
．はじめに

最近では組織行動の本においても章を設けて交渉を論じる本が増えてきたが、米国のビジ

ネス・スクールでは以前から交渉の科目があって、ビジネス交渉は広範に論じられている。

われわれはそれから学ぶことが多いが、交渉術に焦点が合わされていて、組織論的に論じら

れているものは少ない。そこで、組織理論、特に組織間関係論の視点から交渉理論を論じ

て、そして交渉理論を現実的に適用させるためには交渉技能との関連も大切なので、そのこ

とも論じている。これは市の行政改革委員・会長として経験したことであるが、改革には交

渉が不可欠であって、具体的、現実的な交渉となると交渉技能が欠かせない。そこで交渉理

論を踏まえて交渉技能を論じていて、交渉という領域では交渉理論と交渉技能が密接に関係

している。いわば実践的な交渉技能の実務から交渉の理論づくりがなされていると言える。

その理論からわれわれは学んでいる。

．組織間関係と交渉

われわれは既に 交渉の理論と技能 （ ）、 組織の交渉とビジネス交渉 （ ）で交

渉理論を論じたので、重複を避けて異なった文献をつうじて内容を深めていきたい。紙幅が

許せば事例をふやして論じたかったが、それらは次の機会に論じることにする。また交渉理

論と交渉技能は密接に関係しているがゆえに、取り立てて明確に分離して論じないが、文献

を学ぶことによって交渉技能が磨かれる側面を有している。もちろん、裁判所の民事調停委

員や市の行政改革委員として調停や交渉を担ってきたので、その経験で得たことを理論化し

ていくことをめざしてはいるが、実際のところ、交渉実践を理論化していくことはむずかし
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い。それゆえ事例として論じて、交渉研究の材料としたい。

ここで論じる組織間交渉とは、企業間交渉のみならずに、市町村合併交渉など色々な組織

を取り扱うが、行政組織間の連携交渉や企業組織と行政組織の連携交渉などを含めている。

今日の経済情勢や社会情勢のもとで広範な領域にわたって交渉力の向上が求められている。

異文化間交渉、国際ビジネス交渉においては日本の組織は劣位にある。そこで組織間関係論

など組織理論の基礎的研究をベースにして、理論的枠組みの再構築を考えている。たとえ

ば、山倉健嗣著 組織間関係 （有斐閣、 ）などをベースにして交渉を論じれば、理論

的枠組みもしっかりしてくる。 組織間パワーとコミュニケーション での対境担当者こそ

交渉の担い手であるし、組織間調整メカニズムの担い手もそうである。 組織間変動と変

革 においては交渉の担い手によって成果がかなり左右される。ちなみに、 組織間変動は

時間的経過にともなう変化を取り扱うのであり、組織間関係の継時的・動態的分析と言える

であろう。また組織間変動は、組織と社会とを結びつける媒介項としてきわめて戦略的な位

置を占め、組織論の視点から、現代社会論を構成しようとする際の拠点ともなる （ 頁）

と山倉健嗣教授はいう。その主体的な努力と交渉は大きくかかわっている。

組織間の依存関係を処理・操作するメカニズムは、その依存処理の方法の違いにより、

依存関係そのものを吸収してしまう自律化戦略、 組織間の相互依存を認めたうえで組織間

の合意を形成していく協調戦略、 組織間関係が当事者レベルではなく、第三者機関の介入

やそれへの働きかけを通じて調整される政治戦略がある（ 頁）。ここでの組織間交

渉は 協調戦略 を主たる対象にしていて、組織間調整メカニズムの変動を主に取り扱う。

交渉者は、組織間協力プロセスの担い手である。われわれは、垂直的、水平的、対角的な相

互依存性に注目している。地域社会も組織間のネットワークとしてとらえうる。

地域社会を構成している組織はモノ、人、金、情報などの資源交換によって連結されてい

るのみならず、人の兼務・兼任によっても連結されている。 かかる組織間連結をどのよう

に形成・維持していくかが地域社会の構造・変動にとって重要なポイントになる （

頁）。地方自治体では人の重複は商工会、市の審議会委員など多く、組織間の資源ネット

ワークのあり方も多方面連結になり、一面的連結は少ない。ローカルな地域では、組織間

ネットワークにおいて中心的地位を占める組織は、地方自治体であって、地域社会において

価値ある資源を有している。 重要な資源に対するコントロールのゆえに、中心的組織は地

域社会に対するコントロールのゆえに、中心的組織は地域社会に対する広いパワーの基盤を

もっている。このように地域社会の解明にとっても、組織間ネットワークにおけるポジショ

ンがきわめて重要になる （ 頁）。中心性が依存関係の決め手になる。

そして組織は、 意図的であれ，創発的であれ、組織間関係のネットワークを通じて、社

会に影響を与えていくのである。そこで、組織間関係のあり方こそ問わなければならない。

したがって、・・・組織間の資源依存、組織間の調整メカニズムのあり方、組織間の媒介組

織の分析が不可欠である。また組織間の直接的関係とともに、間接的関係にも配慮が必要で

ある （ 頁）。ただ交渉理論的には、組織間の直接的関係を取り扱うが、環境の複雑性・

流動性が増すにつれて、いかにして組織間調整メカニズム、組織間ネットワークを形成して

いくのも ）、交渉の担い手の力量によって成果が左右されるといえよう。

経営資源を動員していく能力が組織的能力であって、交渉力もその一つである。人、モ
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ノ、金という経営資源がすぐれていても、それを活用する交渉力を欠くと、それらは有効に

