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論  文（『社会分析』38 号, 2011, 173～190 頁） 

「部分 適」の組織論

―組織における統合的施策展開の条件―

伊藤 精男

1．はじめに 

 経営組織論において、組織規模の拡大とともに生じる問題として、「ライン－ス

タッフ葛藤」に代表される構造上の位置づけの相違に起因する「構造的なコンフ

リクト関係」の発生や、経営戦略達成のために部門分割された部門の自律性・独

立性向上に伴う組織としての一体性の低下等が指摘されている（桑田・田尾 , 

1998）。

組織における一体性の保持には諸部門をまとめる方策が不可欠であるが、それ

が有効に機能せず「部分 適」の状態に陥ることも多い。特に、スタッフ部門は

その性格上専門分化し、専門性をより高めていく習性を有するものであるが、と

りわけ、本社の各専門スタッフ部門が立案する諸施策はライン部門に対して全社

的影響力を有するだけに、それら個別施策の質的側面はもとより、それらを統合

的に展開できるか否かは、経営戦略上重要な課題であると言える。しかしながら、

その実態は、多くの企業コンサルティングの経験を有する高間（2005）によれば、

担当部署間で連携が意識されず個別に制度構築・施策展開が実施されているケー

スが多いという。そして、結果として、組織成員から見れば調整されているとは

言い難いバラバラな施策展開や一貫性のない指示が「降ってくる」状態におかれ

ることとなり、現場では諸施策の重複、偏り、ムラが生じる「部分 適」とも言

い得る状態に陥っているという。
1 ）

このように指摘される状態が多くの組織で一般

的に見られるのであれば、組織における生産性の観点からしても看過できる問題

ではなく、早急な対応が必要とされよう。 



－ 174 － 

ところで、高間（2005）が指摘するような組織における「部分 適」と言い得

る事態が、組織内でどのような経緯で起こっているのか、それに対して組織成員

はどのように対処しているかを具体的に把握することは、極めて緻密なエスノグ

ラフィックな調査が必要とされることから、必ずしも容易なことではない。した

がって、それに注目した調査研究も現状ではほとんど見られない状況である。し

かしながら、それらを明らかにすることは実務的な関心のみならず、経営組織論

あるいは経営管理論における知見に大いに寄与するものであると思われる。 

そこで本稿では、企業組織において諸施策の展開がどのようにして「部分 適」

状態に陥るのかを具体的に把握することを通じて、諸施策が統合的に機能するた

めの条件を組織論的に明らかにすることを目的としたい。 

以下、まず２節において、ある組織において見られる諸施策の「部分 適」状

態について具体的な事例分析を行い、その要因について考察する。それを踏まえ、

３節では統合的な施策展開の条件について仮説的知見の提示を試みる。 後の４

節では、本稿の分析から得られた結論と課題を提示することにしたい。 

2．事例分析 

2.1  研究方法 

 本稿の目的達成には定性的な調査方法が不可欠である。しかしながら、組織に

おける専門スタッフ部門による諸施策の立案背景や、それがどのようにして組織

的な承認を得て展開されていくのか、そして、それらの諸施策をライン部門（現

場）ではどう捉えどのように具体的に対処していくのかを、それぞれの立場、視

点から捉えその関係性を含めた詳細な分析を行うことは、容易なことではない。

それは、組織外の調査者による短時間のインタビュー等によって容易に分析でき

るようなレベルのものではなく、当該組織が置かれている環境や歴史的背景、そ

して、組織内での人的関係性の機微等をも含めた当該組織における広範な理解を

前提にしてはじめて解釈できうるようなものであろう。 

そこで、本稿では、かつて論者が所属したある企業組織を分析対象とする。論

者は、かつて対象組織の一員（専門スタッフ）としておよそ 20 年間当該組織内で

暮らした経験を有し、退職した現在においても定期的に当該組織を訪問している。
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その意味では、現在の論者の位置取りは「外部者」ではあるが、組織内部におけ

