
．はじめに─ 開かれた社会 への抵抗─

生の哲学者ベルグソン（ ）は、独自の道徳的制度や慣習が定着することで、

一定数の個人の意思が凝集させられ、それ以外のものを排除するような強力な連帯感によっ

て支配された社会を 閉じた社会 と呼んだ。この閉じた社会に定着した道徳的価値観は、

その社会に属する個々人を拘束し、あたかもそれが 人間のために造られた 安定的で快適

な社会であるかのごとくその社会の成員を錯覚させる。しかし、それは限定された 閉じた

社会 における安定性と快適さに過ぎない。

世紀は 閉じた組織社会 の時代であったと言えるだろう。この 閉じた組織社会 に

おいては、資本主義というシステムを基盤として 消費社会 や 情報社会 という形式が

創り出され、われわれは経済的安定性と快適性を獲得することができた。しかし、このよう

な社会を構成する人間は、言わば 組織社会のために造られた 存在に過ぎなかったのであ

る ）。われわれは、組織社会における優位的道徳原理である功利主義のもと、所属する組織

の発展的拡大や自国の繁栄により人間社会全体にも幸福がもたらされると信じ込まされてき
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） 個々の蟻が蟻塚全体のために造られているのと同様に、（ 閉じた社会 においては）人間も社会のた
めに造られていた とベルグソンは述べている。

（森口美都男訳 道徳と宗教の二つの源泉 、 、中央
公論新社、 年、 、 頁。）



た。そして、このような社会では 最大多数の最大幸福 の原理と相容れない価値に対し

て、不寛容な態度を取らざるを得なかったのである。人間は、この絶対的原理に対して無批

判に服従するか、もしくは妥協するということを前提にして、選択の自由を与えられてきた

のである。こうして功利主義が浸透した人間社会は、表面的には調和的で安定的な人間協働

によって、高度な技術的革新と生活上の利便をはかることを可能にした。しかしその見返り

として地球環境問題や文化多元性の問題、そして人間性の問題といった克服し難い重要な問

題が惹き起こされ、蓄積されてきたのが現状と言えるだろう ）。

このように全体の利益のために個が少なからず抑圧されること、状況に適応させられるこ

とは 閉じた社会 ではやむを得ない事実である。そうした事態への反省から、こんにち多

様で開かれた公共社会が展望されるようになった。こうして 閉じた社会 の制約から突然

解放された個人にとっては、自律的選択の幅がますます拡大され、その自由度が一気に増加

したのである。しかし突然、これまでの社会的背景を失った個人はこのような要請が却って

不自由となり、自己完結的個人が決定不能な状態で社会に彷徨っているのが現状であるのだ

ろう。ベルグソンが言うように、功利主義の道徳原理はいつも解きがたい困難にぶつかる

が、その都度形を変えてわれわれの前に何度でも執拗に立ち戻ってくる ）。たとえば、家事

労働や高齢者の介護、さらには教育といった家族共同体をその基本的な活動現場とするとこ

ろで起こる出来事まで、市場商品的で均質的な価値観のもと有償化し、サービス化しようと

する昨今の傾向はその現れのひとつではないだろうか。このように 閉じた功利主義社会

があたかも 開かれた社会 であるかのように偽装され、本来 公共的 な性質をもった領

域にまで 私的 な領域が浸透してくるケースは珍しくなくなってきているのである。

こうした状況は、経営思想の歴史的展開過程においても見ることができるだろう。個と全

体の問題が 経済人 モデルを前提にして論じられることが主流であった 年代、バー

ナード（ ）は、功利主義的見方よりも非経済的な人間の動機を優先してはじめ

て非営利組織のみならず営利組織とそこにおける人間行動が理解できると主張した ）。しか

しバーナード以降に展開された経営思想の潮流は、功利主義的価値からの転換に成功したと

はいえず、その復活と反省のなか様々な思想を積み重ねている ）。

全体の論理を優先させ個人の視点を放棄する伝統的管理論の問題に対して、バーナード理

論が 個人と協働の同時的発展 ）を基礎としこれに応え得る思想と位置づけられてき
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開かれた社会における人間性と道徳性（河辺）

