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経営イノベーションと組織文化変革のリーダーシップ

―組織変革論の新たな視点としての組織文化変革―

小 原 久美子
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第1章 問題の所在

今日の組織を取り巻く環境は急激に変化し，それに対応して各々の組織は存続を賭けて新しい

経営戦略を打ち出し，その戦略の実行のための組織変革が余儀なくされている。その場合に，組

織文化においても，新しい経営戦略に対応した組織文化変革ないしは組織文化創造を余儀なくさ

れる。本研究では，経営戦略の実行としての組織変革の問題を，組織文化の視点から考察を試み

ることにしたい。

実は，組織文化の発見は，現代の経営組織論における組織変革の問題に大きな課題を与えてい

る。一般に，組織変革を実行する場合，組織の構造改革に目を向けがちであるが，構造という比

較的目に見えやすい側面のみに限定した変革では真に組織変革を成功させることは難しい。組織

における人々の行動の規定する要因は，組織構造のみではなく，もう一つの規定要因として，組

織文化が存在するからである。本研究では，組織変革論と組織文化論を密接に結びつけて，現代

の経営組織論の重要課題である組織変革という問題に迫るものである。

さて，今日の企業を取り巻く環境の変化は，そのスピードと変化量の極大化において目をみは

るものがある。さらには，情報化とグローバリゼーションの波は，企業経営のグローバル化を増

す増す促進させている。したがって，企業はかつての伝統的な組織のままで，大規模化，官僚制

化が進むにつれて，このような環境変化に増す増す適応できなくなってくる。また，かつてのよ

うな大量生産，大量販売といった単純な規模の経済や範囲の経済を追求するのみの戦略では，企

業および諸組織の存続と成長は望めない時代となったといえるだろう。もはや今日での環境変化

状況は，一度変化したら元に戻すことは不可能な状況下にある。したがって，今日の企業経営に

おいては，環境変化に対応して，部分的に，一部組織の改変をしたり，技術改善するといった対

処療法では解決できないのであり，環境変化に対応して，全社的に抜本的な経営イノベーション

こそ必要になってくる。

そこで現代の多くの企業は，これまでの企業の経営戦略や組織を根本から変えていく試みが行
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なわれる。それが新しい経営戦略の構築とそれに適合する組織（構造）の変革である。つまり，

企業経営の生命線を掌る将来の命運を決定する鍵を，新しい経営戦略とそれに適合した組織変革

に求めているのである。この意味で，経営戦略論や組織変革論は，企業経営の存続と成長・進化

のための主要なイノベーション理論であるともいえるのである。そして経営におけるイノベー

ションは，経営組織体を通じて行なわれることから組織におけるイノベーションでもある。

本稿では，経営イノベーションの定義に関して，経営組織論の観点からのダフトら（Daft,R.L；
etal.）の定義を採用する。つまり，経営イノベーションとは，経営組織体におけるイノベーショ

ンを意味し，その組織の業界や市場，あるいは環境全般にとっての新しいアイデア（創造性）や

行動を採用することであると定義する。この定義から，新しい経営戦略構想もまた経営イノベー

ションとなりえるのである。また，イノベーションに関する研究文献では，組織の変革とは，あ

る組織が新しいアイデアや行動を採用することである 1）。

さて，組織変革論は，経営組織論の大きな発展の1つである，コンティンジェンシー理論（1960
年代に台頭し70年代に開花）から発展した理論であり，現代では，組織文化論と並行して経営学

の主要テーマ領域に位置している研究分野であることは周知の通りである（加護野，1997）。コン

ティンジェンシー理論は，一定の環境や技術のもとで最も有効な組織構造を追及しようとするも

のであったが，それは状態に注目した理論（静学的理論）であり，変化に注目した理論（動学的

理論）ではなかった。したがって，コンティンジェンシー理論は，環境や技術が変化したときに，

組織が一定の方向に変わらなければならないということは予測できるが，どのようにして組織を

変えるかについての示唆を与えることはできなかったのである。したがって，その後の組織理論

の研究課題は，技術や環境が変化した後に組織変革をいかに管理するかという問題に移ることと

なった。さらに，組織文化が，企業組織内部の人々に大きな影響を及ぼすとすれば，組織の変革

過程では，人々の内面にも働きかける難問にも取り組まなければならなかった。そして，このよ

うな研究から，これまで次の3つの基本的な組織変革モデルが提出されている 2）。

第1に，組織変革を，トップによって主導されるプロセスとして考えるモデル，第2に，組織

の変動をミドル・マネジメントの創発的な変化創造とその伝播のプロセスとみるモデル，第3に，

組織変動を，トップとミドルの相互作用のプロセスと捉えるモデルである。

ところが，これらのモデルのなかで，トップ主導により，新しい経営戦略構想がなされたとし

ても，その戦略を実行するために，従来からの組織の構造を変革するのは実に難しい問題を孕ん

でいるのである。それは，組織構造変革には，その構造の深層にあるとされる組織文化の変革の

問題が密接に関わっているからである。ここで，組織文化を，「行動を支配する規範と価値観」で

あると解釈すると，組織文化が経営組織体にとって，いかに強力な作用をしているかが理解でき

る。われわれは無意識のうちに規範を受け入れ，それをもとに自分自身の行動を導き，他人の行

動を解釈する。そればかりではなく，各自は，自分なりの現実をつくりあげ，ある出来事や行動

の意味を自分自身の環境や他者の環境と相互作用をさせながら折り合いをつけていくのである

（Tushman,M.L.；O’Reilly,C.A.；1997）。
本稿の目的は，戦略と組織構造の深層にある組織文化との関係性について述べた上で，組織文

化変革の試みが新しい経営戦略構想の実行には不可欠なものであり，企業における主要な1つの

経営イノベーションであることを示すことにある。さらに，新しい経営戦略構想の実行性を強化

しうる新たな組織文化の確立のために，組織文化変革の方法について考察してみることにしたい。
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第2章 経営戦略と組織文化の相互依存関係

