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序章 経営学とは 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の社会において、企業との関わりを避けて通ることはできません。日々

の生活ひとつをとっても、企業なしでは成り立ちません。経営学は、このよう

な企業に関する現象を研究する学問です。本章では、経営学を学ぶにあたり、

経営学の全体像を概観していきます。 
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第１節 経営学総論 

 目   次  

１ 経営学の研究対象 

２ 経営学の体系 

３ 経営学で学ぶ理論 

 学習の指針  

ここでは、経営学の全体像について学びます。経営学には様々な分野がありま

すが、個々の分野を押さえる前にマクロ的な視点から全体を押さえ、これから学

ぶ個々の分野がいったいどこの部分に該当するのかを把握できるようにしてくだ

さい。 

 

 

１ 経営学の研究対象 

われわれは、実に多くの企業が多種多様な活動を営んでいるのを目にしてい

る。現代社会は、企業の活動が集まって成り立っているといえよう。また、企

業の動向は、多かれ少なかれ社会の人々の関心となる。さらに、企業は雇用の

主体となり、人々の所得を形成する主要因として、経済的に大きな存在となっ

ている。 

経営学は、このような企業を主たる研究対象とする学問である。企業が社会

の中で行う様々な行動や、企業そのものの運営など、企業に係る様々な現象は、

経営学の研究領域となる。 

 

 

２ 経営学の体系 

経営学には、大きく分けて管理論と戦略論とがある。 

管理論は、企業内部の管理に着目した議論である。具体的には、ヒト、モノ、

カネ、情報という企業の主たる４つの経営資源の管理がいかに行われるかをみ

る学問である。その中で、ヒトの管理は組織論、モノの管理は生産管理論、カ

ネの管理は財務管理論、情報の管理は情報管理論と呼ばれる。 

この中で最も重要視されるのが、企業の構成員であるヒトの管理を扱う組織

論と、企業の資本であるカネの管理を扱う財務管理論である。これらは、特に

区分された独立の理論として扱われることも多い。 

戦略論は、企業外部の関係に着目した議論である。すなわち、企業が直面す

る経営環境と企業との関わりについて考える理論である。この場合、企業と経

営環境との関わりには、経営環境が企業に影響を与える場合と、企業が経営環

境に影響を与える場合がある。 
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組織論については、組織を全体として捉えるマクロ組織論と、組織の個々の

構成員に視点を向けるミクロ組織論に区分されることもある。 

 

財務管理論は、企業の資金（カネ）の管理を扱う理論であるが、資金の流れ

に基づき二つに区分されることが一般的である。 

 

① 証券投資論（ファイナンス論） 

  資金の供給者である投資家が、どのように投資を行うかを解明する理論。

また、資金の運用者である企業が、いかに運用を行い、そのリスクを管理

するかの理論も含まれる。 

 

② 財務管理論（狭義） 

  資金の需要者である企業が、いかなる手法により資金を調達するかを解

明する理論。端的には、企業の資本構成をいかなる水準にするかを決定す

る理論。 
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３ 経営学で学ぶ理論 

本テキストで学ぶ経営学の理論は、主に組織論（マクロ・ミクロ含む）、戦

略論、証券投資論、そして財務管理論(狭義)である。さらに、生産管理論や情

報管理論についても、戦略論の分野において関連する部分はあわせて学習する。

以降の各章では、様々な個別理論について学習していくが、この４つの理論の

うちいずれに含まれる理論であるかを理解しつつ、学習を進めてもらいたい。 
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第１章 組織論総論 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業は、大規模な経営戦略を展開し、莫大な利益を生み出すことを目的とし

ています。しかし、企業が経営戦略を策定し、展開するには組織としての土台

ができていなければなりません。本章からは組織についての理論である組織論

を学んでいきます。本章では、組織論の体系について学びます。 
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第１節 マクロとミクロ 

 目   次  

１ マクロ組織論とミクロ組織論 

２ マクロ組織論 

３ ミクロ組織論 

 学習の指針  

本節では、組織論の体系としてのマクロ組織論とミクロ組織論の区分について

学びます。組織論の学習にあたり、両者の区別を理解しておくことは重要です。

まずは大枠をつかめるよう、学習していきましょう。 

 

 

１ マクロ組織論とミクロ組織論 

（１）組織論とは何か 

組織は、ある目的のために協力して行動する人間の集合体として捉えられ

る。このような組織の活動は、組織を構成する諸個人を何らかの形で統制す

ることにより成り立つ。この統制に関する理論が、組織論である。 

 

（２）統制の領域による区分 

組織の統制といった場合、全体としての組織の統制と、個々の構成員であ

る人間の統制の２つがある。前者は、組織全体の構造や統制体系によって、

組織を有効に統制させることを目指すもので、このような理論をマクロ組織

論という。対して後者は、個々の人間を動機付けやリーダーシップにより統

制し、もって組織を有効に統制することを目指すもので、このような理論を

ミクロ組織論という。両者は、その統制の対象を異にする理論である。 

 

 

２ マクロ組織論 

（１）マクロ組織論とは 

マクロ組織論は、組織の中でどのような分業(役割分担)がなされ、それら

をどのように調整するか、という問題について、基本的な枠組みや組織構造

を考える理論である。 

 

（２）マクロ組織論の範囲 

マクロ組織論は、主に組織の構造を考える組織構造論(第４章参照)がその

範囲である。また、企業の価値観など組織の概念的構造を決定するという意

味で、組織文化論(第５章参照)も含まれる。 

 

 

全ての理論がマクロとミクロに

分けられるというわけではない

ことに留意すること。例えば、

後述するバーナード理論など

は、組織を全体的に解明した理

論であり、どちらにも属する理

論であるといえる。 
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３ ミクロ組織論 

（１）ミクロ組織論とは 

ミクロ組織論は、企業を構成するヒトという経営資源に着目し、ヒトが意

欲を持って働くようになる仕組みや方法を考える理論である。 

 

（２）ミクロ組織論の範囲 

ミクロ組織論は大きく分けて、動機づけ理論(第２章参照)とリーダーシッ

プ理論(第３章参照)にわかれる。 

動機づけ理論は、ヒトを自発的に仕事に動機づけさせることを考え、ヒト

をいかに動機づけるかを議論する。また、その前提としての人間モデルにつ

いても考察する。 

リーダーシップ理論は、ヒトをある人間の力により仕事に動機づけること

を考え、ヒトを動機づけるためにいかなるリーダーシップを発揮することが

必要かを議論する。 

 

 



 

第２章 人間モデルと組織管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業は法律上、法人格をもつ法人として扱われますが、実際に企業を構成し

ているのは、組織の構成員である多数のヒトです。本章では、ヒトとはどのよ

うな価値をもち、どのような動機で組織を形成するのか、という点を学習しま

す。人間モデルの理論は心理学的な側面もありますが、経営学では特に人間モ

デルが組織に与える影響を中心に、理解していってください。 
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第１節 経済人モデルとテーラー・ファヨール 

 目   次  

１ 経済人モデルと動機づけ 

２ テイラーの科学的管理法 

３ フォードとフォード・システム 

４ ファヨールの管理原則 

５ 経済人モデルの限界 

 学習の指針  

本節では、古典的な学説である伝統的管理論を学びます。経営学における管理

論の基礎となる部分です。その後の歴史の過程で多くの学者が、この伝統的管理

論に端を発する形で様々な人間観や動機づけの施策を考案しました。従って、伝

統的管理論の理解は重要ですので、基礎としておさえていきましょう。 

 

 

１ 経済人モデルと動機づけ 

（１）人間モデルとは何か 

組織論は人間行動の理論であるから、どんな組織論もその根底には、人間

をどう見るかという意味での人間観をもっている。これを、人間モデルとい

う。それは、その組織論が人間の本質や属性に関してもっている基本仮定で

あり、人間パラダイム★1（枠組み）であるともいえる。 

人間モデルが異なれば、組織論の内容や性格が異なってくるのは当然であ

る。組織論がどんな理論内容となるかは、それが仮定している人間モデルの

いかんによるのである。これまで、様々な組織論が様々な人間モデルを仮定

してきたが、そうした人間モデルは、 

① 人間はどんなインセンティブで行動を動機づけられるか（動機づけ次元

本章で学習する）、 

② 人間はどんな意思決定能力をもっているか（意思決定能力次元 第６章

で学習する）、 

という二つの次元のうえで位置付けていくことができる。 

まず、動機づけ次元のうえで人間モデルを見てみると、「経済人モデル(本

節で学習する)」、「社会人モデル（次節で学習する）」、それに「自己実現人

モデル（第３節で学習する）」という人間モデルを識別することができる。 

このうち、本節で学習する経済人モデルは本来、経済学が仮定してきた人

間モデルである。モデルとしての経済人は、経済的インセンティブ（＝物質

的インセンティブ）によって行動を動機づけられるものと考えられている。

例えば、労働者は高賃金によって労働を動機づけられ、企業者は高利潤に

よって企業活動を動機づけられるものと考えられている。組織論においては、

伝統的管理論（＝古典的管理論）が経済人モデルに立っているといわれる。

それは、伝統的管理論が管理対象としている従業員が、給与などの経済的イ

ンセンティブによって動機づけられると仮定されているからである。 

では、この経済人モデルについて見てみよう。 

    

複雑人モデル 

動機づけ次元のもとで3つの人

間モデルが挙げられるが、シャ

イン(Schein、E.H)は、こうした

人間モデルは誤りではないが、

単純すぎると主張している。彼

は、人間はさまざまな欲求を

もっており、しかもそうした欲

求は人間の発達段階や生活状況

に従って変化すると主張した。

その結果、彼は「複雑人モデル」

という人間モデルを提起した。 

(経営学大辞典 人間モデル参

照) 

  文献   

経営学大辞典 

★1 パラダイム 

ある一時代の人々のものの見

方・考え方を根本的に規定して

いる概念的枠組みのことを意味

する。 
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（２）経済人モデル 

経済人モデルとは、物的・経済的欲求を満たすために、常に論理的かつ合

理的な行動をとるという人間観である。経済人モデルによれば、人間は単に

命令を受けて作業する機械用具のような存在と捉えられる。 

 

