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―センスメーキングによる問題解決―

渡辺　伊津子

Ⅰ．はじめに

　今日、企業の変転は驚くほど目まぐるしい。それまでほとんどの人が知らな

かったような企業が出てきたかと思っていると、いつの間にか市場を代表する

企業になっている。そうかと思えば、かつての大企業が会社更生法の適用申請

をしたとニュースになったりする。これが現在の企業世界であり、今や新旧企

業間の交代はごく当たり前である。それだけに経営を取り巻く環境は厳しい。

その中で多くの人々は成果を出すよう求められ、日々苦闘している。競争が激

しいだけに、要求は厳しく、人々を苦悩に追い込む。

　その苦悩や苦悶は想像するに余りある。なかでも苦しい立場にあるのが、

「リーダー」や「管理職」にある人たちである。彼らは当然、会社の一員とし

て成果を出さねばならないのであるが、しかし、会社が彼らに求めているのは、

「上司の指示の下で、部下を率いて」成果を出すことである。したがって、彼

らは単に自分に与えられた仕事をこなせば、それで良いというわけにはいかな

い。あくまでもリーダー、あるいは管理職としての「役割」上、上司と部下、

そして同僚その他の人々との「関係の網の目」の中で、成果を出さねばならな

いのである。
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　したがって苦悩や苦悶といっても、リーダーや管理職のそれは本質的に、そ

の「役割」から生じており、「個人的な」問題として片付けることができない。

事実、彼らは他の人たち以上に、上司や部下、そして同僚その他との関係に制

約されており、成果はその中から出てくるものである。そうである限り、彼ら

の抱える問題はとりもなおさず組織の問題となる。そして 終的には組織の成

果に跳ね返ってくるのである。

　それだけにこの問題の重要性は古くから認識されており、解決すべき重要な

テーマの一つとして、様々な分野で検討されてきた。なかでも心理学は、これ

を「アンビバレンス」、すなわち相反する認知や感情、そしてそれに伴う苦痛

や苦悩という観点から、その原因を究明し、「心理上の」問題として解決策を

提示している。今日、問題の解決にあたって使用されている様々な対策の多く

は、こうした心理学的な研究の成果に基づいている。

　しかし、問題の重要性が古くから認識され、解決の必要性が叫ばれているに

もかかわらず、この問題は今なお解決には至っていない。様々な対策が講じら

れているが、そのいずれも奏功せず、解決に程遠いというのが現況である。いっ

たいなぜなのか。どうすれば、アンビバレンスとそれに伴う苦悩という問題を

解決し、リーダーや管理職を苦痛から解放するだけでなく、リーダーや管理職

にある人たちを苦境から救い出し、成果を挙げることが出来るのか。これが本

稿の目的であり、課題である。

　そのさい、われわれはこれまでのようにそれを「個人の抱える問題」、「個人

的な問題」としては扱わない。なぜなら、先に簡単に触れたように、組織にお

けるアンビバレンスの状況とそれに伴う苦悩は、「役割」、ないしは占めている

「地位ないし立場」に伴って生じてきており、個人的な問題として扱うのが無

理だからである。着目するのは、「役割や地位との関係から」生じてくるアン

ビバレンスとそれに伴う問題である。

　そこで本稿ではまず、これまでの研究を簡単に概観するとともに、アンビバ

レンスとはどういうものかを示し、それがどのようにして生じてくるかを明ら

かにする。次いでアンビバレンスとそれに伴う問題が、役割構造から生じてい
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るものであって、個人的な問題として片付けることのできないことを明確にす

