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講義概要
この科目は、社会経営における人びとの「社会的協力」の在り方についての原理と、現実における有効性について
考察することを目指している。近代になって、社会的協力の在り方が大転換したといわれている。それは、市場モデ
ルや政府モデルなどの近代的な協力の在り方について、これだけ広範囲にわたり、かつ深く浸透した理由が存在
するからであり、また同時に、これらの社会的な協力の在り方が、近代になってしばしば限界を見せるようになりつつ
あるからである。なぜ今日の社会的協力が大規模に生成し、そして限界を見せるようになったのかについて、この講
義のなかで、具体的な事例を見ながら理解を深めていく。

授業の目標
近代的協力にはいくつかの類型タイプが存在するという認識を確認したい。それぞれの特徴を把握して、タイプ別
の限界を知ることが重要である。そのためには、近代において社会的協力がどのようにして生成してきたのか、とい
うことを理解することが必要である。交換タイプ、支配タイプ、互酬タイプなどの協力類型が、どのような特徴を持って
いて、どのようなところに適しているのか、ということを最終的には理解することが大切である。

履修上の留意点
（１）この科目は、「社会経済組織論」の後継科目であるが、現代の課題に適合するために、その後の理論を加え
て、大幅な修正を行なっている。この中核とするところを重点的に観てほしい。（２）現代の協力組織の持っている問
題点を解明し、問題となっている事例や理論的論点になどにも新たな説明を行なう必要があった。これらの現代的
な問題点の理解を進めていただきたい。（３）近代社会が陥った組織形成上の隘路について、社会的協力という新
たな視点から考察を加えた。わたしたちの生きている現代社会の問題点について、協力という点から、考察を深め
ていただきたい。
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協力という活動は、いかにして形成され、どのようなところで
限界を示すのだろうか。本章では、協力活動の典型例を示
して、協力活動の特性を明らかにする。人間の活動には一
人で行う活動もあるが、家庭の仕事、職場の労働、公共の
職務、地域の活動など、ほとんどの活動で他者と力を合わ 坂井 素思
坂井 素思
社会的協力とはどの せて行っている。複数の人びとが集団に参加して、そこで
（放送大学教 （放送大学教
1 ような活動だろうか
内外の人間関係を結んでいくという、協力的な人間関係の 授）
授）
在り方を考えたい。
【キーワード】
協力活動、複数性、参加性、介在性、中間構成、メンバー
シップ
社会で見られる協力活動には、集団の特性に合わせて複
数の類型が存在することが知られている。この多様な人びと
が協力活動へ参加していく場合に、どのようなパターンを見
坂井 素思
坂井 素思
協力にはどのような せるのだろうか。交換タイプ、支配タイプ、互酬タイプなどの
（放送大学教 （放送大学教
2 類型があるのだろうか
特性を比較していく。
授）
授）
【キーワード】
協力活動タイプ、交換型、支配型、互酬型
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古典的な協力関係のなかでも、市場型の組織タイプと政府
型の組織タイプが、典型として、協力タイプの中で君臨して
来た。この章では、なぜフォーマル化（公式化）という近代
協力関係のフォーマ 社会特有の動きが生じたのかについて、考察することにす 坂井 素思
坂井 素思
（放送大学教 （放送大学教
3 ル化とインフォーマル る。
化
授）
授）
【キーワード】
公式化、非公式化、ルール、近代化、標準化、動機付け、
科学技術
