
社会システムと
意志決定

第9回
第一次集団の仕組み

小山友介



コヤマの説明の前に・・・

授業の満足度調査に答えてください

名前を書く必要はありません

成績にも影響しません

ちなみに，コヤマの給料にも関係ないようです



学期末レポートの課題

本をまとめる，自分の意見をまとめる，をやったので
最後は論争の整理を課題にします

中公新書ラクレ：
『論争・中流崩壊』，『論争・学力崩壊』
から1冊選び，2本以上の論文の主張をまとめ，
自分の意見を述べてください

「何を選んだか」も評価対象です

おすすめ論文を知りたいヒトは僕のHPを参照のこと



レポートの書式・提出方法

A4で2枚以上
1枚目：2論文の要旨をまとめる
それぞれＡ４半分程度で

タイトルの後，内容の要点を箇条書き

2枚目以降：レポート作成者の意見
次の2点は必ず書くこと：
なぜ2論文を選んだかの理由
それぞれへの評価（肯定的なのか，否定的なのか）

手渡しかメールで提出

手渡しは最終講義まで，メールは8月1日まで



注意

くれぐれも，「改行間隔を拡げる」ような姑息なことを
しないように！！

それなら，出すな！

何度も言いますが，選択科目なんですから，無理して単
位取らなくていいです

単位認定基準は以前言ったとおりにします

以下の基準をクリアーしてるヒトは，単位はあります

講義の過半数に出席した

今までのレポートを全部出した



今回の説明の概要

テキストの戦略
1. 企業内の小集団を例として・・・

2. 第一次集団の仕組みの一般的な説明を試みる

・・・個人的にはうまくいってると思えない（－－；

なぜなら：
1. 企業内小集団の性質（特に，ホーソン実験の結果）

2. 小集団一般の性質

が混在していて，めちゃめちゃわかりにくい．

※まぁ，そういう構成と言うことを理解してください．



今日の内容

用語の定義

第一次集団

システム

テイラー主義とホーソン実験

テイラー主義の説明をちょっと詳しくやります

ＰＭ学科だと知ってて損はありません

個人の行動とシステム

対外システム

対内システム



定義



集団の定義

二人以上で，以下の性質を満たす人の集まり

人々の間で持続的に相互作用

規範の形成

共通目標，目標達成のための協力関係

地位，役割の分化，全体の統合

外部との境界が意識

「われわれ」感情や集団への愛着が存在



第一次集団（小集団）

以下の性質を満たす集団

少人数

個別に識別しあっている（名前と顔が一致）

親密な関係にある



システム

定義（既出ですが・・・）

複数の構成要素が関係して，全体で一つの働き
をする要素の集まり

特徴：

内部と外部を持つ（入れ子構造）

内部：構成要素間の相互作用

システムＡ

システムＢ

システムＣ

システムＢ’

システムＣ’