る経験を全く持たない「外部者」ではなく、かつて「内部者」であった経験を有

する「準・内部者」とも言い得る存在である。組織における「内部者＝当事者」

は、現経験を必ずしも反省的に整理された状態で認識しているわけではなく、お

およその理解の中で日常を生きているとも言える。そして、内部者間では多くの

ことが当然のことのように自明視されているため（金井, 1991）、たとえば、外部

の調査者からのインタビューに対しても、その経験の意味することをどれほど的

確にかつ体系づけて説明しうるかについては疑問符がつくところである。 

一方、論者は、組織を離れ外部へと出たことにより、その組織内で身をもって

経験したことについて、距離をもって反省的に解釈することが可能となった。こ

の論者の位置取りは、論者がかつて当該組織の当事者として経験したことを、組

織成員の視点から説明しうることを意味するものである。 

上述した背景において、論者は、当該組織の成員に対して半構造的インタビュ

ーを行い諸施策の運用実態に関する分析を試みた。もちろん、本稿における実態

解釈は、組織成員におけるどのような言説を採用するかを含めて論者の視点に基

づくものであり、通常の意味での反証可能性を欠くものではあるが（長瀬, 2003）、

当事者としての実感を反映させつつも反省的に整理された状態での解釈が可能と

なることから、その解釈の確からしさ（plausibility）は通常のエスノグラフィー

等と比較しても格段の相違があるものと思われる。 

インタビューは 2009 年 11 月から 12 月にかけて実施された。対象者は、論者に

とっては元上司・同僚であり、（インタビュイーからすれば）論者が当該組織の組

織実態等について熟知していることを前提とした会話となった。また、組織内で

の直接的な利害関係もないため、率直な言説が引き出せたものと思われる。 

 

2.2  対象組織の概要 

本稿における分析対象組織は、Ｓ社である。Ｓ社は、営業・サービスを主体と

する労働集約的な企業である。売上高の伸長とともに社員数が増加し、現社員数

はおよそ 1,500 名、そのうち直接部門である営業部門に所属する社員が 80%であ

り、残り 20%が管理部門（本社スタッフ部門や物流センター等）に所属している。

本社スタッフ部門は組織規模の拡大とともに分化が進み、現時点では図１に示す



－ 176 － 

ような組織構造となっている。 

一方、直接部門である営業各部は、創業当初の営業所が売上規模の拡大ととも

に次第に分割して増加していったものである。現時点での営業拠点数はおよそ 50

箇所であるが、営業施策の展開等について営業所ごとの独自性はほとんど見られ

ない。営業戦略策定部署である営業推進部が策定する施策を一律に実施する側面

が強く、中央集権的な運営状況にあると言える。 

社

長

人事本部

営業本部

管理本部

人事企画室

企画開発部

専

務

人材開発室

情報システム室

物流・商品管理室

総務・経理課

営業推進部
営業推進課

営業企画課

営業第１部

以下略（第５部まで）

営業所

営業所

以下略（各部平均10営業所）

（経営企画，広報，新規事業開発）

（採用，人事労務，福利厚生）

（教育・研修，改善業務活動）

（システム開発，情報処理）

（物流センター，商品購買・管理）

（総務・経理）

（販売促進・計数管理全般）

（商品開発全般）

（サービス提供・顧客管理・開拓）

図１ Ｓ社組織概要（一部改変） 

 組織運営上の諸制度・諸施策は各室・課レベルの専門スタッフにて立案される。

それらは部長以上で構成される「運営会議」（意思決定機関；毎週１回開催）に提

案され、そこで承認されたものが実行される。いわゆるルーティン的な案件につ

いては各本部長（役員）決裁で実行されるが、全社的に重要と思われる案件や新

規の制度・施策等については「運営会議」に提案されることが一般的である。 

 企画開発部は組織構造上のゼネラルスタッフにあたる。一方、営業推進部は営

業部門における営業戦略立案等を担当する専門スタッフ部署であるが、施策内容

の全営業所に及ぼす影響力の大きさから、実質的にＳ社におけるスタッフ部門の

中心的存在として見なされており、実態としては、ゼネラルスタッフである企画

開発部以上に全社的影響力を有する存在となっていた。 
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2.3  施策展開の実態：施策の決定 

まず、組織的意思決定機関である「運営会議」における意思決定様態について

見てみる。カリスマ的創業経営者であったＨ氏（現在は既に引退）の在任中は、

「運営会議」においてもほぼＨ氏の意向によって提案内容が判断・決定されてき

たという経緯があったが、それは現在においても形を変えて存続しているように

思われる。次のＪ氏の言説は、その状況を端的に示している。 

 

各部署（スタッフ）からは運営会議に提案する案件が（私のところに）上がってきます。出

席予定者には事前に内容をメールで送付しますが、どれほど見てくれているかちょっと不安

ですね。大部分はちらっと見る程度でしょうね・・・（経営企画担当グループの）私たちも

内容は見ていますが、個別提案については調整することはなく、現状では「取りまとめ部署」

という程度です。だから、言ってみればぶっつけ本番で会議の場で内容を検討する感じです

ね。報告事項程度ならそれほどでもないけど、全社に関係する大きな提案内容ではやや不安

なところもあります。もちろん、運営会議に提案するまでには（担当スタッフは）部内で担

当役員（本部長）と内容検討しているわけで、（運営会議出席者も）それは尊重しなければ

と思ってますから、そうそう提案内容をひっくり返すのはできないですね。（担当本部長で

ある）役員の面子もあるでしょうから・・・ほぼ原案どおりか若干の修正くらいで決まりま

す。特に多数決で決めるというわけではなく、その辺の規程がはっきりしてないんです

が・・・ 終的には代表（取締役）の意見で決まりますね。（創業経営者だった H 氏がいた

頃の）昔は、代表（H 氏）が「ダメと言えばダメ」ということはよくあったそうですが、（H

氏引退後の）今もあまり意見交換があるという感じでもないです。だいたいはすんなり決ま

る感じです・・・（企画開発部経営企画担当 J 氏） 

 

