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OR実施のシステム・モデルと日本的組織風土

はじめに

正式にORの名を冠した部門が，はじめてイギ

リス空軍の中に設けられたのは， 1938年の 7 月と

いわれる[1]今からちょうど40年前である.

この40年間に， ORのモデルに関してはめざま

しい進歩が見られ，おびただしい数の文献が現わ

れた.ところが，モデル設定の前後をも含めた議

論，つまり ORの実践過程の全部を包括する議論

一一ーORの実施理論 (implementation theory) 

ーーとしてまとまったものはまだ少ない[2J.

この特集では， ORの実施を循環的かつ社会的

なシステムとしてとらえる形の実施理論の枠組を

示すことと， ORをほかならぬ日本の社会なり組

織なりで実践するにあたっての有利な点と不利な

点とを若干検討すること，この 2 つを課題とす

る.

1. OR実施のシステム・モデル

1.1 OR実施の循環過程モデル

一般には， ORの実践を 2 段階に分けて，モデ

ルをつくってこれを解く段階と，その結果を組織

の中に持込む段階とを考え，後者を指してORの

“実施"とよぶのが通例とされている.

しかし，ここでは，前に述べたように，モデル

設定はもとより，その前後のすべてを包括してO

Rの実施過程とよぶ立場を取り，これを図 1 に示

すような l つの循環過程モデル(cyclic.process 

model) によってとらえることを提唱する.

循環過程モデルの目的は， ORの実施活動を秩

序立った，一貫した過程として推進する助けとな
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ることにあるが，さらにその l つ 1 つの部分過程

図 l のにこ二|で囲んだものーーごとに，その

段階でのねらいを明確に意識しながら活動を進め

るためのよりどころを提供しようとするものであ

る.各部分過程とそのねらいとの対応関係を表 1

に示す.

1.2 OR実施の役割交換モデル一一三幅対

(さんぷくっし、)モデル

循環過程モデルの各段階(部分過程)ごとに，

そこでの関与者(agents) を確認することとそれら

関与者の聞の関係を認識することが必要になる.

これについて，従来は， 図 2 (品)に示すような対

(っし、)モデル (dyad model) の形が考えられ，そ

の具体例として図 2 (紛の形でOR実施上の問題

が論ぜられてきた[3J. ここでは，こうした関与者

同士の関係を一般化して，相互の役割交換モデル

表 1 OR実施の各部分過程のねらい

t'l日分j目4日 ねら L 、

r:(ま識分析 JZ り のうま i床
1.芯;識統 { 

1 ，l，J，jÍ哉転移 必込みのうま l味
2 ，領域氾1定 読みの 7 ま!味

3. 境界画定 くぎりのうま l味

4. 問題構造化 つながりのうま l味

5. 論理実験 ひびきのうま味

6 計回I決定 弔点 E義的うま味

7 構造設計一一一ー 約一点 の y 圭 l味
一一ー一色(桃j立;í: liil ゆとり のうま味

8. 運用設定 一一T-Il( のうま味
一ー一一色 Uji)日余地)山くみ のうま味

9. 実行企凶諭J'~n(J )詰め のうま味

10 役割規定 (心J'1!(j(J) ，:占め のうま I味

1 1.組織月五Jl J -一

12. ンステ ム，，-p.f耐

13 目機会探索

14. 視座転換

15. 問題改訂

小畑り のフま i味

!j;~iJII のう主味

見但し のうま味

見換え のうま 11よ

見 1(( し のうま川、
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(role-exchange model) として把揮するととも

に，これをさらに議鍛化した三幅対(ざんぶくつ

い)よそテ‘/レ (triad model) を提唱する [4].

(1) 単三幅対モデル (uni-triad model) 1 ーム

モデル

11 

fl特rJII 勺 r，

(Analysl. ) 

'11'i詩z.flJIIJr. 
(Uscrﾎ 

昔、店、 iJぐι れ

I Dcci川川トmak ，、 r)

図 2 (畠}去す{っしサモデノL

OH, JII 、 'í l'i

(01{ Staffj 

図 2(b)OR実施の対モデル (Churchman-Schainblatt)

1978 年 11 月号

溺 1 OR実施の徽磯過程モデ、ノレ

従来の対モデルにおける関与者に加えて，人員

・経費などの有形資源や，組畿内の“空気"のよ

うな無形資源を揚っている資源供与え警 スポン

サ- (sponsor) …ーを取り上げることにより，図

3 (a) のようなム(デルタ)型の単三三幅対モデルが

られる.

兵体的には，たとえば函 3紛のような関与者が

磯認される場合もあろうし，また図 3 (c)のように

なる場合もあろう.

なお，いうまで、もなく，資源供与者と情報利用

とが一致する場合，ムモテソけま対モテ、IHこ縮退

する.

(2) 単三幅対モデル 11-ーマモデル

ORの実施によってJ主体的な影響を受ける人，

たとえば業務処理方式の変更などな強いられる人

を関与者としてとらえ，これを効果摂受者(recep-
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図 3 (a) 一般ムモデル

tor) と名づけることによって， 図 4 (a) に示すよ

うなマ(ナブラ)型の単三幅対モデルが得られ

る.

マモデルの最も具体的な場合は，図 4 (b)に見ら

れるようなものであろう.

(3) 双三幅対モデ、ル (bi-triad model) 

ムモデルとマモデルを上下に接合することによ

って， 図 5 (品)に示すような双三幅対モデルが得ら

れる.

その最も典型的な例は図 5 (b)のような場合であ

ろう.