協力活動の一つの典型例として、交換モデルが存在する。
二人のAとBとの間で交換行為が行われることで、結果とし
て双方に有利な状況が現れる場合がある。それぞれに自
己利益が生ずることで、相互の交換行為が行われ、そこに
協力の交換モデルと 双方の協力活動が成立すると考えられる。ここでの個人利 坂井 素思
坂井 素思
4 「囚人のジレンマ」問 益、集団利益、社会利益として現れる、協力の交換モデル （放送大学教 （放送大学教
題
授）
授）
の可能性について、この章で考察したい。
【キーワード】
交換、贈与、互酬、自給自足、自己利益、集団利益、囚人
のジレンマ、コミットメント、社会的交換
近代的な協力関係には、「交換モデル」と「支配モデル」と
が存在するが、この章では組織の中核をなす後者をみるこ
とにする。近代組織では、ルールを定め、それに則って組
織化が進められるという「公式化」が進んだが、この過程でヒ
坂井 素思
坂井 素思
近代的な協力と支配 エラルヒー組織による縦関係の協力モデルが必要とされ
（放送大学教
（放送大学教
5
た。この章では、このような近代的な協力の支配モデルをみ
モデル
授）
授）
ていくことにする。
【キーワード】
ヒエラルヒー、支配、服従、統制、集権、合法的支配、官僚
制、専門性、分業、弱い権力
「市場と政府」の両輪関係は、協力関係の近代モデルの典
型であり、これらの近代的な公式組織に、人びとの協力関
係が大量に引き寄せられてしまったのである。ところが、実
際には、このような公式組織によって生み出すことができな
い、それとは異なる潜在的な力が、社会の協力関係にはま
だまだたくさん存在していることが知られている。影響力に
坂井 素思
坂井 素思
注目したいのは、人を動かし他者を「協力」に導くために
影響力と協力の互酬
6 モデル
は、単に交換や支配などの公式的な方式だけでは十分で （放送大学教 （放送大学教
授）
はなく、影響力などの潜在的な力を必要としているということ 授）
があるからである。社会的協力を潜在的に支持する力に
は、どのような特性があるのかについて、この章で検討した
い。
【キーワード】
影響力、権威、信頼、ハロー効果、期待
近代の協力モデルの特徴の一つは、大規模化を目指した
点にある。自動車産業や鉄鋼産業などの「大量生産」方式
による工場体制は、物的な生産においてはもちろんのこと
であるが、人びとの協力関係を結合させる点でも、大規模
化の仕組みを編み出していて、一つの頂点を示すもので 坂井 素思
坂井 素思
近代的協力モデルと
7 大規模化組織の発展 あった。なぜこれほど大量の協力関係を結集させることが可 （放送大学教 （放送大学教
能になったのであろうかという点をこの章で考察する。社会 授）
授）
的協力関係の「規模の問題」を考えていくことにする。
【キーワード】
規模の経済、範囲の経済、互換性、組立ライン、テイラー主
義、大量生産、企業結合
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大規模化を目指した近代組織には、協力の形態としていく
つかの限界のあることが、その最も中核にあるところから明
らかになった。大量生産方式による経済原理と支配原理と
で成立させられてきた、近代協力モデルの原理原則だけで
は、協力組織はうまく働かない現象が現われてきており、効
坂井 素思
坂井 素思
近代的協力組織の限 力には限界の生ずることがわかってきた。協力組織ではそ
（放送大学教
（放送大学教
8
の協力に至るまでに多様な要素が作用し、これらの間にあ
界とジレンマ
授）
る隠れた潜在力の働きを見逃すことができないことが認識さ 授）
れたのである。
【キーワード】
ホーソン実験、官僚主義化、動機付け、ルーティン化、オル
ソンのパラドックス、組織の硬直性、組織の柔軟性