利用されない。逆に経営資源は劣位にあっても，小国の外交官のように交渉力によって劣勢

をカバーしうるし、ビジネス交渉においても同様のことが言える。日本企業の国際ビジネス

交渉のように人、モノ、金に恵まれていても、交渉下手のゆえに利益を出しにくい。最近で

は国際ビジネス交渉の重要性が日本企業全体に認識されてきたけれども、まだそれを担う人

材は系統だって育成されておらず、相手のペースにはまるビジネス交渉も多い。他方、交渉

とは駆け引きだと一面的に認識されやすいが、このような捉え方では交渉の枠組みを固定化

させてしまい、むしろ交渉の枠組みを弱体化させてしまう。信頼関係の形成なども交渉の重

要な項目であって、 ウィリアムソンがいう取引コストを下げる ）。

交渉や調停というのは現実的な対応であるから、完全合理性下の完璧主義をとらない

サイモンのいう 限定合理性 のもとで妥協や譲歩を含めて、そこでは駆け引きや情報

の非対称性のもとで情報操作もありうる。むしろ情報の偏在性を利用しての交渉も少なくな

く、さらに フェファーの資源依存モデルが示しているように ）、権力格差や経営資源の

優劣によって交渉の仕方もことなってくる。

次に、交渉について詳述してみよう。森下哲朗教授が論じるように、 交渉学は実践的な

学問である。交渉は結局は人と人とのやりとりであり、さまざまなバックグランドをもち、

きまぐれで、感情の起伏があり、個性あふれた生身の人間という要素を欠いては存在しな

い。したがって、よりよい交渉を行うためのさまざまな理論を学んだとしても、やはりみず

から実践してみてその効用や限界を身をもって知る必要がある （ 頁）。実践知というもの

の積み重ねと理論的フィードバックが、より実践的な交渉者にしてくれる。また、状況認識

の食い違いのもとで行われる交渉は、いかに話し合いの土俵に上がらせるかである。 交渉

の必要を認めない相手を交渉の場に引き出す交渉である。すなわち、当事者の立場、利害、

意見の主張が一方的であり相手がその不一致の調整を必要と感じない場合である （太田勝

造、野村美明編 交渉ケースブック 商事法務、 、西潟真澄、 頁）。

異文化交流のもとで交渉はおこなわれるが、日本人にとって交渉はこれまで駆け引き、策

略というイメージを与えてきた。それゆえ日本人の多くは、 交渉を 勝ち負け と理解し

ている。このため、日本人は交渉において、過度に攻撃的になり、手段を選ばないほどの強

硬な交渉姿勢をとろうとする。ところが、いったん、勝てる見込みがないと分かると、今度

は過度に淡白な諦めの交渉姿勢となり、卑屈なくらい譲歩してしまう。問題は“勝つ”以外

の道は“降参”するしかないと考える日本人の考え方にある （中嶋洋介 交渉力 講談

社、 、 頁）という。交渉は勝ち負けの生存ゲームでなく、 交渉は対立の解消と合意

を目的とする社会的行動である。交渉には要求と譲歩があり、理性的な大人の立ち居振る舞

いが要求される。交渉は、譲歩することで自分のほしい物を手に入れることができる確かな

手段である （ 頁）と述べる。ここでは双方の利益を両立させる手法にもなる。

）若林直樹 日本企業のネットワークと信頼 有斐閣、 。
）
）
組織内交渉にも論及して、 対人的影響力が達成される重要な方法の一つは、交渉をつうじてである
（ 頁）という。



高杉尚孝 実践・交渉のセオリー （ 文庫、 ）では次のように言う。交渉にお

いては、沈黙は大きな不利を招く。 便利な技術や戦術を習得すれば交渉のテクニシャンに

はなれる、 しかし、必ずしもそれは効果的で生産的な交渉を保障しない、 そこで、効果

的な交渉をするには、伝えるための強い意志が必要である（ 頁）。また交渉において

も、新たな考えを浸透させるには時間がかかる。 変化を受け入れるには時間が必要、 説

得には一貫性と忍耐力が不可欠、 潜伏期間を交渉スケジュールに折り込む、 理解を深め

るための時間を自分にも与える（ 頁）。さらにどこがいけなかったかの自己点検も

大切である。 相手のほめ言葉に乗せられすぎた、相手の よいしょ にたやすく乗らな

い、 寛大になりすぎた、安易な同情や親切心に流されない、 予算の限度をテストしな

かった、相手の予算の限界は必ずテストしてみる、 価格面の交渉に陥ってしまった、予算

の範囲内でのべストな合意案を構築する（ 頁）。加えて、交渉を円滑に進める有能

な交渉者に必要な能力として、 複雑な現象を分解した上で、要素間の関係をつかむ（分析

力）、 本質をつかむ（イシュー抽出力） 、お互いの満足度を高める解決策（代替案の立

案能力）、 組織内での交渉力（ 頁）をいう。

交渉においては、注ぎ込んだ労力の呪縛を解き放すことも必要である。そこで、 つぎ込

んだ埋没費用はきっぱり忘れる、 金額としがらみの呪縛を解き放つ、 理性をもって感情

を抑える、 周囲も埋没費用を理解して交渉を見守る（ 頁）、である。さらに交渉

当事者にとって、どこがいけなかったのかを反省して、 相手の発言をさえぎってしまっ

た、相手の話を聞く忍耐力を持つ、相手の真意を探り出す、 自分本位の結論に短絡してし

まった、理解の正しさを相手に確かめる、 言葉と態度が合致していない、誠実さが不可欠

である（ 頁）という。忖度して相手の意を読み取る時代状況ではない。

次に中嶋洋介 分かるほど強くなる交渉のマネジメント （アーク出版、 ）について

みてみよう。これまで日本では非言語メッセージ、ボディランゲージのコミュニケーション

が重要な意味をもっていた。 顔の表情（笑顔など）、 声の調子、 不用意にもらす な

に気ない言葉 、 うなずき と 相槌 、 相互信頼を表すアイ・コンタクト、 相手の

顔を見ようとする眼鏡外し、 上体をそらした腕組み， タッチング（握手、肩たたき、抱

擁など）、 心の不安を表す自己タッチ（鼻をこする、顔をなでる）、 腕や足の組み替え、

机の上を片付け始めるのは終わりのサイン、 拒否・否定を意味するシグナルである、会

話と無関係のしぐさや動作、 行為や同意を表すシグナルである姿勢や動作の連動、 心の

余裕や自信を表す、スティプリンク（ ）、両手の指先を合わせて両手の指

全体で教会の尖塔のような格好をつくり、顎の下にあてる動作、 心理的に優位に立つ、指

をさす（ 頁）、である。

さらに、弱者の交渉のし方として、 交渉は当事者間のパワーバランスがすべてである。

交渉を成功させて所期の目的を達成するには、相手の関係において有利な状態を作り出す必

要がある。一般的な弱者の場合、相手に比べて自分が持つ固有の力は小さい。対策は固有の

力を増大させるか、他から力を借りてくるか、世論などの第三者の力を味方につけるしか方

法はない （ 頁）という。それゆえ、弱者が交渉を有利に展開するには、パワーバランス

を変えるための交渉方針と交渉のシナリオが重要な役割を果たすことになる。

交渉においても ハーズバーグの衛生理論のように ）、満足を高める側面と不満要因を
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減少させる側面がある。バーゲニング等を通じて交渉取引をおこなっても、それは不満要因