た。主著出版から 年を経た今、バーナード理論の意義を現代的視座から再度考究すること

が要請されるだろう。とりわけ新しい倫理的価値基盤を有せず、自由で自律した決定が奨励

される社会がかえって個人を不自由にしているという現実に対して、 開かれた人間社会と

は何か そして 開かれた社会における人間協働の組織とは何か という問題に、その組織

概念 公式および非公式組織の がいかに応答できるのかということを考えたい。なぜなら

彼の組織概念および管理論が、 開かれた社会 で浮遊する自己完結的な 個 を歴史的動

態的な 個 へと導く礎となると期待されるからである。

本稿は、これらの問題の基礎考察を 世紀初めの哲学から接近することとする。主に 閉

じた社会 と 開かれた社会 との間の差異を寛容しながら、 生命 の生成の基盤として

の 開かれた社会 を展望し、 閉じた社会 との新しい共生を可能とする理論的根拠の一

端を、ベルグソン、ホワイトヘッド（ ）の諸説に求めたい。そしてこのよ

うな哲学的問いとの関連をもとに、今後経営学におけるバーナード理論の新たな展開可能性

について述べることとする。

． 開かれた社会 の道徳的源泉─ベルグソンの哲学─

閉じた社会 と 開かれた社会 の間

われわれは誰しも社会から孤立して存在できず、日常の生活における行動準則も社会に

よって与えられているが、われわれの存在を支えているこの背景には 閉じた社会 と 開

かれた社会 の二つの領域が存在するとベルグソンはいう。ベルグソンが見る 閉じた社

会 とは、 その成員が相互に支え合いながら、自分たち以外の人間には少しも顧慮を払わ

ず、たえず他を攻撃するか、自らを防衛するかの態勢にある社会、要するに成員がひたすら

戦闘態勢を強いられている社会 ）のことを指す。一般的に閉じた社会とは、当該社会と

その外側との対立が頻繁に起こり、絶えず矛盾や抑圧に満ちたような不安定な社会としてイ

メージできるかもしれない。しかし、ベルグソンの主張するところの 閉じた社会 とは、

前述したように限られた時間と空間の内側においては、その独自の道徳性の作用によって成

員間に連帯感が保たれた比較的安定的で快適な社会を意味している。

このような内的には安定的快適な 閉じた社会 を支配する道徳的な力は、社会の連帯が

強固になればなるほど自己中心的な独自性を増す。そして 閉じた社会 を形成する力に

よって、 開かれた社会 との乖離をさらに拡大させていくのである。 閉じた社会 におけ

る 安定 は、言い換えると 停止 の状態であり、やがて 崩壊 を迎える。それゆえ

に、この社会を存続させていくためには、 閉じた社会 としての安定を獲得するために一

旦退けた 開かれた社会 の原理を受け入れなければならなくなるのである。ベルグソンの

この主張は、 持続可能な社会 を要請する現代社会の傾向を想起させるだろう。しかし、

両社会はその存在原理が本質的に異なるために、 閉じた社会 の道徳的責務の拡大や完全

）飯野春樹 バーナード研究 文眞堂、 年。
） 前掲訳書 、 頁。



化によって 開かれた社会 への道は展望され得ないというのがベルグソンのとる基本的立

場である。

そもそも原始社会においては、 閉じた社会 と 開かれた社会 は区別されず互いに浸

透し合ったごく小さな社会であった。そして人間もまた、この小さい社会に合うように造ら

れた存在であった ）。このような原始社会では、知性的活動と本能的活動は区別されず互い

に浸透し合っていたのだが、発展の過程で次第に自己保存を唯一の目的とし、知性という道

徳的圧力により 閉じた社会 と 開かれた社会 という隔たりがそこに形成されるに至っ

たのである。人間は自然に属し、自然を形成する 種 の一員として存在することが本来の

姿であり、そのような存在であるがゆえに自らが自らを乗り越えていく主体的な力を備えて

いたはずであった。しかし、次第に人間は理性によって形成された 閉じた社会 という機

構の支えがなければ存続できない存在へと変容させられてしまったのである。ベルグソンは

このような両社会の間の開きを、圧力によってその対象の成員に受容されるか否かに基づく

家族愛 や 国家愛 のようなものと、理性によっては説明し得ない全自然へと拡大され

得る 人類愛 との間の開きとして例え、両者の間には程度の差以上の本質的な差が存在し

ていると指摘する ）。

しかしながら、繰り返し述べるが 閉じた社会 と 開かれた社会 はもともとひとつの

ものであった。さらに、人間によって獲得され蓄えられた知識や習慣によって出来上がった

閉じた文明社会 においても、その 意識の深み ）にはもとの原始社会の有していた