戦略的経営（1970年代後半～）という考え方の台頭とともに，経営戦略の議論は，経営組織に

ついての議論と緊密な関わりを持つようになる。人や組織の問題の重要性が増す増す認識される

とともに，経営戦略のプロセス論という新しい見方が提示されることで，経営戦略と組織はさら

なる緊密性をもって相互依存関係を論ずる議論へと発展していく。

（1）戦略的経営論に至るまでの経営戦略論の史的展開

経営戦略とは，将来の企業と環境との関わり方についての構想と呼ぶことが一般的な通例と

なっている。しかし，経営戦略の概念は多義にわたり，その定義は未だはっきりとは行なわれて

いない（加護野；1999）。まずここで，経営戦略論の理論的変遷を見てみることによって，経営戦

略のプロセス論という新しい見方が提示されるまでの経緯を示す必要があるだろう 3）。

経営学の古典と呼ばれる諸研究のなかで，戦略という概念をおそらく最初に提示したのは，

チャンドラー（Chandler,A.F.；1962）であろう。チャンドラーの主要な関心は，企業成長の方法

としての多角化と，多角化した事業を管理するための新たな組織構造（事業部制）の出現という

問題であり，戦略の中心問題として捉えていたのは，事業あるいは製品ラインの多角化の決定に

あった。その後，より実践的な立場から「経営戦略」についての体系的な理論を展開したのが，

アンゾフ（Ansoff,H.I.；1965）であり，企業における意思決定を戦略的決定，管理的決定，業務

的決定の3種類に区別した。戦略的決定とは，企業と環境との関係を確立する決定であり，その

核心をなすのは，どのような事業あるいは製品・市場を選択すべきかの決定，つまり，多角化の

決定である。チャドラーやアンゾフが活躍した1960年代は，アメリカ企業が事業を（あるいは製

品・市場）を急速に多角化させていった時代であり，この段階では，製品・市場にあたっての指

針としての戦略論が重要な意味を持っていたのである。

このような多角化研究の一環として，ルメルト（Rumelt,R.P；1974）は，企業が多角化のパター

ンが企業の業績にどのように影響を及ぼすかについての研究を行なった。さらに，企業の多角化

を考える鍵になるのは，経営資源である。すでに，企業を経営資源の束とみる考えは，ペンロー

ズ（Penrose,R.P.；1959）によって提示されていたが，この概念をさらに深く追求したのは，日本

における吉原英樹や伊丹敬之（1984）であることは周知の通りである。経営資源は，人的資源，

物的資源，財務的資源，情報的資源の4種類に分けられ，企業の多角化にとっては情報的資源が

特別に重要な役割を演じることが明らかにされる。伊丹の分類によれば，情報的資源とは，企業

のなかに蓄積された知識，技術，顧客情報，ノウハウなどの経営資源，環境に蓄積された信用，

ブランド，企業イメージなどである。筆者はこれに加えて，組織文化も重要な経営資源と考えて

いるが，本稿では経営資源論の視点からはこれ以上述べない。いずれにしても，多角化は，この

情報的経営資源を有効利用する活動であるとともに，それを蓄積するための活動であると捉える

ことができるのである。

1970年代に入って，企業の多角化がさらに進展すると，多角化をいかに行なうかという問題よ

りも，多角化した事業活動をいかに管理するかという問題の重要性が増し，多角化した諸事業間

の経営資源の配分を問題とするようになり，この問題にもっとも体系的に取り組んだのは，GE
社であった。GE社は，ボストン・コンサルティング・グループやマッキンゼー社などの戦略コ

ンサルティング会社の助けをかりて，多角化した事業への経営資源（とくに投資資金）の配分を
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合理化するための手法を開発した。それが，プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント（PPM）

と呼ばれる手法である。PPMは，企業を複数の事業からなるポートフォリオと考え，企業の成長

と存続を事業ポートフォリオの更新とその内部における資源配分の問題として捉えようとしたも

のである。PPMの出現によって，経営戦略は事業ポートフォリオのマネジメントとも称されるよ

うになる。1970年代は，PPMをきっかけとした分析的戦略策定の全盛期であった。

事業ポートフォリオの更新を通じて企業全体の成長を図ることは，経営戦略理論の1つの潮流

を示しているが，経営戦略の議論のなかには，もう1つ大きな潮流がある。それは個々の事業分

野の競争に関わる戦略であり，前者の事業ポートフォリオのマネジメントを，企業全体に関わる

戦略という意味で「企業戦略」（corporatestrategy）と呼び，後者は，個々の事業分野の競争に関

わる戦略であるから「事業戦略」（businessstrategy）あるいは「競争戦略」（competitivestrategy）
と呼ばれるようになった。競争戦略は，ポーター（Porter,M.E.；1980）によるところが大きいが，