（３）動機づけ施策 

モデルとしての経済人は、経済的インセンティブ(＝物質的インセンティ

ブ)によって行動を動機づけられるものと考えられているので、人間の経済

的・物質的欲求をみたすため、賃金を基礎とする動機づけ方法が施策される。 

また、厳しい指揮や監督の下、罰則や制裁を設けることで従業員を無理や

り働かせるという方法が取られる。 

このような動機づけ施策を一般に「アメとムチの施策」という。 

 

（４）主な動機づけ方法 

1911年 『科学的管理法の諸原理』(テイラー) → 科学的管理法

1917年 『産業ならびに一般の管理』(ファヨール) → 管理原則 

 

 

 

経済人モデルと欲求段階説 

マズローの欲求段階説のうち安

全欲求までが経済人モデルとい

われる。 

→2-14参照 
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２ テイラーの科学的管理法 

（１）テイラー・システムの背景 

アメリカでは、南北戦争が終わった頃から産業革命が起こり、工業が急速

に発展し、労働者が増加した。しかし組織体制はいまだ不備であり、この頃

の管理体制は、経験や勘をよりどころにする「成行管理」であった。 

一方、給与の支払形態は単純出来高給制を採っていた。単純出来高給制と

は、労働者の能率に比例して賃率が決定されるシステムをいう。労働者が作

業の能率を上げて賃金収入を増やすと企業側の労務費が高まるため、企業側

は恣意的かつ強制的に賃金切り下げ（レイト・カッティング）を行うので、

それを避けるために労働者は組織的に能率を抑えるといった組織的怠業を

行うという悪循環があった。この組織的怠業を解消し、労働生産性の向上を

図るためには、労働者、企業家が共に恣意的に動かせない1つの科学的な法

則として作業標準（課業）を設定する必要があるとテイラーは痛感した。 

そこで、テイラーは、科学的手法によって課業の設定を行い、これを実施

するための管理システムを確立したのである。これを科学的管理法という。

この科学的管理法は 

① 作業研究による課業の設定 

② 差別的出来高給制 

によって構成される管理体系をなしている。 

 

（２）作業研究による課業の設定 

課業を設定するための具体的な方法として、作業研究（①時間研究、②動

作研究）が実施された。 

① 時間研究 

一連の作業を細かい要素に分解し、個々の作業要素にかかる時間をス

トップウォッチで測定し、作業にかかる標準時間を決定する研究。 

② 動作研究 

個々の作業がどのような動作からなるかを分析し、無駄な動作を省いた

り新しい効率的な作業方法を見出す研究。 

 

（３）差別的出来高給制 

同一の仕事に対して2種の異なる賃率を与え、早く完全に仕上げた者には

高率の賃金を、仕上げが遅い者又は不完全な者には低率の賃金を支払う制度

である。 

 

 

 差別的出来高給制と成果主義 

昨今、多くの企業が成果主義を導入しています。成果主義とは過去の業績をできる

だけ客観的に測定しようとするすべての考え方、または、「成果」と言われる何らかの

ものに結びつけられた給与によって人々を動機づけようとするすべての考え方を意味

しています。この成果主義の考え方は、100年も前にテイラーが科学的管理法の中で差

別的出来高給制として提案していたのです。成果主義に対しては賛否両論ありますが、

差別的出来高給制は後のメイヨーやレスリスバーガーのホーソン工場の実験で否定さ

れています。歴史は繰り返すのでしょうか。皆さんは成果主義に賛成ですか？それと

も反対ですか？ 

    

フレデリック・テイラー 

科学的管理法の創始者であるテ

イラーは、1856年3月20日に、

ジャーマンタウンで生まれまし

た。彼は、父の職業を継いで弁

護士になるため猛勉強をしまし

た。しかし、ランプの下での勉

強によって目を傷め、入学試験

には合格したが、入学をあきら

めることに。その後、近所の小

工場に勤務をし、機械工の資格

を獲得した後に、ミッドヴェー

ル製鋼会社に入社します。22歳

で入社したテイラーは、入社後2

か月で旋盤の組長となりまし

た。このころからテイラーは、

「一日の生産量」について現場

の労働者と争い始め、この争い

の中からテイラーは、経営者側

には仕事の仕方についての知識

がないことに気がつきます。こ

こから、テイラーは「動作研究」

と「時間研究」を始めました。

そしてこれらの知識を活用する

制度と組織を作り、生産速度の

管理の権利を経営者側が握ろう

としました。これが後に「科学

的管理法」として知られるもの

となって結実しました。 

  文献   

参考 高橋伸夫著『虚妄の成果

主義』 

 

課業とインダストリアル･エン

ジニアリング 

課業設定の過程において、作業

の細分化･単純化と作業方法の

標準化･客観化が進むため、作業

の効率が向上する。このような

考え方は、後のインダストリア

ル･エンジニアリングなどの手

法に応用されている。 
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（４）テイラー・システムの意義と限界 

テイラー・システムは、それまでに多くの恣意的要素が含まれていた作業

労働を標準的なやり方と客観的に定められた作業量とによって科学化させ

た。それにより効率化が図られたこと、「課業管理」により仕事の質を確保

することができたということに意義を見出せる。 

しかし、後にテイラー・システムには限界があるとして、強い批判を受け

ることになる。その限界とは、労働者を単に命令を受けて作業する生産用

具・機械とみなし、労働者の人間性への配慮がなされなかったことである。 

 

 

 

 

    

学習方法の提案(1) 

暗記をする際のテクニックです

が、「ただ見て覚える」よりも「書

いて覚える」「口に出して読みな

がら覚える」「歩きながら覚え

る」方が効率がいいとの学説が

発表されています。 

試してみてはいかがでしょう

か？ 
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３ フォードとフォード・システム 

（１）フォード・システムの背景 

テイラーの科学的管理法により、生産性は向上するようになったが、差別

的出来高給制による高賃金と製品の低価格が課題となるようになった。すな

わち、労働者にとっては課業を達成すれば高賃金が得られるが、逆に企業に

とっては労働者が皆課業を達成すれば人件費が増加し製品のコストがかか

るので、販売価格は高くなる。さらに、個々の労働者により製品の質にバラ

ツキも生じる。そこで、高賃金のまま生産能率を高め、高品質で低価格の製

品を作るにはどうすればよいかという課題が生じた。 

この課題は20世紀初頭、ヘンリー・フォードが創設したフォード社へと受

け継がれ、同社のフォード・システムとして結実する。 

 

（２）フォード・システム 

「高品質と低価格」という課題を解決するため、フォード社はフォード・

システムという革新的な生産管理手法を開発した。このフォード・システム

は標準化と移動組み立て法（ベルトコンベア・システム）から成り立ってい

る。 

 

（３）標準化 

標準化とは、まず製品を分割して部品を 良条件で標準化し、ついでこれ

らの部品の生産工程を分解して、作業を 良の条件で標準化することである。 

具体的には、製品の標準化、部品の規格化（互換性の確保）、専用設備の

開発と利用等である。標準化によって部品の互換性が得られ生産の効率化を

果たすとともに、標準部品の取替えによって製品を維持することが可能とな

るのである。これにより、製品の寿命を延ばすことにも成功した。 

 

（４）移動組み立て法（ベルトコンベア・システム） 

フォードの提供する車は爆発的に売れ、殺到する注文に生産が追いつかず、

作業途中で材料や部品の運搬に要する時間も短縮する必要に迫られた。そこ

で考案されたのが移動組み立て法（ベルトコンベア・システム）である。作

業の順序に作業者を配置しその前をコンベアに載せた材料を通過させて、各

作業者に固定した場所で同じ作業を反復して行わせるというシステムであ

る。これにより、同一製品を流れ作業で大量生産することが可能となった。 

 

（５）フォーディズム 

フォードの提唱した経営理念である。サービス主義に基づき、企業経営の

営利性と社会貢献の統一、労資の共栄などを説くものである。 

具体的には、生産を徹底的に合理化し低コストかつ高品質の製品を供給し、

企業が得た利潤を高賃金というかたちで従業員に還元することである。企業

経営の発展はもとより、消費者であるとともに労働者である一般公衆の利益

の向上に資し、産業と社会の発展につながると説いた。 

 

 

    

フォーディズムとナチズム 

世界で始めて、デフレから脱却

するために公共事業を行ったの

は、ドイツの首相であったアド

ルフ・ヒトラーといわれていま

す。しかし、このヒトラーのナ

チズムは、独創的な思想ではな

く、フォーディズムの模倣から

だといわれています。 

 

標準化の仕組み 

まず製品をＴ型車と呼ばれる一

種類に限定し、色も黒一色とし

た(製品の標準化)。これにより

部品規格の統一化が進み(部品

の規格化)、部品の大量生産が可

能になった。また、部品の互換

性を確保するためには部品の精

度を高める必要があり、これが

専用機械の開発を促進した(専

用設備の開発と利用)。 
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（６）フォーディズムの意義と限界 

フォード・システムは金持ちの遊び道具に過ぎなかった自動車を大衆化さ

せるとともに、労働者の生活を向上させたという点でその意義が見出せる。

ベルトコンベア・システムなどのフォード・システムは従業員に仕事の効率

化を確保させる意味では有益なものであった。その反面、ベルトコンベア・

システムのもつ作業の規則性は、労働者を機械視し人間性を無視しており、

テイラー・システムと同様の限界をフォード・システムはもつことになった。

また、Ｔ型車だけという生産の限定は経済の発展に伴う消費者のニーズの多

様化にマッチせず、後進のＧＭ社に追い抜かれるなど、フォードの社運を傾

かせた。 

 

 

