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1 はじめに

組織市民行動（OrganizationalCitizenshipBehavior）とは端的には、構成員による裁量

的な貢献行動が蓄積することで組織の有効性が向上することを示した理論である。当該理論は

Organ（1977）によって萌芽的に示唆された後、1980年代から定量的研究を中心に蓄積されて

いった（上田,2017;宮辻,2015;宮辻,2016）2）。それゆえ、その研究潮流がゆえに、当該理

論の概念を中心にした理論的な検討が必ずしも十分に行われているとはいえない。さらに、組

織市民行動の定義には裁量性が含まれているが、経営学において類似する概念である自律性と

の差異が不明確になっている。したがって、組織市民行動は経営学における自律性に対してど

のような意義を有しているのかは十分に明らかになっていない。こうした問題意識のもと、本

稿は次の研究目的を設定する。すなわち、組織市民行動の裁量性に関する理論的検討を通じて

組織市民行動が分析の対象とする領域を明らかにすることである。この検討から、経営学にお

ける自律性と組織市民行動における裁量性との関係を明示する。

本稿の構成は以下のとおりである。第2節は経営学における自律性の研究が行動科学的アプ

ローチと社会－技術システム論的アプローチに大別されることを示す。そのうえで、第3節は

行動科学的アプローチの研究を振り返る。第4節は社会－技術システム論的アプローチの研究

を振り返る。第5節は経営学における自律性と組織市民行動における裁量性に関して考察する。

最後に、第6節は本稿の示唆と研究の限界および今後の研究課題を示す。

2 経営学における自律性の研究

Hamel（2009）は経営学およびその実践において、学術的、実務的な閉塞感を指摘している3）。
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それは、標準化、専門分化、階層性、コントロールなどを重視してきたことへの批判である4）。

これを克服するために、彼は組織における構成員を・citizenship・として捉えることを強調する。

これは標準化や専門分化などにとらわれることなく、構成員による自発的な行動を企業経営に

活用するという視点である。すなわち、個々人は自律性を有しており、それを活用することで、

先の限界を克服するということが求められているという主張である。組織市民行動はこれと共

通する視点を有している。なぜなら、組織市民行動の要素の一つは裁量性だからである5）。そ

れでは、経営学において自律性の研究はどのように蓄積されてきたのだろうか。

奥林（1991）と亀田（1978）によれば自律性の研究は、労働の人間化（humanizationof

work）に対する施策として蓄積されてきた。労働の人間化とは、第1に労働衛生条件の向上、

第2に肉体的および心理的なストレスを取り除き職務満足の向上に努めること、第3に労働者

が責任と義務とを持ち、職務に関する能力が得られるように仕事を変革することを意味する

（CommissionoftheEuropeanCommunities,1976,p.1）6）。

こうした労働の人間化に対する施策は、行動科学的アプローチと社会－技術システム論的ア

プローチとに大別されて研究されている（奥林,1991,237256頁）。前者は職務充実（job

enrichment）と職務拡大（jobenlargement）として研究され、後者は自律的作業集団（auto-

nomousworkgroup）として研究されている（e.g.,赤岡,1989,4頁;亀田,1978,455頁）7）。

以上の研究の系譜をあらわしたものが図1である。

これら2つのアプローチは科学的管理法と人間関係論が背景にある（赤岡,1989,1頁;赤

岡,1978,214頁;森田,2008,2122頁）。そこで、自律性の研究を振り返るために、科学的

管理法と人間関係論を自律性の視点から考察しよう。

まず、Taylor（1911）による科学的管理法である。Taylor（1911）は自然的怠業と組織的怠

業という2種類の怠業を指摘している（Taylor,1911,邦訳6266頁）。前者の自然的怠業は

人間が生来的に有する楽をしたいという傾向に由来する。後者の組織的怠業は仲間同士で仕事

の速さや量を抑制することで発生する。労働者である構成員は後者の怠業を行うことで、自身

の能力を隠蔽して工賃の切り下げを防いでいた（Taylor,1911,邦訳6267頁）。なぜなら、

当時、使用者側は仕事に関する知識が乏しく、労働者は伝統的方法（rule-of-thumbmethod）
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図1 自律性の研究の系譜