事業戦略の中心を占める競争の問題は，もともとはマーケティングという1つの職能分野にかか

わる問題と考えられてきた。しかし，競争手段の多様化，製品開発競争の激化とともに，マーケ

ティングだけではなく，製造，研究開発などの複数の職能の活動を競争優位の確立の視点から統

合することが増す増す求められるようになった。したがって，事業戦略は，その統合のための指

針を与えるものであり，理論的には，マーケティング，ミクロ経済学，産業組織論の成果を取り

入れながら，競争戦略の策定のための理論的枠組みが整備されることとなる。

こうした展開により，企業戦略と事業戦略はもはや独立のものではなく，企業が成長していく

ために，企業戦略と事業戦略の整合化が必要になったのである。また，企業活動の多角化ととも

に，戦略策定のための組織あるいはシステムをいかに構築するかという新しい問題も出現するこ

とになる。この問題を先駆的に取り組んだのもGE社であり，企業戦略と事業戦略の統合化を図

り，それを長期計画ならびに予算（実行計画）にまで具体化するための組織とシステムを発展さ

せた。こうして，1970年代後半になって，戦略ならびに戦略計画の策定のためのシステムが整備

されるとともに，新たな問題として現れてきたのが，経営戦略の実行（implementation）という問

題であったのである。

経営戦略の実行には，人や組織の問題が関わっている。経営戦略に適合した組織構造，管理シ

ステム，組織文化（人々の価値観や行動規範）をいかにつくりあげるかが経営戦略の有効性を決

める重要な要素であることが認識されはじめたのである。そして，人や組織の問題を含めて広い

文脈のなかに経営戦略の策定から実行までの問題を位置づけようとする考え方が現れた。この考

え方こそ，「戦略的経営」（strategicmanagement）と呼ばれるものである。戦略的経営とは，経営

組織体の企業家的な活動（企業家精神とイノベーション），経営組織体のイノベーション（革新）

と成長，つまり，経営組織体の諸活動を導くべき戦略の開発と実行に関わるプロセス（経営戦略

のプロセス論）であるといえる。

以上のような経営戦略論の史的展開をへて，戦略的経営という考え方の台頭とともに，経営戦

略の議論は，経営組織についての議論と密接な関わりをもつようになり，人と組織の問題が増す

増す認識されるようになり，かつ，経営戦略の実行のためのプロセスが重要な視点となったので

ある。プロセス論によれば，経営戦略は，企業と環境ならびに企業組織内の社会的相互作用のプ

ロセスを通じて創発的（emergent）に生み出されてくるパターンであると捉えられる。経営戦略

は，企業内の意思決定の指針や決定ルールであるというよりも，それらをも含んだ，企業内外の

すべての相互作用の結果であるということである。したがって，経営者の役割は，戦略的経営論



経営イノベーションと組織文化変革のリーダーシップ 65

からすれば，望ましい結果を生み出せるように，直接・間接のさまざまな手段を通じて社会的相

互作用プロセスに影響を及ぼすことであるといえるのである。

戦略のプロセス論からみると，新しい経営理念やビジョン，経営目的，経営戦略を構築するこ

とは，企業経営の長期の成功にとって不可欠なことであるが，組織におけるメンバーの動機づけ

とコミットメントにつながる重要な要素ともなりうる。特に，経営戦略を構築する上での基盤と

なる経営理念やビジョンは，組織メンバーに，自分の仕事は単なる目的達成の手段以上の意味が

あると感じさせることになり，組織メンバーに持続的なコミットメント（仕事への没入や打ち込

み）がエンパワーメントされるのである。

多くの企業は，品質，顧客サービス，個人の尊厳，イノベーションといった価値観を強調する

が，組織メンバーに行動を促す価値観や規範など，組織文化を形成するものは長期の戦略的な成

功を決定づける最も重要な要素である（Tushman,M.L.；O’Reilly,C.A.；1997）。
以下，組織文化の概念，組織文化の共有と浸透，経営における組織文化の機能と逆機能につい

て考察し，そこから経営戦略と組織文化の相互依存関係および経営戦略と組織文化の適合の重要

性について述べることにする。

（2）組織文化の概念について

組織文化の定義について，ここで再度確認したい。企業という組織には，目に見えにくい側面

も多分に存在している。それは，組織における人々の共有する独特の「ものの考え方」や「もの

の見方」，「価値観」であり，意識にも上らないほど当然と考えられている「暗黙知」（Polanyi,M.，
1966）や「事物に対する意味・解釈枠組みやシンボル体系」（Mintzberg,H.，1988；坂下，2000；
小原，2001；他）ないしは「基本的仮定」（Schein,E.H.,1985），「パラダイム」（Kuhn,T.,1962；
加護野，1989）を有している。このような組織における人々が共通に内在化させている目に見え

にくい側面も，経営戦略の策定や実行には大きな影響を及ぼすのである。なぜなら，経営戦略を

策定するトップや戦略策定スタッフは，その組織特有の「ものの考え方」，「ものの見方」に囚わ

れているからである。また，このような組織特有の囚われた見方は，その企業の経営戦略展開の

支えになる場合もあれば，逆に障害になる場合もあるからである。

さて，このような組織の目に見えにくい側面は，これまで，組織文化（organizationalculture）
と呼ばれ，活発に論議されてきたのは周知のごとくである。組織文化論は，1960年代に一般シス

テム論が経営管理論に大きな影響を与え，次いで，システム論の相対的なアプローチに沿って，

組織と環境との相互関係を実証的に探るコンティンジェンシー理論が1970年代に急進展するが，

その限界が見えはじめたことを契機に，次第に組織文化が注目されるようになり，1980年代に活

発化することになる。コンティンジェンシー理論は，いわば環境決定論であり，環境を所与とし

て，組織の主体的で独自な改編・選択が見逃されているなどの欠点を持っていたからである。こ

の点を克服すべく経営主体の自律的な行動原理を問い直す研究が始まり，それが現代の経営戦略

論（企業の主体的な環境適応行動の分析）や組織文化論（経営組織の主体的で独自な行動分析）

などへと発展しているのである 4）。

さて，組織文化の定義はさまざまに定義されているが，本稿での組織文化とは「企業における

組織の構成員が共有する意味や価値観およびシンボル体系，行動規範，信念の集合体として表れ

た組織特有の意味・解釈枠組み及びその思考パターン」を意味している。

ここでの価値観とは，「その組織にとって一体何が善であり，正しい・望ましいことなのか」つ
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まり，究極的な価値とされる真・善・美についての組織としての考え方，つまり，組織的価値観