る。続いてこれまでに提案されてきた対策を検証し、それが実効性に乏しいこ

とを明らかにしたうえで、 近の組織研究の成果をもとに、創造的な緊張に基

づく「センスメーキング」を、それに代わる現実的な解決策として提案する。

そしてそのための第 1のステップとして、「期待地図」の作成が重要であるこ

とを示して、稿を閉じる。

Ⅱ．アンビバレンス（ambivalence）とは

　アンビバレンスとは、対象や出来事に対して、肯定的であると同時に否定的

でもある「両面的な感情」を持つことから生まれる心理的葛藤である（Ashforth 

et al, 2014 ; Piederit, 2000）。したがって、対象や出来事に対する認識が違うとき、

あるいは感じ方が異なるとき、また認識と感じ方とが食い違うとき、人々はア

ンビバレントな状況に陥る。「どちらとも言い難い」、とか「引き裂かれるよう

な気持ちだ」といった言い方は、このアンビバレンスの状況の端的な表現であ

る。要するに、人々にとって相容れない情況、それがアンビバレンスである。

　アンビバレンスはこのようにして従来は特に心理学の領域で、個人の心理

的な問題として扱われることが多かった。しかしそれとは別に、「社会構造と

の関係から」考えることの重要性が繰り返し主張されている（Merton, 1976 ; 

Merton and Barber, 1976）。それはアンビバレンスが、心理学的な個人の問題と

してではなく、役割や地位に関する社会的規範との関係から生じることが次第

に明らかになってきたからである。事実、人間が葛藤とか悩みを経験するとき、

それは単にその人の持っているパーソナリティーによるというよりはむしろ、

その人が会社でどのような地位にあって、どのような役割を果たしているかに

その悩みや葛藤の原因となるアンビバレンスが埋め込まれていることが多いか

らである。この意味で、アンビバレンスの問題は「個人的な」ものではなく、

それが社会的地位や役割構造のなかにどのように埋め込まれているかという観

点から、すなわち「社会関係の構造的側面」から解明しなければならない問題
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である。

　このようにして、アンビバレンスが社会構造（役割や地位）のなかに埋め込

まれていることを前提にしたとき、重要な問題となるのは、人々がその社会的

地位や特定の社会的役割についてどのようなことを期待しているのか、社会的

に規定されている規範的な期待相互の関係、特に期待相互の矛盾である。この

場合、規範的期待とは、たとえばリーダーや管理者はどうあるべきで、いかに

行動するべきなのかというように、その役割を遂行するさいの、あるべき姿や

あるべき行動の型のことであって、望ましいものとしてそれぞれの役割や地位

について「社会的に」規定されているものである。しかしこの規範的期待は単

にその役割ごとに複数存在しているだけでなく、互いに矛盾していることが多

い。しかもその矛盾は通常は表面に現れず、職務遂行時に、役割を果たそうと

するときに、その姿を現す。そして一体そのいずれに従うべきなのかという問

題として、人々、特にリーダーや管理職を苦悩に、また苦境に追い込むのである。

　実際、リーダーや管理職は、組織内においては、それぞれの階層レベルで従

業員や部門の要求、組織外では、消費者や消費者団体、あるいは規制当局といっ

た、それぞれに異なる要求に対応しなければならない。そこでこれを「適応上

の制約」と呼ぶことにするなら、その制約が厳しくなればなるほど、彼らはこ

うあるべきだという理想的期待に従うことが難しくなる。その制約のなかで「現

実的」に対応しようとすればするほど、社会的に許される範囲のなかで、現実

に対応できて、しかも相互に矛盾していることの多い規範のいずれかに選択せ

ざるを得なくなる。あるべき理想と現実の「板挟み」がこのとき生じるのであ

る。そしてその可能性は、「適応上の制約」が厳しくなるほど高くなるのである。

　要するに、地位に伴う責任を果たす、あるいは役割を遂行するというとき、

そこにはその行動に対して人々が「こうあるべきである」とする規範的な「期

待」が、その地位や役割に応じて存在する。これらの期待はふつう意識される

ことはないが、必ずしも一貫しているわけではない。むしろ相互に矛盾してい

ることのほうが多い。そして仕事に対して「現実的に対応をしようとするとき

に」その矛盾が表面化し、人々をアンビバレンスの状況に追い込むのである。
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Ⅲ．アンビバレンスがもたらす心理的負荷