 Ｊ氏の言説において注目すべきは、ゼネラルスタッフとしての企画開発部が組

織的に機能していない点である。Ｈ氏在任中は、経営企画担当部署はなくＨ氏の

意向によってほぼ意思決定がなされてきたと言いうるが、Ｈ氏引退を機に、組織

構造上のゼネラルスタッフ機能を期待されて設けられた企画開発部（経営企画担

当）は、現時点においても諸施策の調整部署としての機能は果たせていないと言

える。Ｈ氏在任中の歴史的経緯から、施策の承認は「運営会議」において検討・

判断すべき専管事項であるとして、施策内容に関する事前調整の必要性に対する
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認識が現経営陣に共有されていないとも言える。この点において、現経営陣によ

って、組織規模の拡大に対応すべく、企画・調整部署としての必要性が認識され

て設けられたはずのゼネラルスタッフとしての企画開発部の機能的位置づけに関

して、明確な方針が定まっていないようにも思われる。同時に、「運営会議」構成

メンバー間の人間関係上の配慮とも言える理由から、十分な議論がなされること

なく担当部署で立案された施策が「すんなり決まってしまう」のは、従来のＨ氏

の意向による（ワンマン的と言える）意思決定方法が形を変えて残存していると

も言いうるものである。結果として、全社的見地から諸施策の相互影響等を十分

に検討する機会がないまま、個別施策が独自に承認されていくという状況にある。

これは、現場における諸施策の「部分 適」を生じさせる可能性を多分に有する

意思決定様態であると言わざるを得ない。 

 先に指摘したように、各専門スタッフはその本質において専門性をより高めて

いく習性を有していると言えるが、真摯に職務遂行に取り組むほど常に「部分

適」に陥る可能性を内包するものであるとも言える。しかしながら、スタッフに

対する人事評価の視点が彼らの立案した施策内容の質にある限り、その取り組み

を一概に責めることはできない。他の専門スタッフが立案する施策内容は一応念

頭に置くとしても、その全体的な調整までを専門スタッフ間で実施することまで

を期待するのは難しいであろう。そこにこそ、ゼネラルスタッフの役割があると

言うべきである。 

自分が担当する内容については、（他部署との）調整がどうしても必要とわかっているもの

以外はあまり意識していません。自分では組織の動きは大体把握しているつもりですし・・・

それにあまり遠慮していては自分たちの施策を実現できないですからね・・・いいと思った

ものはどんどん積極的に提案していくように上司にも言われてますから・・・（営業推進課

長 Y 氏） 

しかしながら、各スタッフが立案する施策内容ごとの「部分的な」 適化は、「全

体として」 適であることを必ずしも保証するものではなく、意図せざる結果と

してかえって 適から遠ざかってしまうこともあるのである。 

では、上記のような経緯で決定された諸施策を受け入れ、具体的に実行してい
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く立場にある現場（営業所）ではどのようなことが起こっていたであろうか、次

項ではその点について見ていくこととする。 

2.4  施策展開の実態：施策の運用 

カリスマ的創業経営者であったＨ氏のマネジメントの特徴は、上意下達的なも

のであった。その是非については組織内で様々な意見が見られたが、結果的にそ

の成果が誰の目にも明らかであったことから、それが許容されていたと言いうる

ものであった。その特徴は、組織規模が拡大しても特に変化することはなかった。

Ｈ氏の引退後も、その上意下達的なマネジメントの様態は基本的には変わるとこ

ろはなく、「運営会議」で決定された事項は「決まったものはしようがないから」

（Ｔ営業部長）と実行が求められていた。しかしながら、諸施策間の調整がなさ

れず、個別に承認されてきた施策の実行が求められる現場（営業所）では、「やり

過ごし」（高橋, 1996）とも言いうる事象が起こっていた。

（所長たちは）みんなお互いにわかってますよ・・・そんなに全部できるわけないって。で

も、本当のところは報告できないでしょ・・・そんなことしたら、部長や本部長から何言わ

れるか分かってるから、誰も言いませんよ。あんたの代わり（になる人は）はいっぱいおる

けんね・・・だから・・・言ってもムダって感じかな・・・それほど重要だとは思えないも

のは、やったことにしておこうってなりますね・・・それがまだわからない新人（所長）と

か、本当に根が真面目な人が（それができずに）なんとかして頑張ろうとするものだから悩

んでしまう・・・（営業所長 Y 氏） 

部長は○○（の施策）については、どこどこの営業所がよくできてたとか、××（の施策）

はどこができてたとか言って、おまえのところも頑張れみたいなことを言うけど、全部（の

施策）ができてた営業所があるというのを聞いたことがない。それは実際無理なんです・・・

本当に全部を真面目にやったら、部下が疲れ果ててしまう・・・それがわからないんですか

ね?部長の立場上そう言うしかないんでしょうけど・・・（営業所長 OK 氏） 

施策のどれを優先するかは、（所長は）みんな大体わかってる。売上実績が 優先。これは

どの所長も同じやね。ごまかしようがないし、営業会社としては当然。その次は改善業務（活
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動。注；S 社における QC サークル活動の名称）やろうね。部長からうるさく言われるし・・・