精神性がいくらか残っているはずであるとベルグソンは見ている。その根拠に、功利主義の

道徳原理が、困難にぶつかってもその都度立ち戻ってくるのは、原始社会における道徳的素

地によって 個人的なものと社会的なものが一つになろう とする力がそこに作用するから

だと言うのである ）。人間は小さな社会に合うように造られた存在であるがゆえに、このよ

うな力の作用によって、開かれた社会へと進もうとする途上で、常にその社会を閉じようと

してしまう。その時、文明社会における理性的な人間は、全てを個の価値観に収斂しようと

する従来の功利主義の力を借りて、その社会を閉じようとしてしまうのである。

開かれた社会 へと導く力

こうした事態においてベルグソンは、理性や知性とは異なる 閉じたもの と 開いたも

の の間を架橋する生命の根源的な 力 を問うていこうとする。ベルグソンに拠ると、開

かれた社会とは、 全人類を包容するような社会 ）のことを指す。このような社会は、

間をおいて少数の選ばれた魂によって渇望され、幾次にもわたる創造のたびごとにその幾

分かを実現してゆく ）ような社会でもある。この静から動への移行は、 知性 による拡

大によって一気に実現されるようなものとしてベルグソンは捉えない。それは、少し開かれ

ては知性の働きで再び閉じようとするがゆえに、暫くして再び開こうとする躍動的な力が
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）同上訳書、 頁。
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）同上。
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あってこそ実現される社会なのである。ベルグソンは、この創造的過程に現れる躍動力のな

かに、魂を感動で揺さぶるような生命の 情動 （ ）を見ている ）。この開かれた社

会を覆う情動である 道徳的熱望 は、生命力の溢出であり、それは人類の総体に対して一

挙に得られるものではなく、時間的空間的な間隔をおきつつ積み重ねられてゆくのである。

それが、閉じてもなお開かれゆくための原動力となる。しかし、開かれた社会を展望する過

程においては、先に述べたように絶えず閉じようとする力、すなわち 道徳的抑圧 が絶え

ず作用してくる。この閉じた社会を形成する抑圧それ自体も、生物的個体としての主体に対

しての抑圧としてベルグソンは理解し、このことは突き詰めれば、開かれた社会の道徳も閉

じた社会の道徳も、いずれは生命学へと辿り着くという考えに至っている。そして、双方の

この生命学的根源を回復する時、閉じた社会においても 止めようとしても止めえぬ（道徳

性の）衝動、動かんとしてやまぬ（道徳性の）要求 ）が出現し、それによって開かれた

社会へと自ずと導かれるであろうとベルグソンは見るのである。

地球環境問題を 閉じた社会 の人間中心主義的道徳原理から様々な策を講じても、長期

的かつ地球規模の観点からは有効でないことをわれわれ経営学研究者も痛感してきたはずで

あろう ）。しかし、環境問題が経営学の重要課題であることには変わりなく、ベルグソンの

哲学から理解できるように、知性の働きではなく情動や感性（ ）の力によってのみこ

れらの問題を触知し得ると言えるだろう。これらの力が社会を動態化させ、この世界におけ

る個別の存在を所与の存在とせず、関係し合う状態から個別の存在を見ることを可能とす

る。それはバーナードの組織定義にある 調整される （ ） という思考や、

バーナードにその思想的背景を与えたホワイトヘッドの哲学とも共振するものではないだろ

うか。

．差異との共存─ホワイトヘッドの哲学─

近代科学思想の誤り

閉じた社会と開かれた社会との差異を寛容しつつ、生命学的道徳性をその根拠に据え、

開かれた社会 を展望するのがベルグソンの立場であった。このベルグソンの思想に共感

しつつも、ベルグソンの生命学を超えて 有機体の哲学 を思考した思想家がホワイトヘッ

ドである ）。

ベルグソンの生命学が、種（人間、動物、植物、全自然）を対象とするのに対して、ホワ

イトヘッドの生命学的対象としての 有機体 は、さらに広範囲にわたる。ホワイトヘッド

の有機体の哲学では、宇宙を構成するのは心身の統合された 現実的実質 （

）同上訳書 、 頁。
）同上訳書 、 頁。
） 排出権取引 や 環境税 等の環境問題に対する昨今の取り組みが、市場原理の枠組で議論されてい
る点には多くの問題が内在していると本稿では考える。
）ホワイトヘッドがベルグソンの思想に何らかの影響を受けていることはその著作の随所に著されてい
る。例えば、以下を参照。