を減少させるに過ぎないことになって、満足を高めないことは良くある。これまでの交渉

は、 ゼンゲのいう 学習する組織 でなかったがゆえに、足して で割るという妥協を

中心としていた。 フォレットの言う 統合的解決 でなかったので、 アージリ

スのいう｛シングル・ループ｝の思考のもとで枠組みを固定化させていた。枠組みを変え

て、さらに知的創造性を刺激する ダブル・ループ の発想が発揮されやすい状況のもとで

の交渉は、双方の満足要因を高めることも可能にする。ゲーム理論、バーゲニング論もこの

点ではうまい交渉とはいえない。交渉はゲームのように勝敗を競うものではないからであ

る。

たしかに権力論的に、勝利をめざすパワー交渉術がある。ジム・トーマス パワー交渉

術 （安達かおり訳、トランスワールドジャパン、 ）では、忍耐・辛抱を強調する。 交

渉において、忍耐こそが究極的に試される技術である。忍耐をもって、すべてのたわ言を切

り抜けるのだ。忍耐をもって、相手の弱みを暴く。辛抱強く頑張っていれば、相手はできる

限りの条件で合意してくれるかもしれない。辛抱強さを欠けば、そのような配慮をしてくれ

ることもないだろう （ 頁）という。 時間をかけても、単純で盲目的な抵抗に遭う

だけだろう。相手に対して尊敬の念を持ち、相手が気持ちを変え、満足のいく結論に達する

ことができるよう時間をあげよう。協議においてその事項が重要であればあるほど、もしく

は両方の交渉人の最初の意見の溝が大きければ大きいほど 嘆く 時間もより多く必要にな

る（ 頁）というように、ただパワーで押し切るだけではない。

ゆっくりしたペースの交渉の方が、 よい取引きになる可能性は高い。急がない交渉の方

が、問題に気付いて訂正する時間がある。徹底的な質問攻撃にもひとつひとつ答えることが

できるし、答えの内容も総合的になる （ 頁）。さらに言えば、 ゆっくりと交渉を行え

ば、両者がリラックスし、お互いをよりよく知ることができるようになる。協議を一休み

し、必要であればさらに宿題をすることもできる。もっと繊細で、独自性のある方法で、両

者の利益を得られる術を模索することもできる （ 頁）という。したがって、粘る

ことにもなり、 あいまいな状況下で粘れば、もっと知的な提示で切り出すために必要な情

報を得ることができる。最初の粘りのセリフに対する相手の反応の柔軟性を見れば、どの程

度の提示額を切り出せばいいかという重要な情報が得られる （ 頁）。

．組織間交渉

欧米では、交渉は一種のゲームとしてとらえられて、交渉による対立する利害関係を解決

することを目的としている。そこでは 脅し はゲームの一つの 仕掛け と見られてい

る。たとえば、 欧米人は交渉でよく 脅し を使います。これも交渉をゲームとして考え

ている典型的な例といえます。すなわち、 駆引き を一つの手段として考えているので、

交渉目的を達成するために必要ならば、当然に 脅し を使うのです。つまり、 脅し を

） ハーズバーグ 仕事と人間性 （北野利信訳）東洋経済新報社、 。



使って、それに対する相手の反応を見て、次の反応を考えるのです （佐久間賢 交渉戦略

の実際 日本経済新聞社、 、 頁）。すなわち交渉をビジネスと同じ意味にとらえて、

脅しに対して大局的な面から見て適切な対応をしている。もし交渉を駆け引きという狭い意

味に理解している場合には、脅しに対しても、 局部的な対応に陥り、相手の思う壺には

まってしまう心配があります（ 頁）。それゆえ、交渉はゲームとしてとらえると、相手が

脅し をしかけてきても、 冷静に対処することで、 相手に対して しこり になるよ

うな悪い感情をもってはいけない。すなわち、 相手に対して感情的なしこりをもつと、そ

れが態度に現れ、結局相手との信頼関係を築き、ビジネスを完成させる目的にとって障害と

なるからです （ 頁）。まさに信頼こそ、取り引きにともなう取引コストをさげる。

しかし、現実には脅しは存在するし、排除しにくい。むしろ、高杉尚孝 論理的思考と交

渉のスキル （光文社新書、 ）によれば、 ほとんど全ての悪徳交渉戦術の根底には脅し

が存在すると言えます。脅しが交渉の有機的な一部だと言われる所以でしょう。そのように

考えると、脅し的な側面が交渉戦術にあるのは一般的であると言えます。ですから、仮に脅

しがあっても別段驚く必要はない （ 頁）と言う。 無論、脅しなどない方がいいわけで

す。しかしあったとしても、それは耐え難い屈辱でもなければ最悪の惨事でもありません。

残念ですが、悪徳交渉戦術の一部であると考えるといいでしょう。そうすれば脅しによって

心理的な過度の動揺を覚えることを回避できます。結果、より冷静に対応することが出来ま

す。ここでも、平常心を保つために 良い思考 が役立ちます （ 頁）。何故なら、 脅し

は相手方が脅されたと感じてこそ効力を発揮します。相手が脅されたと感じなければ意味が

ありません。 良い思考 で脅しを形骸化するのが得策です （ 頁）。すなわち、良い交渉

とは、 相手方がそれぞれの利害を尊重したと互いに感じることが出来る、 相手方のやり

方がフェアであったと互いに信じることができる。自分と相手方の両方の満足度が高まる交

渉であって、そのためにも交渉を複数の要素をもつ パッケージ取引 と考えているといえ

る（ 頁）。文脈に合わせた条件適合的な対応になる。

これまでの日本型の交渉は、力と対決ではなくて、お願いも一つの交渉パターンになって

いる。同情や共感をもたらす形で、ソフトに自分のところに引き寄せて、要求を通すのであ

る。ジェンダー的には女言葉がそうであって、劣位のもとでお願いしている。下請け企業が

親会社と価格交渉する場合も、力の対決ではなくてお願いという形をとるが、要求を実現し

たり、譲歩を少なくする交渉になっている。ここでは交渉という言葉は用いなくても、非力

を自覚した交渉になっていることが少なくない。と言うのは日本では、交渉とは対等の立場

の言い草であって、対等はおこがましいと言うことで、あえて交渉という言葉を用いないこ

とが多い。しかし、お願い、譲り合いは国際ビジネス交渉では、マイナスの逆機能に働くこ

とが少なくない。交渉理論を本格的に学ばないと、脅しや時間的圧力に屈しやすい。交渉を

一旦決裂させる手法にも、減点的評価の日本の交渉者は弱いので、交渉決裂という脅しには

弱い。手の内を外国の交渉者に読まれている。

日本の交渉術は理性的に相手を対象化して距離をおいて観察して条件を出すよりも、好意

的な感情をもたらすことに意を注いでいる。接待したり社交に力を入れて、いかに相手を気

分よくさせるかが重要であって、そのために豪華な場所で接待して気分よくさせることにな

る。その後商談に入っても、条件を受け入れる構えが出来ているので話しがしやすい。気分
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を害すると反対しやすい素地を形成して、厳しい競争条件を出してしまう。その意味で商談