その次は、所長によって少し違うかもしれんね。あれこれやらんといかんから、すぐには結

果が見えないものとか、見えにくい地味なものほど後回しになるね・・・結局のところ、や

ぁやぁ（うるさく）言われるところからやってる感じ。要望されていることをすべてやるの

は本当に大変・・・まず、無理だと思うね。本社（スタッフ）は、「よろしくお願いします」

って言ってくるけど、こっちはそのお願いを全部引き受けないといけないんだから・・・そ

れなら、あんたがやってみたら・・・全部できる?って感じ・・・。（施策の）一つ一つはそ

れなりに納得できるものもあるけどね・・・もっとまとめてくれんかなあと思う・・・本当

にやらんといけん（やらなくてはいけない）同行指導の時間とかが取れんのよ・・・それで

いいと思う?・・・（営業所長 OG 氏） 

つまり、現場の営業所長は、自らの判断で施策の優先順位をつけ、内容によっ

ては「やったことにしておく」という「やり過ごし」という方法で、「部分 適」

を意図的に作り出していたのである。そして、その選択基準は必ずしも重要性の

観点からであるとは言えず、結果として、重要ではあるが見えにくい地味なもの

ほど後回しになるという傾向がみられた。すぐに影響が目に見えてくるものは「や

り過ごす」ことは難しいが、それがすぐに表面化しにくいものほど「やり過ごし」

の対象とされやすいとも言える。次の営業係長の言説は、Ｓ社における現場の実

態を示す代表的なものとも言える。 

どれくらいかな・・・ものによっては、正直なところ、報告（で上げたうち）の２割から３

割が本当の実績というのもありますね・・・たとえば、この前のサービス点検なんかは、（設

定された）時期が悪すぎて、（部下たちは）なんで今頃なんだってぶつぶつ言ってたから・・・

実際、あの時期に確実にやるのは難しいと思う・・・。内容は間違ってないんですよ、必要

性もわかってますから・・・ただ、本当に現場を知ってる人なら、あの時期にそんな指示だ

さないですよ。だから、（部下たちの）報告では実施率８割くらいで上がってきたけど、（私

は）実際のところはそんなにできてないだろうと思ってました・・・黙ってそのまま所長に

は報告あげましたけどね・・・所長もだいたいのところはわかっているんじゃないですかね。

何も言われなかったです・・・。本社（スタッフ）にも立場があるんでしょうけど、（現場

の状況を）わかってないです・・・（営業係長 K 氏） 
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一方、その報告を受ける本社（役員）の認識は、実態とはかけ離れたものであ

り、現場状況の把握において問題を有するものであった。それは、上意下達のマ

ネジメント様態に起因するものであると考えられるが、組織運営の判断において

問題を生じさせる可能性を多分に有するものである。このような認識の下で「こ

れぐらいは大丈夫だろう・・・」（営業担当役員Ｔ氏）との判断から、新たな施策

が追加されていった。 

・・・売上数値などはごまかしようがないから別として、報告で上がってくる実績値のすべ

てをそのまま信用しているわけじゃないけど・・・だいたい、その７割から８割くらい（で

きている）と思っているけどね・・・それでも、頑張ってよくやってるんじゃないかと思う

ね。（人事担当役員 I 氏） 

2.5 「状態管理」の導入と「やり過ごし」 

Ｓ社における諸施策の決定および運用に関する一般的な実態は、2.3 項および

2.4 項でみたとおりである。本項では、その典型的な事例を営業部門における「状

態管理による営業プロセス管理手法」（以下、「状態管理」）の導入ケースで見てみ

たい。この「状態管理」は、営業プロセスの管理レベルを向上させる意図を持っ

て導入された管理手法・ツールであるが、その導入プロセスおよび運用実態は、

前述したＳ社における特徴を典型的に示すものであった。 

 導入・展開を主導したのは営業推進課であったが、「現場状況の把握」と「他部

署との連携」という点において問題点が指摘されうるものであり、意図せざる結

果として「部分 適」を作り出すものであったと言い得る。ここでも、ゼネラル

スタッフとしての企画開発部は調整機能を果たせておらず、「運営会議」における

個別施策単位での内容判断・承認によって導入が図られたものであった。 

以前からの（S 社の）営業スタイルは足でかせぐというようなものだったんですが、これか

らはそれではいけない、営業プロセスをもっときちんと管理していきたいと、あの頃あれこ

れ検討していて、ちょうど使えそうなものが見つかったんです・・・状態管理を新しい営業

管理手法として導入することを、運営会議で承認してもらったんですが、みんな、これから
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の時代には必要な管理手法だといって大賛成でした。そのあと、とりあえず営業本部主導で