出所）赤岡（1989）の4頁の第1表および亀田（1978）の455頁を参考に筆者作成。



によって仕事を行っていたからである（藻利,1965,38頁）8）。Taylor（1911）は、こうした

怠業とそれにともなう非科学的な仕事の遂行を背景に科学的管理法を提唱した。

ここで、藻利（1965）によれば、科学的管理法は労使双方が有している共通の利益を実現す

るために両者を協働に導くものである（藻利,1965,49頁）。これを達成するための科学的管

理法の代表的な制度は、次の4つである（藻利,1966,5355頁）。第1は計画部門（planning

department）による時間研究である。第2は指導票制度（instructioncardsystem）である。

第3は差異出来高給制度（thedifferentialratesystemofpiece-work）である。第4は職能

的職長制度（functionalofdividedforemanship）である。以下ではこれらの制度にもとづき

ながら、科学的管理法の特徴をみていこう。

科学的管理法は、仕事の要素を一つひとつに分解し、それにかかる時間をストップウォッチ

で測定することで仕事に要する最短時間を明らかにする（Taylor,1911,邦訳161頁）。これ

は、現場とは別に頭脳的な仕事をになう計画部門によって行われ、当該部門は一流労働者が全

力をあげなければ遂行できない課業を設定した（Taylor,1911,邦訳184頁）。さらに、計画

部門は作業内容や時間、図面、必要な工具などを記載した指導票を作成し、労働者が課業を達

成できるようにした（Taylor,1911,邦訳92頁）。こうした制度によって、どの労働者でも指

導票に従えば一流労働者と同様の課業を達成できる仕組みが構築されたといえる。さらに、

Taylor（1911）によれば、その課業を達成することで、賃金は 30％から 100％割増される

（Taylor,1911,邦訳252頁）。こうした課業を達成させるために作業の指導や監督をになう職

長が配置された（Taylor,1911,邦訳122124頁）9）。以上を通じて、科学的管理法は労働者

に高賃金をもたらし、使用者に低生産費をもたらした。このような高賃金・低生産費の原理

（highwagesandlowproductioncost）は労使の利益を実現した（藻利,1966,49頁）10）。

ただし、こうした科学的管理法において労働者は自律性を十分に有しているとはいえない。

なぜなら、科学的管理法は労働者が定められた手順と時間に従うことに主眼をおいており、仕

事は計画部門が作成した指導票にもとづいて行われるからである。すなわち、労働者は必ずし

も自身で考えて仕事を遂行しているわけではない。さらに、指導票にもとづいて仕事を遂行し

なければ割増された賃金を得ることができない。このように、科学的管理法では賃金という経

済的報酬を背景にして経済人モデルが提唱された。経済人モデルとは、経済的報酬によって人

間の行動は変わるという人間観である（金井,1999,37頁）。こうした経済人モデルとしての

構成員は、命令を実行するだけの受動的な存在とみなされている（卜部,1993,14頁）。した

がって、経済人モデルでは経済的報酬が重視される一方で、職務の遂行方法が明確に定められ

ている。それゆえ、科学的管理法の制度とそれを背景にした人間モデルとから、科学的管理法

では自律性の余地を見出すことは難しい。

次に、人間関係論である。人間関係論はホーソン実験を背景にして登場した（大橋・竹林,

2008,71頁）。ホーソン実験とは、アメリカの電話電信会社（AT&T:TheAmericanTelephone
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&TelegraphCompany）の設備供給子会社であるウェスタン・エレクトリック社で行われた

大規模な実験および調査研究のことである（大橋・竹林,2008,3頁）。進藤（1978）によれば、

ホーソン実験は1927年から1932年にかけて行われ、以下の3つの段階に分けられる（進藤,

1978,12頁）11）。第1は継電器組立作業実験室（RelayAssemblyTestRoom）である。第

2は面接計画（InterviewProgram）である。第3はバンク配線作業観察室（BankWiring

ObservationRoom）である。以下では、ホーソン実験を体系的にまとめた大橋・竹林（2008）

と進藤（1978）にもとづいてそれらの概要を示そう。

第1の継電器組立作業実験室の目的は、主に休憩時間にかかわる労働条件の変化が作業者の

能率に与える影響を明らかにすることであった（進藤,1978,17頁）12）。当該作業は35の小さな

部品を器具に取り付けて、それを4つの機械ネジで締める作業である（進藤,1978,115頁）13）。

実験が進むにつれ、実験対象者は昼食会やパーティーなど他の労働者よりも好待遇が与えられ

た（大橋・竹林,2008,3233頁）。こうした好待遇により実験対象は実験に参加していると

いう社会的地位を感じることができたとされている（進藤,1978,39頁）。これによって、当

該実験では生産性の向上がみられることになる14）。その要因は、実験対象者が自分たちを特別

な存在だと思い込んだうえで、実験の目的を達成するために協力的な態度を取ったからとされ

ている（大橋・竹林,2008,143144頁）15）。

第2の面接計画は監督方法の改善を目的に実施された（進藤,1978,56頁）。実験を進める

につれ、被面接者のコメントは次の3つに大別された（大橋・竹林,2008,55頁）。まず、機

械が故障しているといった客観的事実にもとづくものである。次に、客観的事実ではなく、職

場が暑いといった各人の知覚器官にもとづくものである。最後に、両者のどちらでもないもの

である。この実験から、被面接者の不満は必ずしも客観的事実から生じるものではなく、当人

の感情から生じていることが示された（大橋・竹林,2008,56頁）。すなわち、不満の理由は

真の理由ではなく、感情が真の理由であり、不満の理由は感情を合理化するための手段として

用いられていたことが示唆された（進藤,1978,72頁）。このように、面接計画で明らかになっ

た点は、人の不満の理由は感情に由来するということである。

第3のバンク配線作業観察室は継電器組立実験室とは異なり、実験対象へ介入せずに観察に

重点をおいた実験である（大橋・竹林,2008,72頁）。この実験における特徴のひとつは、作

業量の制限が発見されたことである（大橋・竹林,2008,72頁）。すでに科学的管理法でも組

織的怠業として作業量の制限はみられていたが、それは経済的報酬を目的とするものである

（進藤,1978,118頁）。その一方で、当該実験では一日の作業量である課業は設定されていた

が、実験対象者達の間では課業に関する集団の基準（groupstandard）が別に設定されてい

た（進藤,1978,130頁）。すなわち、作業量の制限は経済的な要因だけでなく、構成員による

社会的な統制も要因となることが示唆されることとなった（進藤,1978,118頁）16）。

この実験の観察から、集団の基準を上回って作業をすると、皮肉や嘲笑が浴びせられ、時に
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は「どつき（binging）」といったペナルティーが課せられることが明らかになった（進藤,

1978,130頁）17）。さらに、実験対象は2つの非公式なグループを形成していることが判明す

る（進藤,1978,160頁）。そのグループは非公式組織とされ、そこでは労働者間で私的な関係

が構築されていた（進藤,1978,161167頁）18）。くわえて、非公式組織では以下の行動準則

が導かれている（進藤,1978,167頁）。第1に働き過ぎてはいけないことである。第2に怠け

すぎてはいけないことである。第3に仲間の不利益になるようなことは監督者に話してはいけ

ないことである。第4に偉ぶってはいけないことである。これらの行動準則を守ることができ

なければ非公式組織に入ることができなかったとされている（進藤,1978,168頁）。

こうした非公式組織をあらわしたものが図2の下図である。図2の上図にもとづいてバンク

配線作業観察室での作業を概観しよう。この作業は、配線工（wiremen）がバンクに一定数の

巻き線作業を行い、その後にハンダ付工（soldermen）によって溶接作業が行われる。そのう

えで、検査工（inspectors）が検査作業を行うというものである（大橋・竹林,2008,78頁）19）。

作業単位は、巻き線作業が3人と溶接作業が1人であり、当該実験では3つの作業単位があっ
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図2 バンク配線作業観察室における2つの非公式組織

注）アルファベットはそれぞれ以下の意味を指す。Iは検査工、Wは配線工、S
はハンダ付工である。W2を囲む点線はクリークAに入ることができていな
いことを意味しており、W6を囲む実線はクリークBに入ろうとしているこ
とを意味する。