　そうした状況の中で、その役割を遂行しなければならない、その「典型」と

でもいえるのが、「教師」である。以下で明らかにするように（表 1を参照）、

教師は生徒に対応するにあたって、その「役割上」、実に多くの規範的な期待

に囲まれている。それだけにその心理的な葛藤にさらされ易い。その葛藤は単

に表面化し易いだけで無く、よく知られているように、時には生徒ではなく「教

師の登校拒否」という事態になることさえある。

　この場合、アンビバレンスを引き起こす規範的期待は、教師自身がどうある

べきかという観点からの「教師の自己概念を規定する規範」、生徒に対してど

のように臨むべきかという「教師と児童・生徒との関係を規定する規範」、そ

して保護者や地域社会に対してそのあるべき関係を示す「教師と保護者や地域

化社会との関係を規定する規範」、さらには「同僚教師や教育委員会等、上部

団体、ないしは外部機関との関係を規定する規範」に大きく分けることができ

る（安藤 ,2005）。当然のことながら、教師はこうした規範に従って行動する

ように期待されている。確かに教師は「人々の模範となるべき」であろうし、

生徒の心情を理解し、共感的な態度で接することが望ましいであろう。そして

また、教師は家庭教育の不十分なところを補うべきで、そのための行動を起こ

すべきであるかもしれない。

　しかし模範的な教師の行動は時に生徒の反発を招く。生徒との関係でいえば、

ただの人、あるいは友達のような関係を作るほうがいいかもしれない。同様に、

共感し、いつも生徒に合わせた態度が、常に良いとも言えない。生徒の成長を

考えれば、時にはより厳しい指導が必要になろう。そして家庭教育との関係で

いえば、不十分だからと言って、その家庭の教育方針に、どこ迄踏み込めるも

のであろうか。

　このようにして、一方から見れば当然そのようにすべきではあるが、他方か

らすれば、全く認めがたい。それぞれにもっともであるが、現実に対応しよう

とすると、両立させることの極めて難しい規範的な期待の対立が存在する。教
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師が「教師という役割」を果たそうとするとき直面しているのは、実にこうし

た状況であり、その中で心理的な葛藤が生じているのである。そしてそれが

終的に学校の評価につながってくるのである。

　表 1は、このような葛藤を引き起こすアンビバレンスが、それぞれに望ま

しい行動を促すとされている規範相互の中からどのようにして生じてくるかを

示している。この場合に注意しなければならないのは、こうした規範的な期待

が、何も「社会からの一般的な期待」に限らないことである。与えられている

役割を果たそうとするとき、教師は一般社会からだけではなく、例えば同僚の

教師や教頭、そして校長といった人たちからの期待にもさらされているのであ

る。そしてその期待は事実上、当該教師に対する「要請」となるのである。ア

ンビバレンスとそれに伴う葛藤の解決が、考える以上に難しくなるのはそのた

めで、アンビバレンスを「組織の問題として」（個人の心理的な問題としてで

はなく）、「役割構造」の観点からとらえなければならない理由がここにある。（図

3を参照）。

　こうした事態は何も教師に限らない。民間の企業であれ、役所であれ、「組織」

である限り、そしてその中で、リーダー、あるいは管理職としての役割を担っ

ている限り、このような葛藤から逃れることはできない。「生徒」をたとえば

「部下」、「教師」を「管理職、ないしは上司」、さらに教師の場合と同じように、

別の役割を与えられている同僚や上司等々、そして彼らとの関係を置いて考え

ればすぐ分かるように、この表で示されているアンビバレンス、そして葛藤は、

ほとんどの組織にも当てはまるし、したがってその対応策を考える上での有効

な手掛かりとなることが分かる。

　マイヤーソンは『静かなる改革者』において、アンビバレンスに直面した時

の人々の抱える「心理的負荷」について次のように指摘している（Meyerson, 

2001）。第 1に、アンビバレンスは不安をもたらす。そのとき、人々は一方の

感情を我慢するか切り捨てることによって、もう一方の感情を誇張することで

身を守ろうとする。第 2に、アンビバレンスは罪悪感をもたらす。努力が足

りないとか、他者の期待に背いているといった後ろめたさである。理念的な規
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範を達成するためにもっと何かできたのではないかと思うことである。第3に、