展開していって、２年前くらいから人材開発室の（新入社員）教育システムに入れてもらい

ました。まだ思ったほどの効果が出ているとは言えないけど、ちょっとずつ慣れてきたとは

思ってます。これからも力を入れていくつもりです・・・（営業推進課長 Y 氏） 

 一方、現場（営業所）での受け止め方は次のとおりであり、ここでも「やり過

ごし」が見られる。現場で十分に活用・機能しうる状況が整備されない中での施

策追加に起因するものと思われる。 

状態管理は使えんです。考え方はなるほどとは思うけど、（S 社の）うちの状況には合って

ない。・・・ほとんどが数回の営業アプローチで決まるような小口の顧客が多いうちの営業

には向かんと思います。本社（スタッフ）は、今は考え方の練習だから全部に適用してくれ

とか言ってるけど、そんな時間もない。あれ（状態管理シートの記入）は結構時間がかかる

んですよ。本社（スタッフ）は書いたことがホントにあるんですかね?・・・毎日の営業報

告はこれまでどおり日報に書かないといけんし、それにプラスして状態管理（のシート）も

書けじゃ、ムダが多くて、ただでさえ書き物（伝票類や報告類）が多いのにやってられない。

だから、実際は作文（つじつまを合わせて作成したもの）です・・・（しなくてはならない

ものは）今までのままで、新しいものを追加するだけじゃ、どんどん忙しくなって面倒なこ

とが増えるばかり・・・新しいものをはじめるなら、何かを止めないとムリ・・・（営業係

長 O 氏） 

状態管理はうまくいってないと思います・・・一応（人材開発室の）うちに上がってくる教

育実施報告では、新入社員への（状態管理）教育は実施したことになってるんですが、集合

研修などで確認してみると、ほとんど知らない状態で、現場で日常的に活用しているのかす

ら怪しいです・・・きっと中途半端な状態になってると思います・・・中途半端が得意なん

ですよ・・・新しいものはどんどん入れるけど、いつの間にか消えているなんてことよくあ

りますから・・・継続性がないというか・・・（人材開発室Ａ氏）

また、本社スタッフ部門間での連携にも課題を残し、導入を主導した部署との

意識の格差は極めて大きいと言わざるをえない。「全体 適」を考えるうえで、組
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織的に大きな問題を抱える事例であると言える。 

 

そもそも、これは営業管理ツールということで導入されたんですが、それを活用していくに

は教育が欠かせないものなのに、導入するときには事前に何も相談がないまま、営業本部単

独で（人材開発室が）知らないところで決めてしまって、導入してから新入社員教育にも入

れたいという段階で初めて打診があったような状況だったです・・・簡単に考えていたんで

しょうかねぇ・・・。でも、ただでさえ現場での新入社員教育のプログラムがどんどん多く

なって、十分に実施できていない状況なのに、それにさらにやることを増やすというのは現

実的には難しいんです。今のプログラム全体を見直さないとまず無理です・・・このまま無

理やり入れても、現場では実際にはできる状況ではないと言ったんですが、もう（運営会議

で）決まってるからと・・・。そもそも現場で（状態管理を）活用していないんじゃないか

と思える状況では、意味がないですよ・・・そこをきちんと把握することが先決じゃないで

すか・・・簡単に状態管理（教育）だけを追加してくれというのは現場の状態をきちんとわ

かってるのか?・・・営業本部はいつも強引なところがありますから・・・どこかで全体を

調整するようなところがないといつもこの繰り返しです・・・（人材開発室Ｙ氏） 

 

2.6 「やり過ごし」と「部分最適」をもたらしたもの 

Ｓ社の現場（営業所）で見られる諸施策の「やり過ごし」による「部分 適」

状態は、組織的に大きな問題を抱えるものであるが、それはいくつかの要因が複

合された結果であると考えられる。その一つは、現場の組織成員の意見あるいは

必ずしも明確には表現し難い「思い（実感）」を把握しようとする意識の低さを特

徴とする、背景としての上意下達のマネジメント様態である。「決まったことはし

ようがない」と要求される施策が多く、意見を「言ってもムダ」で、しかも施策

間の関係もよくわからず、それらをすべて実行することで疲弊を招く恐れがある

と思えるならば、現場では、影響が見えにくいものから「やったことにしておく」

という「やり過ごし」による意図的な「部分 適」が選択されていく。そして、

このような状況をもたらした 大の要因は、経営陣においてそのような現場の状

況が正しく認識されていなかったことにある。つまり、現場からの「報告」で見

る限り、諸施策は十分に実施されていることになっていたからである。 

高橋（1996）は、「やり過ごし」には組織の機能的な破綻を回避する効能がある
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と指摘するが、それは緊急避難的なものであり、必ずしも積極的に推奨されるよ