出所）RoethlisbergerandDickson（1939）のp.402のtableXXVおよびp.518の
figure45を参考に筆者作成。



た（RoethlisbergerandDickson,1939,p.402）。検査工I1は作業単位AとBとを担当し、

I3は作業単位BとCとを担当している。なお、下図では検査工I2とハンダ付工S3はそれぞ

れI3とS4へ変更されている20）。

この実験で特徴的なことは以下のとおりである。まず、W2とW6が非公式組織であるそれ

ぞれのクリークに入ることができていないということである。その理由は、両者が集団の基準

以上の能率を達成していたからである（進藤,1978,130頁）。これによって、彼らは仲間から

皮肉を込めたニックネームで呼ばれていた（進藤,1978,131頁）。他にも、W2は仕事はよく

できるものの単独的な行動を好み、W5は配置換えをよく訴えており、さらに上司への密告に

よって他の労働者に嫌われていた（進藤,1978,144頁）。また、W6はクリークBのリーダー

になろうとしていたが、皆に認められることがなかった（進藤,1978,146頁）。また、I3は他

者に尊大な姿勢を取り仲間のことを未熟とみる傾向がみられた（進藤,1978,148150頁）。

S2は人柄がよく仕事もできる人物であったが、ユーゴスラビア出身ということで英語での日

常会話がうまくできなったとされている（大橋・竹林,2008,79頁;進藤,1978,147頁）。

このように、人間関係論では仕事そのものや生産性よりも、社会的な側面が明らかになった。

例えば、継電器組立作業実験室では実験対象者が自身を特別な存在と思うことによって協力的

な態度があらわれたり、面接計画では、客観的事実だけでなく感情によって不満が生じている

ことが明らかになった。また、バンク配線作業観察室は非公式組織が集団の基準を形成し、そ

れが行動を制限していることが明らかになった。しかしながら、こうした人間関係論において

も労働者は自律性を十分に有しているとはいえない。なぜなら、人間関係論で実施された実験

のうち、実際の作業を対象とした継電器組立作業実験室とバンク配線作業観察室とでは、仕事

の遂行方法は定められており、後者では作業量も設定されていたからである。したがって、仕

事において自律性を発揮する余地が十分にあったとはいえない。

ただし、人間関係論から社会人モデルが提唱されることになる。社会人モデルとは、経済的

報酬よりも集団への帰属、仲間との友情、安定感といった社会的報酬を得ることによって人間

の行動は変わるという人間観である（狩俣,2001,28頁）。経済人モデルが経済的報酬にもと

づく人間観である一方で、社会人モデルは経済的報酬ではなく社会的報酬という視点が加わる

ことになった。こうした人間観のもとで、行動科学的アプローチが登場することになる。そこ

で、次節では行動科学的アプローチを振り返りながら自律性についてみていこう。

3 行動科学的アプローチ

第2節で示したとおり、奥林（1991）は労働の人間化に対する施策として行動科学を自律性

の研究に挙げている。なかでも赤岡（1989）と亀田（1978）は職務拡大と職務充実を挙げてい

る。これらはアメリカを中心に蓄積されてきた研究である。アメリカ経営学の展開を示してい

る伊藤（1973;1979）は、行動科学を論じるにあたりMaslow（1970）を最初に挙げている21）。
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さらに、McGregor（1960）のX理論とY理論を挙げた後に、Argyris（1957）とHerzberg

（1966）の研究を示している。そこで、これらの行動科学の研究を概観し、職務拡大と職務充

実とがどのような理論であるのかを自律性の観点から考察しよう。

行動科学で基本的な研究はMaslow（1970）である。彼は人間の欲求は5つの階層からなる

欲求階層説を提唱した。Goble（1970）によれば、Maslowの理論は、「人間は、人類に普遍で、

明らかに不変で、発生的あるいは本能的な起源をもつ無数の基本的欲求によって動機づけられ

ている」という特徴を有する（Goble,1970,邦訳 60頁）。したがって、Maslowの理論的特

質は、人間は、基本的欲求によって動機づけられて行動するという点に求めることができる22）。

その基本的欲求とは、以下の5つの欲求である。第1に生理的欲求、第2に安全の欲求、第3

に所属と愛の欲求、第4に承認の欲求、第5に自己実現の欲求である。生理的欲求から承認の

欲求までは外部から充足することが可能であるが、自己実現の欲求は充足することがない。な

ぜなら、自己実現の欲求は、「自分自身の発展や、たゆみない成長のために、自分自身の可能

性と潜在能力を頼みとする」という点において、他の欲求と異なる性質を有するからである

（Maslow,1970,邦訳 243頁）。それゆえ、人間は、「自分がなりうるものにならなければなら

ない。・・・自分自身の本性に忠実でなければならない」と志向し、「その人が潜在的にもっ

ているものを実現しよう」する（Maslow,1970,邦訳 72頁）。したがって、他の欲求は他者

に依存して充足されるのに対して、自己実現の欲求は自分自身が成長を求める限りにおいて、

その欲求が充足されることはないということになる。

この欲求階層説に依拠してMcGregor（1960）はX理論とY理論を示した。X理論は欲求

階層説における低次の欲求を、Y理論は高次の欲求を充足しようとする人間観である。彼の

主張は、組織と構成員とは相互依存関係にあり、組織が権限を一方的に行使するような命令と

統制にもとづいていては、組織は円滑に機能できなくなるというものである（McGregor,

1960,邦訳1737頁）。この命令と統制にもとづく人間観がX理論である（McGregor,1960,

邦訳3839頁）。他方で、彼は「企業側の欲求も従業員側の欲求も無視してはならない」とい

う統合の原則を示した（McGregor,1960,邦訳 59頁）。統合の原則は、組織がその繁栄の

ために構成員の個人的な目的を達成させるための条件を整えることを志向するものである

（McGregor,1960,邦訳 56頁）。すなわち、組織目的と個人目的を一致させようという考え

方である。こうした統合の原則にもとづく人間観がY理論である。そこで、以下ではX理論

とY理論をそれぞれみていこう。

X理論とは、人間は「仕事がきらいで」、「強制されたり、統制されたり、命令されたり、

処罰するぞとおどされたりしなければ、企業目標を達成するためにじゅうぶんな力を出さない」

という人間観にたつ（McGregor,1960,邦訳 38 39頁）。他方で、Y理論とは、人間は「仕

事で心身を使うのはごくあたりまえのことであり」、「外から統制したりおどかしたり」しな

くても「人は自分が身を委ねた目標のためにはムチ打って働くもの」という人間観にたつ
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（McGregor,1960,邦訳 54 55頁）。このように、Y理論はX理論よりも積極的な視点で人