を意味している。さらに，組織的価値観は，シンボルに表現された行為者の主観的意味が組織構

成員によって共有され，組織的価値観となる場合もある。行為者は，自分が思念した意味を，物

理的，行動的，言語的シンボルに表現し，他者にそうしたシンボルを呈することで意味の伝達を

行うからである（坂下，2003）。また，ここでの行動規範とは，組織の中でどのように行動が取ら

れるべきかについての多くは明文化されていない暗黙の組織ルールを示している。さらに，ここ

での信念の集合体とは，企業を取り巻く世界はどのようなものか，企業とはどのような存在であ

り，自らの企業はどのような状態にあるか，そこでの人間はどのように捉えられるかなど，組織

における人々の共有している世界観や企業観そして組織における人間観など，事実認識に関わる

組織の意味・解釈枠組みを表している 5）。

そして，このような組織の価値観，シンボル体系，行動規範，信念，意味・解釈枠組みは相互

に分かちがたく関連し合っているのである。例えば，事実認識に関わる信念は，価値観によって

支配されるだろし，その価値観は，シンボルに表現されることを通じて，その価値の意味を共有

し合うことが可能となるであろう。また逆に，価値観や行動規範の正当性は，世界・企業・組織・

人間観などの認識に関わる意味・解釈枠組みである信念の集合体によって支えられるであろう。

また，その信念の意味は，シンボル体系を通じて共有されるであろう。したがって，ここでの組

織的価値・シンボル・規範・信念・意味・解釈枠組みは，分かちがたい相互関係を持った統合的

全体であり，この統合的全体こそ組織文化そのものであるといえるのである。

しかし，その統合の程度は，それぞれの企業の組織によって異なる。また，その企業の発展段

階プロセスや時間的スパンによって異なる。したがって，企業によって，その統一の程度が強い

組織文化や弱い組織文化がさまざまな局面で表れ，時の経過をへて変化する。組織文化は，変わ

らないものと考えられがちであるが，意図的にも，時間の経過によっても，変容可能なものなの

である。それでは，このような特性をもつ組織文化は，現実の企業ではどのように共有され浸透

しているのだろうか。

（3）組織文化の共有と浸透

現実の企業は，その組織文化を組織におけるすべての構成員に共有させ，浸透させるために，

さまざまな手段を意識的にも無意識的にも生み出してきた。特に，組織的に成文化し，経営者に

よって繰り返し説かれる経営理念や経営信条（ミッション），企業行動準則，企業倫理網領，組織

のなかで語り継がれる武勇伝（成功・失敗物語），その会社独特の儀式や習慣，組織シンボルとし

ての専門語による組織ビジョンの設定，創業時の強い個性をもつカリスマリーダー（英雄），また

は，シンボリックリーダーの行動モデルの継承，さらにはコミュニケーション・ネットワークな

ど，組織文化を伝承するための重要な手段によって，組織文化を浸透させ，維持してきたのであ

る（Deal,T.E.,&Kennedy,A.A.，1982）。
わが国においては，創業時の強い個性をもったカリスマリーダー，あるいは英雄として，松下

幸之助（松下電器）や本田宗一郎（本田技研）などは有名であるが，創業者として退いた今日も

尚，松下やホンダは，彼らが生み出した組織文化を維持し続けているのであり，そこに松下やホ

ンダ独自の存在意義がみいだされるといえよう。また，今日の日本におけるビジョナリー・カン

パニーとされる京セラは，稲盛和夫によって率いられ，アメーバ組織を特徴とする組織文化を浸

透させている。さらに，最近では，Ｅメールやホームページ，テレビ会議の実施など，情報ネッ
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トワークを活用した組織文化の伝達も盛んである。例えば，ワールドワイドウエブは，新しい組

織文化の形成を促すと同時に，これと同じ文化の形成を容易にする（Kanter,R.M.，2001）。
ところで，組織文化の形成や浸透において，人事の諸制度や企業内の教育・研修との連携は重

要である。まず，入社時の採用基準としては，自社の経営理念や組織文化の基準に照らして意識

的あるいは無意識的に選抜している企業も少なくない。また，自社の経営理念や組織文化を共有

できるかいなかも選抜の大きな要因になっているのである。さらに，入社後の企業内の教育や研

修においても，その内容に，会社の価値・規範・信念を理解させることを含み，組織文化の伝承・

共有の機会とする企業も多い。組織文化は，絶えず浸透させ継続させる努力によって維持される

のであるからである。組織文化は，また評価・報償制度にも大きく影響している。それは，ある

一定の行動様式（行動パターン）においてである。その会社において，どのような行動が評価さ

れるか，つまり，どのような行動をとった人が昇進するか，逆に，どのような行動に対し罰や制

裁が加えられるかは，その行動様式の背後にある，「最も潜在化した組織文化」の影響が大きい。

この意味で，評価・報償制度は，組織文化を強化する手段であるともいえるのである。そして企

業では，組織内の人々が組織文化を受け入れ，内面化してゆくプロセスにおいて，組織内の人々

は，社会化（socialization）ないし同化がなされるのである。

さて，組織文化は，その組織における構成員にどの程度まで受け入れられるかは企業によって

異なってくる。「最も潜在化した組織文化」は，経営者が浸透させようとする組織文化と異なった

「隠れたもう1つの組織文化」，つまり自然発生的に生成されたサブ・カルチャーである場合も少

なくない。それは，組織文化には，経営者によって意図的に形成しようとする組織文化と自然発

生的に形成され，既に共有されているもう1つの隠れた組織文化・サブカルチャーがあるからで

ある。このもう1つの組織文化が最も潜在化した組織文化となっている場合には，経営者が意図

的に形成しようとする組織文化の受け入れは難しいものとなる。つまり，この場合の経営者が意

図的に形成しようとする組織文化は，形式的で見せかけの言葉の上の綾でしかない場合には，形

式的でない本音の文化である最も潜在化した文化に支配される。自らが明言した価値観を経営者

は本気で信奉してはいない場合には，やがて従業員は，そのことが分かってしまい，その形式的

組織文化に潜む本当の経営者の価値観を見抜き，しかも，従業員との信頼関係を崩壊させてしま

うのである（O’Reilly,C.A.&Pfeffer,J.，2000）。そして，経営者の根底の哲学や価値観が本物で

ない限り，その組織文化は構成員には受け入れ難いものとなる。また，1つの企業の中において

も事業部間，部門間，工場や事業所間で文化が異なることもある。さらには，1事業部の中にも，

さまざまなグループの自然発生的な文化が存在する場合もある。このような組織内の異なった文

化は，下位文化もしくは，サブ・カルチャーと呼ばれる。すべての組織は，数多くの文化を備え

ているのである（Kotter,J.P.，1992）。したがって，経営者が意図的に形成しようとする組織文化

がなかなか浸透しない場合には，サブ・カルチャーの方が強く浸透しているか，経営者の形式的

な組織文化に隠れている本当の価値観に影響されていることが考えられる。このような組織文化

が，その企業の存続に危機を及ぼす方向に向いていたならば，その文化は逆機能を果たすことに

なるのである。そこで，組織文化の経営における機能と逆機能を明らかにしてみる。

（4）経営における組織文化の機能と逆機能－経営戦略と組織文化の適合の重要性－

企業経営において，組織構造とその管理システムは，組織における人々にとって，目に見える

フォーマルな影響要因であるのに対し，組織文化は，目にみえにくい内面化された影響要因であ
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る。組織文化は，目に見えにくい影響要因として次のような重要な機能を果たすものとされてい

