
．はじめに─問題の所在─

コミュニティの再生をテーマとした広井良典の著作 コミュニティを問いなおす （第

回大佛次郎論壇賞受賞）では、成長・拡大の時代が終わりを告げた今、会社や家族のあり方

とその多様性についてコミュニティという視点から考察されている。広井は、戦後の日本社

会で経済成長という目標のもと 生産コミュニティ である カイシャ が圧倒的優位で

あった時代から、新たなコミュニティの姿を要請する現代までの様相を次のように表現して

いる。

経済システムの進化とコミュニティ という視点でとらえるならば、（中略）私たち

は市場化・産業化という、いわば地域や自然からの“離陸”の時代から、ポスト産業化

の時代という“着陸”の時代を迎えつつあるといえようが、いまだそれがどのような形

のものとなるかは大方明らかではない ）。

こうした見方に立脚すれば、戦後の日本社会において伝統的で広範な地域社会や自然から

“離陸”した 個 は、 カイシャ という協働システムや核家族化した家庭において強く

結びつけられてきたことになる。その後経済成長が停滞し始めると、それまで唯一強い絆で

．はじめに─問題の所在─

．社会関係資本論の射程

．社会関係資本論と人間協働の哲学の差異

．プロセスとしての人間協働─デューイの哲学─

．社会関係資本論の限界─バーナード組織論が示唆するもの─

．むすびに

社会関係資本論の可能性と限界
─人間協働の哲学からの接近─

河 辺 純

本稿は、経営哲学学会中部・関西合同部会（平成 年 月 日開催）において 関係性の学としての経営
哲学─社会関係資本論と人間協働のマネジメント思想からの考察─ という題目で報告した内容を修正し
たものである。
）広井良典 コミュニティを問いなおす 筑摩書房、 年、 頁。またこうした地域や自然への土
着性が強まる要因として、経済成長との関連のほかに、人口全体における 子供プラス高齢者 の割合が
増える時代には、必然的に現れる構造変化であるとも広井は指摘している（同書、 頁参照。）