間を捉えており、組織目的と個人目的は相反するものではなく、同時に達成することが可能で

あるという考え方に特徴がある。以上から、McGregor（1960）の研究は科学的管理法のよう

に人間が受動的な存在とみなしていないと考察できる。

このように人間を能動的な存在と捉える研究がArgyris（1957）である。Argyris（1957）は

人間のパーソナリティに視点を置き、人間は未成熟な状態から成熟した状態へ発達することを

示している（Argyris,1957,邦訳87 91頁）23）。それゆえ、人間は受動的な状態から能動的

な状態へと発達する存在に位置付けられている（Argyris,1957,邦訳92頁）。したがって、

組織は構成員に対して「受け身よりも積極的であり、依存よりも独立的に、短い展望よりも長

期の展望を持ち、・・・多くの能力を示すことを許す職務」を与えることで、構成員の能動的

なパーソナリティを獲得することが可能になる（Argyris,1957,邦訳92頁）。しかしながら、

個人の能動性を発揮する職務や環境は組織において必ずしも整備されているわけではない。

なぜなら、組織は課業の専門化、命令の連鎖、指揮・命令の一元化といった前提を有している

からである（Argyris,1957,邦訳94107頁）。すなわち、組織は組織目的のために組織の構

造を厳密に規定するという基本的性質がある（Argyris,1957,邦訳94頁）。したがって、人

間が有する成長への欲求と管理にもとづく組織目的とは対立することになる（伊藤,1973,13

頁）24）。

そこで、仕事の幅を広げることで協働作業への積極的な参加をうながすことが求められる

（伊藤,1973,13頁）。そのためには、関連し合う作業をまとまりのあるものにし、準備から片

づけまで職務の内容を拡大することが要請された（伊藤,1979,22頁）。これが職務拡大であ

る。すなわち、「仕事の流れにしたがって、従業員によって遂行される課業の数を増加」させ

ることである（Argyris,1957,邦訳265頁）。ただし、Argyris（1957）は職務拡大について

「十分に成熟した個人にとっては心理的に重要なものではない」と指摘する（Argyris,1957,

邦訳269頁）。彼によれば、「全人間的なパーソナリティのより多くのものを含んでいる能力と

いうのは、知る能力と感ずる能力」である（Argyris,1957,邦訳265頁）。この「知る能力と

感ずる能力を発揮するためには彼は自分でより大きな管理を加え、そして目標と方針と実際的

方法に関して決定することができるような仕事の環境が」求められる（Argyris,1957,邦訳

269270頁）。これらのことから、単に課業の数を増やすことは成熟した存在である人間にとっ

て不十分であると考察できる。ただし、職務拡大を行う場合と行わない場合とでは、前者の方

が人間のパーソナリティを発揮できるといえる。こうした職務拡大を、やや批判的に捉えてい

る研究がHerzberg（1966）である25）。そこで、次にHerzberg（1966）による動機づけ―衛生

理論から職務充実をみていこう。

Herzberg（1966）、ピッツバーグの約200人の技師と公認会計士に対して、「職務について

例外的に良く感じた時期」について質問し、「そのように感じた理由の探索」を行い、ついで
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「職務についての消極的感情に結果した事象系列」について質問を行った（Herzberg,1966,

邦訳8384頁）。その結果、前者の質問で得られた、達成、承認、仕事そのもの、責任、昇進

を、職務満足を生み出す動機づけ要因として示した（Herzberg,1966,邦訳85頁）。これらは

人間の動機づけの要因となることから、人間は、「課業よりくる成長」を追求するアブラハム的

性質とよばれる性質を有する存在であるとされる（Herzberg,1966,邦訳89頁）。また、後者

の質問で得られた、会社の政策と経営、監督、給与、対人関係、作業条件を、「職務不満をも

たらすだけで、積極的職務態度を招くような」要因ではない衛生要因として示した（Herzberg,

1966,邦訳85頁）。これらの要因から、人間は「環境よりくる痛み」を回避するアダム的性質

とよばれる性質を有する存在であるとされる（Herzberg,1966,邦訳89頁）。こうした結果か

ら、彼は動機づけ―衛生理論を示した。

ただし、動機づけ要因によって職務満足は生み出されるが、衛生要因を整備するだけでは構

成員の積極的な参加は期待できない（伊藤,1973,13頁）。そこでHerzberg（1966）は職務満

足を得るために、以下の 5つの要素が含まれるように職務を設計することを指摘している

（Herzberg,1966,邦訳199 201頁）26）。第1は達成機会である。人間は達成を通じて承認を

得ることができ、自分自身を信頼することができる。第2は職務の複雑性である。これによっ

て責任が増大し、職務間の関係を理解する機会が多くなる。第3に創造性の発揮である。与え

る職務に空白部分を残しておき、それを自身で考えて遂行することで成長が促される。第4に、

より高度な職務の割当である。これによって成功する機会を与えることができる。第5に内在

的魅力である。これによって興味をもって職務を遂行することができる。これら5つの要素は

動機づけ要因に関連するものである（Herzberg,1966,邦訳200頁）。このように、Herzberg

（1966）は構成員に動機づけ要因を与えるように職務を設計する必要があることを示した。こ

れを実現するものが職務充実である。職務充実の目的は、「従業員をただ単に動作づけるだけ

でなく、良い仕事業績へと動機づけるのを助けること」である（Herzberg,1976,邦訳143頁）。

こうした職務充実は作業方法や速度の決定など、仕事に関する参加意識の醸成をもたらすこと

ができる施策である（伊藤,1979,23頁）。

以上、行動科学を概観してきたが、こうした研究が示される前は、「できるだけ仕事を専門

化し単純化することを目指して」おり、「作業者の自主性を全く認めなかった」という特徴が

ある（伊藤,1979,23頁）。言い換えれば、行動科学の特徴は、可能な限り仕事の幅を横と縦

に広げ、構成員の自律性をいかすことにあると考察できる。その具体的な方法が職務拡大と職

務充実である。これを実施することで、例えば、CommissionoftheEuropeanCommunities

（1976）が労働の人間化に関して示しているように、心理的なストレスを避けることができ、

仕事の知識も広がることになる。すなわち、労働の人間化が目指すことの実現につながる。こ

れらは米国を中心に展開された理論であるが、その一方で欧州では社会－技術システム論が展

開されている。そこで、次節では社会－技術システム論を振り返りながら自律性についてみて
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いこう。