る 6）。

まず第1に，組織文化としての共有された価値観は，組織構造などのフォーマルな影響以上に

人々を内面的に心から動機づける。いわば組織における人々の心理的エネルギーを引き出すこと

ができるのである。したがって，組織における個々人は，組織構造などのフォーマルな影響によっ

て組織人特有の機械的・受身的に組織に献身するというよりも，組織文化によって，主体的に自

らを動機づけ，自己の能力を最大限に引き出し，自主性や創造性を発揮することができるのであ

る。つまり，組織における個々人は，組織文化である共有された価値の熱狂的な信奉者となるこ

とによって，組織に大きなエネルギーを与えることができるのである。

第2に，組織文化は，フォーマルな情報伝達やコントロールの負荷を軽減することができると

いうことである。組織文化が強固に共有されているときには，外部から命令や支持を与えられな

くとも，人々は組織目的に合致した行動をとることができるのである。つまり，組織文化がうま

く機能しているときには，上司が直接細かな指示を与えたり，その指示を遵守させるために細か

な規則を作り監視するなどの必要はないのである。組織文化が共有されることによって，組織は，

最も安定した行動パターンを生み出すことができるのである。つまり，公式の統制プロセスが行

動を導くのと同じように，組織文化は，ソーシャル・コントロール（規範・価値観など文化的な

ものによる統制）システムの役割をするのである（Tushman,M.L.；O’Reilly,C.A..他；1997）。
第3に，組織における個々人は，組織文化によって自らの価値観や行動がメンバーと共有して

いるのだと感じ，心理的安定を保つことが可能となる（Schein,E.H.，1985）。
第4に，組織文化は，適度のあいまいさや多義性（equivocality）を含んでいるため，弾力的な

行動が可能となる。フォーマルな規則，手続き，職務規定などは，具体的に誤解の余地のないよ

うに策定されなければならないため，いわば，官僚制の逆機能を起こしがちである。ここでの官

僚制の逆機能とは，手段の目的化，規則への固執，変化への拒否などの非効率や不適応を意味し

ている。しかしながら，組織文化は，あいまいで多様な解釈の余地をもっているので，環境が変

化しても，組織文化の解釈を変えることによって，一定の範囲内では変化に弾力的に適応するこ

とができるのである（Weick,K.E.他；1979）。
第5に，組織文化は，組織の行動に一定の安定した行動パターンをもたらすことにより，組織

外部の人や集団あるいは顧客に対して，一定の企業イメージを与えることができる。また，その

イメージにより，企業は組織外部からの信用・信頼を獲得できるのである。特に，企業イメージ

による信用・信頼は，企業経営にとって重要な経営資源でもある。企業は，一度，信用・信頼を

獲得すると，さらにその価値は増大していく。例えば，その企業の組織文化にきわめてフィット

した人材を引きつけることが可能となる。さらに，その企業イメージの独自性から，差別化とい

う競争戦略をとりやすくなるのである。

第6に，組織文化は，複数のサブ・カルチャーが存在することから，公式的組織行動の非合理

的側面をも理解できる。

第7に，組織文化を用いることによって，組織メンバーの協働によって創発的に創造された組

織の社会的文脈をより一層分析することが可能となる。ここで，組織の社会的文脈の分析が重要

なのは，われわれの態度や行動は，その底流にある欲求や個性よりも「社会的な学習」のプロセ

スの影響を少なからず受けるからである。

第8に，組織文化によって，組織がもつ固有性，独自性，特殊性，アイデンティティの意義を
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理解できるようになる。また，組織文化は，その独自性，特殊性ゆえに作るのに多くの時間を要