は全く別の人であっても、相手を気分良くしているので、交渉しやすくなる。社用族が交際

費をふんだんに使って接待に明け暮れていたのは、日本の交渉術では相手を気分よくさせる

ことでほとんどの目的が達成されたからである。文脈の異なる異質の人間は交渉しにくいと

いわれるが、それでも相手を接待等で気分良くすれば、折り合えた。

今日の国際ビジネス交渉や異文化交渉においては、知の力、教養が必要とされていて、仕

事特化人間の交渉力は総合戦になると弱点になりやすい。多様性管理と同じく、多様な対応

が求められるのであって、その多様性を理解していくには異文化理解を含めて、教養を幅広

く持たないと、それぞれの文化的背景をもつ人々との条件適合的な対応が出来にくい。

クロジェは官僚制的組織においても文化横断的研究の必要性を論じたが、特殊フランス的文

化は当然に交渉のし方にも反映する。フランスの個人主義のもとでは、全人として組織に没

入するのではなくて、部分人としてそれぞれの組織に部分的包含し、同時に複数組織に関与

している。多元的社会においてはメンバーの組織への部分的包含は当然であり、個人は部分

人として組織に関与している ）。官僚制的組織も全人ではなくて部分人を対象にしていて、

ルール、手続きの適用も部分人を前提としたものである。 バーナードはこのことを

組織人格と個人人格の区分のもとで論じた ）。

バーナードは両者の関係をシステム的にとらえたので、個人人格と組織人格は相互浸透し

ていて、そこでは職務、役割を機構的機能主義のように、切り取って論じるものではない。

ウェーバーの官僚制も全人を支配しようとしたものではなくて、部分人を対象として

ルール、手続きの体系に組み込んだのであった。支配の正当性を獲得するために全人の存在

を無視しないで、支配の正当性信仰を論じた。しかしウェーバーの研究対象は部分人・組織

人格であって、バーナードのように 全人仮説 を取らない。しかし部分人の領域が肥大化

して、全人の領域を侵食して、近代官僚制さえも 鉄の檻 になる可能性を指摘したといえ

る。 ミヘルスも手段が目的化する 目的の置換 を論じているが ）、徹底した機能特化

は、それが自己目的化して、包摂から排除の論理に転じやすい。ここでも女性はジェンダー

バイアスのために、排除されやすかった。固定的性別役割分業のせいもある。

次に ローゼンバウムによれば、異文化間交渉では、議論型よりも問題解決型アプロー

チの方が有効であるという。すなわち、 問題解決型の交渉者は、もっと広い視野からもの

ごとを見て、交渉の障害となる要因をばらまくことなく、できるだけ多くの成果を得ようと

する。接点を見つけられるところでは、どこにでも共通の土台を作り、段階的に交渉に取り

組む （ハーバード 編 交渉力 、 訳、ダイヤモンド社、 、

頁）という。ただ、 多くの文化で交渉が儀式化されており、特に交渉の初期の段階ではそ

の傾向が強い。たとえ交渉相手が儀式を求めていないことがわかっても、こうした相手の文

化の交渉に関する儀式を知ることが重要なのは明らかだ （ 頁）という。

交渉理論は学究として大切であっても、現実の交渉においては水面下に隠れている。それ

）
）坂本光男 バーナードの人間観と協働体系の 重経済 徳山大学総合研究所 号、 。
バーナード 経営者の役割 （山本・田杉・飯野訳）ダイヤモンド社、 。
） ミヘルス 現代民主主義における政党の社会学 （森博・樋口晟子訳）木鐸社、 。



ゆえ実際に交渉を担う人々は交渉技能を教えてほしいという要望が強い。そこで米国を中心

とする交渉技能を紹介するが、文化的文脈を異にするので修正も必要であるのに、そのまま

用いる人も少なくない。そのために、むしろ現実には逆機能が生じたり、反感を高めて交渉

が決裂することもある。 ユーリー、 フィッシャーのいう ハーバード流交渉術 は

双方が満足する ウィン・ウィン解決 をめざしていて ）、それは有力な解決手法ではある

が、つねにうまくいくというわけではない。そこで日本での交渉の事例になるが、日本企業

のビジネス交渉は相手に手の内を見せるということで、なかなか交渉事例が公表されない。

そこで、きれいごとではない生々しい交渉をして、実践的な交渉技能を発揮してきた橋下徹

弁護士が実行してきた事例を示そう。大阪府の橋下徹知事が弁護士として活躍した時代に書

いた 最後に思わず と言わせる最強の交渉術 （日本文芸社、 ）には予断と偏見

をもって接していたが、内容を改めて読んでみると、国際ビジネス交渉では、 脅し のか

けひき術、 まんまと相手を言いくるめる逆転の交渉術 など、決して無視できない内容で

ある。 ありえない比喩による論理のすり替え法 、 相手の“面子”をうまく利用する 、

安易な“ふっかけ”戦術は交渉に悪影響 、“初めにルールありき”の交渉は必ず失敗す

る 、 相手の矛盾はその場で必ず指摘する 、 交渉は圧倒的に後攻が有利 、 相手方の窓口

は必ず一つに絞る 、 当事者意識こそ交渉を解決する 、 相場観をもとに具体的なゴールを

設定する 、 問題先送り型解決の弊害 、 交渉を優位に運ぶ雰囲気づくり 、 体力、精神力

もかけひきの重要な要素 、 知らない 聞いていない の使い方 、 言い分の簡素化で、

感情的な相手の気持ちを整理させる 、 こんな礼儀を欠くと足をすくわれる 、 相手の逃さ

ない言質の取り方 、 感情的な議論をふっかけて交渉の流れを変える 、 スタート地点は共

通の座標軸を設定すること 、 感情に流されないのが真の交渉法 、 相手をねじ伏せるデー

タの使い方 、“借り”ではなく“貸し”をつくれ 、 第三者をうまく利用して説得する 、

厳しくみえる交渉でも視点を変えれば突破口がみえてくる 、 攻撃と防御のバランスを

とって攻める 、 飲み食いしながら交渉はできない のは、 交渉には自分を偽り、ある役

割を演じる面がある。酒食の席は素になりやすいので不向き （ 頁）という。｛第三者を

うまく利用して説得する｝は、 だれに話をすれば、この人は言うことを聞くかを、交渉の

過程で見抜く作業は大切 ｛ 頁｝という。

これはわれわれも裁判所の調停委員として経験しているが、弁護士代理人が調停制度を積

極的に活用して調停委員を利用して相手方を説得させるのである。権威ある第三者を活用す

るのは、裏社会に多い。 相手をねじ伏せるデータの使い方 とは、 交渉の序でデータが最

も威力を発揮するのはデメリットを裏付け強調する場面 （ 頁）である。 感情に流され

ないのが真の交渉法 とは、 相手方を好き嫌いレベルで判断しない。冷静に損得勘定で話

を進めていく （ 頁）。 スタート地点は共通の座標軸を設定すること とは、 相手方と

共通の基盤は初めはない。その場で話を聞きながらつくっていく （ 頁）ことになる。

相手の考える間を与えないテクニック とは、 交渉には勢いが必要。相手が揺らぎだし

たら考える時間を与えず一気に結論に持っていく （ 頁）ことを言う。 相手を逃がさな
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い言質の取り方 とは、 こちらの要求を認めたうえで、相手方が譲歩してくれることを確