うなものであるとは言い難い。確かに、（現場の判断にて）不要・不急と思われる

施策については「やったことにしておく」ことで優先すべき 低レベルの日常業

務を保障し、機能的破綻を回避していると捉えることも可能である。しかしなが

ら、重要ではあるが時間的負荷も大きい人材育成面の取り組み等にも影響が及ぶ

状況は、中長期的には組織的に問題を生じさせるものであり、それらを含めた諸

施策間のバランスがとれた「全体 適」状態をどのように構想するかは、極めて

重要な課題である。
２）

 

さらに大きな要因は、ゼネラルスタッフ（企画開発部）の機能不全である。各

施策を立案する専門スタッフ部門は、専門分化され自らの職務を真摯に遂行する

ほど、意図せざる結果として「部分 適」をもたらす可能性を本質的に内包する

ものと言える。もちろん、個々の施策立案時における専門スタッフの「現場状況」

の把握が十分であったかについても検証が必要ではある。しかしながら、専門ス

タッフが有するセクショナリズムに陥りやすい傾向を認識し、それら諸施策が全

体として効果的に機能するよう調整することがゼネラルスタッフの役割であると

捉えるならば、この機能不全がもたらす影響は極めて大きいと言わざるを得ない。 

意思決定機関である「運営会議」における意思決定様態にも歴史的経緯に由来

する問題は見られるものであるが、組織論的には、その決定に至るプロセスとし

ての、ゼネラルスタッフにおける施策間の調整機能不全がより重要性を有するも

のと考えられる。組織の大規模化に伴って必要とされるゼネラルスタッフは、ト

ップマネジメントの膨大な情報処理を支援することにこそ存在意義があるからに

他ならない（桑田・田尾, 1998）。もちろん、そのような機能的位置づけを明確に

せず、あいまいなものとしていることによって、実質的に調整機能を発揮できな

い状況を作っている点において、経営陣（「運営会議」構成メンバー）の責任は重

いと言わざるをえない。 

3．統合的施策展開の条件 

3.1  ゼネラルスタッフの役割 

前節で分析した内容を踏まえ、本節では組織における統合的施策展開の条件（す
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なわち、「全体 適」状態の実現）について考察してみたい。 

2.6 項で考察したように、組織論的にはゼネラルスタッフの役割の重要性が指

摘されうる。大澤（1994）が指摘するように、目的指向性を有する到達点の先取

りが「全体 適」の特定であるとするならば、それからの逸脱である「部分 適」

を回避する、常に「全体」を俯瞰し「部分」を調整する機能が求められる。すな

わち、「全体として」機能させるためには、場合によっては各「部分」の縮小や「部

分」間の調整を強力に実施することが必要不可欠となる。
３）

「部分」の総和がその

まま「全体」を構成するというものではなく、むしろ、「全体」は「部分」を質的

に変容させる可能性を有するものと捉える必要があろう。Ｓ社事例が示していた

のは、まさに、このような「部分」の総和を「全体」と見なしていたことによる、

「全体」の構想不足と言えるものであった。「全体」構想がなければ調整そのもの

が不必要となる。 

組織において、各専門スタッフ部門が陥りやすいセクショナリズムを排除し、

諸施策を統合的に展開するための調整を可能とする部署は、ゼネラルスタッフ部

門の他にはない。その意味で、諸施策の立案および展開時におけるゼネラルスタ

ッフ部門の調整機能をどのように具体化するかが優先課題となる。 

各専門スタッフが立案する施策自体は、経営理念や中期経営計画等に照らして

その内容の必要性や質を、限定合理性の範囲で判断せざるを得ないが、そこで問

題となるのは、「全体 適」をどのように特定するかである。
４）

限られた経営資源の

中で組織的にどの施策を実施し、どの施策を縮小あるいは拒否するか等を含め、

どのように「全体」を構想し調整するかの判断には、明確な判断基準があるわけ

でもない。「ビジョンに基づいて、優先順位を判断する」としか言いようのないも

のである。この点に関しては、経営組織論あるいは経営管理論においても、これ

まで十分な議論がなされてきたとも言い難い。 

たとえ個々の施策としては有益なものであっても、諸施策を実際に実行する現

場の状況が処理できる許容範囲を超えているならば、現場での混乱・疲弊を招き、

「やり過ごし」による意図的な「部分 適」を選択させることは必至である。そ

の意味で、施策内容の見直し要求（例えば、簡素化など）や施策間の連携（ある

いは統合化の提案）等を含めたゼネラルスタッフ部門での「全体」の構想と調整

が不可欠となるが、それには「調整する」際の判断前提となる、「現場状況」をど
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のように捉えるかがまず問われる。次項ではその点について考察を試みたい。