し，しかも，市場での取得が不可能であり，当該企業特有のものであるため，競争優位の源泉に

もなりうる。以上，組織文化の機能を筆者なりに列挙してきたが，組織文化の機能はこの他にも

考えられるであろう。

しかし，組織文化は，他方では企業にとって障害になることもある。それは，環境変化への対

応が困難になる場合があるということである。企業の取り巻く環境はたえず変化しているダイナ

ミックな環境にある。例えば，その環境要素には，顧客も含まれるが，顧客のニーズは変化する

ものであるし，顧客の嗜好の多様化も進んでいる。ところが，Ｔ型フォードにみられるように，

一種類の標準化した安価で，まったく同じ型の車を大量生産し続けたことで，やがてフォード社

はGMに追い越されてしまうというようなケースである。Ｔ型フォードを世に送りだした当初，

フォード社の組織文化は，「安価な標準車を大量生産することこそが消費者と労働者双方にとって

利益になる」という信念に満ちていた。その文化があまりにも強すぎたために，消費者のニーズ

の変化と嗜好が多様化しているにもかかわらず，その文化を貫き通したのである。こうして，環

境変化に対応できない組織文化を強固に維持することで，フォード社は経営の危機を思わせるほ

ど業績を悪化させたのである 7）。

組織における人々の共有度が強い組織文化は，よいことであるが，企業経営を維持し，発展・

進化させてゆくためには，企業を取り巻く環境変化や経営戦略とのかかわりで組織文化というも

のを捉えてゆかなければならない。また，組織文化というものは，その時代と環境変化に対応さ

せて，新しい組織文化を創造していかなければならない。その上で，その新しい組織文化を組織

におけるすべての人々に共有させ，強い組織文化として浸透させるという循環的変化を余儀なく

するものであろう。

経営戦略と組織文化との関係は，企業経営が環境対応に失敗すればその生命はないという，組

織の環境対応という最も根幹的な部分で互いに結びつき合っている。企業が成長し発展するため

には，環境変化に対応して受動的に適応するのみならず，環境変化を先取りし，それに適合する

ように組織行動を変えるなどの自律的な行動を必要とする。このような組織行動は，長期的展望

にたって，ある一定の方向性や指針を提供し，その基となる企業の経営理念やミッション，そし

てあるべき姿・ビジョンを具現化しうるための構想を示すこと，つまり，経営戦略なしには進ま

ない。そして，経営戦略は，実際の限られた経営資源を有する「組織」において実行されるので

ある。

企業は，環境変化を鋭く洞察しながら，その変化に対応させて限られた経営資源を最大限に活

用できるように組織化しなければならない。また，そこでの組織の人々は，その経営戦略に向かっ

て進むべき方向に努力を集中させることが重要である。この組織的な努力集中には，「組織文化」の

機能が極めて重要なのである。組織文化の機能はすでに述べたように組織における人々の大きな

エネルギーを引き出し，経営戦略に適合したもっとも安定した組織行動パターンを創り出すこと

が可能なのである。現実の企業経営実践においては，経営戦略と組織は分かちがたく結ばれた相

互依存関係にあるのであり，経営戦略と組織の融合の度合いこそが，その企業の経営戦略構想な

いしは企業経営の成否を決定するのである。そして，経営戦略と組織の融合には「組織文化」の

浸透は不可欠といえるのである。

ところで，一般に経営戦略との関係で組織を捉える場合に，組織構造を問題とする場合が多い

が，組織構造も組織文化と同様に「組織メンバー間の安定した相互依存関係」を形成する。しか



70 県立広島大学経営情報学部論集 第8号

し，組織構造は組織形態や職務規定などの目に見えるフォーマルなハードな側面での組織行動パ

ターンを形成するのであって，企業経営における環境対応で考えた場合は，環境との不適合（極

めて硬直的な官僚制的行動）を持たらすという大きな欠点をも内包しているのである。その欠点

を克服するためには，組織構造の深層にある極めて目に見えにくいソフトな側面である組織文化

を核としなければならないと考える。組織文化の機能には，適度なあいまい性や多義性を含んだ

解釈の余地をもっているので，環境が変化しても基本理念を変えることなしに，組織文化の解釈

をかえることによって，一定の範囲内で変化に弾力的に適応することができるのである（Collins,
J.C.&Porras,J.I.，1994）。
以上述べたことから，経営戦略と組織文化の関係は，いずれも企業経営における環境対応にお

いて不可欠な概念であり相互に依存関係にあるのである。そして，実際の企業において，経営戦

略の具現化のためには，組織構造のみならず，経営戦略と組織文化の相互浸透が極めて重要なの

である。

第3章 経営戦略の再構築にともなう組織文化変革

今日の激変する企業環境において，これまでの経営戦略では生き残れないと認識した企業は，

その環境変化に対応させて自社の経営戦略や組織を根本から変革していこうとする試みがなされ

る。それが新しい経営戦略の構築とそれに適合する新しい組織構造への変革である。しかし，周

知のごとく，組織構造改革は容易には成し遂げられない多くの困難性と多大な人的エネルギーを

必要とする。多くの困難性のなかで極めて中心的なものは，従来からの戦略や組織構造の深層部

分を形作る「組織文化」変革である。トップは，新しい経営戦略構想の下で組織構造のみを変え

てみたところで「組織における個々人が自らによって組織構造を変えていこうとするような組織

文化」に変革しないことには，うまくいかないのは当然のことである。企業は，環境変化に対応

させて変化させてゆくことを醸成するような組織文化に変革していかなければならない。次に本

稿では，企業を変化に導けるような経営イノベーションとしての組織文化を醸成するために，組

織における人々の組織構造改革における意味の解釈に中心をおいて，組織文化変革のあり方と方

法を考察してみる。

（1）組織構造改革と組織文化

経営者は，自らの組織に強い危機感をもち「何とかしたい」という思いから，押しつけによる

強圧的な構造改革を進めてしまっては，現場疲労してしまい，さらに悪化することは目に見えて

いる。組織におけるすべての人々が構造改革の必要性を認識する以前に「ねばならない」主義が

はびこり，組織における人々の変化への抵抗をより強くし，現場の組織文化が逆機能し悪影響を

もたらすからである。また，その構造改革を急激にドラスティックに行うことは，組織の深層部

分である人々の内面への配慮，すなわち，組織のソフトな側面を無視して，組織の表層的・ハー

ド的側面先導型の考えを実行することであり，表面的・形式に終わり実質が伴わないものになる

であろう。いずれも，組織のソフトな側面としての組織文化を軽視しているからである。組織構

造を改革しようとする場合には，組織構造の深層にある組織文化にまで溯って変革する必要があ

るのである。

ここで，組織文化を形成する組織における人々の組織構造変革の内容に対する受け止め方，つ
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まり，新しい制度（構造）が組織における個々人に持たらす意味・解釈に着目してみよう。例え