実にしておく （ 頁）ことを言う。次に こんな礼儀を欠くと足をすくわれる は、名刺

や靴 カバンの扱いなど、最低限のマナーの欠如が劣勢を招くことがある （ 頁）。 言い

分の簡素化で、感情的な相手の気持ちを整理させる とは、 本題と関係ない話で激高して

いる相手は、言い分を簡素化させることで原因に気づかせる 頁）という。

体力、精神力もかけひきの重要な要素 とは、 交渉上手には、とにかく動き回れる体

力とどんな相手でも一対一で話せる精神力が必要 頁）なのである。 交渉を優位に運ぶ

雰囲気づくり とは、 交渉に臨む場や環境は重要。ハード面をきちんとすれば交渉の中味

にも好影響がある （ 頁）という。 問題先送り型解決の弊害 とは、 交渉によって最終

的に問題を解決すれば、相手との間に新たに大きな信頼を獲得できる （ 頁）からであ

る。 相場観をもとに具体的なゴールを設定する とは、 相場観によって決着を予想し、目

標を立ててから交渉に入っていく （ 頁）やり方といえる。 相手の矛盾はその場で必ず

指摘する は、 たった一つの言い逃れを見過ごすと、相手方は際限なく言質を翻すことに

なる （ 頁）からである。 安易な“ふっかけ戦術“は交渉に悪影響 というのは、 緻密

で複雑な作業が必要な交渉の現場で、安易な金額のふっかけ合いは混乱をきたすだけ （

頁）という。 最後の段階で欲をかいてはいけない とは、 自分の目標ラインでまとまるの

なら、さっさと妥協。下手な欲をかくと泥沼に （ 頁）なる。 ありえない比喩による論理

のすり替え法 とは、 まったく無関係な比喩によって、相手の主張が間違っているかのよ

うな錯覚に陥らせる（ 頁）方法をいう。ここでは権謀術数も考慮する。

そして、 交渉の足かせになる“信頼” とは、 人間性を含め、互いに認め合う親しい関

係は交渉の足かせになることが多い （ 頁）と言う。 人を動かすお願いの仕方 とは、

相手方の価値観に訴え得る“お願い”だけがその人を動かすことができる （ 頁）と言

う。交渉における 脅し とは、 相手の一番の弱みを察知し、そこにつけ込んでこそ、勝

機がみえてくる （ 頁）と言う。 交渉に勝つ“聞く技術” とは、 相手の言葉を自分の言

葉で置き換えながら聞くことで、相手の主張の本質がみえる （ 頁）という。

このように橋下徹弁護士の交渉術は、 ヤクザ系 を除いて異色であって、その実践テク

ニック、交渉術は、むしろ国際ビジネス交渉では、 ソフト型 の多い日本企業に ハード

型 をミックスさせており、しかもハーバード流交渉術の 原則定立型 も掛け合わせて、

ビジネス交渉をより本腰を入れたものにしてくれよう。

次にグローバルな交渉を研究してきた マーチの 日本人と交渉する法 （川口智子

訳、 研究所、 ）について論じる。事態が悪化したときの日本人と欧米人の違いと

して、まず日本人は、 時間的プレッシャーや最終期限をあまり意識しない、 あいまいな

表現や沈黙に逃げ込む、 たびたび上層部や本社の判断を仰ぐ、 事態が悪化すると、動き

が一層遅くなる。 攻撃的な戦術や圧力を受ける状況では、すぐに脅され、自分が犠牲にさ

れていると感じる。他方、欧米人は 時間を意識し、最終期限のプレッシャーを感じる、

攻撃的になり、すぐにフラストレーションをあらわす、 その場での決定権をもつ、 日本

人の言葉を用いない態度を理解できない、あるいは誤解する、 チームのまとまりに欠け

る。メンバーは日本人を言い負かし、自分のチームの主導権を握ろうと競い合う（ 頁）。

欧米人の感覚では、交渉も組織内人間行動ととらえて、個人に還元されやすい。



ロバート・ マーチによれば ）、国際交渉の問題での 戦略的交渉プロセス とは、次

のような技能を求める。 交渉チームのリーダーやスポークスマンには個人間のコミュニ

ケーションを行うための高度な技能が要求される、 相手を攻撃することなく、明晰に思考

し、戦略的に行動できること、 チームワークよく交渉できること。これはすなわち、十分

な準備と計画を怠らないということである、 進行中の交渉のすべてを絶えず把握し、考察

できること。すなわちリーダーとチームは戦略やビジネス問題と同様、人事について絶えず

把握していなければならない、 この把握と考察は、絶えず相手と相手の要求、利害につい

て、及び自分のチームのそれらについての知識と洞察にも加えられるべきである（

頁）。これらは組織間関係論的にもいえることである。

国際ビジネス交渉においては有能な国際交渉者を必要とするが、マーチは通説とは違うよ

うな有能なコミュニケーターを言う。すなわち、 相手をよく観察し、相手の言うことを良

く聞く、 それぞれの状況に応じて、それにプラグマティックに対処する、 特別な才能

（忍耐力、柔軟さ、寛大さ、感情移入）をもっているとか、それが必要であるとは考えな

い。反対に非国際人はそう考える、 自分自身について、自分の内的状態（感情、思考、と

くに他の国の人々に対して自分が抱いている固定観念）についてよく知っている、 自分が

関わっている外国人についての自分の観察とは逆の考え方をしてみることによって、外国人

を一定の型にはめがちな自分の傾向に対処する（ 頁）。他方、国際人ではない管理者は、

自らの実体験に基づいて外国人を判断するのではなく、自分がその個人に会う前から言い

古されてきた仮説や範囲や結論によって彼を判断しょうとする。彼らは外国人に適応するた

めには特別な技能が必要だと思う。彼らは何らかの客観的な基準が存在するかのようにそれ

ぞれの国民を比較する。彼らは自らの実経験をよく検討するよりも、それぞれの国民を比較

し、評価して その違いを説明しょうとする。その結果、彼らは自分の固定観念をますます

強めることになる。一方、本当の国際人は自らの経験の結果として自らの固定観念を修正す

る （ 頁）。ここでは交渉の経験に基づいて主体的判断を重視している。女性交渉者に対

しても固定観念で見ないし、その活用も考えている。

．異文化間交渉

マーチは交渉を類型化して次のように論じる。交渉にはゲーム型交渉と術策型

（アート型）交渉がある。ゲーム型では、 ゲームだと言う観点からすれば、それぞれのサ

イドは相手側と同じルールで交渉していると思い、お互いフェアプレイでいくものであると

思っている。彼らはいわば敵がどう動くかがよくわかっているわけで、試合の流れから得た

情報はほとんど意味がない。しかしながら、術策型（アート型）の交渉では、それぞれのプ

レイヤーの技が重要となり、そこには規定されたエリアも、お互いの合意に基づくルール

も、たぶんフェアプレイの意識すらない。一方がテニスなら、アート型の方は獲物を求めて
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互いに忍び寄る二人のハンターに似ている。そしてそれは容易に忍者同士の戦いやゲリラ戦