9

エージェンシー化と
協力活動

エージェンシー（活動主体あるいは代理人）が協力組織に
おいて問題になるのは、個人の内部で能動的（あるいは受
動的）な部分が発生し、これが個人の外部の他者と結び付
くときである。個人と協力組織とがいかに結び付くかという視
点が重要であるが、エージェンシーという問題を考える視点 坂井 素思
坂井 素思
からさらに深く追究する必要がある。なぜ組織の中にエー （放送大学教 （放送大学教
ジェンシーという考え方が現れるのかをこの章でみていきた 授）
授）
い。
【キーワード】
エージェンシー、組織人格、個人人格、能動性、代理性、
依頼人、代理人、契約

現代において、なぜ協力活動が多様な形態を取らなけれ
ばならないのかということが、本章のテーマである。他者との
協力関係を結ぶ中で、双方にとって単一の共通目的を追
求するのが協働組織の本質である、と考えられてきた近代
組織のあり方に対して、次第に組織の目的や協力関係など
において、組織における協力の多様化、すなわち組織目的 坂井 素思
坂井 素思
協力の多様性問題と の「多様化」、手段の「多義化」、役割の「多機能化」などと
（放送大学教 （放送大学教
10 「組織立った複雑性」
いうまとまりの無さという問題が生ずるようになった。この章 授）
授）
では、なぜ協力の「多様性」問題が生じたのかについて考
えたい。
【キーワード】
多様性、曖昧さ、ゴミ箱理論、弱い連結、分解可能性、混合
作用、複雑なプール、組織立った複雑性
現代の協力組織を考えるときに一つの焦点になっているの
がフラット化という現象である。近代組織では、基本的には
ピラミッド型の縦構造を示してきており、これが企業組織の
特徴であった。それが1970年代後半以降、大規模組織の
ピラミッド型が平準化し、均等化するという現象が起こってき
坂井 素思
坂井 素思
ダウンサイジングと協 ており、組織の協力関係にも影を落としてきている。問題
11 力
は、このようなフラット化が組織に関わる人びとの協力関係 （放送大学教 （放送大学教
授）
に対して、どのような影響を与えているのか、ということであ 授）
る。
【キーワード】
フラット化、アウトソーシング、オープンソース、サプライ
チェーン、共同作業、標準化、ダウンサイジング

リーダーシップの協

12 力関係と「信頼」

リーダーシップの存在が協力関係に及ぼす作用について、
この章で考えていきたい。とくに、集団内での不信関係を避
け、リーダーシップの正当なあり方を導くには、どのような信
頼関係を導かなければならないのか、という点について重
坂井 素思
点的に考えてみたい。リーダーがメンバーの信頼を獲得し、 坂井 素思
（放送大学教
（放送大学教
集団をうまく率いていくためには、どのようなことを考える必
授）
授）
要があるのだろうか。
【キーワード】
個人信頼、 専門的信頼、 構造的信頼、 企業家機能、リー
ダーシップ、 不確実性、リスク、革新、新結合
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家族・コミュニティなどの社会経済組織が、構成員の間で、
どのような協力関係を取り結ぶのかについて、この章では
考える。なぜ人びとは社会のなかでこのようなインフォーマ
ルな集団を形成するのだろうか。家族の形成する「プーリン
社会関係資本とイン グ」や、地域で組織化される「社会関係資本」の考え方を見 坂井 素思
坂井 素思
13 フォーマルな協力関 るなかで、人びとの間に生成される社会的な協力関係の役 （放送大学教 （放送大学教
係
授）
授）
割を考察したい。
【キーワード】
埋め込み、家族、コミュニティ、プーリング、ソーシャル・キャ
ピタル、ネットワーク、互酬性

14 支援とケア的協力

現代の協力活動の典型のひとつとして、支援活動がある。
支援とは、協力や協調、それ以外にもあらゆる利他的な行
動の基盤となるプロセスであると言われており、このプロセス
の中で、支援は、活動主体の活動をサポートする活動とし
て現れる。つまり、支援活動では、活動主体の持っている潜
坂井 素思
坂井 素思
在的な活動の可能性を知るプロセスが重要になる。このよう
（放送大学教 （放送大学教
な支援活動の性質は、人間の協力活動のひとつの重要な
授）
授）
要素であると考えることができる。この章では、このような支
援活動と社会的協力との関係をみていく。
【キーワード】
支援、ケア・サービス、世話、配慮、標準化、単一性

人びとの社会的協力を結集するという企てが、近代におけ
る絶頂とその行き詰りを示し、一つの転換期を迎えたのは、
20世紀前半の米国大量生産期後であった。いくたびかに
わたって協力組織の中で反省が行われてきており、社会的
協力の転換が続いてきている。どこが、なぜおかしくなって
しまったのかが、近代以降の協力組織における枢要な問題
ミンツバーグ問題と協 となっている。ここできわめて重要なのは、単に企業組織の 坂井 素思
坂井 素思
15 力のコンフィギュレー みの問題でなく、官僚制や非営利団体、さらに家族・コミュ （放送大学教 （放送大学教
ニティを含む、 マネジメントを現場で実際に行っている人び 授）
ション
授）
とも含まれているという点であり、社会における人びとの協
力結集にはマネジャーなどの中間的な力というものを必須
としているということである。
【キーワード】
マネジャー、ミドル・マネジメント、トップ、ボトム、リエゾン機
能、コンフィギュレーション、社会の全体的構成