双方に忠実であろうとして、どっちつかずになってしまうことがある。他者か

ら言動が一致しないと責められ、偽善者とみられやすい。その結果、評価が損

なわれ、本来味方であるはずの人々から孤立してしまう。

表 1　教師を取り巻くアンビバレンスのリスト

規　範　A 規　範　B
【教師の自己概念を規定する規範】

①教師は、人々の模範となるべく、品性のある

者としてふるまうべきである。

②これからの時代の教師は、知識があるばかり

ではなく、多様な経験や特技を持つなど、個

性豊かであることが求められる。

③これからの時代の教師は、地球規模での世界

観や人類規模での社会問題の認識など、グ

ローバルな視野が必要である。

し

か

し

①子どもとの信頼関係をつくるためには、ただ

の人としてふるまう方が良い。

②教職の核心はおもしろい授業である。そのた

めには専門分野の十分な知識と、常に研鑽を

重ねる姿勢が不可欠である。

③担任教師は、自分の担任学級の子供たち一人

一人の性格特性を把握し、変化に気づく細か

な視線が必要である。

【教師と児童・生徒との関係を規定する規範】

①教師は、子どもの主体性を尊重した指導をす

べきである。

②教師は、個性化、多様化を前提とした子供理

解に努めるべきである。

③教師は、子どもを傷つけない話し方や、こど

もの信条理解など、受容的・共感的な態度を

とるべきである。

し

か

し

①子どもの管理者、監督者としての責任を果た

さなければならない。

②教師にとって、公正公平の原理は絶対である。

③時に、指導者として自信をもって強い指導を

しなければならない。

【教師と保護者や地域社会との関係を規定する

規範】

①教師は、家庭との連携を深めるために、学校

での子どもの様子を細かく家庭に連絡すべき

である。

②教師は、子どもの問題について、家庭での子

育てが十分ではない部分を補うべきである。

③教師は、教育問題の解決のために率先して発

言し、行動すべきである

し

か

し

①子どもの問題について家庭や子ども自身を非

難すべきではない。

②家庭の事情や子育ての方針について、踏み込

んだ関わり方をすべきではない。

③社会や教育行政を非難するよりも、まず自省

し日々の課題解決に専心すべきである。

【教師と同僚教師や教育委員会との関係を規定

する規範】

①自分の担任学級については、全面的な責任を

負うべきである

②子供の指導に関する悩みは、一人で悩まずに

同僚教師に相談してみるべきである。

③学校全体の教育目標や生徒指導方針などは、

共通理解を図り、統一した指導ができるよう

配慮すべきである。

し

か

し

①学年・学校の連携が大切である。

②子供や保護者との信頼関係を壊さないために

も、むやみに問題を大きくすべきではない。

③学校教育改善のためにも、個性ある指導や独

自のアイデアによるユニークな指導が妨げら

れるべきではない。

（出所：安藤，2005より抜粋して作成）
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　このことはアンビバレンスがいかに、リーダーや管理者に苦痛や苦悩をもた