結ばれていた会社や家族との関係さえも解かれてしまい、社会の中で孤立浮遊している状況

が生み出されてしまった。しかし、そうした孤立した 個 であっても、人間協働という動

態的な営みが停止したわけではないし、この先無くなることもないはずではあるが、そうし

た感覚が個人や社会全体を覆っているのはなぜだろうか。そこで、社会科学を中心にこれま

でとは異なる人間協働の あり方 がさかんに議論され、模索されてきた。しかし、事態は

さらに深刻化し幅広い世代において社会的孤立が拡大しているとも言われている ）。した

がって 成長 の時代が終焉を迎えようとするなかで、個と全体との新たな繋がりについ

て、組織を介した 人間協働 の哲学から問う事は現代経営学の中心的使命にほかならない

のである。

そこで、幅広い世代での社会的孤立の深化が課題となる現代において、人間協働によって

新たにわれわれが“着陸”する 全体 とは何かについて問うてみたい。とりわけ 個 と

全体 両者の関係性のあり方について、その歴史的社会的背景から創造される信頼や規

範、およびそうした価値のネットワークを扱う社会関係資本（ ）の議論に本稿

では着目し考察する。主に、社会関係資本論の原点に位置づけられるプラグマティズムの思

想やアメリカ経営学説思想と社会関係資本論が共有する問題を明確にすると同時に、社会関

係資本論の限界を経営哲学の領域から検討したい。

．社会関係資本論の射程

個人の社会的孤立とそれをめぐる社会問題を受けて、公共性や市民社会に関する議論が

様々な領域で繰り広げられるなか、 年 月 日に東日本大震災が発生した。未曾有の大

災害にも関わらず、人々が取った利他的で協調的な行動は、内外問わず感嘆と賞賛の的と

なった。その後、公共性やコミュニティに関する議論は、震災を境に人間相互の 絆 や

繋がり といった要素も含めて論じられるようにもなってきている ）。また、こうした市

場を介さない、地域社会や自然との繋がりの上に形成されてくる社会における人間行為の研

究は、 社会関係資本 の議論として、主に政治学や社会学そして経済学の領域では 年

代頃から始められており、最近では経営学ももちろんのこと、教育学や社会疫学、犯罪心理

学等の分野など研究領域も多岐にわたっている ）。さらに、震災を契機に今後新たな領域へ

と拡大していく可能性も考えられる。経営学はこうした潮流においてどのような貢献ができ

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

） 年代以降、定職につかない若者を フリーター と呼んだり、未婚のまま親と同居し続ける独身者
を総称する パラサイト・シングル 、就学・就労に消極的な若者を表現する ニート といった用語が
広まったが、 歳で未婚かつ無業、さらに同居家族以外の交流がない人たちを指す 孤立無業 ス
ネップ（ ） という社会的孤立の深化を示す新たな言葉も生まれている（玄
田有史 孤立無業（ ） 日本経済新聞出版社、 年）。
） 年 月 日号の 日経ビジネス では、 特集 ・ まだ見ぬ未来へ と題して 地域中心主義
へ という記事が掲載されている。また 年 月号の ハーバード・ビジネス・レビュー
の特集は 絆の経営 であった。
）社会関係資本の研究は、学術的には厳密性を欠いているが、誰もが感覚的に受容でき、常に社会全体の
広い見識によって検証される良さがある、とも言われている。稲葉陽二 ソーシャル・キャピタルのフロ
ンティア ミネルヴァ書房、 年、序章。



社会関係資本論の可能性と限界（河辺）

るのであろうか。

現在、人的資源管理（ ）、ネットワーク論や信頼研究といった一部の領域では社会関

係資本論は研究が進められている。しかし、社会関係資本の研究の方向性が、 人々や組織

に間に生まれる協調的行動の分析 ）であるならば、それは人間協働の組織やその組織にお

ける管理について考察してきた経営学の主要な課題としても捉えなければならない。なぜな

ら、今もなお広く受容されている 意識的に調整された人間の活動や諸力のシステム とい

う組織定義（ ）が物語るように、 世紀初めのマネジメント研究と今日

の社会関係資本研究は共通して、 他者との協働 を基礎としてきたからである。

元来 （社会関係資本）という用語は、ヘンリー・ジェイムズの小説 金色

の盃 （ ）で初めて使用されたといわれているが、学問的対象としての本格的研究は

年代に入ってからである。社会学者のコールマン（ ）によれば、 社会関

係資本はすべて社会構造のある側面からなる、 社会関係資本は構造内にいる個人にある種

の行為を促す、という二つの属性を共有しており、家族関係やコミュニティといた人々の関

係構造に内在する機能的で多様な実在だとされる ）。また、パットナム（ ）の定

義では、 人的資本は個人の特性を指すものだが、社会関係資本が指し示しているのは個人

間のつながり、すなわち社会的ネットワーク、およびそこから生じる互酬性と信頼性の規範

である とされる ）。

したがって一般に社会関係資本とは、様々なコミュニティを通してなされる人間協働に

よって生成してくるものであり、私的にも公的にも多様な影響を与えあうものと理解でき

る。つまり、 個 と 全体 の双方に効果をもたらす資源でもある。また、その効果は─

利益も不利益も含めて─、市場に内部化させることも可能ではあるが、多くは内部化しない

場合の方が大きな価値を見いだすことができるとされている ）。この特性が最も重要である

と考えたい。なぜなら、社会関係資本によって創造される価値は、経済的価値によって測定

されるものではなく、その大半は非論理的精神的な問題が内包されており、自律的で利他的

行為を促すためにはむしろ市場的価値を内部化しないほうが良いとされているからである。

またこうした人間相互の関係性である社会関係資本には、まずその関係性を理解するため

の基本概念として 結束型 （ ）と 橋渡し型 （ ）という二つの形態によ

る区別があるとされている。前者は、特定の互酬性を安定させ連帯を動かすのに適している

が、そうしたつながりは、時に強い忠誠心によって外部への敵意を創造する。つまり、内向

きの指向を持つのが 結束型 の社会関係資本である。他方後者は、外部資源との連携や情

報伝播において優れており、より広いアイデンティティを形成することが出来るとされる。

これらの形態は、ある関係性においてどちらか一方に分類されるのではなく、 よりその傾

向が大きい、小さい という次元のものであり、時間の経過とともに変化するがゆえに明確

に区別できないものでもある ）。

）稲葉陽二 ソーシャル・キャピタルのフロンティア ミネルヴァ書房、 年、 頁。
）

（久慈利武訳 社会理論の基礎（上） 青木書店、 年、 頁。）
） （柴内康文訳
孤独なボウリング─米国コミュニティの崩壊と再生─ 柏書房、 年、 頁。）
）稲葉陽二 ソーシャル・キャピタル入門 中央公論新社、 年、 頁。



