啓ー・濱口恵俊訳「比較文明

社会論」培風館。
Hsu F. L. K. 1971 "Iemoto; The Heart of Ja-

pan " Schenkman. 
Lawrence P. R., Lorsch J. "Organization and En-

vironment" Harvard U. P. 
Lyman S. M. &, Scott M. B. 1975 "The Drama 

of Social Reality"清水博之訳「ドラマとして

の社会」新曜社
Mintzberg H. 1983 " Power In and Around Or-

ganizations" Prentice-Hall. 
Ocms H. 1975 "Charismatic Bureaucrat" U. of 

Chicago Press. 

竹内 洋 1984 「進むビア・プレッシャー病」月刊
リクルート1984. 1 

- 43 -



経済学研先第 50巻第 3• 4号

表 1 シナリオ類型

タイプ I イエモト中心のシナリオ II-1-b, スポンサリング

I -1,創業カリスマ

I -1-a, 創業カリスマの生成

al, 大規模化に伴う組織整備の失敗

a2, 創業カリスマの不行跡

I -1-b, イエモトの権威強化

bl， 創業カリスマの神格化

b2, 閾閥の形成

bl, 社長候補者へのスポンサリング

（帝王教育）

b2, スポンサリングによる閥形成

b3, 後継者の特定による競争の回避

II -1-c, 処遇

cl, 競争脱落者の処遇

c2, 処遇ポストの創設
II -1-d, 合併会社の人事

b3, ィエモト継承者の権威づけ dl， 合併会社のバランス人事
b4, ィエモト親族への継承 d2, 閥形成

I -1-c, ィエモト・ビューロークラットヘの

権限委譲

cl, 執行高弟への権力の委任（番頭経営）

c2, 執行高弟から権力の返還（大政奉還）

I -1-d, イエモト権威への抵抗

dl， ィエモト官僚によるイエモト追放

d2, イエモト継承の正統性をめぐるコン

フリクト（お家騒動）

d3, ィエモトから専門経営者への交替

d4, 外部からの圧力

II -2, カリスマ的ビューロクラット

II -2-a, カリスマ的ビューロクラットの成立

II-2-b, カリスマ的ビューロクラットの交

替，引退

bl, 年齢によるカリスマ的ビューロクラ

ットの交替

b2, カリスマ的ビューロクラットの引退

の花道

b3, カリスマ的ビューロクラットの円滑

な交替（禅譲）
I -2,家業カリスマ b4, 財界活動との連動
I -2-a, 家業カリスマの継承 II -2-c, カリスマ的ビューロクラットの不行

al, 執行高弟（番頭）の交替による家業 跡， トラプル
カリスマの権威保持 cl, 不行跡，人格の欠陥の指摘

a2, 家系の継続（養子など） c2, カリスマ的ビューロクラットの中興
a3, 家業カリスマを統合シンボルとする カリスマヘの転化失敗

危機の乗り切り IT -2-d, カリスマ的ビューロクラットの長老
I -2-b, 家業カリスマヘの抵抗 化

bl， 家業カリスマの不行跡 dl, トラプルの調停

b2, 家業カリスマの権威への外部からの d2, 実質的支配権の確保（院政）

挑戦（株式の買い占めなど） d3, 長老の引退

b3, 家業カリスマから専門経営者への交

替
タイプ皿，外部の権力によるシナリオ

I -3,中興カリスマ

I -3-a, 中興カリスマの成立

al, イエモト官僚のカリスマ化

a2, 天下りによるカリスマの成立

a3, 労組委員長のカリスマ化

I -3-b, 中興カリスマの継承

m-1,外部権力による支配

m-1-a, 親元の支配

al, 親会社の支配

a2, 親元としての官庁・銀行

a3, 合併・提携と連動した人事

（出向など）

m-1-b, 機関設立会社
タイプII' ィエモト不在のシナリオ bl， 機関設立会社での権威の確立

II -1, ィエモト官僚

II -1-a, ィエモト官僚間の競争

b2, 機関設立会社での関連機関の力関係

による人事

al, イエモト官僚のトップヘの競争ー競 皿ー2,行動基準としての財界，業界，企業グルー
争の要件；（1）事務系ー技術系，（2）出 プ
身部門， （3）外様一生え抜き，（4）学 m-2-a，財界活動と権力

閥，（5）社内序列 皿ー2-b,業男の意向

a2, 天下り一生え抜きの競争 ill-2-c,企業グループ内の権力

a3, 毛並みの尊重 m-2-d，世論・外部圧カ・労組

a4, 後継者の暗示のための人事

a5, 実績の競争による選抜
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