 フォードの成功 

フォーディズムの画期的な側面は、生産効率の上昇に伴う利潤の増大を、労働者賃

金の増大に反映させた点にあります。フォードが、労働者に高い賃金を払った背景に

は、アメリカの特殊事情があったのです。アメリカでは、広大な土地と豊富な木材資

源を安い価格で手に入れることができたので、農民は豊かでした。特に、第1次世界大

戦中は、戦場となったヨーロッパへの輸出が好調だったので、農業は儲かるビジネス

でした。だから、労働者に農民となることを断念させて、工場で働いてもらうには、

それに見合う高い賃金を払わなければならなかったのです。そして、この人件費が高

かったからこそ、機械化による合理性が追求されたのです。 

だからといって、フォードは、嫌々高い賃金を払ったわけではありませんでした。

晩年、私財の多くを慈善活動に寄付したことからわかるように、彼は、決して私利私

欲のために起業したわけではありませんでした。このことは社会貢献の統一、労資の

共栄を謳うフォーディズムにも顕れています。フォードの経営は、今日私たちが「日

本的経営」と呼んでいるものに近く、株主や投資家のために利潤を追求するのではな

く、消費者に安くて良い製品を提供し、労働者に高い賃金を支払って、社会に奉仕す

ることを経営目標としました。このため、フォードは、外部資本が経営に介入するこ

とがないように、自己金融による経営にこだわりました。 

このフォードの経営方針は成功しました。高い賃金をもらった労働者たちが、その

金でフォードの安価なＴ型車を買ったからです。こうして、労働者の収入が増える→

自動車の需要が増える→大量生産により自動車製造のコストが下がる→自動車の価格

が下がり、労働者の賃金がさらに増える→自動車がさらに売れるという循環のおかげ

で、ヨーロッパでは一部の金持ちの贅沢品であった自動車が、アメリカでは大衆向け

に大量生産される商品となったのです。自動車が普及すると、郊外に大きな家を建て

て都心に勤務するという中産階級のライフスタイルが広まり、マイホームの建設とそ

こに設置する家電製品の需要が増大します。フォーディズムは、家屋、洗濯機、電話、

ラジオ等、他の分野にも取り入れられ、アメリカは、世界で 初の大衆消費社会とな

りました。 

 

 

 

 

    

ヘンリー・フォード 

アメリカ・ミシガン州で、農家

の第2子として出生。青年期には

機械技師としての修行を積む一

方で、内燃機関、トラクター、

自動車の研究、開発にも情熱を

注ぎました。1903年フォード自

動車会社を設立し、軽量、簡素

で、廉価、信頼性に富む「唯一

善の車」としてのＴ型フォー

ドを開発、1908年より発売し、

爆発的な成功を収めました。

1913～1914年にはコンベアによ

る移動組み立てラインによる流

れ作業方式を開発し、大量生産

方式のパイオニアとなりまし

た。また、生産職場の流れ作業

形態への移行に対応して、当時

の賃金水準を2倍強上回る1日5

ドル賃金制を実施し産業界にセ

ンセーションを巻き起こしつ

つ、フォード社を業界トップの

自動車メーカーに導きました。 

    

受験生へ 

「失敗は成長に続く唯一の機会

である。まじめな失敗は、なん

ら恥ではない。失敗を恐れる心

の中にこそ、恥辱は住む。」 

 

「成功に秘訣があるとすれば、

他人の立場から物事を見ること

のできる能力である。」 

 

「障害なんてものはね、目標か

ら目をそらしたときに見る、恐

ろしいもののことだ。」(＝目標

から目をそらすまで、障害はな

い) 

ヘンリー・フォード
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４ ファヨールの管理原則 

テイラーやフォードは管理システムを確立したが、そのシステムは生産現場

における職長レベルのものである。ファヨールは社長という立場から上層管理

者の管理活動に焦点を合わせ、企業組織全体の管理原則を統一的に説明した。 

 

（１）管理活動の分類 

ファヨールによると、経営活動は 

① 技術活動（生産・加工） 

② 商業活動（購買・販売） 

③ 財務活動（資金の調達・運用） 

④ 保全活動（人事・設備維持） 

⑤ 会計活動（財務諸表作成・原価計算など） 

⑥ 管理活動 

に分類できるとする。その中で、ファヨールが特に重視したのが⑥管理活動

である。管理活動とは全体の仕事を分割し、そのそれぞれを人々に割り当て、

それを遂行させ、再び全体を統合する活動であり、「計画」「組織化」「命令」

「調整」「統制」から構成される。 
 

 管理活動の要素 意  義 

１ 計画 将来を吟味し、活動計画を立てること 

２ 組織化 従業員に権限と責任を配分し組織を形成すること

３ 命令 従業員の行うべき活動を指示すること 

４ 調整 各部門・メンバーの活動を調和させること 

５ 統制 結果の評価と問題点の整理を行うこと 

管理活動の分類 

 

 

 

 ファヨールの管理原則を基にしたPDCAサイクル 

ファヨールの提唱した5つの管理活動（計画・組織化・命令・調整・統制）は、若干

の修正を加えながらも、その後の経営学のフレームワークとなった。 

ファヨールは、経営活動を①技術活動（生産・加工）②商業活動（購買・販売）③

財務活動（資金の調達・運用）④保全活動（人事・設備維持）⑤会計活動（財務諸表

作成・原価計算など）⑥管理活動の6つに分けて、 後の管理（マネジメント）は他の

5つとは明確に区別すべきとして、『管理するとは計画し、組織し、命令し、調整し、

統制することである』とした。これは、現代におけるマネジメント手法として知られ

たPDCAサイクルの原点となっている。 

ここで、PDCAサイクルとは、典型的なマネジメントサイクルの1つで、計画（plan）、

実行（do）、評価（check）、改善（act）のプロセスを順に実施し、 後の改善を次の

計画に結びつけ、らせん状に品質の維持・向上や継続的な業務改善活動などを推進す

るマネジメント手法のことをいう。 

ファヨールの5つの区分ははっきりせず、言葉の定義が難しすぎるところがあったが、

その後、簡略化され、PDCAサイクルが生まれるようになった。（「調整」は管理活動そ

のものであるとして除外され、欧米人であるデミング博士により、現代に即した修正

と体系化がなされ、PDCAサイクルとして大成した）。 

 

 

    

ISO14001とPDCAサイクル 

1996年9月に制定された国際標

準化機構（ISO）が定める14000

シリーズ『環境マネジメントシ

ステム規格』のうち、ISO14001

は、環境マネジメントシステム

（EMS）をどのように構築すれば

よいかを定めた仕様書である。 

このシステムは、組織が自ら環

境方針および目的を定め、その

実現のための計画（plan）をた

て、それを実施及び運用（do）

し、その結果を点検及び是正

（check）し、さらに次のステッ

プを目指した見直し（act）を行

うというPDCAサイクルを確立す

るものであり、それによって、

環境マネジメントシステムを継

続的に向上させ、環境に与える

有害な負荷を減少させることを

ねらいとしている。ISO14001に

法的拘束力は無く、環境活動に

関する具体的な数値を求めてい

るわけではないが、各組織が自

ら定めた環境方針を経済的、技

術的に可能な範囲で達成するこ

とによって、各々に独自の方法

で環境負荷の低減に自主的に取

り組むことを求めているのであ

る。 

 

①から⑤は、比較的わかりやす

い現場的業務であるが、⑥はそ

うではない。 
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（２）14の管理原則 

ファヨールは、経営者としての経験から管理活動を円滑に遂行するため管

理原則を提唱した。 

14の管理原則とは、①専門化、②権限と責任、③規律、④命令の統一、⑤

指揮の統一、⑥個人利益の全体利益への従属、⑦従業員の報酬、⑧集権、⑨

階層組織、⑩秩序、⑪公正、⑫従業員の安定、⑬イニシアティブ、⑭従業員

の団結、である。 

このようなファヨールの主張は、1930年代頃からビジネススクールで取り

上げられ、1950年代に、『管理過程学派』として大成する。この『管理過程

学派』は14の管理原則をもとに、経営組織を編成する際の依拠すべき原則と

して、唯一 善のものを追及し、いくつかの諸原則を確立した（第３章 組

織構造論 第１節 管理原則論で詳しく学習する）。 

 

（３）ファヨールの管理原則の意義と限界 

ファヨールはその経験から、現場の生産管理に止まらず、全社的な観点か

らの管理論を呈示することができたという意味においてその意義が見出せ

る。 

しかし、こうした管理原則は、ファヨールの個人的な経験から導き出され

たものであったため、硬直的であり、多分にあいまい性を含んでいた。その

結果、近代組織論のサイモンによって、「管理原則は表面的なものであり、

単純すぎるし、非現実的ですらある」と、厳しく批判されることになったの

である。 

 

 

５ 経済人モデルの限界 

経済人モデルでは人間を物的・経済的欲求のみによって行動するものと捉え

ているため、人間が物的・経済的欲求以外の欲求をもつことや、人間として問

題を解決するために自律的に意思決定を行うこと等がすべて無視されるとい

う限界があり、この限界は後の人間関係論に受け継がれることになる。 

 

 

    

アンリ・ファヨール 

ファヨールは、トルコのコンス

タンチノープルに生まれ、パリ

で没。フランス中部で炭鉱、鉱

山、製鉄、機械製作を経営する

大企業コマンボール社に1860年

に入社し、30年間同社の社長を

勤めました。この経営者として

の経験に基づいて打ち立てられ

たのが、ファヨーリズムと呼ば

れる管理の理論です。彼が社長

に就任した当時、フランス中部

の製鋼業は北部との競争に敗

れ、苦況にありました。その打

開のため、彼は経営体制を引き

締めた後、企業存続を可能とし

たのです。 
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第２節 社会人モデルと人間関係論 

 目   次  

１ ホーソン工場実験 

２ 社会人モデルと動機づけ 

３ 社会人モデルの限界 

 学習の指針  

前節の経済人モデルを修正する人間モデルとして提唱されたのが、社会人モデ

ルです。社会人モデルは、ホーソン工場実験といわれる研究から導出されたもの

です。社会人モデルがどのような過程で導出され、組織管理にどのように活かさ

れていったかを理解してください。 

 

 

１ ホーソン工場実験 

伝統的管理論では、人間は完全合理的行動をとる「経済人」とみなされてい

たので、人間を機械視した管理方法が採られた。しかし、第一次世界大戦後の

大量生産システムの成長期は、機械化の進行と労働の単純化をもたらし、結果、

労働が単調となり、従業員の欠勤や離職が増加して作業能率が低下した。この

ような事態に対する解決策を伝統的管理論は見出せなかった。ここで提唱され

たのが人間関係論である。 

人間関係論は、経営管理の中に従業員の人間性への配慮を組み込むことに

よって、組織のパフォーマンスを向上させることができるという考え方をいう。

では、この人間関係論は、どのようなきっかけで提唱されたのだろうか。 

それはホーソン工場の実験である。この実験を契機として人間関係論は提唱

された。 

 