4 社会－技術システム論的アプローチ

社会－技術システム論的アプローチは行動科学的アプローチとともに、労働の人間化の施策

である（奥林,1991,237 256頁）。第二次大戦後の欧米では、労働者の欠勤、退職、ストラ

イキの急増などが社会問題となっていた（赤岡,1989,3頁）。そこで、1960年代から1970年

代にかけて各国は政府も含めて労働者の勤労意欲の向上と生産性の向上に関する施策に取り組

み始めた（赤岡,1989,35頁）。こうした背景のもと、イギリスでは、第二次大戦後にタヴィ

ストック人間関係研究所が社会－技術システム論を提唱した。この研究は3つの段階に大別さ

れる（赤岡,1978,206212頁）。

第1は1948年から1964年まで行われたグレーシャー・メタル社での研究である。同社は当

時としては近代的な設備を有したベアリング・メーカーであり、イギリスでも軽工業界の指導

者的専門会社であった（幸田,1991,81頁）。この研究では主に労働移動が研究の対象となり、

組織は労働市場という外部環境に適応するものという視点が示された（赤岡,1978,206 207

頁）。第2は自律的作業集団の発見である。イギリスの石炭産業は低生産性、生産コストの増

加、低い職務満足、欠勤や離職など多くの問題を抱えていた（亀田,1982,768頁）。後述する

が、これは採炭作業が従来の手作業方式にかわって機械化してしまったことに由来する。ただ

し、ダーハム（Durham）炭坑では機械化しながらも、手作業方式の特徴を残した作業編成が

行われていた（Tristetal.,1963,pp.4049）。これが自律的作業集団の発見につながる。第

3は産業民主化である。1960年代になると労使双方が経済的な成長の維持を求め、そのための

方策を探求し始めた（奥林,1991,40頁）。その方策の一つが産業民主化である。産業民主化

とは、「企業の中で資本家の代表者のみが企業の統治を決定するのは今日の民主主義の原則に

反するものであり、むしろ労働者の企業運営における発言力・影響力を強化していこう」とい

う考え方である（奥林,1991,41頁）。こうした議論は各国で「しばしば政治的色調をおびて

盛んに行われていた」（赤岡,1989,3頁）。このような背景のもとで、1960年代から1970年

代にノルウェーやスウェーデンでは政府の主導で自律的作業集団を導入されることになっていっ

た27）。以上のように社会－技術システム論を3つの段階に大別して概観してきたが、本稿は

特に労働者の自律性に着目した自律的作業団に視点を置いている。したがって、第2段階の自

律的作業集団を対象に考察を進めてこう。

まず、研究の背景である。イギリスの石炭産業は第二次大戦後の1946年に国有化されるこ

ととなった（亀田,1982,768頁）。当時は石油や原子力といった産業との競争があり、国有化

された石炭産業では生産性向上のために流れ作業原理にもとづく機械化がなされた（奥林,

1991,133 140頁）。しかしながら、石炭産業は機械化がなされても期待されていたほどの生

産性をあげることはできなかった。なぜなら、機械の能力以下の生産性、生産量の水増し、良
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好とはいえない労使関係、低い職務満足や欠勤などの問題が発生していたからである（奥林,

1991,140頁）。こうした問題があるなかで、イギリス政府はタヴィストック人間関係研究所

に炭坑現場の調査を依頼することになった。以下ではその概要を自律的作業集団の研究をまと

めている奥林（1991）と亀田（1982）から示そう。

機械化が行われる前の作業方法は手作業方式（handgotsystem）とよばれる（亀田,1982,

768頁）。手作業方式とは、約5メートルから10メートルの壁をつるはしと運搬車で採炭する

単純な作業方法である（亀田,1982,768 769頁）。この下では、核となる作業者2名と補助

作業者1名とのチームで採炭が進められた。さらに、このチームと現場監督者は受け持ちの壁

を契約するだけの関係であり、誰がどのように作業をするのかはチームにまかされていた（亀

田,1982,769頁）。したがって、手作業方式では、労働者が仕事の責任を負い、多様な仕事を

行うことから多能的に熟練が進み、その都度の判断は自身で行うという慣行が成立していた

（亀田,1982,769頁）。このことから、作業者はチームとして自律性を有しながら達成感を得

られる仕組みのもとで仕事を遂行していた（奥林,1991,140頁）。

他方で、機械化が行われた後の作業方法は機械式長壁方式（mechanizedlongwallmethod）

とよばれる（亀田,1982,769頁）。機械式長壁方式とは約160 180メートルの壁に対して

「一定の機械システム 電気式切炭機による切り出し、炭塊の破砕、コンベアによる運搬」

を用いて掘り進む大規模な作業方法である（亀田,1982,769頁）。この作業方法のもとでは、

40名が3交代で作業にあたった。40名の作業内訳は、石炭の切り取りが10名、石炭の片付け

が10名、コンベアでの運搬が20名である（奥林,1991,141頁）。この作業はチームというよ

りも、1人1職務の原則にもとづいて構成された。これによって労働者は標準作業量を低く設

定したり、個人的な行動による労働者間の対立が発生したりした（奥林,1991,141頁）28）。

こうした発見から、社会－技術システム論が提唱されることとなった。社会－技術システム

論とは、生産システムはサブシステムである技術システムと社会システムとが同時に最適化し

なければ機能しないという理論である（亀田,1982,770 771頁）。技術システムとは課業用

件、物理的なレイアウト、設備や機械などを指し、社会システムとは仕事を遂行する人々にお

ける関係を指す（亀田,1982,770 771頁）。先の石炭産業では、機械化にともない技術シス

テムに変化が起こった。しかしながら、社会－技術システム論にもとづけば、その技術システ

ムに適合する社会システムを構築しなければ生産システムは機能できないと考察できる。なぜ

なら、社会－技術システム論において、生産システムは技術システムのみで規定できないから

である29）。例えば、新しい設備や機械を導入したとしても、それに適合する人間関係が成立し

ていなければ生産性は向上しない。手作業方式は、つるはしや運搬車という単純な技術システ

ムを有しているからこそ、協力的な行動や態度が要請されるような社会システムを有していた

と考察できる。

こうした示唆を得た後、ダーハム炭坑では混成式短壁方式（compositeshortwalls）が発見
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された（亀田,1982,772頁）30）。混成式短壁方式は作業者が6名から15名であり、壁の長さ