こうした特性がある社会関係資本が、歴史的社会的文脈から生まれ、そうした背景をもっ

たコミュニティに根づいて育つには長い時間を有する。なぜなら、その過程は必ずしも順風

満帆ではなく、常に社会における 絆 や つながり を断ち切ろうとする力が働くからで

ある。阪神・淡路大震災が発生した 年は ボランティア元年 とも称され、全国各地か

ら多くの人々が 橋渡し型 の社会関係資本を形成しようと集まった。しかし、そうしたボ

ランティアの数も数ヶ月で減少し、コミュニティの再生という目標の陰に、震災後 年間に

被災した高齢者の 人以上が孤独死に至っており、一時的に県外に避難した被災者の多

くが未だ元のコミュニティに戻れないといった状況がいまだ続いている。こうした状況から

も、社会関係資本は壊れやすいものであり、コミュニティ再生の原動力となり得ても、コ

ミュニティ存続の強力な基盤となるには相当な困難が伴うことがわかる。さらに昨今の経済

格差や不平等意識の拡大もこうした関係を壊す要因とされている。

他方で、たとえ持続可能な社会関係資本が形成されたとしても、それが却って不祥事や不

平等といった負の効果を生み出す事も知られている。例えば、反社会的ネットワーク（暴力

団やマフィア）の形成、外部経済を個人の利益のため内部化するような行為（医師や教師へ

の付け届け）、社会関係資本の互酬性の規範が強すぎるために起こる不寛容や 結束型 の

関係性に潜在する しがらみ （ワンマン経営者の企業における不祥事）等がそうである ）。

つまり、社会関係資本に関する研究においては、歴史的社会的背景における人間協働の も

ろさ や 危うさ という側面をいかに克服できるのかという困難な問題が立ちはだかって

いるのである。

．社会関係資本論と人間協働の哲学の差異

人々の持続的な結束力の低下や、社会関係資本が生む負の効果を鑑みるに、今後コミュニ

ティは益々崩壊の道を辿っていくほかないのだろうか。パットナムはこうした推論を否定

し、アメリカの歴史は コミュニティの崩壊と再生 の歴史であったと主張し、過去の歴史

がそうであったように コミュニティの崩壊から再生の可能性 が現代の組織社会にも内在

していると指摘する。そこで、崩壊から再生を実現した過去として注目されるのが、 世紀

末から 世紀初頭のいわゆる 金ぴか時代 （ 年 年）から 革新主

義時代 （ 年 年）にかけての期間である。

それは、社会的、経済的、技術的革命が、急激にそして広範囲に現れ、新たな価値が創造

された時代でもある。経営学から見れば、それはビッグビジネスの生成に伴う経営資源の能

率的運用を目的とする体系的なマネジメント論が誕生し、その後テイラーの科学的管理が受

容・発展、補完あるいは批判を通じて内容的に豊富化されていく時代でもある ）。こうした
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）パットナムは次のような例で説明する。オンラインチャットは、地理、性別、年齢、そして宗教を超え
た関係性を成立させるのでその関係性は 橋渡し型 であるが、一方で教育水準とイデオロギーという関
連からは非常に等質な 結束型 の傾向を持っている。 （前掲
訳、 頁。）
）稲葉陽二 ソーシャル・キャピタル入門 前掲、第 章参照。
）経営学史学会編 経営学史事典（第 版） 文眞堂、 年。