にまで変質していく （ 頁）と言う。このように日本の交渉は、ゲーム型術策型に変容し

たりして、とらえようがないこともあり、ゲーム型交渉になれた欧米人にはわからないこと

もある。他方、国際交渉には、文化の壁もある。すなわち 欧米人がある特定の項目につい

て交渉するのに対し、日本人は総合的な合意を求める、 欧米人は複数のスポークスマンを

含んだ緩やかなチームを編成するのに対し、日本人はチームの結束を強める、 日本人の重

要な意思決定者は表面に出てこないのに対し、欧米人の意思決定者はチームのスポークマン

やリーダーとして活躍する（ マーチ 日本人と交渉する法 、川口智子訳、 研

究所、 ）と言うように、交渉スタイルに違いはある。

結果として、日本人の友好的な交渉といっても、 かなり多様であること、そして関係を

進展させるためには絶えず努力しなければならないということを我々はみてきた。友好的な

関係（そしてゲームのような雰囲気）を保つためには、各交渉者は相手と接触するために、

これらのケース（省略）が教えてくれたことを生かして、特別に備えなければならない。ほ

とんどのケースは潜在的に衝突の可能性を秘めながら、関係の根本にある義務の認識、およ

び個々のマネージャーの手腕が、衝突を避けバランスを保つための重要な要因となってい

る という（ 頁）。といっても、日本人の交渉が複雑とはいえない。

他方、日本国内では、 問題を抱えたときに大方の日本人が陥る生来の傾向は、援助と支

持を期待して自らを相手の慈悲心に委ねてしまうというものである。もちろん、それは浪花

節的なアプローチの本質で あり、 請願する側が相手よりずっと強い力を持っていたな

ら、いわゆる ブラックリスト や 商売上の村八分 をほのめかすような脅迫を使うのは

それほど珍しいことではない。裁判沙汰にするとか、それを実行に移すというような脅し方

は例外である （ 頁）。国際ビジネス交渉では、相互依存関係の構造になっていないの

で、かなり状況にあわせた多様な交渉戦略が存在する。

また、日本では仲介者の活用が交渉には欠かせない。 仲介者は、交渉中にも相手方に関

する入手困難な情報を提供したり、問題や衝突を解決するのを助けたりする。欧米のチーム

と違って、日本のチームは決定が差し迫っているのではない限り、主要な意思決定者は彼ら

のトップと話したいと望むこともあるだろう。このときにも、やはり直接コンタクトをとる

より仲介者を通す方が適切だ。その結果、両者のトップによる非公式の会談を持つことにな

るかもしれない （ 頁）と言う。ここでは建設的な戦略は交渉上の問題を解決する

鍵でもあるから、 仲介者が問題を解決するのではなく、問題を明確にするための最後の手

段として仲介者を使うべきである （ 頁）という。

さらに回避を用いる戦略もある。 国際戦略や日常生活における日本人の戦略の中でも、

回避的な戦略は最も多様で、最も巧妙に使われ、そして最も日本人の体質にあったものであ

る （ 頁）。沈黙と返事の延期や、成りゆきを見る、などである。 回避的戦略と言うの

は，何かを秘匿し，それを伝えようとせず、見えないようにする戦略である。交渉の時のこ

の戦略は、ちょうどポーカーをするときのポーカーフェイスにたとえられる。日本人は真実

を隠匿し、穏やかな仮面をかぶり、感情を表に出さないのが非常にうまい （ 頁）ように

みえる。日本社会は自らの心理的充実感や価値観や一体感を他者に依存する傾向にあり、こ

の本音を表出させない文化的背景が理解できれば、日本人の言葉を用いない言動を理解し、



受け入れるのは非常に簡単なことである（ 頁）。しかし、 日本人の言葉を用いない行動

を読むことは外国人に大きな難題を突き付ける。そのためには偏見や軽率な判断、恐れを捨

て去り、鋭い理解力と、微妙な相違を正しく解釈する術を身につけなければならない （

頁）と言う。ここでは予断と偏見の弊害を論じている。

日本では、客観的に物事を分析する能力を軽視しがちであるが、情報を収集するだけでは

なくて、適切な情報解析のもとでどのように効果的に活用していくかである。さらに情報の

質を見抜く能力も大切であって、代理変数からことの本質を見抜くことも出来る（堀栄三

大本営参謀の情報戦記 文春文庫、 ）。他方、外国では情報には金をかける。

たとえば、 キッシンジャー秘録 で交渉の秘訣を示されているが、矢部正秋 ユダヤ式

交渉術 （三笠書房、 ）で的確に要約されている。交渉の秘訣とは、 綿密な準備をする

ことである。問題の実務面だけでなく、そのニュアンスを知らなければならない。交渉相手

の心理と狙いを調べ、どうすれば双方の主張の一致点を見出すことができるかを見定めなけ

ればならない。交渉者は、こうしたことすべてに精通していなければならない。なぜなら優

柔不断の印象を与えれば、相手はためらうか非妥協な態度をとるからである。交渉のテーブ

ルに座ったら、即座に返答できなければ権限がないのだと相手に思われてしまう （

頁）。このようにすぐれた交渉者たるキッシンジャーの手法は、 おそらく綿密な事前準備、

事前情報の入手にある。情報の入手に金を惜しまないというのがユダヤ人ビジネスマンの極

めて優れた特色だが、キッセンジャーもまたその例にもれず、情報こそ力の源泉であること

を明確に知っていた （ 頁）という。

日本語自体があいまいであるけれども、 日本人は異文化に対する感受性がゼロに近

い。・・・外国相手の交渉では日本のビジネスマンもほとんど失格だ。日本も国際化が進み

英語の達者なビジネスマンも増えたが、交渉不調の底に言葉の違いという文化の壁が横た

わっていることに気づいている人は少ない （ 頁）。交渉者は傲慢さの罠に陥ること

なく謙虚さを身につけて、自己の力を過信しないことである。 しょせん一個の人間の能力

も、知識の範囲にも限界がある。自分より弱い者に対しても幼い者に対しても謙虚でない

と、世の中をわたっていくのは難しい （ 頁）。これは戦略的謙虚さではない。

ここで異文化間交渉に焦点を合わせた交渉を見てみよう。川村悦朗 外国人との交渉術

（日本評論社、 ）によれば、 交渉とは、まず戦術であり、それを前提とする戦略なの

である。交渉人は、当然戦略家でなければならない。換言すれば、交渉とは戦略思考に深く

根ざしたものである （ 頁）。この交渉力は、 交渉者の精神面での強さ、情報収集力、交

渉の全容を予測する能力などから構成される （ 頁）。交渉で重要になる心的要因として

は、 主体性、大胆さ、慎重さ、決断力、心のゆとりなどである。 交渉項目の設定と情報

の資料化、 シナリオの作成も交渉は不可欠である（ 頁）。さらに、 交渉では、話

の内容以外にも、外見や表情、身振り、手振り、目配りといったことについても気を配るこ

とが大切である。良い印象を与える最も重要な要素は表情である （ 頁）という。そして

交渉がうまくいくためには、 交渉相手から信用されることが必要となってくる。交渉相手

の立場によって態度を変えるようでは相手に信用されない。自分が信頼されるに足る人間で

あることを売りこむことが重要である （ 頁）という。交渉で合意するということは、

交渉相手にとっては欲求を満足させるということと同意語である （ 頁）から、 事前
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にあらゆる角度から相手の要望の水準を研究する必要がある （ 頁。また交渉者同士で、