は27メートルから55メートルと機械式長壁方式よりも人数が少なく壁の長さも短い（亀田,

1982,772頁）。しかしながら、当該方式は手作業方式の特徴に類似する特徴を有した作業方

法である。その特徴とは、責任意識が高く、仕事に多様性があり、シフトやローテーションの

決定を自身らで行うというものである（亀田,1982,772頁）。これによって相互に援助し合う

ようになり、自律性のある自己調整的な集団が形成された（奥林,1991,142頁）。こうした集

団の形成により作業の進行が滞ることがなくなり、より能率的な作業の遂行につながることに

なった（奥林,1991,142頁）。例えば、この混成式短壁方式は機械式長壁方式と比較して生産

性は20％向上し、欠勤率は20％から8.2％に減少したとされている（奥林,1991,142頁）。

以上のタヴィストック人間関係研究所による一連の調査によって労働の人間化の施策として

自律的作業集団が提唱された。Taylor（1911）の科学的管理法にもあてはまるが、機械式長壁

方式での作業組織は1人1職務の原則が貫かれていたことが指摘できる。したがって、労働者

は定められた手順にしたがって仕事を遂行し、それにもとづいて賃金を得るという前提がある。

しかしながら、人間関係論や行動科学が明らかにしたように、人間は必ずしも経済的報酬にだ

け反応する存在ではなく、単調な仕事を望んでいるとも限らない。したがって、先に示したよ

うに、仕事の遂行において自律性をいかす必要がある。その方法が自律的作業集団である。こ

のように考察すると、自律的作業集団は自律性という点で職務拡大と職務拡充とに類似するよ

うにみえる。しかしながら、両者の違いは、グループに対して仕事が与えられているという点

である。すなわち、自律的作業集団では1チーム1職務の原則が適用されている（奥林,1991,

284頁;赤岡,1989,258259頁）。これによって、自律的作業集団は職務への統制権限を拡大

することにつながった（奥林,1991,284頁）。したがって、労働者は仕事に責任を持ち、多様

な仕事に熟練しているので援助し合うことができ、作業方法を自身で決定することができる。

それゆえ、自律的作業集団は仕事における意思決定の権限を与えることに成功した（赤岡,

1989,5頁）。

5 自律性と組織市民行動における裁量性

ここまで労働の人間化の施策である自律性の研究として職務拡大、職務充実、自律的作業集

団を考察してきた。しかしながら、自律性の定義は様々な論者によって多様に行われており、

また社会－技術システム論における自律性の概念は曖昧なままで統一的な見解が得られていな

い（杉浦,2002,130 131頁）。そこで、作業集団の自律性の尺度を示したGulowsen（1972）

と職務拡大、職務充実、自律的作業集団の理論から自律性を位置づけよう。そのうえで、組織

市民行動における裁量性を考察し、両者の違いを導出する。

Gulowsen（1972）によれば、自律性は以下の尺度で測定できる（Gulowsen,1972,邦訳189

192頁）。第1に何を生産するのかという質的側面と生産量、賃金、賞罰などの量的側面に関
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する目標設定に対してどれほど影響力を持つかということである。第2に作業をする場所や時

間、職務以外の活動に関して統制できる程度である。第3に生産方法の選択に関連する決定を

行える程度である。第4に集団内での仕事の配分を行える程度である。第5に集団が自らのリー

ダーを選択できる程度である。第6にリーダーが必要か否か、誰をリーダーにすべきかを決定

する程度である。第7にメンバー自身がどのように作業方法を決定するかということである。

これらに共通することは、自律性は職務に関してどれだけ影響力を持ち、それを決定できるの

かということである。

こうした自律性は、職務拡大、職務充実、自律的作業集団に共通するものである。なぜなら、

職務拡大と職務充実の主な主張は職務をまとまりあるものにし、作業の決定に参加させており、

また自律的作業集団はグループに対して職務が課され、その意思決定の権限を与えるものだか

らである。これらの研究での自律性はあくまで職務を念頭に置いており、そのなかで意思決定

するという特徴がある。それゆえ、自律性は行動の決定が与えられた職務の範囲内ということ

になる。これに対し、組織市民行動の裁量性はどのような特徴を有しているだろうか。

Organetal.（2006）は裁量性に関して次のように述べている。すなわち、組織市民行動に

おいて「自由裁量的ということは、特定状況におけるその特定行動は職務記述上の絶対要件で

はないことを意味している。（すなわち、その特定行動は個人が組織と結ぶ雇用契約の中で、

文字ないし明記可能な手段で表記されるものではない。）むしろ、その行動は彼（女）がその

行動を選択せずとも罰せられることがないという点で、ある程度は個人の選択下にあるもの」

である（Organetal.,2006,邦訳9頁）31）。このことから、裁量性に関して次の2つの要件を

示すことができる。

第1に組織市民行動は職務において絶対要件ではないということである。それゆえ、「授業

の準備、授業、研究や執筆を行う大学教授は、当人がいかに優れた教育や研究をしているかを

他者から評価されたとしても、我々の説明ではOCBに従事しているとはいえない」（Organ

etal.,2006,邦訳9頁）32）。なぜなら、優れた教育や研究は「雇用組織との契約上の義務に携

わっている」からである（Organetal.,2006,邦訳9頁）。すなわち、職務である教育や研究

をどれだけ十分に行ったとしても、それは組織市民行動ではないと考察できる。言い換えれば、

契約の下で与えられた職務ではないことを遂行することが組織市民行動となる。

第2にその行動は個人の選択に委ねられ、処罰されることはないということである。例えば、

百貨店の「販売員の中には、その最低限の目標を達成するだけしか努力しない者もいるだろう」

が、「取引が無事に終わった『後』で自分の義務以外で顧客を支援する」ことは組織市民行動

になる（Organetal.,2006,邦訳9 10頁）。他方で、「標準的な水準を超えた売上に対して

より高賃金が支払われる契約になっているならば、我々は、この種の自由裁量的な行動の次元

を称賛に値するとか立派だとは思ったとしても、OCBとは見なさないだろう」（Organetal.,

2006,邦訳10頁）。このことから、構成員は与えられた職務ではない組織市民行動を遂行する
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か否かを選択することができ、組織市民行動は選択したとしても処罰の対象にはならない行動