社会関係資本論の可能性と限界（河辺）

時代を、 われわれのものと非常に似た時代、すなわち技術発展の見通しと比類なき繁栄に

あふれてはいるものの、より統合された、つながっているという感覚に対するノスタルジー

を抱いている時代であった と、パットナムは表現している ）。そして当時の人々と同じよ

うに、急激な社会変化を悲観せず、共に行動することで、より開かれた社会とコミュニティ

の再生を社会関係資本の研究を通じて導こうとしている。

交通・コミュニケーション革命によって広範に人々が出会い大都市が形成される中、道徳

の衰退と伝統的コミュニティの形態が変容していく様子を現代のわれわれと同じように憂慮

し、近隣の小さな社会的ネットワークを尊重していた人物としてパットナムは、次の 人を

挙げている。それは、プラグマティズムの思想家であるデューイ（ ）とソーシャ

ルワーカーであり人間協働の哲学者であるフォレット（ ）である ）。こうした

観点は、現代組織社会の課題を 世紀初頭のマネジメント思想を手がかりに考究しようとす

る経営哲学研究の指向性とも深く共振するところがあると言える。

社会関係資本の概念は、一般的には市場を介さない人間相互の社会での営みによって創造

されてくる信頼や規範またはネットワークとして理解されており、先述したように 研

究などではその可能性に期待が寄せられている。しかし本稿では、社会関係資本論の議論と

人間協働の哲学には根源的差異があると考える。とりわけ、客観的かつ量的な測定可能性を

含意する 資本（ ） という一義的な用語で、 政府 や 市場 といった枠組みを介

さない自律的で動態的なコミュニティで形成される人間関係や協働状況を共有しているもの

にしか感得しえない価値を表現することに違和感を覚える。つまり、 市場に内部化されな

い 関係性にこそ価値があると主張しながら、科学的客観的枠組を用いて測定しようとする

ことは矛盾している。そこでこうした社会関係資本論の発展過程において内包されてきた限

界とその要因について、人間協働の哲学との差異から以下では考察してみる。

．プロセスとしての人間協働 デューイの哲学

バーナードやフォレットの思想的背景として認められている初期プラグマティズムの思想

であるが、革新主義時代の若き知識人としてパットナムも初期プラグマティストである

デューイの哲学に注目していた。また教育哲学者でもあるデューイの 年の著作 学校と

社会 （ ））では、学校というものを単に知識を習得する場における

生徒と教師 または 教師とその両親 という関係から観るのではなく、全体社会におけ

る生徒および学校──つまり社会のための子供たちであり学校である──という視点から、

） （前掲訳、 頁。）
） （同上訳、 頁。）杉田は革新主義の改革者たちによるセツルメント活動は慈善的色彩が
強く与えられた民主主義という印象であったのに対して、フォレットは 自治的運営を基本とするソー
シャルセンター活動を通して、人々に民主主義社会を生きる意味と方法を考えさせようとした と述べて
いる。杉田博 フォレットはコミュにタリアンか？─解釈学的組織論のための基礎的考察─ 石巻専修
大学経営学研究 第 巻第 号、 年。
）本書は、デューイがシカゴ大学在職中に人間の精神の発達について研究するための実験室として 年
開設された シカゴ大学付属小学校（のちのデューイ・スクール） における 年間の実験結果に関する
講演をもとに執筆されたものである。