（１）ホーソン工場実験 

ホーソン工場実験とは、1927年から1932年にかけてメイヨーやレスリス

バーガーを中心としたハーバード大学の研究グループがウェスタン・エレク

トリック社のホーソン工場で行った作業能率に関する一連の実験をさす。こ

の実験結果により、人間関係論という新たな考えが生み出された。以下にお

いて、一連の流れをみてみる。 

 

（２）照明実験 

照明実験は、照明量と作業能率の関係を明らかにする目的で行われた。こ

の実験においては、照明を明るくすれば作業能率は増大すると想定された。

しかし、その結果は照明を明るくしたときのみならず暗くしたときも作業能

率の増大が見られ、仮説を立証することは失敗に終わった。このことにより、

作業能率は別の作業条件によって左右されることが明らかになった。 

 

    

メイヨー 

オーストラリア生まれ。人間関

係論の思想的基盤の形成者とし

て国際的に著名なアメリカの社

会科学者。当初医学を志します

が、途中で心理学に転向。1910

年に学士号を取得、翌1911年か

らクインズランド大学で論理

学・倫理学・心理学の講師。1922

年、ロックフェラー財団の研究

員としてアメリカに移住。1926

年から21年間にわたってハー

バード大学に勤務しました。メ

イヨーは、人間関係論の成立契

機となったホーソン工場の実験

において、ウェスタン・エレク

トリック社の経営陣と親しい間

柄になることによって、実験の

継続や実験範囲の拡張に貢献し

ています。彼はもともと心理学

に関心が深かったため、ホーソ

ン工場実験では1929年からの

「面接実験」にもっとも関心を

もっていたといわれています。 
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（３）継電器組立作業実験 

照明実験の結果を受けて行われたこの実験は、従業員に対して一定期間を

おきながら休憩の時間と回数、就業時間を変化させると、作業員の疲労や単

調感に影響を及ぼし、その結果生産能率が変化するという仮説を立てて行わ

れたものである。しかし、作業条件の変化にもかかわらず、一貫して生産性

の上昇傾向を示し、この仮説検証も失敗に終わった。 

 

（４）面接調査 

そこで、職場の状況を把握するために行われたのが面接調査である。面接

調査は、工場の従業員を対象に作業条件、監督方法、職務内容に対する好き

嫌いについてインタビューする形式で行われた。この結果、従業員には以下

の2種類の不満があることがわかった。 

 

① 事実の表現としての不満 

「道具がない」「機械が故障している」というもので、その不満が正当な

ものなのかどうかの検証が可能である。 

 

② 感情の表現としての不満 

「作業環境が悪い」「賃金が低すぎる」といった、本人の主観や期待に根

ざしたところから生じる不満である。このような不満は、本人の過去の経

験、考え方、価値観といった個人的状況とその本人が置かれている社会的

状況に基づいて発生するものである。社会的状況については職場全体にわ

たるものなので、面接などで捉えにくいという点がある。 

 

①については改善策を立てやすいが、②については具体的な改善策を面接

調査により出すことはできなかった。 

 

（５）バンク配線作業実験室研究 

この実験では、職場の社会的状況を観察するために実験室を設けそこに工

員を配置して集団出来高制を適用し、その他の条件は通常と同一にした。 

この実験の結果、会社側が定めたフォーマル（公式的）な職務分担や伝達

経路とは別に、非公式組織という集団内の「仲間意識」に基づいて結合する

組織を発見した。この実験では、集団出来高制をとったにもかかわらず、各

工員の生産高は会社の定めた標準作業量を下回っている。また、毎日の作業

量は変更されているにもかかわらず、週単位で見ると一定であることがわ

かった。さらに、各工員の作業量は知能検査や技能検査の結果とはなんら相

関関係がないことが明らかになった。 

 

 

 

 

    

レスリスバーガー 

ニューヨーク生まれ。企業を社

会組織という概念でとらえる理

論の確立者として国際的に知ら

れているアメリカの社会科学

者。両親は、スイスの出身で、

チーズの製造販売を家業として

いました。そのため家業を継承

するよう進められますが、土木

技師への希望が捨てきれずに学

業を継続。1921年にコロンビア

大学から文学士、翌1922年には

マサチューセッツ工科大学から

理学士を取得。大学卒業後はメ

キシコの鉱山会社で化学技師と

して勤務。しかし、ほどなく会

社をやめ、ニューヨークに戻っ

て、書籍のセールスに従事。そ

の後ハーバード大学に哲学系大

学院生として再入学。ここで経

営学部のメイヨーと一緒に精神

病理学・社会学・人類学の研究

に従事。後世、人間関係論とし

てレスリスバーガーの名前を高

らしめることになったウェスタ

ン・エレクトリック社ホーソン

工場での実験には1927年以来参

加し、実験の中心的存在として

活動しました。 
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（６）公式組織と非公式組織 

以上の実験結果により、公式組織のほか、非公式組織の存在が発見された。 

「公式組織」とは、会社側が定めたフォーマルな職務分担や伝達経路など

の企業内にある相互作用のシステムである。これは、与えられた課業をいか

に効率よく達成するかという「能率の理論」で動く組織である。そして、「非

公式組織」とは、集団内の仲間意識に基づいて結合する組織である。これは、

課業の達成や作業の効率化よりも、人間としての感情を優先する「感情の論

理」で動く組織である。この「感情」とは、集団構成員に対し強い拘束力を

もった非公式な行動の掟のことである。このため、非公式組織の集団機能を

無視しない管理が、従業員の有効な管理に必要であることが明らかになった。

この考え方を人間関係論という。そして、この集団の上に立つ上司のリー

ダーシップが集団の生産性に大きな影響をもつことが示唆された。 

 

（７）人間関係論の意義と限界 

人間関係論においては、人間性の側面を重点的に捉えたという意義がある。

しかし、何によって動機づけられているか説明しなかったという限界がある。 

 

 

２ 社会人モデルと動機づけ 

（１）社会人モデル 

社会人モデルとは、人間は単なる「経済人」ではなく、感情によって行動

が左右される情緒人であるという人間観である。社会人モデルによれば、人

間は社会欲求（マズローの欲求5段階説）を満たすため、自己の所属する社

会的集団の規範に強く規制されて行動すると考えられる。 

 

（２）動機づけ施策 

経営者と従業員との意思疎通を図ることを通じて、職場の人間関係の改善

をするような動機づけの施策がとられる。 

 

 

３ 社会人モデルの限界 

職場の人間関係が良好だとしても、それが必ず生産能率の上昇に貢献するわ

けではないという限界がある。 

 

 

 

 

社会人モデルと欲求段階説 

マズローの欲求段階説のうち、

自尊欲求までが社会人モデルと

いわれている。 

→2-14参照 

 

具体的には、職場の意思疎通を

図るための職場懇談会や、従業

員からの職場における改善提案

などを受け付ける職場提案制度

等があげられる。 

 

非公式組織の｢感情｣が、管理者

に対する不信感を体現し、ネガ

ティブなものである場合、作業

効率にマイナスである。このた

め、管理者が部下との人間関係

の扱いに優れていることが必要

なのである。 
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第３節 自己実現人モデルと動機づけ理論 

 目   次  

１ 動機づけ（モチベーション）と動機づけ理論に至る背景 

２ マズローの欲求段階説 

３ 自己実現人モデルと動機づけ 

４ マクレガーのＸ理論・Ｙ理論 

５ アージリスの成熟・未成熟理論 

６ ハーズバーグの二要因理論 

７ 動機づけ理論の意義と限界 

８ 人間モデルのまとめ 

 学習の指針  

これまでの二つの人間モデルは、ヒトの特性を示してはいたものの、それが実

際の作業能率にどのように影響しているかは明らかにしていませんでした。これ

を明らかにしようとしたのが、動機づけ理論です。本節では、動機づけの前提と

してヒトの欲求のモデルを学ぶとともに、動機づけ理論の諸説を学習します。 

 

 

１ 動機づけ（モチベーション）と動機づけ理論に至る背景 

（１）動機づけ（モチベーション）とは何か 

動機づけ（モチベーション）とは、組織構成員の行動のエネルギー、行動

の方向、ならびに行動の持続性を説明する概念である。簡単に「仕事欲」と

いってもよい。 

 

（２）動機づけ理論に至る背景 

仮に組織構成員のモチベーションが高い場合、パフォーマンスも高く、逆

に組織構成員のモチベーションが低い場合、パフォーマンスは低いといえる。

したがって、組織構成員のモチベーションをいかに高めるかが企業経営の主

要な要素の一つといえる。 

例えばテイラーの科学的管理法（差別的出来高給制）やメイヨー＝レスリ

スバーガー（ホーソン工場の実験）が提案した人間関係への配慮も以前に比

べればモチベーションを高めるのに役立った。 

しかし、さらにモチベーションを向上させるための方法論が提唱された。

それが動機づけ理論とよばれる一連の理論である。 

この動機づけ理論は、従業員の仕事への動機づけのメカニズムを明らかに

しようというものである。この動機づけ理論の人間観は心理学者であるマズ

ローの欲求段階説を前提としているので、次に、そのマズローの欲求段階説

を見ていくことにする。 

 

 

 

動機づけ理論の分類 

これまで学んできた伝統的管理

論や人間関係論も、広義には動

機づけ理論に分類される。これ

らの理論は、賃金や人間関係な

どの外的要因を重視したもので

あった。狭義の動機づけ理論で

は、仕事へのやりがいや達成感

などの内的要因を重視してい

る。 
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２ マズローの欲求段階説 

企業で働く場合だけではなく、人は様々な欲求を持っている。それらの欲求

を5つの段階に階層的に分けた「欲求段階説」を唱えたのが、アメリカの心理

学者マズローである。 

 

（１）欲求段階説 

欲求段階説とは、人間の欲求が基本的なものから順に生理欲求、安全欲求、 

社会（所属）欲求、自尊（尊敬）欲求、自己実現欲求という5段階の階層を

なしているとする説をいう。 

マズローは自尊欲求までの4段階を欠乏動機とした。「欠乏動機」とは、自

分が持っていないものによって満たされる欲求のことである。最後の自己実

現欲求は、満たされるほどいっそう関心を強化させるので「成長動機」と呼

ばれる。 

 