と考察できる。

上記の考察から契約として与えられていない職務を遂行することが組織市民行動ということ

になる。それでは具体的にどのような行動が組織市民行動とされているのだろうか。組織市民

行動の次元は、Lepineetal.（2002）によれば40種類にわたるとされている。また、Dakeset

al.（2013）によれば、35種類にわたるとされている。このように、次元が多岐に広がってしまっ

ているためか、Organetal.（2006）はAppendixにおいて先行研究の次元を整理し、以下の

7つに分類している（Organetal.,2006,pp.297 311）。第1は特定の他者を助ける援助

（helping）である。第2は不平や不満を言わないというスポーツマンシップである。第3は組

織に留まって外部の脅威や他者から組織を守る組織忠誠心（organizationalloyalty）である。

第4は組織の指示や命令に従い、それを順守する気持ちをもつ組織従順性（organizational

compliance）である。第5は問題解決や問題回避のために役割を越えて行動する個人自発性

（individualinitiative）である。第6は組織の政策に関与意識をもって行動する市民道徳であ

る。第7は自身の知識、技術、能力を向上させる自己開発（self-development）である。援助

と個人自発性は当人の役割を超えるという面で裁量性を有しているが他の次元はそうだろうか。

例えば、組織従順性や組織忠誠心は与えられた職務を可能な限り遂行しようとして、契約の下

で生起する可能性がある。すなわち、定義では契約として与えられていない職務を遂行するこ

とが組織市民行動となるが、行動の次元になるとその整合性が必ずしも保たれておらず、本稿

が整理した自律性が含まれていると考察できる。

この点について初期の研究を振り返ってみよう。、Smithetal.（1983）の研究では利他主義

と一般従順性（generalizedcompliance）という次元が明らかになっている。前者は特定の他者

への援助であり、後者は個々人に課せられた仕事や制約に対して従順に従うというものである。

すなわち、組織市民行動は他者と組織とへの貢献行動であると大別できる。また、Williamson

andAnderson（1991）は組織市民行動を対個人へのOCBI（OrganizationalCitizenshipBe-

haviorforIndividual）と対組織への OCBO（OrganizationalCitizenshipBehaviorfor

Organization）に大別している。

これらの研究から組市民行動を簡便にとらえるならば、当該行動は次の2つに大別すること

ができる。第1は契約として与えられた職務の枠にとどまらず職務を遂行するということであ

る。すなわち、裁量性をともなう行動である。通常、一人ひとりの職務の範囲は必ずしも明確

ではない。さらに、仕事を進めていくと、イレギュラーな事態に直面することもある。例えば、

仕事の進め方がわからない構成員に対しての援助、急な病欠者のための仕事の交代、仕事に関

する悩み事の相談などが挙げられる。第2は契約として与えられた職務を可能な限り遂行する

ということである。すなわち、自律性をともなう行動である。構成員には要請された職務を確

実に遂行することが求められる。例えば、納期や約束をきちんと守り、仕事で手を抜かず、不
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必要な休憩をとらないといった行動が挙げられる。このように組織市民行動をとらえると、先

の定義の整合性をとることができる。これらから、経営学における自律性の研究は職務を念頭

に置いている一方で、組織市民行動における裁量性は契約の下で与えられた職務のみならず、

それを超えた領域をも分析の対象にしていると考察できる。

6 おわりに

本稿は、組織市民行動における裁量性を理論的に検討するために、経営学の自律性の研究を

振り返りながら考察を進めてきた。経営学において自律性は労働の人間化の施策として研究が

蓄積され、それは行動科学的アプローチと社会－技術システム論的アプローチとに大別される。

両アプローチともに共通することは、職務を遂行するうえで作業方法や作業量などに関してど

れだけ意思決定できるかということである。本稿はそこに自律性を見出した。その一方で、組

織市民行動における裁量性は定義上、契約の下で与えられていない職務を遂行するという行動

である。ただし、次元をみてみると必ずしもそうではなく、契約の下で与えられた職務をどれ

だけ遂行するのかということも組織市民行動になる。このようにして考察すると、以下の2つ

の示唆が得られる。第1に組織市民行動は職務をどれだけ遂行するかという構成員の自律性を

も分析の対象にしていることである。第2に組織市民行動はこれまで経営学における自律性の

研究が明確に対象にしていなかった職務の枠にとらわれない行動を分析の対象にしていること

である。ここに、組織市民行動という研究領域の意義を見出すことが出来る。

また、本稿の限界は以下のとおりである。まず、杉原（2002）も指摘するように、自律性の

定義や概念は多様である。そこで、労働の人間化の施策としての自律性を対象に研究を振り返っ

たが、他の自律性の研究に関する考察が不十分である。次に、契約の下での職務に関する議論

である。職務は職務記述書や契約書といった明示可能な文書によって決定される。しかしなが

ら、組織と個人の双方がどこまでを職務ととらえるのか、とらえないのかはある程度は不明確

である。したがって、視点によっては当該行動が組織市民行動とみなされない可能性がある。

本稿はこうした考察が必ずしも十分ではない。最後に、本稿は理論研究を行ったが、これをふ

まえた事例研究および実証研究が必要である。以上の限界を今後の研究課題としたい。

注

1）本稿は宮辻（2017b）にもとづき宮辻（2017a）の一部を加筆、修正したものである。

2）なかでも上田（2017）はOrganetal.（2006）にもとづいて、組織市民行動に関する実証研究の多く

の割合が先行要因の特定に傾斜していることを指摘している（上田,2017,41頁）。

3）Hamel（2009）はアメリカの非営利団体であるマネジメント・ラボで行われたカンファレンスにもと

づいて、今後のマネジメントに要請される25の課題をまとめている。なお、カンファレンスの参加者

は、H・ミンツバーグ（Mintzberg,H.）、C・K・プラハラッド（Prahalad,C.K.）、P・K・センゲ

（Senge,P.M）、H・R・バリアン（Varian,H.R.）などの著名な研究者、革新的とされている企業の
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CEOおよびコンサルタントなど、計35名である。