教育という営みが捉えられている。また、同書では今日の社会関係資本の考えに近い形で

“ ”という用語が使用されていることは周知されてはいるが、社会関係資本に

関する研究ではそれ以上の評価はなされていない ）。しかし、今日の社会的課題や社会関係

資本論の課題を検討するうえで、歴史的小社会としての学校における教育を、 全社会進化

の重要な一部分 の表れ ）として捉えた革新主義時代の社会改革者としてのデューイの思

想に注目する。

世紀末からの最も大きな社会変化としてデューイが真っ先に挙げるのは、高度に合理化

された産業社会の出現による変化である。この変化の様相を次のように述べている。

科学が応用されて偉大な諸々の発明が生れ、その結果、自然の力が大規模に廉価に利

用されるようになっていること、また、生産の目的として世界的な市場が発達し、この

市場に物価を供給するための諸々の大製造中心地が発達し、この市場のあらゆる部分の

あいだに交通および分配の安価で迅速な手段が発達していることである。…（中略）お

よそ歴史のうえにこれほど迅速な、これほど広汎な、これほど完全な革命が存在したと

は、ひとはほとんど信じえないであろう。この革命をとおして、地球の表面はその自然

的形状さえもつくり直されつつある。…（中略）自然の真理の探求はやむところなく刺

激され促進され、生活へのその応用はたんに実用的になったばかりではなく、商業的に

必要なものになっている。人間性の深奥に存するものであるがゆえに最も保守的なもの

であるところの、道徳上・宗教上の観念や関心さえも、深く影響を受けている ）。

産業の集中 と 労働の分業 という社会変化によって、当時の生活は自然との繋がり

を解かれてしまった。またこうした変化は、労働の場を家庭や地域社会から都市の工場に移

行させ、かつては家庭における労働に内在し、そこから体得してきた秩序および勤勉の習慣

や責任の観念といったことから子どもたちを開放してしまったことをデューイは悲嘆してい

る。

そもそもデューイが主張する社会とはどのようなものなのだろうか。 社会とは、共通の

線に沿い、共通の精神において、また共通の目的に関連してはたらきつつあるが故に結合さ

れている、一定数の人々 によって成立するものとデューイは理解している ）。学校生活も

また、人間相互の関係性を基礎にした社会において営まれるものであって、それは子どもた

ちのその後の人生における経験の重要な基礎を築く場とされる。したがって、 これまでの

日常の諸条件および諸動機から甚だしく切離され、孤立させられていて はならないのであ

る ）。したがって、学校は社会において、自然を背景として成立する 小型のコミュニティ
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）ヘンリー・ジェイムズの 金色の盃 で使用された“ ”が個人的な資質を形容するも表現
であったのに対して、デューイの表現はそれよりも もう少し広い概念 になっているとの指摘にとど
まっている。稲葉陽二、前掲、 頁。
） （宮原
誠一訳 学校と社会 岩波書店、 年、 頁。）
） （同上訳、 頁。）
） （同上訳、 頁。）
） （同上訳、 頁。）
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であり、胎芽的な社会である のであって、いっさいの経済的圧力から解放されていなければ