生 理 欲 求 飢え、乾き、睡眠など生理的必要を満たそうとする欲求 

安 全 欲 求 安全で秩序ある、予測可能な状況に対する欲求 

社 会 欲 求 
所属する集団の中で、仲間として受容されることを求める

欲求 

自 尊 欲 求 
自己に対する高い評価を自分自身で確信したり、あるいは

尊厳、名声などのかたちで他者から受け取ることへの欲求 

自己実現欲求 
自己の有する潜在的な可能性、能力を実現し成長したいと

いう欲求 

マズローの欲求段階説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

マズローの欲求段階説 

 

 

    

マズロー 

アメリカの心理学者。ニュー

ヨーク州ブルックリンで生ま

れ、1934年にウィスコンシン大

学で博士号を取得。ウィスコン

シン大学、ブルックリン大学を

経て1951年以降はブランディス

大学教授を務めました。1962～

63年にはアメリカ心理学会会長

にも選出されています。 

生理欲求 

安全欲求 

社会欲求 

自尊欲求 

自己 

実現欲求 

経済人
モデル

社会人 
モデル 

自己実現 
モデル 

 

欲求間の順序 

欠乏動機は、低次の欲求をみた

すことで、それより高次の欲求

をみたすことを欲するようにな

る。この順序関係は不可逆的な

ものとされている。そして、全

ての欠乏動機をみたすと、成長

動機が現れてくるようになる。 
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（２）欲求段階説が企業経営に与える示唆 

マズローに従えば、どのように基本的な欲求であっても充足度が高まるに

つれて行動を動機づける力が弱まり、次の欲求が行動を促すようになる。こ

の理論が企業経営に与える示唆は、生活水準の向上によって人々の仕事への

動機づけは変化するものであり、これに対応して動機づけの手段を変えてい

く必要があるということである。 

アメリカでは、1950年代には、資本主義社会が発展し、今日のような大規

模企業による自由競争が活発になされ、人々の生活水準は向上していたので、

人間関係論による職場環境への配慮だけでは労働者の動機づけは満たされ

なくなっていた。そこで、欲求段階説における自己実現人モデルの人間観の

もと、アメリカの経営学はこの動機づけ問題の答えを見出そうとしたのであ

る。 

 

 

３ 自己実現人モデルと動機づけ 

（１）自己実現人モデル 

人間は、自己の潜在能力の実現や自己の成長を可能にする職務機会、つま

り自己実現的インセンティブによって、行動を動機づけられると仮定するモ

デルである。 

 

（２）動機づけ施策 

従業員にやりがいのある仕事を提供することによって、従業員のもってい

る潜在的な能力を発揮させるような動機づけの施策がとられる。 

 

（３）動機づけ方法 

① 目標による管理  1960年 Ｘ理論・Ｙ理論（マクレガー）

② 職務拡大  1957年 未成熟・成熟理論 

③ 参加的リーダーシップ （アージリス） 

④ 水平的職務充実  1966年 二要因理論 

⑤ 垂直的職務充実  （ハーズバーグ） 

 

 

このような動機づけの施策を内

発的モチベーション管理とい

う。モチベーションの要因を、

賃金や人間関係などの外的要因

ではなく、仕事のやりがいなど

の内的要因に求め、このような

内的要因を積極的につくること

でモチベーションを管理しよう

とする。 

また、最近の研究では、内発的

に動機づけられた行動は、外的

報酬に左右されず、むしろ外的

報酬は内発的動機づけを低下さ

せることが主張されている。 
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４ マクレガーのＸ理論・Ｙ理論 

（１）マクレガーの主張 

マクレガーは、Ｘ理論、Ｙ理論といった2つの人間観に基づいてその理論

を展開した。 

「Ｘ理論」とは、人間というものは本来的に労働を嫌がるものであり、た

だ経済的な動機のためだけに働くものであって、自分からは何もしようとは

せず、指示されたことしかしないものとする考えである。 

マクレガーは、マズローの欲求段階説を援用し、Ｘ理論に基づいてアメと

ムチで従業員にやる気を起こさせようとする伝統的管理では、動機づけの効

果は期待されないことを指摘した。なぜなら、従業員の生活水準が向上し雇

用が保護されている現在では、すでにほとんど充足されている生理欲求と安

全欲求とを無駄に刺激するだけであるからである。 

「Ｙ理論」とは、一定の条件さえ満たせば、人間にとって労働は遊びと同

様に楽しいものであり、人間は強制されなくとも喜んで労働を受け入れ、仕

事の目標や達成を自律的に決定し、仕事を通じて自らの成長を実現しようと

するという考えである。 

 

（２）結合の原則 

マクレガーは、このＹ理論に基づいて、従業員が企業の繁栄のために努力

することで自分自身の欲求も充足されるようにするという新しい管理の原

則を考え、これを個人目標と組織目標との「結合の原則」と呼んだ。 

具体的方法として、各自に目標設定させることによる自主統制と能力開発

の促進、参加制度の設定、それらの基盤としての管理者のリーダーシップ訓

練などを提案した。この提案に基づく管理を目標による管理という。 

 

    

マクレガー 

デトロイト生まれ。ハーバード

大学で文学博士、ウェイン大学

で法学博士の称号を取得。1935

年ハーバード大学心理学講師。

1943年マサチューセッツ工科大

学心理学講師。1948年同大学に

産業関係学部を創設。1954年以

降マサチューセッツ工科大学経

営学部教授。また各種団体のコ

ンサルタントを務めました。 
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５ アージリスの成熟・未成熟理論 

（１）パーソナリティの成長 

アージリスの成熟、未成熟理論は、マズローの欲求段階説における自己実

現の欲求に着目し、人間の行動を未成熟モデル、成熟モデルとして展開した。 

アージリスによると、組織に雇用されている人々は彼らの成熟の程度に応

じてそれぞれ成熟の方向に向かって自分の欲求を表し、労働の中で最高の

パーソナリティを獲得し、「自己実現」を求めるとしている。そして、この

発達傾向をパーソナリティの未成熟から成熟に向かう7次元で表した。 
 

未成熟  成熟 

受動的行動 ⇒ 能動的行動 

依存状態 ⇒ 自立状態 

少数の行動様式 ⇒ 多様な行動様式 

移り気で浅い関心 ⇒ 複雑で深い関心 

短期的見通し ⇒ 長期的見通し 

従属的地位 ⇒ 同等または優越的地位 

自覚の欠如 ⇒ 自覚と自己統制 

パーソナリティの成長 

 

（２）組織と個人の不適合 

アージリスは、効率化のために設定したテイラーの課業管理などが実施さ

れている限り、未成熟から成熟へ移行しようとする現場の従業員の欲求を喚

起することはできないとした。これらの原則は従業員が未熟な行動をとるこ

とを前提に設けられているためである。したがって、個人が自己実現を求め

るような健康な精神の持ち主である限り、組織と個人との間に決定的な不都

合が生じるのである。 

この不都合の結果として、個人は組織によって自己実現を阻まれるために

欲求不満・精神的葛藤を経験し組織を去ったり、敵対的な非公式集団を結成

したりする。企業側はこれを押さえ込もうと統制を強め、いっそう従業員の

反発や不信を買う。こうして、組織と個人が相互に傷つけあう悪循環が生じ

る。 

 

（３）具体的施策 

このような悪循環を断つために、アージリスは具体的施策として職務拡大

と参加的リーダーシップを挙げている。 

「職務拡大」とは、従業員の職務における能力発揮の機会を増やすことで

ある。 

「参加的リーダーシップ」とは、職務内容の決定に従業員を参加させるこ

とである。 

 

 

    

クリス・アージリス 

クラーク大学で心理学、ペンシ

ルバニア大学・カンサス大学で

経済学、コーネル大学で組織行

動を学び、それ以降組織と個人

の関係に関する研究に専念しま

した。コンサルタントとしても

著名で、イギリス、ドイツ、フ

ランスなど海外においてもスペ

シャル・コンサルタントを務め

ました。 
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６ ハーズバーグの二要因理論 

（１）二要因理論 

それまでの常識としては、職務に対する満足と不満足を決める要因は同一

の次元の上での充足と欠如にあると思われてきた。しかし、ハーズバーグが

職務満足についてそれまでに行われてきた調査内容を検討してみたところ、

職務満足へ導く要因と職務不満足へ導く要因とが、まったく異なるものであ

ることを発見した。職務不満足の要因は、従業員の生理欲求・安全欲求が満

たされないことであった。 

ハーズバーグは研究の結果から、職務満足と職務不満足は人間の本性と異

なる側面から生じており、それぞれの要因を「衛生要因」と「動機づけ要因」

と名づけ、これらが互いに対立するものではないことを明らかにし、この考

えを「二要因理論」と名づけた。 

 

① 衛生要因 

職務不満足に結びつく要因である。具体例としては、会社の政策と管理、

作業条件、対人関係、給与などがあげられる。環境の衛生条件が悪いとき

には身体の病気を引き起こすが、整備されているからといってそれだけで

は健康は生まれないことから名づけられた。 

 

② 動機づけ要因 

これは職務満足に結びつく要因である。具体例としては、達成、達成の

承認、仕事そのもの、責任などがあげられる。これらによって深い満足を

覚え、更なる満足を求めて仕事へと動機づけられることから名づけられた。 

 

（２）職務充実 

ハーズバーグは動機づけ要因をもとに、具体的な職務満足の改善方法とし

て職務の再設計を唱えた。これまでのように能率向上のために職務を合理化

し単純化するのではなく、従業員がより多くの、そしてより重要な能力を発

揮できるように職務内容を再設計し、やり甲斐のある職務にすることにより、

彼らの自己実現欲求を満たそうとする。この職務充実には水平的職務充実と

垂直的職務充実がある。 

 

① 水平的職務充実(職務拡大) 

水平的職務充実は、作業者が現在おかれている作業の流れの中で彼が担

当する職務の数を増やす方法である。 

 

② 垂直的職務充実 

垂直的職務充実は、具体的には、作業集団に生産目標・生産方法・生産

スケジュール・作業手続きの決定・業績標準の決定を任せ、また、彼ら自

身の手で業績やコストの評価と統制を行わせ、さらに、作業集団の編成、

作業者の訓練や配置転換を作業集団自身に任せることを意味している。 

 

 

 

    