アイディアを出し合って、うまい解決法を考えようと積極的に提案し合うのである。こう

した非公式の交渉で、交渉の落としどころを探るのである。もちろん、こうした交渉ができ

るのは事前の話し合いによる相互の信頼がある場合に限られる （ 頁）。日本では女性を

主体とする家庭の生産的機能が社会関係資本の形成に貢献してきたのであって、この点で専

業主婦の貢献も大きい。信頼は、 ウィリアムソンの言う取引に伴う取引コストを下

げて、交渉をさらに生産的、建設的にして、統合的解決を可能にする。

さらに、川村悦朗 国際ビジネス交渉の決め手 （読売新聞社、 ）では、既に国際ビ

ジネス交渉の時代に入って、日本の将来に重要な影響力を及ぼすから、 政府の国際交渉力

を強め、民間企業も国際交渉力の再検討と再構築を考えるときです （ 頁）。日本人は国際

感覚がなくて、国際交渉力の威力を認識していないので、それが弱点になっているという。

しかも、 日本人はプレッシャーに弱く、集中力がない─ ピンと張りつめる緊張感を心の

中に作り、新しい状況に自らを置き、闘うタフさがなければなりません。国際交渉は戦争と

同じで、攻めによる真剣勝負です。自分の心の中に緊張関係をつくることが大切です。 虚

構づくりによる錯誤─ 先入観を捨てて、情報の収集、分析を見直し、虚構による時間とロ

スを防ぎましょう （ 頁）という。このような状況設定は、日本企業の国際ビジネス交渉

には不可欠であって、とくに組織間交渉の理論と技能が重視される。

女性で交渉理論の大家である ブレットは、優れたグローバルな交渉人は、 文化的

な境界を越えて取引すること、紛争を解決すること、決定を下すこと、そして戦略的な柔軟

性を駆使することを熟知している。文化は交渉人の利害と優先順位に影響を与えるだろう

が、交渉人は一度お互いの利害がわかれば、それを統合するために特別なことは何もする必

要はない。文化横断的に交渉がなされる場合に戦略的柔軟性が必要となるのは、交渉人の利

益を理解するプロセスにおいてなのである。戦略が倫理の範囲内であれば、すぐれたグロー

バル交渉人は、自分らの利害が合致するほどには、利害がどのように合致するのかには関心

を持たない （ ）のである。文化

的要因は一つの影響要因であっても、主体的な交渉人は文化相対主義的に考察して、文化を

戦略的に生かしている。文化に縛られて、主体的な判断を欠落させることはない。

さらにブレットによれば、 自己の交渉モデルを相手に押しつけるのは、短期的には効果

的な戦略かもしれないが、長期的にはそうとは言えない。様々な種類の交渉相手の間を巧み

に泳ぐ交渉人は、交渉戦略のあらゆる側面を理解し、流暢に使いこなせる人である。こうし

た文化横断的にこなす優れた交渉人は、自分の目標を重視するだけでなく、相手が達成した

い目標も尊重している。交渉人が狙うのは、統合的合意を形成するのに用いる、相違点と両

立点に関する情報の探索である。交渉人は直接的な質問を通じて信頼関係を築くことと、プ

ロポーザルから情報を抽出することの両方に長けている。交渉の成果分配にはパワーが影響

を及ぼすことを認識しており、直接、間接の影響力行使をパワープレイとみなし、それらを

効果的に回避もしうる （ ）と条件適合的な対応である。

範雪寿教授・弁護士によれば（ 中国ビジネスとんでも事件簿 、 研究所、 ）、

国際ビジネスの場で正当な評価を受け、フェアな条件を勝ち取るためには、自分たちの行

動が相手にどう評価されるかを意識して行動することが賢明だ。日本人の美徳である気配り



のよさが裏目に出て、対中貿易や投資事業、ビジネスの交渉場面で受身的な立場を招き、不

本意な契約を交わされたり、不利な契約条件を飲まされたりすることもある （ 頁）

と言う。ビジネス交渉の際に、日本企業の担当者の多くは イニシアティブを取りたがら

ず、まず相手の条件に耳を傾ける姿勢を示すことからスタートする。これは対中交渉におい

ては、消極的な印象を与えるのみならず、相手の提案や契約の原案を出発点として交渉を始

めることになる。最初から相手にとって有利で、自分を受動的な立場に置くのだ （ 頁）。

さらに日本人の対中ビジネス交渉の弱点として、 日本人は物事を論理的に順序だてて説

明したり、ビジネス上の取り決めを合理的なルールと基準に基づいて説明したり、相手に理

解できるように説得し、納得させるのが苦手である。欧米のビジネスと同様に、中国のビジ

ネスの現場でも交渉事の確定、論理的展開、結論という流れが重視される （ 頁）と

いう。少なくとも、 対中ビジネス交渉に当たっては、なにがあっても決して諦めないとい

う強い心構えと精神力が求められる。ところが日系企業の多くは、投資判断が気が遠くなる

ほど鈍くて遅い割に、交渉の正念場においてはあきらめが早すぎるという傾向がある。この

傾向を生む日本人特有の精神構造を改めなければ、今後の対中ビジネス交渉において、日本

がますます劣勢に立たされることは明白だろう。なぜならば、異文化の経営環境におけるビ

ジネスの交渉とは、知力と精神力を使った総力戦以外の何ものでもないからだ。勝負におい

ては、常にファイティングポーズを取り続けることが鉄則である （ 頁）。それゆえ、 及

び腰や泣き寝入りになれば、相手はこちらの足下を見て攻め込んでくる。戦う姿勢を示し続

けないと、相手から攻め込まれる一方だ。攻め込まれたまま相手の要求を受け入れるわけに

はいかない。攻めに転じることができなければ、結局、ずるずると引き下がるだけの守りの

交渉に終始してしまう （ 頁）という。謙譲の美徳が裏目に出る。

それゆえ、交渉の達人とビジネス交渉を行うには、 用意周到な事前準備を行うことが大

事だ。あらゆる可能性とリスクを予見し、スキームごとの対応策を腹案に持っておくかどう

かで勝負は決まる。だが日本人は職人気質で、対中ビジネス案件を、事業部門ごとに秘そや

かに進めることが多い。そのため組織内部の調整や擦り合わせをせず、外部の弁護士や専門

家にも審議してもらうことなく、リーガルチェックもそこそこに交渉テーブルに着くことが

多い。その結果、中国企業や地方政府等を前にした交渉の席で、日本企業の事業部同士、ま

たは自社の知財 法務部担当者同士で内輪もめしたりする。ビジネス交渉の相手に、自分た

ちの準備不足を披露し、本番前に負けを宣言するようなものである （ 頁）という。ま

た、 キーパーソンの契約担当者との私的な交流にこだわり、契約書を含むあらゆる法的文

書に目を通すよりも人間を信用する。これは交渉の負けを意味する （ 頁）ことになる。

すなわち交渉とは、 常に対等なルールと力の勝負である。相手が弱そうでだからといって

甘く見てはいけない。逆に強そうだから、手強そうだからといって、低姿勢になって卑屈な

態度をとってはいけない （ 頁）。また、 自分の文化や価値観が相手に通じること

を期待しない。下手に強要したりすると、交渉はうまくいかない。交渉術として自分が相手

に寛容であるところを時に見せることも、大きな武器になること （ 頁）がある。これを

ブラウの社会的交換理論では、 戦略的寛容 として論じる ）。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）