ならないのである ）。

こうした 小さいコミュニティとしての学校 における人間協働を起点として、より調和

のとれた大きな社会の進展が導かれるという視座から、現代におけるコミュニティ再生の議

論の新たな課題が浮上してくると考えられる。デューイの主張に基づいて整理すれば、人間

協働は共通の目的のもとに調整される主体なくしては継続できないのである。またこれまで

のマネジメント論の歴史から解釈すれば、その主体とは 組織 だということになる。つま

り、 組織 の問題を抜きにして構想しえないのが、人間協働の哲学なのである。デューイ

自身も学校を社会における 制度 と位置づけ、組織の問題について触れている。デューイ

の哲学が、のちのマネジメント思想に影響を与えたことから考えても、こうした考察は大変

興味深い。組織の問題を取り扱う理由としてデューイは次のように述べている。

なぜ組織のことをとりあげるかといえば、およそ組織というものの背後によこたわる

動機は経済と能率の増進であって、すべての浪費は組織を欠くところから生じるものだ

からである。ここでの問題は金の浪費の問題でもなければ、物の浪費の問題でもない。

なるほどそれらの問題は重要である。けれども、第一義的な浪費は人間生活の浪費であ

り、在学中における子どもたちの生活の浪費、そしてまた、不適切な、ゆがめられた準

備が生み出す後年の生活の浪費である ）。

デューイは、原始的な人間関係を基底とする社会との関係性において、学校を把握してい

た。また学校での協働が、社会の状態において有効である（ ）ものとなるよう、

調整 される過程としてあることも述べている ）。しかし、そこに 組織 という観点が

抜け落ちると、組織に付随している 経済と能率 （ ））の増進に支

障がでるために、調整し得なくなってしまうのである。そのような、調整不可能な協働状況

をデューイは 浪費 と呼んでいる。それは、一般的に想像される物質的経済的な意味とし

てではなく、学校という協働システムを内包するより大きな社会での経験と学校生活との関

係性において捉えられている。別の箇所でも、社会から学校が孤立ということを前提にし

て、学校における子どもの浪費が、 子どもが学校のそとで得る経験を学校そのものの内部

でじゅうぶんに、自由に利用することができないことから生じる ものであり、他方で 子

どもが学校で学んでいることがらを、日常生活に応用することができない ことだと述べて

いる ）。社会との関係において組織がうまく調整されないと、そこに行為を提供してくれる

主体の自律性は阻害され、精神的に満たされない──不満足となる─のである。つまり浪費

とは、人間の社会的かつ精神的問題と深く関わる問題なのである。こうしたデューイの社会

と組織の哲学的考察は、先に指摘した社会関係資本の構築に関わる 矛盾 やそこに潜む

） （同上訳、 頁。）
） （同上訳、 頁。）
） （同上訳、 頁。）
） （同上。）
） （同上訳、 頁。）



暗黒面 に接近するうえでは、看過できないだろう。そして、マネジメント思想を研究す

るわれわれにとっては、バーナードの組織論の現代的意義を探る契機ともなるはずである。

．社会関係資本論の限界─バーナード組織論が示唆するもの

社会関係資本が一般的に 人々が他人に対して抱く 信頼 や 互酬性の規範 と理解

されているように、それは暗黙のうちに関係性に埋め込まれている測定不可能かつ不可視の

資源である。そして、不可視で測定困難なゆえに もろさ や 危うさ を伴う。したがっ

て、この関係性を支える歴史的社会的背景を理解できなければ、その本質には接近できな

い。しかしわれわれは、こうした歴史的社会的文脈から直に影響を受けるのではなく、そこ

から派生する社会構造に影響を受けるとともに、またこうした社会構造を形成するひとつの要

因となっていく ）。まさにこうした資源は、社会との相互依存的関係性において潜在する価

値であり、またそこから派生してくる価値でもある。では、歴史的社会的文脈から生成し、

またそうした背景を形成する社会関係資本によって成立する社会構造としてのコミュニティ

とはどのような存在であるのだろうか。この課題は、社会関係資本の研究においては未だ十

分に応答はできていない。なぜなら、そこに 組織 に対する概念的考察が十分ではないか

らであり、そのことは先にも述べてきた。

経営学でも 世紀の早い時期に、インフォーマルな人間関係が職場というコミュニティに

与える影響を発見していた。所属する協働システムにおける公式的な相互関係では規定でき

ない、 感情の論理 によって結び付けられた関係性の領域を 非公式な集団 （

）と呼んだ。ホーソン実験で発見され、人間関係論において概念化されたこの非公式

な集団は、公式組織の協働行為をコントロールしたり、集団外部からの介入に対して集団の

利益になるよう集団を守るための行動規範を生成し、そうした規範はメンバーによって共有

されることが実験から導かれた。しかし 年の大恐慌下、 社の従業員の間でも少な

からずレイオフが意識されていた時期に、非公式な集団におけるこうした特性や行動規範

が、必ずしも有効ではなかったことがその後の研究でも指摘されている ）。したがって、人

間関係論が概念化した 非公式な集団 は、歴史的社会的文脈を考慮して解釈されていたか

というと疑わしさが残っている。

他方、公式組織の目的とは関連しないような継続的交流が、互いの経験や知識、態度、そ

して感情に変化をもたらすことがあり、こうした相互作用から生成してくる特殊な密度を

もった領域を 非公式組織 （ ）と呼んだのはバーナードである。

バーナードのいう非公式組織とは、 個人的な接触や相互作用の総合、人々の集団の連結

であり、それは 共通のないし共同の目的は除外されているが、それにもかかわらず、重要
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）こうした認識は、社会関係資本の研究者において一般的なものではなく、社会関係資本を個人に帰着さ
せる研究者と社会全般に関する信頼を重視する論者とに分かれているのが現状である。尚、本稿では後者
の立場から論じている。稲葉陽二 ソーシャル・キャピタルのフロンティア 前掲、序章参照。
）大橋昭一・竹林浩志 ホーソン実験の研究─人間尊重的経営の源流を探る─ 同文舘出版、 年、第
章参照。
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な性格をもつ共通ないし共同の結果がそのような組織から生ずる ものである ）。個人的な