（山本誠作訳 過程と実在（上）（ホワイトヘッド著作集、第 巻）松籟社、 年、
序文 頁。）



）という究極的実在であり、ふつう無機物と考えられているものや、人間を構成している

ひとつひとつの細胞までも 生きている現実的実質 として捉えられている ）。このあらゆ

る存在を主体とするホワイトヘッドの思想を、 差異の寛容と共存 という観点で捉え、そ

こにベルグソンとは違うどのような新しい意味が付け加えられているのかをここでは見てお

こう。

ベルグソンとホワイトヘッドが共通して退ける 世紀の近代自然哲学の思考様式に、 単

に位置を占める （ ） ）というものがある。あらゆる存在を、空間および時

間内における他の諸領域との関連性を排して理解しようとするこのような思考を、ベルグソ

ンは 知性による実相の 空間化 に基づく自然の歪曲 ）と呼んで否定する。それに対

してホワイトヘッドは、ベルグソンのように反主知主義の立場からではなく、この知性によ

る実相の 空間化 を知性の陥りやすい陥穽として、それは 抽象的なものを具体的なもの

と取り違える偶然的な誤り にすぎないと言う。

われわれの世界はおおよそ具体的なものに覆われており、それは 具体的なことば で表

現され理解されている。しかし言語で表現するということは、ベルグソンの表現を借りると

知性による実相の 空間化 であり、具体的なものの抽象化である。具体的なものその

ものではない。この誤りのことをホワイトヘッドは 具体者置き違いの虚偽 （

） ）と呼んでいる。

世紀の科学的思想領域が、この 単に位置を占める という思考様式によって狭められ

る一方であるのに対して、現実社会が直面する様々な出来事はますます広範な領域に関連し

ながら起こっていることにホワイトヘッドは着目し、科学知のより広範な基盤を探求しよう

とするのである。そこに、 単に位置を占める という時間と空間の把握の方法、つまり限

定され抽象化された時間と空間の在り方への中心的問いがある。そして、究極的な存在を

抱握 （ ）と称される概念で捉えようとする。それでは 抱握 とはどういっ

た概念であるのか、このことを 科学と近代世界 （

）で展開された哲学を中心に概観してみよう。

関係としてのあり方

ホワイトヘッドはあらゆる存在を理解するとき、それ自身としての独立した存在ではな

く、空間的時間的関連においてその存在を理解しようとする。それは主に以下の三つの特性

において、この時空連関的存在が捉えられていく。その特性とは、分離的（ ）お

よび抱握的（ ）そして様態的（ ）特性の三つである ）。

第一に、事物は空間的にも時間的にも分離されるという 分離的 特性をもつ。空間的に

は体積としてそれを可能な限り部分体積に分解することができ、持続する時間においても一
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）村田晴夫 組織における意識の問題 河野大樹・吉原正彦編 経営学パラダイムの探究─人間協働この
未知なるものへの挑戦 文眞堂、 年、 頁。
） （上田泰治・
村上至孝訳 科学と近代世界 （ホワイトヘッド著作集、第 巻）松籟社、 年、 頁。）
） （同上訳書、 頁。）
） （同上訳書、 頁。）
） （同上訳書、 頁。）
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瞬の時間として分解することが可能であるとされる。つまりこの段階では ここ・今 にお