組織間交渉の理論と技能（数家）

マーチによれば、国際ビジネス交渉の構造とは、 交渉前の準備段階、 概括的

な見解や見通しについて意見交換して、開始、 双方が要求を明確にし、相手の譲歩を引き

出すなど、駆け引き、 両者の関係が気まずく、バランスの欠けたものになって、難航、そ

して 両者の懸念の問題について共通の解決策を受け入れることを決意して、合意と言うプ

ロセスを経るである（前掲書、 頁）。ここで交渉とは駆け引きであるという見方が強い

が、それも日本人と欧米人とでは相違があるという。日本人の駆け引きは、 全体的な合意

を得ることが中心となり、個別の問題は論じない、 大きな譲歩はしない代わりに、要求も

ほどほどである、 根本的な相違（たとえば理念や概念などにおける）を認めるのに時間が

かかる、 相手に立場をもう一度説明し、明らかにして合意を求める、である。他方、欧米

人のそれは、 逐条的に交渉し、個々について合意を得ようとする、 相手を説得しようと

努め、ディベートに似たスタイルを使う、 メンバーの多くが 人を引き付ける 発言を行

なおうとする、である（ 頁）。ゲーム型交渉とは、このような手法である。

欧米人チームは説得力があり、戦略的な独創性に優れているのに対して、 日本人は複雑

な交渉に心理的に十分な準備をしておくことはできる。日本人の忍耐強さ、時間的プレッ

シャーへの無関心、慎重なスタイルは、移り気な欧米人のスタイルよりもはるかに安定して

いる。また日本人のチーム構造も重要である。普通チームは一人のスポークスマンを中心に

組織される （ 頁）。衝突のきっかけになるのは、次のようなことがらである。 欧米人の

交渉者は口頭での説得力に大変な自信がある。残念なことに、日本人はこうした欧米スタイ

ルの説得にはそれほど感化されない。というよりむしろ、日本人はそれに懐疑的であり、と

きに猜疑的でさえある。したがって、自分では回答不能と考えている問題を力をこめて議論

する欧米人に対して日本人が何の反応も示さないとき、多くの欧米人は急速に不信といらだ

ちを募らせていると考えていい （ 頁）という。このことは最近の日本では、中高年層と

若年層でも口頭の説得力を重視する若者にとっては、いらだちになっている。言語表現や口

頭という交渉力は、日本ではまだ組織的に十分に考察されていない。

ここでいう異文化間交渉というのは、ジェンダー間の交渉も含まれていて、ジェンダーバ

イアスの克服のための交渉には女性の交渉力を制度的に高めることが大切である。組織内外

のジェンダー・コンフリクトの解決のための交渉など、ジェンダーの視点は欠かせない。し

かし交渉理論の研究者には女性も少なくないのにもかかわらず、特に女性の交渉力を高める

ような方策はほとんど論じられていない。ジェンダーバイアスもとくに意識されていないの

が現状である。女性群を中心としてどのように交渉すれば、ジェンダーバイアスを解消しう

るのか、そして女性それぞれが交渉力を高めることによって、どのようにしてジェンダー問

題を解決していくのか課題も多い。それは日本では、男文化と女文化とが大きく分離されて

きて、そこに断層が生じているのも一因である。その架け橋をする努力を欠いていたため

で、男が妻子を扶養するという年功序列賃金が崩壊しているのに、女性労働が本格化しない

一因はここにある。

ジェンダーの視点は組織間交渉においても大切なのに、交渉理論ではほとんど研究されて

いない。これでは女性のジェンダーバイアスの克服のためにも交渉力を高めると言うことは

実現されないし、女性労働の本格化はさらに遅れて、組織的、制度的整備は遅々として進ま

ず、 （ワーク・ライフ・バランス）による子育て環境づくりも、まだ理想論とされて、



先を見据えた現実的な取り組みになっていない組織内外の状況である。

外交交渉における性的配慮は、 年前の聖徳太子の時代にもあった。交渉におけるジェ

ンダーバイアスは今日のビジネス交渉でもあって、日本では女性の交渉者はきわめて少な

い。しかし、交渉には粘り、辛抱強さを必要とするから、女性に適したビジネス交渉も少な

くないはずであるのに、現実には女性が交渉を担うことは少ない。ただ、米国では

ブレットをはじめ交渉理論の研究者には意外なほど女性が多いのであって、交渉とは男性的

な仕事と見えても、実際には女性的な仕事の要素を多く含んでいる。ジェンダー交渉でなく

ても、交渉は合理的経済人モデルのようなものではないから、女性の才能、能力が生かせや

すい領域として、そしてジェンダーバイアスを克服する実践の場として大いに評価されるこ

とを期待したい。それは交渉理論の位置づけも変えていくであろう。

日本では、男文化と女文化が明確に区分されていて、女文化は男文化に依存し、哀願する

体系になっている。そのために男文化の権力的基盤として経済力を必要としており、妻子を

扶養しうる経済力が不可欠なのである。経済力を失くすと男文化の基盤が壊れて、女文化も

男に従順に従うというものでなくなる。逆に女性が経済的に自活していくと、力関係に大き

な変化をもたらし、男文化、女文化も変容していく。女性労働の本格化こそ、男文化、女文

化の垣根を変えて、ジェンダーを超えての行動様式として、これまでの男女区分の文化を変

えて、個別的組織文化をより重要にしていく。ここでの組織文化は個々ごとに多様性を有し

ていて、むしろ多様性管理を必要としている。それは女性にも国際ビジネス交渉を担わせる

機会を与えよう。

．おわりに

交渉というのは状況に即してなされるから、コンテキスト・フリーではありえない。制度

的、文化的、歴史的などの文脈のもとで交渉がなされている。組織内部でも交渉がなされて

いるが、今日の中心をなすのは組織間の交渉であって、国際ビジネス交渉が花形である。異

文化間交渉は価値が多様化し、思考様式・行動様式も異なるので、交渉のし方も有効多様性

（複数の有効な方法がある）を求めて多様化している。しかし日本企業は固定的なシンプル

な枠組みにとらわれやすい。そのために フォレットのいう 状況の法則 や

ローレンスと ローシュの言う条件適合理論のように、状況に合わせて交渉していく

技能はあまり発達していない。このことが交渉下手だと思われて、実際にも日本企業の交渉

上の弱点を攻められている。このことに対してわれわれはどのように対処していくべきであ

ろうか。特に国際ビジネス交渉のできばえは、日本の国益にもかかわっている。

交渉技能というものは個人間でも組織間でもさほど変わるものではないが、組織人格を背

負った個人は組織目的の達成のために交渉しているといえる。 バーナードは複数組

織の道徳準則間の対立を論じたが、 カッツと カーンがいうように、個人は同時

に複数組織にそれぞれ部分的に包含されていて、特定組織に全人格的に没入はしていない。

このためにどの準則を優先順位第一位にするかが問題である。ほぼ全人格的に打ち込んで特

定組織に献身して交渉している人と、優先順位の低い組織にさらに部分的包含して交渉とい
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う職務を担っている人との交渉プロセスでは、投入するエネルギーの差も大きい。身につけ

た交渉理論や交渉技能は同等であっても、その打ち込みの差、フットワークの差によって、

交渉力に差が出てくる。気迫、迫力の違いは、意外に軽視されがちであって、現実の交渉で

は成果にかなりの格差をもたらしている。弁護士でも同様のことがいえる。

経営戦略でも 主体的選択 があるように、交渉を能動的に働きかける方と、受身で交渉

に応じる方とでは、交渉のイニシアティブの取り方が異なる。気迫、迫力の違いとともに、

交渉条件の設定のし方も異なってくる。このような交渉理論や交渉技能の領域でないことは

本稿では論じていないが、実際の交渉では成果を左右している。それでも交渉の基盤を軽視

していいわけではない。交渉理論はますます実務にも必要になっている。

われわれは組織間交渉に焦点を合わせているが、個人間交渉においても家庭や組織に所属

していることもあって、まったくの個人的な交渉というわけではない。それゆえ組織間交渉

と個人間交渉を明確に区分できないけれども、われわれは組織理論をベースにして組織間交

渉を論じていて、ここが従来の交渉理論との相違である。この点で、いわば組織論的交渉理

論といえる。さらに研究が求められるところといえよう。

自組織の経営資源を十分に使いこなして、組織的能力を高めないと、交渉も有利に展開で

きない。知識や仕組みというのはあくまでも道具・手段であって、これを使いこなしてこそ

交渉も生きてくるから、交渉技能だけを磨いても交渉がうまくいかないことが多い。交渉技

能を強調して本末転倒させている交渉術も少なくない。経営資源を動員していく組織的能力

を高めることが、交渉のベースになる。組織論的論考を欠くと、交渉者の能力を過大評価し

て自滅してしまう。このことに自覚的である交渉術は少なく、個人間の交渉はともかくとし

て、組織間交渉においてはバーナードの言う組織人格を背負った交渉であって、本社の決済

がとれないとか機関決定の出来ない交渉では意味をなさない。ここに交渉においても経営資

源を動員していく組織的能力と密接にむすびついている。