3.2  感性コミュニケーションの必要性 

経営組織論において、金井（1989）は、コンサルタントが現場の問題解決を図

るうえで、その現場の全体的雰囲気を肌で感じること（感性的認識）の重要性に

言及している。「現場状況」の把握すなわち「現場の包括的理解」のためには、「理

性的認識」のみでは限界があること、そして、現場の状況理解においては身体を

通じた認識様態（感性的認識）が不可欠であることを示唆したものである。
５）

 

意思決定に関する理論では、「理性的な」判断を暗黙の前提としているが、長瀬

（2008）が指摘するように、不確実な状況下における判断において、「理性」と「感

情あるいは感性」のどちらが客観的に妥当性が高いかは判定できないことも多い。

問題の種類によっては「感情あるいは感性」の方が妥当性が高いとみなすことが

できるものもある。たとえば、複雑な問題への対処において、人は理性的、分析

的に検討したうえで選択肢を選ぼうとするが、感性的な違和感（たとえば、「腑に

落ちない」など）がそれを阻止するという場合なども、その一例であろう。 

現場が諸施策を実行しうる許容範囲を超えているか否か状況判断するには、明

確な判断基準を設定すること自体に困難があり、理性的に判断することは極めて

難しいが、実は、現場に「身を置く」経験を持つことで容易に判断できることで

もある。石井（2009）は、「対象に棲み込むこと」を通じて得た共感的理解の重要

性を指摘するが、それは上述したような、身体性に基づく非言語的な「感性コミ

ュニケーション」（桑子, 2006）による「現場の理解」とも言いうるものである。
６）

諸施策が輻輳する現場の日常の中に身を置き、その要求される状況を「全体と

して」実際に体験することによって、それらが具体的に実行しうる状況にあるか

否か、また諸施策間に矛盾がないか等を「実感として」判断することは可能であ

る。それは、ゼネラルスタッフによる一種のフィールドワークによる参与観察の

実践であると言える。そこで得られる身体性を通じた「実感」は、現場からの個々

の実施報告等を基に理性的認識のみにより判断することでは得られないものであ

り、理性的認識のみで真の現場状況を把握することは不可能であろう。Ｓ社にお

いて現場での「やり過ごし」をもたらした遠因は、施策実行を要求する側（いわ

ゆる「本社」）にこのような「身体的な現場感覚」が欠けていたからであろうと推
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察される。前述のように、 終的には諸施策はその優先順位を理性的に判断する

こととなるが、それを「調整する」判断前提となる「現場状況」の把握には、ま

ずは、このような感性的認識による「感性コミュニケーション」が不可欠であろ

う。 

4．まとめ 

4.1  結論 

本稿の目的は、企業組織において諸施策の展開がどのようにして「部分 適」

状態に陥るのかを具体的に把握することを通じて、諸施策が統合的に機能するた

めの条件を組織論的に明らかにすることであった。考察結果から、次のような仮

説的知見および実践的提言を導き出すことが可能である。 

個別施策を立案する専門スタッフ部門は、意図せざる結果として「部分 適」

をもたらす可能性を本質的に内包するものと言える。したがって、諸施策が全体

として効果的に機能するよう方向づけ、調整を図ることを役割とするゼネラルス

タッフが、「全体 適」の実現において極めて大きな影響力を有する。そして、そ

の機能不全が、結果として、組織の機能的破綻を回避するための、現場での「や

り過ごし」による意図的な「部分 適」の選択を引き起こすことになる。本稿で

取り上げたＳ社事例では、ゼネラルスタッフとしての企画開発部が調整機能を果

たせていないことが、業務遂行上大きな影響力を有する営業推進部（専門スタッ

フ）の独走を許容し、結果的に現場での「部分 適」を引き起こす大きな要因と

なったことが示された。本来、専門スタッフが立案する諸施策を総合調整する部

署であるゼネラルスタッフの機能的位置づけの明確化不足が原因と考えられる。 

限られた経営資源の中で組織的にどの施策を実施し、どの施策を縮小あるいは

拒否するか等を含め、どのように「全体」を構想し（「全体 適」の特定）、どの

ように調整するかの判断には、明確な判断基準があるわけでもない。ただ、諸施

策を実際に実行する現場の状況が処理できる許容範囲を超えているならば、現場

での「やり過ごし」による意図的な「部分 適」を選択させることは必至であり、

「調整する」判断前提となる「現場状況」の把握がまず 重要事項となる。 

「現場状況」の把握は、施策を立案する専門スタッフにも必要とされるが、「全
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体 適の状態」を構想し諸施策の調整を図るゼネラルスタッフには、特に不可欠