ける存在として浮かびあがってくるのである。

しかし、この分離的特性は、空間においても時間においてもそれらが統一的に共存すると

いう第二の 抱握的 特性を前提に把握される特性である。ホワイトヘッド哲学の研究者で

ある中村昇はこの 抱握 についてわかりやすく述べているので引用しておこう。

われわれは、ほかのさまざまなものを知覚し認識する。知覚や認識することによっ

て、逆に自分のあり方も決まるといっていいだろう。まわりの風景を見て、自分の位置

を確認するようなものだ。もし、自分の周囲に何もなければ、自分自身もなくなってし

まうにちがいない。そういう意味でわれわれは、環境のなかの対象を知覚し認識するこ

とによって存在しているともいえる。

しかし、実際に認識などしなくともの、まわりにあるさまざまなものによって、自分

自身の位置やあり方が決まっているのもたしかだ。べつに意識しなくても、全宇宙を背

景にして、自分という存在の位置は確定し、そのあり方もおのずと決まる。このような

認識の有無とはかかわらない、自分以外の環境世界との関係の仕方を、ホワイトヘッド

は 抱握 と呼ぶのだ ）。（傍点引用者）

個別の何ものかが存在するのではなく、 関係の仕方 つまり 抱握 だけが真の存在な

のである ）。さらに第三の特性として、空間内にある事物は ある形をもつ という意味で

特定の空間内に限定され、そして ある期間内にのみ存続する という意味で時間的にも限

定されるという 様態的 な特性をもつ。

あらゆる存在の、最後の様態的特性のみを取り出してみると、それは 単に位置を占め

る 存在として現れてくるが、この様態的特性は前の二つの特性と結合させて捉えられなけ

ればならない、というのがホワイトヘッドの主張である ）。もっと言うならば、空間と時間

の抱握的特性の統一過程から引き出される特性として、分離的特性と様態的特性が位置づけ

られているのである。その証拠に、空間内における独立した体積や、持続が考慮されないよ

うな一瞬の時間といったものをわれわれは決して認識することができない。しかし、われわ

れはしばしば、限定されたある空間や一瞬の時間において、実在を認識しているかのように

錯覚させられてしまう。われわれが認識しているその実在は、全体の中に含まれた ここ

という部分的空間と、持続的時間の流れにおける 今 において抱握的統一によって表現さ

れた実在にすぎないのである。 抱握による統一体はひとつのここ・今として限定され、集

まって抱握的統一体をなす事物は他のもろもろの場所や時間と不可欠な関連をもつ ）（傍点

訳書）のであるがゆえに、それは過程として把握されるのである。

）中村昇 ホワイトヘッドの哲学 講談社、 年、 頁。
）先に述べたように、具体的なものは言語化した途端に抽象化されてしまう。しかしホワイトヘッドもこ
の ことば を使い表現し記述せざるをえない。したがってホワイトヘッドは複雑な世界におけるひとつ
の事態を ことば という道具で多様に表現しているが、それが却って彼の哲学を難解なものにしている
理由だと中村は指摘している。同上書参照。
） （前掲訳書、 頁。）
） （同上訳書、 頁。）



この抱握的統一の過程における ここ・今 は、過程という名称が示すように、存在それ

自体の原初的状態でも完了的状態でもない。抱握的統一体として現れてくる出来事を、ホワ

イトヘッドは次のように表現した。

出来事というものは過去をもつ。その意味は、出来事はそれ自身のうちに、自らの内

容に融け込む記憶として、その先行存在者の各様態を映す、ということである。また出

来事というものは未来をもつ。その意味は、出来事はそれ自身のうちに、未来が現在に

投げ返すような、言い換えれば、現在が未来に関して決定したような諸相を映す、とい

うことである ）。

現実存在としてのひとつの出来事は、過程としての出来事であり、それは過去の記憶と未

来への可能性に対して責務を担った統一体として現存していることになる。こうしてホワイ

トヘッドは、時間的空間的差異を包含した抱握的統一の過程において様々な有機体の存在を

捉えようとするのである。後の著作では、存在に内包されたこの過程を 創造性 と 多

と 一 という究極的観念で表現し、それは 共在的 であることの前提だとした ）。ホワ

イトヘッドのこの過程は、 多から一へ という方向への統一の過程と、 一から多へ の過

程とが融合した独特な過程において、 多は一となり、一つだけ増し加える ）という状況を生

む。

このような過程において生命体の存在を把握しようとする哲学的志向性は、常に閉じよう

とする道徳的圧力をも寛容しながら 閉じた社会から開かれた社会 を展望しようとするベ

ルグソンの思想とも共通するところが多い。さらに、ホワイトヘッドの 抱握 概念には

閉じたものから開かれたものへ の過程と 開かれたものから閉じたものへ の過程が、

諸々の差異や対立を包み込むようなさらに大きな過程において捉えられている。 抱握 と

いう 関係の仕方 のみが究極の実在であるとされるが、この 関係の仕方 という過程は

感じ （ ） ）によって成立している。こうした哲学にわれわれは、対立から調和、

そして新たな対立とさらなる調和への未完結で発展的な世界のあり方を見ることができる。

またそれは経営学思想に求められる世界観でもあるだろう。

． 個 と 全体 の間

流浪する現代人

現代は、閉じた社会の解体とともに、道徳的基盤からも解放された個人における 個人の

差異 個人の選択 が強調される個人主義の時代であると主張するのは政治哲学者の宇
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） （同上訳書、 頁。）
） （前掲訳書、 頁。）
） （同上訳書、 頁。）
） （山本誠作訳 過程と実在（下）（ホワイトヘッド著作集、第 巻）松籟社、 年、
頁。）
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野重規である。ここでは、これまでのベルグソンとホワイドヘッドの考察を踏まえながら、