らすものであるかをよく示していると同時に、組織からすればその解決が急務

であることを意味している。なぜなら、管理者の苦悩は単なる「個人的な苦悩」

に留まらないからである。管理者の苦痛や苦悩がその「役割」に伴って生じて

いることは、とりもなおさず、それが組織上の問題であって、やがては組織自

体が苦境におちいることを意味しているからである

　したがって、組織にとっては管理者の直面するアンビバレンスとそこから生

じてくる葛藤にどのように対応するか、その対応策が極めて重要になる。そこ

で以下では、アッシュフォースら（Ashforth et.al, 2014）の議論を手掛かりに

これまで提案されてきた代表的な対応策を検証し 1、 終的に、そのいずれも

が実効性のある解決策にはなっていないことを明らかにする。そしてそこで明

らかになった問題点を踏まえながら、 近の組織研究で実行可能性がすでに検

証されている方法を、これらに代わる新しい解決策として示す。

Ⅳ．従来の対応策（図 1・表 2を参照）

　（1）回避（avoidance）

　アンビバレンスによる心理的な負荷に直面して行為者の取る反応、そして組

織の対策の 1つは「回避」である。回避には無意識的な防衛メカニズムと意識

的な対処メカニズムの両方が含まれる。無意識の防衛メカニズムとしての回避

には、「否認」や「分裂」などがある。否認（denial）は行為者が現実を現実と

して認めることを拒否し、存在しなかったことにすることで、心理的な脅威か

ら身を守ろうとする防衛メカニズムである。分裂（splitting）とは、行為者が

肯定的方向性と否定的方向性を「それぞれ別個のもの」として分断してしまう

ことで、矛盾があたかも無いかのようにしてしまうようなやり方のことを言う。

1 この点に関して、部門間（担当者間ないしは担当部署間）の相互依存性を前提に、

「ホリズム的」に対策を考える点では、アッシュフォースらの主張と同じであるが、

対策の具体的な展開の強調点は異なる。
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言ってみれば、他人事にしてしまうことで葛藤から逃れようとする防衛メカニ

ズムである。意識的メカニズムにおける回避はこのようなやり方とは異なる。

たとえば抑制（suppression）は、矛盾の存在は認めた上で、それを思い出させ

るような思考を意識的に消し去ろうと努力することである。また逃避（escape）

および気晴らし（distraction）は、別のところに目を向けて、問題となってい

るような事柄から意識的に注意をそらすことをいう。さらにユーモアなどで笑

い飛ばして苦痛や苦悩を発散する情動の解放（emotional release）などがある。

　こうした「回避」は、アンビバレンスに関連する直接的な「心理的負荷」を

低下させることができるという点で確かに有効である。しかし回避は、たとえ

ば、クリス・アージリスが組織学習論で提示しているように、感情的に込み

入った問題に対処する際に「自己防衛的な行動様式」を引き起こしたり、ま

た、「当惑や無能の露呈を避けようとする行動様式」を助長してしまう（Argyris, 

1977）。そうすることによって、根本的な問題解決を妨げ、結果的に人々の学

習を阻んでしまう。こうした対策は直面する問題それ自体に立ち向かうという

より、むしろ対立矛盾によって生起した感情ないし、情動の調整を目的として

いる。あくまでも個人心理的側面への働きかけをその狙いとしている。そのた

めに事態は変わらず、問題は解決されない。

　（2）支配（domination）

　「支配」はこの図 1からも明らかなように、行為者が 2つの方向性のうち

「どちらか一方」を好ましいとすることで、矛盾を減らし、したがって対立点

を少なくするやり方で、それには「反応的」なやり方と「積極的な」対応と

がある。反応的なメカニズムとしての支配にはさらに「反応の形成（reaction 

formation）」と「反応の拡充（reaction amplifi cation）」がある。「反応の形成」とは、

一方を否認し（アンビバレンス全体ではなく、一方のみを否認）、残った他方

を選択することである。この場合、一方は否定されてはいるが、それは潜在的

には残っており、したがって常に表面化する機会をうかがっている。そのため

に、一方から他方へ、逆のシフトが生じることがある。これが反応の拡充であ
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り、その時行為者は、いわゆる「パラダイムの転換」を経験することになる。