(4) 四三幅対モデル (tetra-triad model) 

双三幅対モデノレにおいて，もし資源供与者と効

果摂受者との聞に直接の役割交換関係が認められ

るならば， 図 6 (a)に示すように 4 つの三幅対が

形成されるので，四三幅対モデルとなる.

ニ意思決定l'î

(Receptor) 

図 4 (a) 一般マモデル

図 4 (b) ライン業務に対する ORサービスのマモデル
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実質的
一一

図 3 (b) ボトムアップ意思決定のライン組織に対する

ORサーピスのムモデル

(タヌ 7 ・ 7 ォ ーノ l

決シι資半 l

jJ1:fJI、{'，

図 3 (c) トップダウン意思決定のスタッフ活動に対す

る ORサービスのムモデル

その例としては， 図 6 (扮の場合が考えられる.

最近，労使関係の改善に対する ORの貢献や，労

働組合の経営参加の検討における ORの役割など

が論議されているが，これらはし、ずれも，四三幅

対モデルの枠組による役割交換関係の分析を必要

とするものである.

2. 日本的組織風土

2.1 OR実施に対する促進要因

OR実施との関連で日本的組織風土が取り上げ

られるときには，おおむね阻害要因として扱われ

図 5 (a) 一般双三幅対モデル
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図 5 (b) ライン組織に対する ORサーピスの双三幅対

モデノレ

るが，ここで、は，逆に， OR実施に対する促進要

因，つまり ORの実施を容易にする要因としての

日本的組織風土を考察する [5J.

(1) 参画型意思決定 (participatory decisionｭ

making) 

日本の組織における意思決定の特徴として，票

議制度に代表されるような，ボトムアップ (from

the bottom up) の合意形成 (by consensus) に

よることがあげられるが， ORの実施という面か

ら見れば，このときかなり数多くの人が決定に参

画するという点が重要である.

すなわち，意思決定は比較的オープンな形で進

められるので， ORの結果にもとづいて考えられ

る新方式の内容をも含めて，情報は組織内でかな

り広範囲に流布されることになる.そのおかげ

で，決定結果に決裁が下りると，ただちに実行が

可能になる.

それに加えて，決定に参画した人たちは，多か

れ少なかれその決定に責任を感じて決定結果の実

現に努力するという，動機上の利点が考えられ

る.

(2) 不明確性 (ambiguity)

日本の組織，あるいは日本の社会一般に，非構

造化性向 (propensity for destructuring) と

いうべき傾向があって，その気になれば明確にで

きることをも，あえて明確にしないでおくという

現象がよく見られる.たとえば，組織内の各部署

1978 年 11 月号

図 6 (8) 一般四三幅対モデノレ

図 6 (b) 労使関係・経営参加に対する ORサーピスの

四三幅対モデル

の責任・権限の範囲などは通常かなり不明確であ

る.

このため，有能でつ意欲的な人はかなり広い領域

にわたる仕事を遂行することが可能になる.そこ

で， OR担当者にそうした人材が得られれば，そ

の人は，あまり周囲に気がねしないで，自由に腕

を揮うことができ，これがOR実施に対して促進

要因となる.

また，組織における評価方式が不明確なことが

多いので， ORの実施に伴って発生する，運用上

.財務上・人間関係上などのリスクもまた不明確

になる.このことがOR担当者に対して，安心感

を与えるので，困難なOR問題にチャレンジする

意欲を誘発する意味で，大きな促進要因となる.

2.2 OR実施に対す=5阻害要因

ORの実施に際して阻害要因となる日本的組織
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風土としては，数多くの点がすでに指摘されてい

る.たとえば，システム思考が根づかない，問題

本位思考が行なわれにくい，目的意識に之しい，

機会探索の怠欲がない，などである [6J.

しかし，ここでは，さきにOR実施に対する促

進要因としてあげたのと同じ項目についてまった

く逆の見方を試みる.

(1) 参画型意思決定

ボトムアップの合意形成による多数参加の意思

決定は，前に述べた情報上ならびに動機上の促進

要因となるが，それはあくまで決定結果の実行段

階でのことであって，逆に，決定にいたる途中の

過程では阻害要因となることがある.

すなわち，それだけ多数の人の合立を取りつけ

るのには相当長い期間が必要であり，したがって

意思決定が遅くなって，せっかくのORの成果も

タイミングを失することで満足な効果をもたらさ

ないおそれがある.

また， ORの活用によってシャーフcな立思決定

を行なう可能性のある場合でも，多数の人を満足

させるためには，あちらこちらとシャープな角

(かど)を取ることを余儀なくさせられ，結果的

には凡庸な意思決定に堕してしまうことが考えら

れる.

(2) 不明確性

日本の組織に見られるもろもろの不明確性の原

因である非構造化性向の背景として，契約理念

(contract concept) の欠如があげられる.すな

わち，漠然とした信頼関係に基盤を置く集団主義

に依存して組織を形成している場合が多い.

したがって，組織内契約の性格をもっ計画・目

標・標準・基準といったものを組織運用上の事前

公約 (ex ante commitment) として掲げ，これ
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ら公約の実現を以てあらゆる組織行動の指針と

し，かつ業績評価の基準にするというような組織

の動かし方はあまり見られない.むしろ，事前の

公約はなるべく避けて，現実に取られた行動につ

いて事後に理屈をつけてこれを正当化することが

よく行なわれる.

このような組織運用は，計画性の軽視につなが

る.つまり，計画の拠って立つ前提や基盤を重視

し，それらの組み合わされる論理的過程を大切に

するような考え方が欠落しがちになる.

このことがOR実施に対する阻害要因となるこ

とは， OR実施の循環過程モテ、ルに照らして考察

すれば，おのずから明らかである.
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