宇野の議論から浮上してくる現代社会の人間が抱える根源的問題について検討してみよう。

宇野は初期近代における個人と、ギデンズ（ ）やベック（ ）といった

社会学者達が 後期近代 や 再帰的近代 、 自己内省的な近代 と呼ぶ現代社会における

個人には大きな隔たりがあると言う。前者は、伝統的社会における階層や階級、宗教、伝統

的慣習、社会的関係からの抑圧から解放され、高い理想を抱き自由な選択力のもと積極的に

行動しようとする個人である。他方後者のほうは、 個人 といっても、それは彼らを抑圧

するものに対し高らかに掲げる理念ではなく、 もはやそれしかない、唯一の価値基準 ）

となりつつあるものと見ているのである。

社会は個人に対して 自由な選択 や 私らしさ を奨励し要請している。その一方で、

社会的な不平等が私的な領域に潜伏する 個人化 された時代において、われわれ個人は選

択の基準となるべき物を見いだせなくなっている。われわれの自由意思には、家族や所属す

る組織の文化や共同体の伝統といった価値が無意識のうちに浸透していたはずである。しか

し、そういったものを拠り所として意思決定できないのが現代社会における個人なのであ

る。このような個人を宇野は、 閉じた共同体的空間 の崩壊により 参照すべき空間 を

見失い、さらには家や伝統という歴史的時間の流れからも切り離された いま・この瞬間

へと集中している存在として見ている ）。現代の個人は、空間的にも時間的にもその基盤を

失い、全ての価値的選択が孤立した自己に委ねられてしまっている。そして、この無限の選

択責任の重圧から個人を救うことが出来るのは、もはや消費社会─ここには情報化社会を含

んでいるだろう─のみなのである。このような状況は、本稿冒頭での筆者の主張とも重なる

ものであり、宇野はこれを 否定的な個人主義 と呼んでいる。その特性を以下に引用して

おこう。

かつてであれば、家族での経験や、家庭のなかに反映される階級の影響を受けて、個

人は社会化されていきました。その際、良きにつけ悪しきにつけ、家族や階級ごとに、

ある種の生き方が前提とされました。これに対し、現在、個人は、自分だけを頼りにし

て、自分の生き方を選択していかなければなりません。その場合も、前提とされるべき

生き方は存在しません。それゆえに、かつてであれば 階級の運命 として受けとめら

れていたものが、いまや個人の人生における問題としてあらわれるのです ）。

こうした否定的な個人主義が浸透する現代社会では、社会が開かれようとすることが却っ

て社会を強固に閉じる契機となってしまう。 閉じたものから開かれたもの への移行を支

えているのは、生命そのものの根源的要求である。ベルグソンの哲学では、それは生命の

情動 として示され、ホワイトヘッドの哲学ではどんな存在をも意味する 抱握 を促す

感じ とされるものであった。さらにこの根源的要求のひとつに、 仮構 を制作する能

力が含まれているとベルグソンは言う ）。換言すると、生命には共通してその根源的能力と

）宇野重規 私 時代のデモクラシー 岩波書店、 年、 頁。
）同上書、第 章参照。
）同上書、 頁。



して 物語る 力が備わっているとされるのである。筆者はこれまで全体と個を包括的に理

解する方法のひとつとして 物語り論 （ ）に注目し、その特性を整理するとと

もに 物語り論的存在 としての人間存在について議論してきた ）。現代社会で精神的思想

的支えを失い孤立する個人が、ホワイトヘッドの哲学にみたような 関わり合う というこ

とで真の存在を取り戻すとするならば、 物語り という方法が個を全体世界に関わらせる

何らかの方向性を提供してくれないだろうか。個人には個人の、協働システムには協働シス

テム固有の物語りがあり、これらは互いに相互に関連し合いながら独自性が構築されていく

のであるが、この 物語り という方法の中心的特性に、物語りの制作を支える 背景 と

いうものがある。この特性について筆者はかつて以下のように整理をした。

背景 とは、全ての物語りを包括し、各々の物語りの在り方を導く基盤であり、ま

た理法のようなものを意味する。この理法は、科学的法則性のような確固たるものでは

なく、個々の物語りの失敗や物語り間の対立によって取り残されてきたものを受容し、

語り得なかったものを再度語り直すことができるように開かれたものである。さらにそ

の理法は、語り直された各々の物語りの進展によって、 背景 それ自体がその都度影

響を受け、その基盤を拡大させていくような、穏やかな理法でもある ）。

それは、知性によって語り得なかったもの、語り損なったものを再度語る機会を与えてく

れる場であり、その場へ回帰させてくれるのが本能の働きである。この本能が現れる場とし

て、ベルグソンはあらゆる存在を包摂する 自然 という背景を見ている。知性の行き過ぎ

を防御するのは、この 自然 の役割である。知性と本能が浸透し合ったような原始的共同

社会においては、 語らせる場 としての自然に人間存在は絶えず回帰し、自然を自らの内

に統一しながら 語る存在 と成っていたのである。あくまで主体の 語らせる場 に徹す

る自然は、知性のように自ら行動を惹起する、すなわち自ら語るような力強さは備えていな

い ）。そこで、人間や組織といった主体的存在が、この 語らせる場 としての様々な差異

を含んだ自然を 道徳的熱望 によって語る責任を果たすとき、そこに閉じた社会から開か

れた社会への途が自ずと開かれてくるのだろう。

人間協働と道徳創造

本能によって支配される 開かれた社会 では、理由もなくただひたすらに全体の利益に

貢献する個が存在している。ベルグソンは個を全体への奉仕へと向かわせるものは何かを探

究し、そこに生命種全てにおいては、新しい種を創造させるための努力を続けるという精神
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） 前掲訳書 、 頁。
）河辺純 経営学における 実践 の意味とその方法 ステイクホルダー・マネジメント論から物語り論
へ 大阪商業大学論集第 号、 年。河辺純 人間協働の再生 公共性と物語り性をめぐる思想か
らの一考察 経営哲学 第 号、 年。なおここで言う 物語り （ ）とは、昨今の競争戦略
論などで論じられている、構想され顧客等へ提供される対象としての 物語 （ ）の議論などとは別
の考え方として捉えて欲しい。
）河辺純 経営学における 実践 の意味とその方法 同上稿、 頁。
）そこにベルグソンは、知性による自己本位な物語りの進展に歯止めをかける自然の担い手として宗教を
位置づけた。 前掲訳書 、 頁。
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が共有されていることを見いだした。このような主体的存在を 物語り という特性で解釈