　積極的な対応メカニズムとしての支配では、意思決定に際して矛盾の存在を

認識しているため、一方の存在そのものを無視するということはできない。そ

うではなく、その選択肢の重要性、あるいは妥当性を否定するのである。した

がって、この場合の支配は、選択の「合理化（rationalization）」につながっていく。

なぜなら、精神的な安定感を得るためには、そのようにしたことについての正

当性、ないしは妥当性を示すことが必要になるからである。他の人に対して「説

明責任」を負う場合はなおさらで、当事者は一方が他方より優れていることを

自らが納得するだけでなく、他者をもそのように信じさせなければならないの

である。

　支配というメカニズムが有効な点は、行為者がどちらか一方を選択すること

でアンビバレンス、したがって葛藤を軽減したり解消したりできる点である。

だからどうしてもどちらかを選択しなければならない状況などでは有効であ

る。しかし双方がともに重要で、その統合が求められるような状況になると、

機能不全となりかねない。

　「支配」はこのようにして、矛盾対立の存在を認識しながらも、あえて一方

を選択する。これは現実の状況に即して言えば、リーダーや管理者が、自分が

（出所：Ashforth et al,2014を加筆・修正）

図 1　アンビバレンスの程度が高い場合の「従来の対応策」と「新しい対応策」
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望ましいと考える規範に沿ってのみ行動することを意味する。したがって、極

端に言えば、リーダーや管理者による一方的な決定や行動が強化される可能性

は否定できないことになる。「合理化」は、こうした一方的な判断に「正当化

のプロセス」が加わるだけに厄介である。この場合、自分自身の判断を裏付け

るように、データや他の専門的権威によって正当性が強調されているなら、そ

の判断を覆すことはほとんど不可能である。それは体裁こそ良いが、組織にとっ

て混乱をもたらす可能性を高めるだけである。

　（3）折衷（compromise）

　次に「折衷」である。この折衷による対応は日常的によく使用されるもので

あるが、アッシュフォースらによれば、厳密にいうと、この妥協には 2種類ある。

1つは「灰色的な折衷」（gray compromise）とでもいうべきもので、日常、「妥

協」といわれているのはこのタイプである（Ashforth et al, 2014）。もう一つは

少し聞きなれないが、「黒であって、しかも白でもあるという折衷」（black and 

white compromise）と呼ばれるものである。

　これらがそれぞれどのようなものであるか、その違いは、火事の「誤報が

あい継ぐ消防署の署長」が直面する問題への対応で示すことが出来る（Weick, 

1976）。この場合、署長が直面しているのは、通報の真偽である。もし通報が

正しいなら、できるだけ早く出動して、全力で消火に努めるのが当然であろう

が、問題は誤報の可能性である。もし誤報であれば、単に徒労に終わるという

だけでなく、限りある資源の無駄使いとなり、コストをいたずらに増やす結果

になってしまう。しかし、真偽が分からないから、出動しないわけにはいかな

い。誤報でなかった場合、出動しなければ当然非難されるからである。「消火

とコストという両面、あるいは予算という制約から見て」、この真偽が分から

ない状況で、署長はどのような対応をすべきなのだろうか。

　「灰色的な折衷」は、この事態に対して正しい情報であると備えて、常に消

防士「全員で」出動する。しかし行くことは行くけれども、「できるだけ速く

ではなく、むしろゆっくり」とである。誤報である場合には引き返すことが出
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来、情報が正しい場合にも何とか対応できるからである。消化の必要性とコス