4）Hamel（2009）は、標準化、専門分化、階層性、コントロールなどを土台としたパラダイムをマネジ

メント1.0としている。このパラダイムは、Taylor（1911）、Fayol（1916）、Brown（1947）、Merton

（1949）などの古典的な研究があてはまる。

5）組織市民行動は次のように定義される。すなわち、「自由裁量的で、公式的な報酬体系では直接的な

いし明示的には認識されないものであるが、それが集積することで組織の効率的および有効的機能を促

進する個人的行動」である（Organetal.,2006,邦訳4頁）

6）奥林（1991）はCommissionoftheEuropeanCommunities（1976）にもとづきながら労働の人間化

を「労働者の人間的欲求を充足するあらゆる活動であり、社会の進歩に逆行するような生活諸条件や作

業環境をなくそうとする運動」と定義している（奥林,1991,2頁）。ただし、彼は、研究者や研究機関

によって当該概念のとらえ方が様々であることから統一的な概念の確立は困難としている（奥林,1991,

23頁）

7）奥林（1991）は行動科学に関連する理論を組織行動論的アプローチとしているが、その内容は行動科

学に依拠しているので、本研究では行動科学的アプローチと表記する。

8）Taylor（1911）は怠業をなくすことができれば、労働者と機械の出来高を2倍にすることができると

指摘している（Taylor,1911,230231頁）。

9）科学的管理法における職長は8つある（Taylor,1911,邦訳122125頁）。大きくは、計画を実行に

移す機能と計画部の機能とに大別され、それぞれ4つの職長が配置された。前者の職長は、準備係、速

度係、検査係、修繕係である。後者の職長は、仕事の順序および手順係、指導票係、時間および原価係、

工場訓練係である。

10）後に、科学的管理法はヘンリー・フォードによって実践的かつ具体的に高度化されることになった

（岸田・田中,2009,23頁）。その例として、端的には、経営理念であるフォーディズムと大量生産シス

テムであるフォード・システムが挙げられる（岸田・田中,2009,2327頁）。

11）大橋・竹林（2008）によれば、継電器組立作業実験室の前に照明の光度と能率との関係を明らかにし

ようとした照明実験が行われている（大橋・竹林,2008,812頁）。ただし、彼らによれば、当該実験

はホーソン実験に含まれないこともある（大橋・竹林,2008,3頁）。

12）また、当該実験ではドリンクとサンドイッチ、フルーツといったランチを与えることもあった（進藤,

1978,24頁）。

13）この作業の担当は女性である（進藤,1978,17頁）。

14）進藤（1978）が示す第3図をみても生産高は上昇傾向にある（進藤,1978,27頁）。さらに彼は「一

般に生産高は上昇のトレンドを示している」と述べている（進藤,1978,32頁）。

15）さらに、大橋・竹林（2008）によれば、この実験では作業量増加が至上命令になっており、調査メン

バーは実験対象者たちに作業量の増加を期待していることをはっきりと伝えていたとされている（大橋・

竹林,2008,27頁）。

16）社会的な統制とは、皮肉やどつき、あざけり、生産高の制限などであり、行動準則を守らせる圧力と

して機能していた（進藤,1978,168頁）。

17）例えば、集団の基準以上の能率を達成する者に対して、「ちび（Shrimps）」、「一寸法師（Runt）」、

「仕事の奴隷（Slave）」、「スピード王（SpeedKing）」といったニックネームが皮肉をこめて用いられ

ていた（進藤,1978,131頁）。

18）進藤（1978）によれば、非公式組織とは「組織の成員間に存在する実際の私的な相互関係」である

（進藤,1978,161頁）。
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19）RoethlisbergerandDickson（1939）は、配線工をW、ハンダ付工をS、検査工をIと表記している。

また、大橋・竹林（2008）と進藤（1978）も同様である。したがって、本研究もそれに従うことにする。

20）橋・竹林（2008）によれば、この変更の理由は当人の病気によるものであり、実験開始の比較的初期

に行われた（大橋・竹林,2008,79頁）。

21）田尾（1999）も、「組織における人的資源を重視する立場は、…多分にマズローに影響されていると

いってもいい過ぎではない」と述べている（田尾,1999,53頁）。

22）しかしながら、Maslow（1970）は、基本的欲求によってすべての行動が説明できるとは述べていない。

人間の行動は、基本的欲求とは関係のない外的刺激やパーソナリティを反映した表出行動によっても決

定される（Maslow,1970,邦訳 8586頁）。

23）Argyris（1957）は未成熟な状態を幼児に、成熟した状態を成人に例えている（Argyris,1957,88

89頁）。

24）Argyris（1957）の副題は「システムと個人との葛藤（TheConflictBetweenSystemandtheIndi-

vidual）」である。このタイトルからも、彼が組織と個人とは対立することを前提にしていることがわ

かる。

25）Herzberg（1966）は職務拡大のうち、「断片的活動を職務につけ加える」ことが無意味であり、「意味

を持った職務」を設計する必要性を指摘している（Herzberg,1966,邦訳199頁）。さらに、「職務拡大

は職務を構造的に広げるにすぎない」とも述べている（Herzberg,1976,邦訳176頁）。

26）この時点では、まだ職務拡充という用語は使われていない。職務充実という用語が示された研究は

Herzberg（1976）である。ただし、職務充実は職務満足を高める施策であることから、Herzberg（1966）

が示したこれらの要素は職務充実の基礎にあるといえる。

27）例えば、スウェーデンの国営企業であるスウェーデン・タバコ社のアルヴィカ・タバコ工場やボルボ

社のカルマル工場で自律的作業集団が導入された（赤岡,1989,94135頁）。

28）標準作業量が低く設定される理由は科学的管理法で明らかになった組織的怠業に由来し、労働者間の

対立はホーソン実験で明らかになった非公式組織におけるペナルティーと考察することが可能である。

29）このように社会システムの重要性が指摘される一方で、Herzberg（1976）は社会システムに関して批

判的である。彼は社会-技術システム論により「課業の多様性が増し」、「個人的価値と達成の感覚を引

き出すことが」できると評価している（Herzberg,1976,邦訳164頁）。ただし、彼は社会システムに

おいて「権力の集中から政治構造が生まれるということになりやすく」、それは「個人にとっても組織

にとっても望ましくない」と述べる（Herzberg,1976,邦訳165166頁）。それゆえ、個人が「有効的

に機能しようとすれば、集団課程に適応しなければならず」、そうした場合には「貴重な個人的才能が

浪費される」可能性を指摘している（Herzberg,1976,邦訳166頁）。彼は、個人がいわば組織に迎合

することによって当人が本来有している能力を発揮できない可能性を指摘しているといえる。

30）混成式短壁方式は、「炭層の相違， 人件費， 機械化の遅れといった様々な問題から厳密な3交替24

時間作業が困難な鉱区で自然発生的に生じた」とされている（石井,1982,114頁）。

31）上田訳は・discretion・を自由裁量と訳出している。

32）OCBとは組織市民行動（OrganizationalCitizenshipBehavior）を意味している。
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A Theoretical Study on Discretion of

Organizational Citizenship Behavior

Wataru Miyatsuji

Summary

The purpose of the research in this paper is to theoretically examine the nature

of discretion in organizational citizenship behavior. It does so to clarify the area

of analysis of organizational citizenship behavior and deduce the relationship

between autonomy in business administration and discretion in organizational

citizenship behavior. By definition, discretion in organizational citizenship beha-

vior is an act of performing a duty not prescribed by contract. However, when

one looks at its dimensions, this is not always the case; thus, the extent to which

a given duty is performed under contract is also considered organizational citi-

zenship behavior. Based on this examination, this paper obtains two insights.

First, the extent to which a duty is performed―reflecting the autonomy of the

organizational members―is also subject to the analysis of organizational citizen-

ship behavior. Second, organizational citizenship behavior analyzes behaviors

relating to the framework of duties that have not been addressed in the studies

on autonomy in business administration.
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