なものである。真に現場状況を把握するには理性的認識のみでは不可能であり、

現場に「身を置く」ことで得られる「身体的な現場感覚」が重要となる。実行を

要求される諸施策が輻輳する現場の日常の中に身を置き、その状況を実際に体験

することによって、それらが現実に実行しうるか否か、あるいは、新たな施策の

追加が可能な状況であるか否かを「実感として」判断することが可能となる。施

策実行の優先順位の特定や諸施策間の連携等の具体的な「調整」を図る根拠は、

そのような身体性に基づく「感性コミュニケーション」から得られる。 

もちろん、実際場面においては、そのようなフィールドワークとも言いうる現

場観察の実施が困難な場合も想定されよう。そのような場合でも、次善策・代替

策として、現場における成員の表現し難い「思い（実感）あるいは違和感」とい

ったものを把握するための工夫が不可欠である。
７）

それは、「言ってもムダ」として

これまで言及されてこなかった成員の「思い」を表面化させることをも含む、様々

な手段による「現場感覚（雰囲気）」の把握に他ならない。それには、上意下達的

なマネジメント様態の変更も不可避となろう。 

4.2  今後の課題 

 本稿での知見は、個別企業組織を対象とした分析に基づくものである。そこに

は、人間関係等を含め当該組織における固有の理由によって生ずる事象も含まれ

ている可能性も否定できない。その意味で、本稿における仮説的知見は一定の限

界を有するものではある。しかしながら、ローカルな場所で行われた実践の知識

は固有のものではあるが、その理論的抽象化によって他のローカルな場所での実

践へと伝播し、インター・ローカルなものへと拡大しうる可能性を有するもので

もある（杉万, 2000）。本稿におけるアブダクティブな（abductive）仮説的知見（米

盛, 2007）を、さらに複数事例において検証していくことが必要であろう。

注 

1) 本稿では、「部分 適」あるいは「全体 適」を以下のように捉える。大澤（1994）

が指摘するように、「全体 適」および「部分 適」を特定するには、目的指向性

を有する到達点が先取り的に定位されていることが必要である。つまり、あるべき
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到達点として想定された「全体 適」の状態からの逸脱をもって「部分 適」であ

る可能性を指摘できるとするものである。したがって、本稿では、構想された「全

体」が想定どおりに機能している状態（あるべき到達点）を「全体 適」と捉え、

それらが想定どおりに機能していない、あるいはなんらかの理由により不完全な状

態で機能している状態にあることを「部分 適」と捉えるものとする。本来、意思

決定理論における「 適」とは、完全合理性を前提とする「 適基準」による決定

に際して使用する用語であるが（桑嶋・高橋, 2001）、本稿では、限定合理性を前提

とする「満足基準」によって選択された内容が、上述のように、統合的に機能して

いる状態にあることを「全体 適」と捉えていることになる。 

2) ここでは、経営活動全般に係わる諸施策全体が、想定どおりに機能している状態

を「全体 適」であると捉えている。 

3) 柳田・山吉（1996）が指摘する「スパゲッティ症候群」という思考様式は示唆的

である。技術者たちが新たな問題解決場面に直面した場合、問題を新たな機能付加

（「部分」の追加）によって解決しようとする傾向が強く、結果的に機能増殖・複

雑化が進み、「複雑に絡み合ったスパゲッティ」のような状況に陥るという。「全体」

を俯瞰的に見て、統合化を図る視点から「部分」の縮小や削除を含めた調整を行う

ことの難しさを示すものでもある。

4) ゼネラルスタッフ部門は、個別施策立案の前提となる全体的な経営計画の企画立

案機能を有するが、本稿では総合調整機能のみを取り上げている。 

5) この点については、サーベイ、インタビューを中心とした調査では、対象者自身

が気づいていない（非反省的な）行動や「思い」を言明することには限界があるた

め、参与観察による日常行為の観察の方が、言語化できない多くの潜在的情報を得

ることができるとする Leonard and Rayport（1997）の「共感デザイン」の発想と共

通するところがある。 

6) 自動車製造ラインの現場をルポルタージュした鎌田（1983）の指摘は示唆的であ

る。「（製造ラインの）ベルトコンベアは、見ているのと実際仕事をしているのでは

スピードが違う」として、見て「理解していた」と思っていたことは、実際には「わ

かったつもりになっていた」に過ぎなかったと述懐している。自らの身体性を通じ

て実感することで、初めて「理解できる」ものであったとしている。 

7) サトウ（2001）が提唱する「違和感分析」という手法は興味深い。「違和感分析」

とは、人々が感じた違和感を集積して概念化することにより、対象とする現象につ

いて新たな概念を定義する方法である。「違和感」をどのように適切に記述できる

かについては、議論の余地があるが、感性的なものへの着目は本稿における関心と

通ずるものである。
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