フレデリック・ハーズバーグ 

アメリカの心理学者。後に経営

学に転向。ニューヨークの貧し

いユダヤ人家庭に生まれた彼

は、苦学してニューヨーク市立

大学を卒業した後、1950年に

ピッツバーグ大学院より心理学

博士号を取得しました。大学に

留まって助手、講師を経験した

あと1957年から活発な著作活動

に入ることになりました。 
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７ 動機づけ理論の意義と限界 

動機づけに関する各理論は、動機づけられる要素を検討することにより能率

向上、すなわち、仕事の質の改善という意味でその意義が見出された。 

他方、動機づけ理論の限界として、個人の参加は組織全体の作業能率に必ず

しも直結しないという点が指摘される。また、人間の情緒的側面にしか着目し

ていないという人間関係論における限界は依然として克服されていない。 

 

 

８ 人間モデルのまとめ 

 
   

人間モデル  動機づけ次元   経済人モデル 

     ・ テイラー 

（科学的管理法） 

・ フォード 

（フォード・システム）

・ ファヨール 

（管理原則） 

      
     
     社会人モデル 

     ・ メイヨー 

・ レスリスバーガー

（ホーソン工場実験）

      
     
     自己実現人モデル 

     ・ マクレガー 

（Ｘ理論・Ｙ理論）

・ アージリス 

（成熟・未成熟理論）

・ ハーズバーグ 

（二要因理論） 

 

 

 

 

    

受験生へ 

何としても二階に上がりたい、

どうしても二階に上がろう。こ

の熱意がハシゴを思いつかせ、

階段を作り上げる。上がっても

上がらなくてもと考えている人

の頭からはハシゴは生まれな

い。 

松下 幸之助（松下電器）
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序章 経営学とは 
 
■公認会計士試験の出題科目である「経営学」は，（1）組織・戦略論（一般にいわれる経

営学）と，（2）ファイナンス論・財務管理論の 2 つの学問領域からなる。ここでは，テ

キスト 14 章まで，一般にいわれるところの経営学の概要についてみる。 
 
■経営学は，（1）戦略論と（2）組織論とに分かれる。 

【戦略論】企業が長期的に立てた目標に基づき，どの事業に進出していくか，どの事

業にどれだけ資金や人材を配備するか，特定の事業でどう競争するかが議論

の焦点。 
【組織論】組織全体をどう設計するか，職場の労働環境をどのように設計するか，社

員にどうやる気を出させるかが議論の焦点。 

 

【戦略論はさらに，全社戦略と事業戦略に分かれる】 
□全社戦略＝複数事業のマネジメントが主要な論点。多角化や事業間の資源配分な

どが議論される。 
□事業戦略＝ひとつの事業においてどのように収益をあげるかが主要な論点。事業

の収益をあげる根本的な要因や多くの企業にみられる共通した基本

戦略が議論される。 
【組織論は，マクロ組織論とミクロ組織論に分かれる】 

□マクロ組織論＝組織全体のデザインが主な論点。組織構造の基本形として，機能

別組織や事業部制組織があげられるが，それらの組織はどのような

特徴があるかが議論される。 
□ミクロ組織論＝組織の従業員個人の動機づけをどう高めるかが焦点。管理職のリ

ーダーシップや，部下の動機づけは，どうタイプ分けできるのか，

などが議論される。 
※So what? → 経営学（経営管理）の理論は複雑な理論群からなります。理論の整理に役

立ててください。 

経営学 （1）戦略論 

（2）組織論 

全社戦略 

事業戦略 

ミクロ組織論

マクロ組織論

経営学（経営管理）のカテゴリ 
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第 1 章 人間モデルと組織管理 
 
はじめに：人間モデルについて 
■人間モデルとは＝「ひとはなぜ働くのか」を説明するものの見方 
■人間モデルによって，「動機づけ（仕事意欲）をいかに高めるか」の対処が，場合によっ

ては 180 度異なってくる。 
■そのため，動機づけの理論の学習には，どのような人間モデルが背後にあるかを押さえ

ていけば，理解が早い。 

 
 
第 1 節 経済人モデルとテーラー・ファヨール 
1．テイラーの科学的管理法とフォード・システム 
■考え方のポイント 
□テイラーはなぜ，作業研究をおこなったのか？ 
□単純出来高制と差別出来高制の違いは何か（テキスト p.2-3）？ 
□テイラーの科学的管理法はどのような条件では上手くいくか？ 
□科学的管理法（原理）⇔フォード・システム（集大成例） 

 
■時代背景 
□19 世紀中ごろから 20 世紀初頭にかけて，アメリカでは鉄道建設が進められる。鉄道網

は市場を一気に広げて全国市場を形成する。拡大するアメリカの市場は，より安い大

量の商品を必要とした。 
□1880 年代，90 年代前後，アメリカの企業における生産体制に変化がみられはじめる。 

人は経済的報酬のため

に働く。経済的報酬に

よって，人の行動は変

わる 

人は経済的報酬だけに

踊らされるのではな

く，グループに所属し

ていたいという欲求を

もつ 

人は自分が潜在的にも

っている可能性を実現

させたいという欲求を

もつ 

経済人モデル 社会人モデル 自己実現人モデル 

モチベーション（仕事意欲）をいかに高めるか？ 
「インセンティブの与え方」 

出所：金井（1999 p.32）を講師修正 
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⊳ それまでは，企業主は直接，労働者を雇用するのではなく,親方と「単価いくら，数

量いくつ，期限いくつ」という形で請負契約をして，親方が徒弟など労働者を雇用

し，請負仕事をこなしていく 
 ⊳ 市場が大量の商品を必要してくると，①親方が仕事を請負う仕組みでは供給が追い

つかない。②市場に対応するため，分業を進行させていくと，幅の狭い個々の仕事

になり，高いスキルを必要としなくなる。 
  ⊳ 親方の請負仕事が廃止され，経営者が直接に労働者を管理する大量生産体制に移行

していく。 
 
【フレデリック・テイラー（1856～1915）】 

 
（出所：Viswiki.com  URL: http:viswiki.com） 
 
■テイラーによる賃金支払いシステムの改良 
□（単純）出来高制 
企業主によって労働者が管理されるようになると，企業主は能率をあげることを目的

として，（単純）出来高制を採用した。これは，労働者の 1 日の仕事量に応じて賃金を

支払う仕組みである。 
⊳ （単純）出来高制によって生産性は向上したが，企業主は成果が高くなるごとに賃

金を上げることに不満を覚えるようになる。そこで企業主は（単純）出来高制を採

用後，しばらくして仕事量に対する賃金率を切り下げるようになる。 
⊳ 労働者は（単純）出来高制の下で仕事量を増加させると，やがて賃金率が切り下げ

られることを知るようになる。そこで，労働者は以前のようにのんびり働くように

なり，同時に，企業主に本来 1 日で出来る仕事量を悟られないようにするため，仕

事仲間で抜け駆けを牽制するようになった。 
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□テイラーの慧眼 
鉄道の車輪をつくる製鋼工場のエンジニアであったテイラーは，怠業が生じる原因は，

1 日にできる本来の仕事量が分かっていないことにあるとみた。まず，それを知ること

が先決であるとして，時間研究と動作研究をおこなった。 
⊳ それぞれの職種について，第 1 級の労働者を選び出し，その手順を分析し，手順に

かかる時間をストップウォッチで計測する。 
⊳ これによって，それぞれの職種の も能率的な標準作業手順と，1 日にできる標準作

業量を決めていった。 
 

□科学的管理法 
テイラーは個々の労働者に精を出して仕事をさせるための仕掛けとして，差別出来高

制を導入した。これは，1 日の標準作業量を達成した労働者には高い賃金率を適用し，

達成できなかった労働者には，低い賃金率を適用するというもの。テイラーによるこ

の管理方法を科学的管理法とよぶ。 
 

 
 
■フォード・システム：科学的管理法の集大成 
□作業方法の標準化など，19 世紀を通じて形成されてきた大量生産方式の集大成がフォ

ード自動車会社の T 型フォードの生産体制。T 型フォードは作りやすく運転し易い車

として，設計者のヘンリー・フォードの理想の製品であった。 
 
□フォードは，T 型フォードだけの単一製品を大量生産する方針をたて，工場のすべては

その単一生産に向けられる。鉄鉱石の鉱山経営やゴム園の経営に至るまで，すべて T
型フォードだけを生産する垂直統合が進められた。 
◆1922 年竣工のリバールージュ工場では，製鋼工場に入った鉄鉱石が，72 時間後，

T 型フォードになって出荷された。 
 
□生産品目が単一であり，工場が巨大であるほど，作業工程はより細かく分割できる。

1914 年，ハイランドパーク工場では，ベルトコンベア・システムが導入された。 
⊳ これによって，個々の労働者の作業の幅はますます狭まり，また作業の標準化が推

Point． 
■そもそも，科学的管理法とは何のために出来たものだったか。 
■第 1 級の労働者の労働をコピーするための作業の標準化，分業 

 ■その作業に基づく賃金（動機づけ要因）の設定 
 ■この仕組みが労働者のサボタージュを予防する 
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し進められていく。 
◆「説明と標準にしたがって作業する以外に，ほとんど何も労働者に残されてい

ない」とはフォードの言葉。 
 
【T 型フォード】 

 

（出所：『カーグラフィック 6 月号』二玄社書店，1962 年） 
 
2．科学的管理法，フォード・システムの限界（経済人モデルの限界） 
■科学的管理法とフォード・システムの意義 
 □ 科学的管理法により，作業が目にみえる形で標準化されたため，経営者による労働者

の管理が可能となった。また作業の標準化は効率化をもたらし，企業の生産性と労働

者の賃金を高めた。 
□フォード・システムがその典型であり，T 型フォードは 1908 年の発売当初，950 ドル

で売り出されていたが，1915 年には 500 ドルを下回り，1922 年には 300 ドルに割り

込んだ。また，労働者の賃金は，当時としては破格の日給 5 ドル，8 時間労働制が導入

されていた。 
 
■科学的管理法・フォード・システムが成り立つための条件 
□科学的管理法とフォード・システムは，適用できる条件が限られた管理アプローチと

いえる。 
  ⊳ 時間研究・動作研究などからわかるように，個々の労働者の仕事量が数えられると

きには有効であったが，労働者の能率を数量的に図ることができないとき，適用で

きない。労働者の熟練や勘に依存する作業には向かない。 
◆科学的管理法は，当時，機械工場に導入された場合，作業の標準化と効率化が

実現されたが，鋳物工場に導入された場合，その効率化は見られなかった・ 
⊳ 20 世紀初頭のアメリカは，移民労働力が豊富に流入している時期だった。これら移
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民は金銭的刺激に敏感にならざるを得ないほどに貧困であった。科学的管理法・フ