システムの機能と構成要素

頭

腕

胴体

脚

ヒトが
蹴る

右を向いている

右腕：脚に沿って伸び
左腕：腰のところ

左に約30°傾斜

左足：垂直（体躯を支える）
右足：上方45°に蹴り出す

構成要素 要素の状態

ヒトの状態 個別要素の状態



テイラー主義と
ホーソン実験



テイラー主義(Taylorism)
F.W.Taylorによって提唱される
科学的管理法とも言われる

目的

各作業で生産量が最大の方法を科学的実験で探し出す

探し出した方法を課業標準として定める（標準化）

標準化を進めることで労働者の怠業を防ぐ

今も工場の行程改善でこの考え方は生きています



手順
1. 研究しようとする仕事に特に熟練した１０
人から１５人の選定する．

2. そのような人員の仕事での一連の基本的
動作，作業，使用している道具を正確に研
究する．

3. 各基本動作に要する時間をストップウォッ
チで計測し，もっとも速い方法を選択する．

4. 間違った動作，遅い動作，むだな動作を
排除する．

5. 不要な動作を除いた最も速く最もよい動作，
最もよい道具から一連の作業動作を確定
する．



ズク（銑鉄）運びの例

地上から貨車までズク（銑鉄
の固まり）を運ぶ作業

ズク1コの重さ
92ポンド（約42キロ）
ものすごく単純な力仕事

1人1日あたり12.5トン
→47.5トンまで増やしたい



どうやって達成したか（１）

徹底的な実験，測定，計算！

1. 作業と体力に関する実験からデータを取る
ズク運びのような重作業では・・・

仕事時間のうち，荷物を持てるのは42%
残りの58%は筋肉が休んでないといけない

2. 1労働日でズクを持っていられる時間を計算する
当時は1日10時間労働
600分の42%・・・252分
超えてはいけないが，少なすぎてもいけない



どうやって達成したか（２）

3. 標準作業時間の決定
運ぶズクの量47.5トン：1156本
ズク1コを持つ時間は252/1152=0.22分以内

4. 作業距離の決定
労働者の歩く速度：1フィート（30センチ）0.006分
0.22/0.006=36.67フィート以内

5. 作業時間の決定
貨車とズク山の距離：36フィート（往復で72）
50分作業＋10分休憩

計算すると・・・1時間115.7本のペース



他にも・・・

ショベルひとすくいの重さ
ショベルをひとすくいした中身の重さが21ポンドのとき，
一日の作業量が最大となる

18ポンドは少なすぎ，24ポンドは疲れてしまう

すくう中身によって，ショベルの大きさを標準化する
労働者には決められた道具の使用を強制

レンガ積み
1時間あたり120コ→350コ
作業工程の簡略化：18→5
簡単な装置の工夫

両手での作業奨励



テイラー主義まとめ

生産量の最大化
仕事を課業（task）単位に分割する
各課業で最適な方法を探索する

作業の標準化

労働者の怠業を防ぐ

「労働者の自律性」と対立



ホーソン実験

1924ｰ1932
シカゴ,ウェスタン・エレクトリック社,ホーソン工場
当初の目的：作業環境と能率の関係

照明条件

休憩条件

作業時間 など

最初の実験目的はテイラー主義に沿ったもの



しかし・・・

能率
物質条件＜労働者間の自律的規範

労働者の自律的規範
働きすぎない：標準を上げない

怠けすぎない：足手まといにならない

監督に告げ口をしない

他の労働者に干渉しない

端的に言えば・・・現状維持，合理化反対

では，規範と集団の仕組みの関係は？



個人の行動と
システムの性質



「小集団内人間行動」の構成要素

相互作用：

「他人とどう関わり合うか」

活動

「具体的な動き」のこと

感情

行動を起こすときの心の状態

他の二つに影響

「一つの集団」でも同じ



システムとしてみた小集団

特徴：3要素の集計量で表現
相互作用，活動，感情

環境内で機能する社会システム

環境制約への適応

対外システム：インターフェイス

内部の結束を保つ機能がある

対内システム

環境

小集団

対内システム

対外
システム



小集団の形成

まず，境界が作られる
仲間が誰で，それ以外が誰か，を決定する

外部の形成と内部の形成が同時

内部での統一性高まる

形成に感情が大きく影響
プラスの感情（印象）：求心力

マイナスの感情（印象）：遠心力

自発的，強制的，いずれのグループもある



サイキグループとソシオグループ

※決して社会学でポピュラーではないです

集団の心理構造を分類するときの基準
Socio Group
フォーマル（制度を持つ）

集団成員の権利義務が明確

企業内小集団，クラブ，．．．

Psyche Group
インフォーマル（はっきりとした制度をもたない）

個人的な価値観や欲求によって結ばれた集団

友人グループ，サークル，．．．



対外システムの働き

環境に適応するための機能を果たす

労働者グループ：監督者との交渉

「ウチ（仲間）」と「ソト（それ以外）」の区別

対外システムの機能：集団境界の明確化，保持

分業の単位となる

外部からは「一つの塊」と見ることがある
家族，友人グループ，講義の発表グループ，．．．

企業内小集団：独立した一つの仕事を担当
包装，検査，運搬，監督,．．．



対内システムの働き
グループ内の「凝集性」を高める様々なことを行う

行動・感情の「標準化」

よく似た行動を取るようになる

環境にたいして抱く感情が似てくる

慣習の発生

自分たちだけの独自ルールを生み出す

企業内：生産を制限しあうことで相互援助

規範の発生

標準化と慣習が成長した結果

感情によっては，仲間割れ→グループの分裂



まとめ

行動：3つの要素
相互作用，活動，感情

集団：一つのシステム

対外システム：外との行動，相互作用を受け持つ
分業の単位となる

外部とのインターフェイスとなる

環境に適応するための機能を発達させる

対内システム：内部の相互作用，行動
内部の結束を強める効果

規範を生み出す

しかし，仲間割れを起こすことも



参考文献

テイラー,『科学的管理法』,上野陽一編訳
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『心理学辞典』，有斐閣
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