ば，制度が変わることによって，その企業のある社員が自分自身にとって，これまでよりも不利

益になると解釈した場合に，その組織構造改革や組織文化変革は成功するであろうか。少なくと

もその社員は，自ら主体的・積極的に新しい制度に参加し，貢献しようとする意欲は低下するで

あろう。

バーナード（Barnard,C.I）は，組織の本質的要素となるものを，人々が快くそれぞれの努力を

協働体系へ貢献しようとする意欲にあるとする。そして，組織のエネルギーを形作る個人的努力

の貢献は，誘因によって人々が提供するものである。組織に対して努力を貢献するよう誘引する

純満足は，こうむる不利益に対比した積極的な利益から生ずる。つまり，個人が組織的活動の一

部を提供することによって生ずる犠牲と実際に得られる満足とを主観的尺度で比較したのち，実

際に得られる満足が大きければ大きいほど貢献意欲が生まれるのである。例えば，ここで犠牲と

考えられるものには，多大で機械的な作業量，就業時間内でのプライベートな時間の犠牲，仕事

環境の悪条件などであり，これらを軽減し，個々人の仕事を魅力的なものにすること（職務満足）

や賃金を上げるなど，個人のもつ主観的な積極的誘因を増やすことによって雇用を魅力的なもの

にし，個人から貢献意欲を獲得するのである。組織における個々人の貢献を獲得する誘因には，

客観的側面（物財および貨幣のようなある共通の積極的誘因）と主観的な側面（ある個人の心的

状態や態度や動機）が存在しているのである。組織はしたがって，それが提供する客観的誘因に

よるか，または主観的誘因としての心的状態の改変によるかのどちらかで，存続に必要な努力を

個人から獲得しうるのである 8）。

ここでバーナードを掲げたのは，組織構造改革において直面しがちな，組織における個人の既

得権からの自己利益（満足）と構造改革による個人の閉塞感（犠牲）との絡みについての問題が

重要であると考えるからである。組織における個人が従来のシステムのなかで得ることのできた

自己利益が構造改革によってマイナスになるように見えれば，その個人は自ら進んで改革に身を

投じようとはしないであろう。わが国においては，構造改革の方向が示されると，その改革の中

心は管理者層となり，自己改革が求められることはもちろんのこと，多くの負担を強いられるこ

とが多い。しかし，管理者層は，企業においては実務に精通し，その経験と自負心を持っており，

それ相応の既得権からの自己利益を享受してきているのである。管理者にとって，構造改革はさ

らなる自己利益を生むというよりもマイナスの方向に進むことを感じ取ってしまうのである。組

織における個々人は，大方，既得権を失うことは不安感を大きなものにし，ひいては組織コミッ

トメントに障害を与えることにつながる。構造改革が独裁者的なトップ主導で実行される場合に

は「どうせトップに何をいっても聞き入れてもらえないだろう。自分ひとり頑張ってみたところ

で結局損をするのは自分だけだ。ここは，トップからの支持通りにするほうが懸命だ。」という

個々人が多くなるほど，組織全体は緊迫した「閉塞感」に見舞われるのである。構造改革の実行

において，このような状態に陥った組織の場合には，組織文化の逆機能，つまり，これまでその

組織の深層部分を形作ってきた組織文化が構造改革を阻害する傾向にあることを知るべきであ

る。

コッター（Kotter,J.P）は，組織変革における組織文化変革を最後に実行すべきと主張している

のであるが，それは，旧来の組織文化を取り除き，新しい文化を導入していくことは大変困難な

作業であり，共有された価値観がその企業の長い歴史から生み出されたものであるときには，変

化を生むために長年にわたるさまざまな試行錯誤が必要とされるという理由からである 9）。筆者
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からすれば，組織文化変革が長期的で極めて困難を要するさまざまな問題を抱えているとするな

らば，むしろ，組織変革の第1段階から組織構造改革と相互に関連づけながら，組織構造の深層

にある組織文化の変革をも同時に進めていくことで，組織文化の変革には十分な時間を費やすこ

とが重要であると考える。現有の組織成員の根底にあるものの考え方，すなわち，文化を自らに

よって納得して自己変革することなしに，表層面の組織構造改革を先に行なおうとしても困難性

が増大し，組織改革に要する時間がさらに長期的にならざるを得ないと思われるからである。

ビョルクマン（Bjokman,I.）は，戦略の急進的な変革というものは，組織文化の根本的な変革に

基づかなければならないとしている 10）。

新しい戦略構想の実行のための組織構造改革には，まず，その構造改革を実施するための組織

文化を浸透させておかなければならないのである。そして，ここでの組織文化とは，構造改革を

促進する組織文化ということになる。

（2）組織文化変革のための前提条件

新しい経営戦略を実行に移そうとする場合，組織構造というハードな側面を変えるという仮説

から，組織文化というソフトな側面を変えるという仮説に転換することが重要である。しかしな

がら，これまでの組織のハード構造と組織の歴史的背景の両面から影響を受けた組織内の人々の

相互作用，つまり，組織における社会関係性やネットワーク，情報の共有度合いや意味・解釈の

一致度合い，組織的エネルギーの強度などを可変的な要素として捉え，把握しておく必要がある。

組織の閉塞感が蔓延している企業においては，まず，誰がどのような問題意識を持っていて，改

革に自ら積極的に協力してくれそうな人がどこにいるかを見出す努力をすることである。組織

は，この努力を通じて，人々を説得し，これまで以上にお互いをよく知ることとなり，信頼関係，

さらには組織文化を形成する要因となる組織における人々の共有する意味・解釈を高めることが

できるであろう。やがて，協力してくれると言う人の輪が広がり，トップのみならず，本当に改

革の当事者になろうとする人々のネットワークが形成され，構造改革の実行可能性にスイッチが

入るのである。

ところで，組織文化改革のキーパーソンは，既存の組織パラダイムにおいて得られる利益，つ

まり，既得権による自己利益よりも改革のプロセスあるいは改革後において得られる自己利益が

大きくなるであろうと意味解釈する人々であることは推察できる。その意味解釈には，組織にお

ける個々人の貢献を引き出す，極めて主観的な積極的誘因である心理的状態や態度，動機も大い

に影響しているといえよう。

しかし，組織全体としてのパワー関係において，改革のキーパーソンのネットワーク規模が小

さくパワーが弱い場合には，改革可能性は依然として低いものとなる。したがって，意図的に改

革のパワーを本当に強める方法を考えなければならなくなる。そこで，企業によっては，外部か

らチェンジ・エージェントを採用しようとする企業も多いのである。外部のチェンジ・エージェ

ントは，改革を展開するプロセス上に生ずる諸問題の解決のみならず，改革の方向性を示すいわ

ば「シンボル」の役割を果たすのである。つまり，トップと共に改革の新しい組織文化を形成す

るシンボリック・リーダーとして役割をチェンジ・エージェントが担うのである。それでは，具

体的にどのような組織文化変革の方法が考えられるだろうか。
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第4章 組織文化変革の方法