ォード・システムは，このような社会背景にも支えられていたといえる。 
 
■科学的管理法とフォード・システムの限界 
 □労働意欲の喪失： 
  科学的管理法・フォード・システムでは作業が細分化され，単調なものになっている。

そのため，仕事そのものが苦痛になりやすい。フォード社が労働者に破格の賃金を与

えたのは，雇用された労働者が平均 3 ヶ月で離職する事態が起きたことへの対処だっ

た。 
   ⊳ 高い賃金を得られるにもかかわらず，労働者が離職してしまう。科学的管理法・

フォード・システムの背景にある人間観は，「労働者は高い賃金を得るために働い

ている」という経済人モデルだった。 
 
□職務の硬直化： 

  作業の標準化は，労働者の職務の硬直化を招いた。労働者は，古い職場の慣行を改め

ることを嫌うようになり，会社側が新しい技術を導入しようとしても，労働者はそれ

を避けるようになった。 
    ⊳ 1920 年代，大衆化した自動車市場は，単一の規格品である T 型フォードに飽き

てくる。これに沿うように，当時，興隆したゼネラル・モーターズ（GM）社は

多様なモデル，色の自動車を市場に投入した。 
⊳ 1928 年，フォード社は，T 型より排気量のある A 型フォードを開発しようとし

たが，極端な単一製品の生産体制だったため，生産体制の切り替えに 10 ヶ月の

生産停止を必要とし，市場シェアを GM に奪われる。 

 
 
 

Point． 
 ■科学的管理法とフォード・システムのエッセンスは，分業と作業の標準化 
■分業・標準化は効率化・生産性の向上と労働者の賃金上昇をもたらす 
■しかし，労働者の賃金上昇にもかかわらず，離職率が高まってしまう 
■それは，人間は（極端に貧困な場合を除き）経済的報酬だけのために働かないだめ

■加えて，作業の標準化は職務の硬直化をもたらす場合がある 
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第 2 節 社会人モデルと人間関係論 
1．ホーソン実験工場 
■人間関係論の起こり 
 □社会人モデルをベースにした動機づけの議論が人間関係論である。科学的管理法やフ

ォード・システムは，作業の標準化を通じて生産性の増大をもたらしたが，労働者の

労働意欲も喪失させる結果となった。 
  
 □ホーソン工場実験 

こうした背景から，メイヨーやレスリスバーガーを中心とするハーバード大学の研究

グループは,1927 年から電話機を供給するウエスタン・エレクトリック社のホーソン工

場において，労働者の物的環境や作業条件，疲労や単調感と作業能率との関係を発見

しようと大掛かりな実験研究がおこなわれた。これを「ホーソン工場実験」という。 
 
 
 
  
 
【ホーソン工場】 

 
（出所：Harvard Business School Baker Library URL: http://www.library.hbs.） 
 
 □実験のあらまし 
  実験にはさまざまなバリエーションがあった。ここでは継電器組み立て実験室を例に

とる。 
⊳ 5 人の組み立て作業者の女性が選ばれた。彼女らは実験以前から友人。実験は 1927
年から 5 年以上続けられた。その間，休憩時間を導入したり，軽食を出すなど休憩

パターンを変えたりした。 
  ⊳ 実験の途中で，5 人の合意のうちに休憩時間や軽食を全部なくして，元の基準になる

状況に戻したところ，出来高はなんと，いちばん高い水準を示した。 
  ⊳ なぜ，このような結果になったのか。それに答えるのが社会人モデル 

Point． 
■当初，研究者たちは「工場の物的条件が作業能率を規定する」という仮説をもっていた 
■一方，実験はこの仮説を否定するような結果ばかりだった 
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 □非公式的な集団の発見 

人は職場に感情や期待を持ち込む。会社は公式的な上司・部下の関係からなる一方で，

仲間意識を自然発生的に生じさせる非公式的な集団にも所属している。 
⊳ 作業条件を戻しても出来高が上昇し続けたのは，5 人が良い人間関係を持つグループ

になっていたこと。 
⊳ ハーバード大学の若手研究者たちが，うるさい監督者とは違って丁寧で紳士的であ

ったこと，その研究者たちに選ばれ注目されている 5 人の女性作業者たちは，自分

たちが特別なのだという意識をもっていた。 
⊳ これらの要因が作業能率の向上に貢献していたことが，メイヨーらによる 5 人の女

性作業者たちへのインタビュー調査により明らかになった。 
 
 □人間関係論 

ホーソン工場実験で得られた発見は，物理的な作業条件を 適にすることが，人間に

高能率をもたらすという仮説を否定した。 
⊳ この発見は，非公式的な集団の人間関係の良し悪しが，企業の生産性を規定する

大の要因であり，こうした人間関係は管理者によってマネジメントできるという人

間関係論を誕生させた。 
  ⊳ 人間関係論では，人間は集団に所属し，その集団から自身を認めてもらうこと，仲

間と協働する喜びが，動機づけを高めるとみる。 
 
 
2．人間関係論への批判 
  □人間関係の良好さが，必ずしも生産能率の上昇をもたらすとは限らない。社会的な

人間関係を重視するあまり，経済的な理解に欠けている。 
 
  □企業組織，社会集団の中には人間関係が含まれる一方で，利害の対立・権力の衝突

といった側面があることを軽視している。 
 
  □情緒的な人間関係を重視するあまり，作業そのものの分析がおろそかになっている。

5 人の女性作業者たちがおこなった作業の満足度は，人間関係によって規定されてい

たものの，作業自体はやはり単純労働にすぎない。 
⊳ 場合によっては，人間関係論的なアプローチは，経営者が労働者からの感情的な

反抗を避ける手段として利用される可能性がある。 
 
 



平成 21 年 9 月 13 日（日） 

LEC 公認会計士試験 2010 年論文グレードアップ講座 

第 1 回 経営学 講義 
担当講師・工藤 

 9

第 3 節 自己実現人モデルと動機づけ理論 
1．はじめに 
■自己実現人モデルとは 
 □社会人モデル・人間関係論は，依存的な人間モデルをほのめかしている。ひとは，あ

るグループに所属することから満足を得るだけであれば，他律的・依存的すぎるとい

える。 
 □マクレガー，アージリス，ハーズバーグ，マズローらの研究では，人間は自己の成長

に働く動機を見出すことが指摘されている。以下では，マズローの欲求段階説を基準

に，各理論を理解していく。 
 
2．マズローの欲求段階説 
■欲求段階説とは 
□欲求段階説はマズローによって提唱された。 
 
□マズローが想定した人間のもつ欲求は（1）生理的欲求，（2）安全欲求，（3）社会的欲

求（所属への欲求），（4）自尊欲求（自尊心への欲求），（5）自己実現への欲求の 5 つ

からなっている。 

生理的欲求 
「食べたい」，「飲みたい」，「眠りたい」といった生き物とし

て原始的に必要とする欲求をさす。 

安全欲求 
危険をさけて安全に暮らしたいという欲求。怪我や病気，事

故を避けたいという欲求をさす。 

社会的欲求 
友人やと一緒にいたい，同僚とつるんで，職場の人とうまく

やっていきたいという欲求をさす。 

自尊欲求 
他人から尊敬されたい，他人に上等な人間だと認めてもらい

たい，自分自身で考え自律的に行動したいという欲求をさ

す。 

欠乏動機 

自己実現欲求 
自分が潜在的にもっている可能性や能力を実現し成長させ

たいという欲求をさす 
成長動機 

 
□欲求段階説のポイントは，5 つの欲求は階層性をなしているということ。 
 ⊳ 生理的欲求が満たされないと，安全への欲求は顕在化しない。つまり，おなかが減

ったから食べたいという欲求が満たされてはじめて，保険に加入しようという欲求

が現れてくる。 
  ⊳ 安全への欲求が満たされると，ひとは他の人々に愛されたい，集団に所属していた

いという気持ちをもつようになる。 
  ⊳ 集団に所属していると，会社で自分が企画した仕事を軌道に乗せて，上司や先輩か
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ら認められたいと思うようになる。これが満たされると，はじめて自己実現への欲

求が顕著になってくる。 
 
 □マズローは 4 段階までの欲求を欠乏動機と呼び，自己実現の欲求を成長動機と呼んだ。 
  ⊳ ひとにその時点で欠けているものを満たすことによって，そのひとを動機づけるの

が欠乏動機。これらは，すべて欠乏している部分を充足させることによって，ひと

を動機づけられる世界。 
  ⊳ マズローは，自己実現を欲求というよりは，ひとの長期にわたる「発達」，成長に関

わる問題だとしている。欠乏動機は，何かの形で満たしてやることができるが，自

己実現は，ひとが生涯にわたって追及すべき発達課題といえる。   
 
 
2．マクレガーの X 理論・Y 理論 
■マクレガーが対比させる 2 つのマネジメント（の前提） 
 □ X 理論 
  ⊳ ふつうの人間は，生来，仕事が嫌いで，できることなら仕事をしたくないと思って

いる 
  ⊳ たいていの人間は強制されなければ，企業の目標達成のためにきちんと働かない 
  ⊳ ふつうの人間は責任を回避し，安全でいたがる 
 
 □ Y 理論 
  ⊳ 人間は自分が進んで身をゆだねた目標のためには，自ら鞭打って働くものである 
  ⊳ 献身的に目標達成に尽くすかどうかは，得られる報酬次第だが，なかでも自尊心を

満たす欲求や自己実現の欲求が重要である 
  ⊳ 企業内の問題を解決するため，創意工夫する能力はたいていの人間に備わっている

ものである 
 
■マクレガーの主張 
□マクレガーは，X 理論を生理欲求や安全欲求を前提としたマネジメントとみた。彼は，

X 理論に立った伝統的な管理論（科学的管理法など）のマネジメントの誤りを指摘し

た。 
 
 □マクレガーは，Y 理論を自尊欲求や自己実現欲求を前提としたマネジメントとみた。彼

は，それらの欲求が仕事を通じて満たされる仕組みを組織のなかにつくってやらな

ければならないという Y 理論を主張した。 
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■X 理論・Y 理論のメッセージ 
 □マクレガーは，研究当時（1950 年代）のアメリカで働く管理職の人々と話しているう