相互作用の総合というように、限られた人間相互間の接触ではあるが、その結果は無限の相

互作用につながっていく。非公式組織は 広い地域に及び、長い期間にわたって、多くの

人々の間にひろがっていくことができる とバーナードは言う ）。なぜなら、それは、 ）

一定の態度、理解、慣習、習慣、制度を確立し、 ）公式組織の発生条件を創造する、とい

う二種類の結果を生み出すからでもある。

こうした非公式組織と公式組織との時間的空間的な相補性については、人間関係論では論

究されなかった。一方で、社会関係資本の研究では、非公式な人間関係が歴史的社会的文脈

から成立し、それらを介して社会構造に影響を与えるという視点に立っており、バーナード

理論との親和性がある。しかし、バーナードは 全体社会は公式組織により構造化され、公

式組織は非公式組織によって活気づけられ、条件づけられる ）とも述べている。つまり

公式組織は、より広範な非公式な人間協働から生成する価値によってその制度や政策を表現

したり修正したりするが、他方で非公式組織も構造化された公式組織を支えとして個人的関

係性の継続性を持続させていく機能もまた担っているのである。こうした公式組織と非公式

組織の有機的で相互補完的な特性は、社会関係資本の研究からは導くことはできない。

公式組織と非公式組織の有機的相互補完的な関係とは、次の 点を指している。 ）歴史

的社会的背景をもった人間の自発的な結合か関係から 公式組織 が生成し、 ）一旦公式

組織が生成すると、非公式組織と相互に影響し合って、互いになくてはならない存在とな

る、 ）一旦公式組織が機能し始めると、こんどは新たな非公式組織を創造する、という空

間的枠組を前提としない時間的過程を含んだ関係でもある。

こうして公式組織から新たに生成してくる非公式組織は、伝達および凝集性維持機能の他

に、 自律的人格保持の感覚 、 自尊心および自主的選択力 を維持するという人間的態度

を強める機会を提供するようになる、とバーナードは言う ）。こうした機能は明らかに、特

定の協働システムにとって他者との関係性─すなわち社会や自然との関係性─に向かってい

る。公式組織とは、人間行為が 調整 （ ）されたシステムであるが、それは非

公式組織における 人間的態度を強める機会 を含んで調整されていくのである。非公式組

織は、 公式組織の基底にあって不誠実を感得する ）領域でもあるが、たとえ不誠実が感

得されたとしても、リーダーの道徳創造のマネジメントによって組織が調整されることで存

続する可能性をバーナードは主張している。つまり、バーナードはより歴史的社会的な世界

との繋がりから、道徳的な協働の実現について論じたのである。

デューイも、より大きな社会─自然環境を含んだ─と学校の有機的相補的関係性を重視し

た。この関係性においては、学校における協働は、社会のために有効であるように組織に

よって調整される。しかし、組織という観点が欠落すると、子どもたちが社会との繋がりを

断たれ孤立し、精神的不満足（浪費）が生成すると考えていたが、こうした哲学的指向性は

） （山本安次郎・
田杉競・飯野春樹訳 新訳 経営者の役割 ダイヤモンド社、 年、 頁。）
） （同上訳、 頁。）
） （同上訳、 頁。）
） （同上訳、 頁。）
） （同上訳、 頁。）



バーナードと共通している ）。個と全体を統合するために必要な組織における調整を、

デューイは 教育 において実践しようとしたが、バーナードはそれを経営者の道徳創造職

能によって導かれる管理の過程にみていた。

．むすびに

社会関係資本が 互酬性の規範 と理解されているように、社会を成立させている前提に

は 他者から寄せられる信頼 がある。すなわち、社会とはこうした他者からの信頼の集積

体なのである。他者とはいま・ここでの個人的存在を超えて、その個人を支えている過去か

ら現在そして未来へと向かう自然と社会からの信頼を含んでいなければならない。

ベルグソン（ ）は、知性の行き過ぎに歯止めをかけるのは自然の役割であると

し、その担い手として宗教を位置づけた ）。地域社会や自然から離陸し、またそうしたもの

に回帰するために、われわれは協働を通じて自然や社会の要求に応える責任がある。ここ

に、自然や社会の継続的な満足をいかに確保していくのかという経営学の問題が浮上してく

る。それは、世代を超えた存在との関係性を 作り 作られる という積極的な相互作

用から生成されるものであって、 受動的 であってはならない。時に非公式な人間関係か

ら生成してくる負の信頼関係が、公式組織における調整機能に影響を及ぼす事も多々みられ

ることは明らかである。こうしたネガティブな作用を、単にリーダーの道徳創造に期待する

だけでは困難な時代にも来ている。そこで、バーナードの公式・非公式組織の有機的相補関

係を民主主義社会との関連から、本稿の内容をさらに深めて考察することを今後の課題とし

たい。
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