これまで述べたことに関連させて，筆者は，以下の方法のプロセスを通じて，1つの組織文化

変革の方法が見い出せると考える 11）。

（1）トップを含めて新しい経営戦略構想の下，その戦略に適合した組織構造改革を試みる人々

は，まず，組織内に偏在する改革に向けてのエネルギーを探し出し，自主的に改革を進めよ

うとする人々の出会いの「場」を形成する。この「場」の形成によって，組織内に埋もれて

いる前向きな「思い」をも引き出していくことができる。

（2）このような場で，改革に向けてマイナス傾向をもつ個人は，既得権による自己利益と改革

による自己利益とのギャップを埋めるための動機づけを考えるよい機会となる。この動機づ

けは，その個人が改革の全体像を描けるような確かな情報を得ることや異質の価値観との接

触を通じて，それが改革に対する自らの気づきの機会となり，当事者としての自己変革のエ

ネルギーに転換してゆく可能性が考えられる。したがって，組織における改革にマイナス傾

向をもつ個人には特に，改革の全体像が描けるような充分な情報を正確に伝え，積極的対話

こそが必要である。ここでの改革の全体像は，新しい経営戦略構想とその構想に基づく組織

構造改革内容，そして，その基盤にある組織文化を表している。

（3）こうして，自分も相手も共に変わっていこうとする自己変革エネルギーが増幅され，改革

のキーパーソンを中心としたネットワークが広がっていく。改革のネットワークを通じて，

改革の未来は明るく，皆が協力してもらえるという期待感が現実のものとなり，改革に向け

ての思いや信念，そして改革の価値や意味が組織内の人々に共有されることによって，改革

に向けた新たな組織文化が形成される。このことによって，これまでの閉鎖感からの脱出を

図ることが可能となるのである。

（4）改革のネットワークが広がりをみせ，増幅してゆく段階では，従来までの既成の解釈枠組

み（思考の枠・パラダイム）に変化があらわれ，組織文化が次第に変革されていくことにな

る。

（5）改革のネットワークをコアネットワークとして，組織の各所に改革のネットワークがさら

に自己増幅し有機的につながり，組織文化の変革を基盤として，組織全体の変革の仕組みが

定着し，目に見える組織構造変革につながり，さらにそれが経営イノベーションを持たらす

という好循環の組織行動パターンが定着する。そして，新しい経営戦略構想は，このような

改革された組織を通じて具現化され，現実のものとなるのである。

以上のようなプロセスを通じて，1つの組織文化変革の方法が見い出せるであろう。組織文化

変革には，「場」の形成を通じて，改革のネットワークを全社的に増幅することで，組織における

人々すべてが改革の理念・信念・規範を心から受け入れ，共有することで組織文化の変革をなし，

さらに，組織における個々人がその文化を自己変革のエネルギー（自発性）に転換することが重

要だということである。そのためには，まず，経営者が本気で改革したいのかどうかの本気度，

つまり，その真剣さを組織内の人々にどれぐらい浸透させ維持・継続させることができるかも

個々人の自己変革に劣らず重要であろう。外部からの改革のキーパーソン（チェンジ・エージェ

ント）のみに任せ，トップが改革のシンボルになりきることができなければ，全社的組織構造改

革の基盤となる組織文化変革は失敗するであろう。組織文化変革のための改革のネットワーク

は，経営トップの変革へのコミットメントとリーダーシップ，そして改革の参謀的要素を備えた
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組織改革全体を見渡せる人のリーダーシップの発揮によって成り立つといえよう。そして，その

リーダーシップは，組織におけるすべての人々が既得権による自己利益よりも大きな自己利益を

獲得できるであろうという想像性を描くに充分な改革ビジョンを表現することが必要である。こ

こでの大きな自己利益とは，目先の問題としての昇進や賃上げの可能性を意味するものではな

く，もっと長い目で，自分の努力がもっと高尚な利益に役立ち，差異をつくると心から信じられ

るような何かである。そして，組織におけるすべての人々の社会的相互作用のプロセスを通じて

創発的に生み出される改革のパターンを導くような，シンボリックな変革型リーダーシップが重

要と考える。

第5章 結びにかえて今後の課題

本稿の目的は，経営戦略と組織構造の深層にある組織文化との関係性について述べた上で，組

織文化変革の試みが新しい経営戦略構想の実行には不可欠なものであり，現代企業における主要

な1つの経営イノベーションであることを示すことにあった。さらに，新しい経営戦略構想の実

行性を強化しうる新たな組織文化の確立のために，組織文化変革の方法についての考察を試みた。

今日の企業経営において，その経営課題がイノベーションに向けば向かうほど，多くの企業は，

新しい経営戦略の構築に迫られる。これからの新しい経営戦略は，経営イノベーションを中核と

する経営戦略でなければならず，それゆえに現代企業は，経営戦略のプロセス論の持つ特性を活

用する必要が生まれる。経営戦略のプロセス論，つまり，プロセス型戦略論の有効性は，そのプ

ロセス・マネジメントを的確に機能させることができれば，①あいまい性への対処，②偶発性へ

の対処，③戦略の柔軟化，④イノベーション創発の促進，⑤現場の戦略化，が可能となることに

ある。

多くのエクセレント企業では，公式の戦略計画の知的で，しかも厳密なプロセスを意図的に遂

行している。まず，将来どこに進むべきかの明確なビジョンを持ち，その方向へ進むための新戦

略の策定に必要な有用なデータの分析の活用に余念がない。いわば，伝統的な分析型の戦略の適

用である。しかし同時にこうした企業は常に，実際の戦略が公式の分析的プロセスからのみ成り

立っているなどとは考えない。そのビジョンを戦略に変換するのに必要な反復的，政治的，経時

的なコンセンサス形式のプロセスを意識的に取り込んでいるのである。経営戦略は，決して経営

者1人の人間の頭の中から生み出され，何ら支障なく描いた通りに実行されるものではない。そ

れはまさに組織内のさまざまな要因が相互作用しながら，組織成員の共有物となっていく組織文

化を形成していくようなものである。したがって，新しい経営戦略の実行には，組織文化の変革

は重要課題なのである。

経営戦略の本質は，結局のところ，組織内の意思決定のダイナミックスを理解することが必要

であり，したがって，その戦略がいかに生み出されてくるかを解明することが必要なのである。

そして，そのことが経営戦略のプロセス論の背景であるともいえる。また，組織内の意思決定の

プロセスを通じて，組織内部から，イノベーション創発がなされ，現在の不確実・不透明な環境

に対して主体的・積極的に働きかけ，自らの環境を創造すること（エナクトメント）にある。経

営戦略の実行においては，伝統的な分析型経営戦略はあくまでも純粋型の戦略であって，むしろ

現実には，戦略形成の基盤として機能を果たすにすぎず，それが組織プロセスのなかで進化し，

姿を変えていくのである。
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現実の組織は単なる機械ではない。その内部には人間が存在し，その人間が引き起こすさまざ

まな活動が，戦略という認識上の産物を動かしている社会的かつ生物的なシステム（社会有機体）

である。この意味で，組織革新は，今日では組織構造の改変というよりは，むしろ，組織構造の

深層にある企業全体の組織文化革新に向けられている。筆者の今後の課題は，競争優位を生み出

す組織文化の形成プロセスに関するさらなる探究にある。
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