ちに，それぞれの管理職は「なぜ人は働くのか」について極めて対照的な持論をも

っていることを発見した。それが X 理論と Y 理論。 
  
□X 理論と Y 理論とは，学者がつくった理論というよりは，管理者がもつ持論・世界観

といえる。重要なことは，それぞれの現場でマネジメントをおこなう場合，X 理論と Y
理論，それぞれの前提でマネジメントしていくと，本当にそのような組織になってし

まうということがしばしば起こるということ。 
   ◆ 近の若手は「指示待ち族」だと管理者が思い込んでしまうと，管理者は若手

を信用しないマネジメントをする。結果，若手は指示があったことだけしたほ

うがマシだと思ってしまい，管理者の当初の思い込みをより強めてしまう。 
 
 
3．アージリスの成熟・未成熟理論 
■成熟・未成熟理論と欲求段階説 
 □人間がマズローの欲求段階説に従うならば，人は 終的に自己実現を目指すことにな

る。 
 
□アージリスは，組織で働く人々がもつ成長したいという欲求を，仕事を進めていく過

程で満たす組織をつくることが，個人と組織の双方にとって重要であると考えた。 
 
■アージリスの成熟した健康な個人 
 □伝統的な管理法では，自己実現を求めるような成熟した健康な個人には不適合である

ことをアージリスは主張する。 
 
 □行き過ぎた分業にみられる仕事を単純化してしまう方がよいという考えには，働く人

があたかも能力が乏しく，受動的で未成熟な子供であるかのような前提がみられる。 
  ⊳ これは，自己実現を求めるような成熟した個人にはそぐわない組織であるといえる 
  ⊳ アージリスの議論は，ハースバーグの 2 要因理論と同様，職務設計の考え方に影響

を与える 
 
 
4．ハーズバーグの 2 要因理論 
■2 要因理論：「衛生要因と動機づけ要因」 
□2 要因理論は，ハースバーグによって提唱された。 
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□ハースバーグは,働く一人一人の個人に対して，①仕事に対してこれ以上，いい経験は

なかったというほど「例外的に良かったと感じた経験」と，②これ以上いやなことは

なかったというほど「例外的に悪かったと感じた経験」についてインタビューした。

調査結果から，生まれたのが「衛生要因と動機づけ要因」。 
 

■衛生要因 
⊳ 不満足感をもたらす職務要因を衛生要因という 
⊳ 衛生要因に関わる要因は，給与，人間関係，労働条件など，職場環境に関係してい

る要因 
⊳ これら衛生要因は，不十分であるとき不満足感を強く感じるが，十分であるからと

いって特に満足を増進させるわけではない 
 
■動機づけ要因 

⊳ 満足感をもたらす要因を動機づけ要因という 
⊳ 動機づけ要因に関わる要因は，仕事の達成，同僚や上司からの承認，責任，昇進な

ど，仕事そのものに関係している要因 
⊳ 人の労働意欲をさらに増進させるのはこの「動機づけ要因」であり，その一方，こ

れらの要因が不十分であるからといって，特に不満足をもたらすようなことはない。 
 
□本講義「補足」学習する職務設計の議論は，とくに 2 要因理論に強い影響をうけて

発展した領域。 
 
□マズローの欲求段階説をベースに，動機づけ理論を対応させると，下図のようにな

る。 

 

※それぞれ，高い段階の動機づけ要因＆低い段階の動機づけ要因が対応し合っている。 
 （例）欲求段階説の「自己実現・自尊欲求」と X 理論 Y 理論の「Y 理論」など 

自己実現 
自尊 
社会的 
安全 
生理的 

動機づけ要因 

衛生要因 

欲求段階説と動機づけ理論の対応 

欲求段階説 2 要因理論 

Y 理論 

X 理論 

成熟 

未成熟 

X 理論・Y 理論 未成熟・成熟理論
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人間モデルと動機づけ要因のまとめ 
人間モデル 関連理論 研究者 内容 
経済人モデル 科学的管理法 

（フォード・システム）

テイラー 差別出来高制による労

働意欲の管理 
社会人モデル 人間関係論 

（ホーソン工場実験）

メイヨー 
レスリスバーガー

人間関係の良好さと労

働意欲の関係の発見 
欲求段階説 マズロー 人がもつ欲求を 5 つの

階層に類型。自己実現欲

求は他の欲求と異なる 
X 理論・Y 理論 マクレガー マネジメントの前提と

なる 2 つの世界観。Y 理

論に基づくべき。 
成熟・未成熟理論 アージリス 伝統的な管理は，成熟し

た健康な個人には不適

合なマネジメント。 

自己実現人モデル

2 要因理論 ハーズバーグ 満足感をもたらす要因

と不満足感を予防する

要因があり，これらは別

物である。 
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補足 1．職務設計（ジョブ・デザイン） 
 
■科学的管理法の欠陥と自己実現の欲求 
□科学的管理法は企業の生産性と労働者の賃金を高めることに貢献したが，欠勤率や離

職率の増加といった問題を発生させた。 
 
□動機づけ理論をみていくと，人間は「生活するのに食べいければよい」という欲求の

ほかに，「困難な仕事を達成したい成長したい」といった自己実現の欲求をもっている

ことがわかる。 
 
□科学的管理法の下での職務のあり方は，職務拡大・職務充実によって考え直されるよ

うになった。 
 
■職務拡大 

□科学的管理法を反省して，新たに職務設計の手法として現れたのが職務拡大である。 
職務拡大とは，科学的管理法の考え方によって分断されすぎていた職務をまとめ，作

業の幅を広げることをいう。 
⊳ 職務拡大により，作業の種類が増えたり仕事の多様性が広がる。これは，つまら

ない単純作業の繰り返しによる精神的な苦痛を軽減させる効果がある。 
⊳ 職務拡大は，労働者のやる気を高めると同時に，コストの削減や品質の向上に貢

献する場合もある。 
◆コピー機の組み立ての全工程を一人おこなう「セル生産方式」では，熟練者で

あれば，ベルトコンベア方式（ライン生産方式）の下での組み立て時間よりも，

短時間で全工程を済ますことができる。 
 
【セル生産方式イメージ】 

 

（出所：三井 英樹「Web デザイン エンジニアリング」日刊デジタルクリエイターズ） 
URL:http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060309/232107/?ST=webdesign 
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■職務充実 
□職務拡大は仕事の幅を広げることに対し，職務充実は上層部に掌握されていた意思

決定の責任の範囲を広げることをいう。 
□これは，単に上司の指示を仰ぐだけでなしに，労働者自身が「考える」ことによっ

て，自分が仕事に関わっている実感を高めて労働意欲を取り戻すことを狙いとした

考え方である。 
 
■職務設計の議論と動機づけ理論の関係 
□職務設計の議論は，動機づけ理論が考え方の背景になっている。 
□このうち，職務充実は高い次元の欲求を職務に組み込んだ職務設計といえる。 
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補足 2．期待理論 
■動機づけ理論の類型 
 □内容理論とプロセス理論 
  ⊳ 内容理論とは，モチベーションの中身・内容を問う議論であり，マズロー等の議論

が典型的。 
  ⊳ 対して，プロセス理論とはどのような過程で人はどうきづけられるかを検討した理

論 
 
□プロセス理論の代表例として，期待理論がある。 
 
□これは，「人間の行動は，その行動によって報酬を獲得できるかという期待と，報酬が

もつ魅力度によって決まる」という理論である。 
 
□期待理論で考えられているモチベーションが生じるプロセス 
①努力→達成 
人は，仕事に投入した努力のレベルに応じて，どの程度の業績をあげられそうか予

測する。 
②達成→報酬 
業績をあげれば，その業績の水準にしたがって報酬が生まれると期待する。 

③報酬→魅力 
報酬には，それが自分にとってどれだけの価値や魅力をもつかといった主観的な要

素が含まれる。これは単に金銭的な報酬だけでなしに，表彰や周囲の賞賛など非金

銭的な報酬も含まれる。 
◆公認会計士試験でいえば，今，がんばって試験勉強すれば，公認会計士試験にパ

スする（業績への期待）。公認会計士試験にパスすれば，晴れて会計士になれる（報

酬への期待）。会計士になれば，高い給与・社会的地位・自己実現の達成等が得ら

れる（報酬の魅力度）などがいえる。 

 

 

努力 

期待理論のモデル 

達成 報酬 

どれだけの努力

をすれば達成で

きそうか？ 

達成すればどの

ような報酬が得

られるか？ 

価値（魅力）

報酬は自分にと

ってどのような

価値があるか？ 

① ② ③
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■おまけ 
  ⊳ 結局，ここまでのモチベーション理論ってどう見ていけばいいの？ 

人間アプローチ（人間ってこういう生き物です）  
 

経済人モデル 社会人モデル 自己実現人モデル 
内容理論 

（中身をみます）
科学的管理法 人間関係論 Y 理論など 

理論の 
切り口 プロセス理論 

（過程をみます）
期待理論 － － 

 
 
補足 3．ファヨールの管理原則 
■ファヨールの管理原則論は，科学的管理法とならび経営学における古典的研究。近代組

織論（テキスト 6 章），バーナード・サイモンと関連する。 
 
■「管理」という職能 
 □ファヨールは企業の活動を 6 つに分類してとらえた。なかでも，管理活動はビジネス

の種類や規模にかかわらず生じる機能であり，人間にたとえると神経組織にあたると

たとえた。 
 □ファヨールは管理活動について 14 の管理原則をかかげる。ただし，これらの管理原則

はあいまいであり，管理原則同士が矛盾している場合があった。 
 □そのため，近代組織論の創始者，H.A.サイモンからは「管理原則は表面的であり，単

純すぎるし，非現実的ですらある」との批判がみられる。 
 
⊳ ファヨールの管理原則論は，企業経営者であったファヨールの経験則によって生み出さ

れた体系であったといえる。 
 
参考文献 
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