し直してみたが、最後にバーナードの道徳創造論から 個と全体 を架橋する 開かれた人

間協働の物語り についてその特性を補強しておきたい。

バーナードは、人間同様に組織もまた 生き物 とみなす。これはホワイトヘッドの有機

体の思想に負うところが大きい。この生命体としての組織の生命力を維持し存続させるの

が、人間努力のエネルギー、つまり人間協働である。人間協働こそが創造の源であり、創造

の過程である。そして人間協働によって個は全体への利益に奉仕するために、精神的結合状

況へと導かれていく。しかし、知性の発達に伴って、人間は何時でも盲目的に開かれた協働

へとエネルギーを提供する存在ではなくなり、組織に対して離反する力を覚え 閉じた協

働 を形成してきた。

バーナードはこの 閉じた協働 から 開かれた協働 への起爆剤として、リーダーの創

造能力に注目する。リーダーには、特殊的な技能や知識だけでなく、一般的で社会の理想や

態度を反映させ 他者のために道徳を創造する能力 ）が備わってなければならない。そ

して、この道徳創造こそが、個人的な関心や動機の持つ全体への離反力を克服させ、個の利

益を全体の利益へと従属させる契機となるのである ）。それは 閉じた協働 の物語りを、

人々の意思が全体へ向けて結合される 物語らせる場 へと導いてあげることである。その

根拠としてバーナードの道徳創造論における次の言葉がある。ここには、ベルグソンやホワ

イトヘッドと同様に 物語らせる場 としての地平を見いだすことができるのである。

リーダーシップは自然の法則を無効にするのでも、また、協働努力に不可欠な諸要因

にかわりうるものでもない。そうではなく、それは必要欠くべからず社会的な本質的存

在であって、共同目的に共通な意味を与え、他の諸誘因を効果的ならしめる誘因を創造

し、変化する環境のなかで、無数の意思決定の主観的側面に一貫性を与え、協働に必要

な強い凝集力を生み出す個人的確信を吹き込むものである。

したがって、管理責任とは、主としてリーダーの外部から生ずる態度、理想、希望を

反映しつつ、人々の意思を結合して、人々の直接目的やその時代を超える目的を果たさ

せるよう自ら駆り立てるリーダーの能力である。・・・（中略）これらの目的が高くて

多くの世代の多数の人々の意思が結合されるときには、組織は永遠に存続することにな

る。

なぜならば、永続的な協働の基盤となっている道徳性は多次元だからである。それは

全世界から来て、全世界へと拡がっていく。それは深く過去に根ざし、未完結な未来

（ ）へと向かっている ）。（傍点引用者）

ベルグソンは、知性による 閉じた社会 の物語りの行き過ぎを制御し、あらゆる主体的

存在を包摂する場として自然を位置づけた。バーナードも同様に、リーダーシップによって

回帰される多くの人々の意思が結合した地平に、自然法則の有効性を認めていることが、上

） （前掲訳書、 頁。）
） （同上訳書、 頁。）
） （同上。）



の言葉からも確認される。

リーダーシップは、必ずしも成功するとはかぎらず失敗や誤ることもある。しかし、組織

道徳の創造によって自然法則が有効に働いている 物語らせる場 へと導かれることで、人

間協働は未来へと向かうことができるのである。このようなリーダーシップの結果、自然と

いう背景と一体になって創造された道徳こそが、社会における本質的存在だとバーナードは

述べているのである。自然と一体になるというのは、われわれ全ての存在を包摂する全自然

の物語りを、われわれが語る責任を引き受けるということに他ならない。そしてこのような

責任が、時代を超えて継承され続けるなら組織は永続するだろうと言うのである。

このような観点は、今日われわれが抱える深刻な地球環境問題を捉える上でも看過するこ

とができない。また、経営学をめぐる諸問題の解決の基盤がここにあるといっても言い過ぎ

ではないだろう ）。その過程をバーナードは 全世界から来て、全世界へと拡がっていく

と表現したが、ここにホワイトヘッドのいう、 多から一へ の統一過程と 一から多へ

の統一過程の融合した多次元の全体過程を見ることができるのである。さらに、遠い過去か

ら語り継がれ、終わることのない未完結な物語りとして、物語りの続き未来に託すという人

間協働の責任的あり方もここには描かれているのである。

．むすびにかえて─人間協働によって導かれる 開かれた社会 ─

バーナードは、 管理責任の性質 と題された主著第 章の最後を次の一文で締めくくっ

た。 協働する人々の間で、目に見えるものが、目に見えないものによって動かされる。空

虚な空間から人々の究極目的（ ）を形成する精神が生ずる ）。これまでの議論から、

バーナードのこの言葉とベルグソンの以下の言葉とが重なってくる。

社会の連帯から人類の兄弟愛へと進んでゆく場合、われわれはある種の自然と別れる

ことになるが、全自然と別れるのではない。われわれは、スピノザの表現の意味を少し

変えて、産まれた自然からわれわれが離れるのは、産む自然へ帰るためなのだと、言い

うるであろう ）。（ゴシック訳者）

物語る主体であるわれわれ人間は、自然を背景にして自らの人生という物語を制作してい

く。その生命を貫徹した先にその物語は閉じられるのではなく、次世代の人々の物語の背景

となる自然に包摂され、次世代の生命を産み育てる自然へと回帰していく過程があることを

ベルグソンは見ていた。それと同様に、バーナードの言う 人々の究極目的（ ） と

は、 次世代の生命を産出する自然への人間そのものの回帰 にほかならないだろう。すな

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）このような観点は、生命を経営の論理の基盤に据えが経営学を展開する庭本佳和の考えに大きな影響を
受けている。庭本佳和 バーナード経営学の展開─意味と生命を求めて─ 文眞堂、 年。
） （前掲訳書、 頁。）バーナードのこの表現に関しては、文中の という
単語をホワイトヘッドの哲学を考慮して 空虚な空間 という意味で捉えている村田の翻訳を本稿では参
考にした。村田晴夫 管理の哲学 文眞堂、 年、 頁。
） 前掲訳書 、 頁。



開かれた社会における人間性と道徳性（河辺）

わち、次世代の協働の物語りを語らせる 場 としての自然の一部にわれわれが帰ること、

すなわちバーナードの言う 空虚な空間 に成り行くことである。そしてこの目的へと向か

わせるのは、人々の協働しようとする 原動力（生命力） であり、それが表現されたもの

としての 物語り である。ベルグソンの哲学でそれは、開かれた社会を覆う生命力の源で

ある 情動 であり、情動によって創造された 仮構 であった。そして、この人間協働の

原動力となる情緒的感覚を刺激するものとしてバーナードが管理者に求めたのが、道徳創造

職能という能力だったのである。

自らの人生を物語る主体としての人間存在と、他者のために物語られる基盤の一部に成っ

ていく人間存在、この人間の両極の物語の間にあって埋めようとしても埋めることのできな

い 空虚な空間 という差異を寛容し 開かれた社会 の方法を示すことが今日の経営学に

おける重要な使命である。またそれはわれわれ経営学研究者が、バーナード理論を現代組織

社会の課題からどのように解釈し、位置づけられるのかを論究することでもあるだろう。ま

ずは、バーナードの組織概念から解明することを今後の課題としたい。
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