トの削減という両立しがたい問題を、「足して二で割る」、まさに日常的に言う

「妥協」である。したがってこのやり方は、通報が正しい場合とそうでない場合、

そのどちらからしても、満足のいくものとはならない。

　これに対して「黒であって、しかも白」という折衷方式は、「全員ではなく、チー

ムのいずれか」を、ゆっくりではなく、できるだけ「迅速に」送り込む。そう

することで、コストの増加に対応するとともに、消化の要請にもこたえようと

するやり方である。この「黒であってしかも白」という折衷方式は、火事が「あ

るかのように考えてもいるし、反対にないかのようにも考えている」。そうす

ることで両立しがたいが、そうかといってそのどちらをも無視できない状況に

対処するのである。言い換えれば、ただ一つの望ましいとされるやり方だけに

従おうとするのではなく、その双方を使用しており、どちらをも無視していな

い点で、それなりに説得力がある。

　しかしよくよく考えてみれば、このやり方は「半分は信じているが、半分は

疑っている」と言っているようなものである。これが規範の対立であれば、こ

の半分信じ、半分疑えというやり方は、管理者に従うべき規範の巧妙な使い分

けを勧めるに等しく、具体的には、対立する規範を「状況に応じて」、変えろ

ということに外ならない。そこで互いに矛盾対立する規範の使い分けが実際に

出来るのかということになるが、容易に想像できるように、そのような使い分

けは頭の中で考えるほど、それほど簡単ではない。なぜなら、そのために必要

ないわゆる「認知ギアの切り替え」、すなわちスイッチングは、行為者が強い

表 2　アンビバレンスへの従来の対応策
対応策 具体的な方法

回　避
否認、分裂

抑制、逃避、気晴らし、情動の解放

支　配
反応の形成、反応の拡充

合理化、正当化

妥　協 灰色の妥協、黒であってしかも白であるという妥協

（出所：Ashforth et al, 2014 にもとづいて作成）
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ストレスを感じてしまうとうまく機能せず、対応が情緒的なものになり易いか

らである。したがって、アンビバレンスの強さが高まると、回避や支配に逆戻

りしてしまう傾向が高まるのである。この意味で、状況に合わせて、従うべき

規範、したがってやり方を変えるというのは、「細いロープの上を歩いている

ようなもので、リスクと成功が共存している」ようなものである（Merton and 

Barber, 1976）。

Ⅴ．創造的緊張

　このようにみてくると、回避、支配、そして折衷、そのいずれも対応策とし

て満足のいくものではない。「回避」は問題から目を逸らしているだけであって、

ほとんど問題の解決にはならない。「支配」はそれらしい理屈で正当化できる

かは知れないけれども、結局は管理者の見方を一方的に押し付けるだけのこと

である。それに対して、折衷はそれなりの説得力を持っているように思われる。

特に他方を一方的に否定しない点で魅力的である。

　しかしそれが、現実に可能かという点になると、先に触れたようにその可能

性は低い。しかも、ある時には A、別の場合には B という、従うべき規範的

期待の「使い分け」は、いかにアンビバレンスとそれに伴う苦痛から逃れるた

めとはいえ、従業員、特に「部下」からの信頼をなくしてしまいかねないとい

う問題が常に付きまとっている。実際、リーダーや管理者には常に「明確な判断」

や、「一貫性」が求められており、折衷はいかに状況に応じてとはいえ、矛盾し、

対立している状況の中で優柔不断に右往左往しているという印象を強く与えて

しまい、リーダーや管理者に対する信頼を失墜させてしまいかねないのである。

　このような様々な対策の結果は、一見すると、極めて不思議に見えるが、し

かしよく考えてみれば、初めから予想できたものである。なぜなら、規範的な

期待の対立が、「役割構造」の上で生じている限り、それは無くそうとしても

無くせるものではないからである。仮に無くなったように見えても、それは一

時的なものであって、役割が変わればその役割に伴って、また違った矛盾対立
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が出てくる。消えてしまうわけではないのである。したがって、規範的期待の

矛盾や対立から、目を逸らし、あるいは解消しようとしても、殆ど意味はない。

したがってまた、そのような観点から対応策の改善を図ったとしても、効果を

期待することが出来ないのである。

　このようにして、もし規範的期待の対立や矛盾が無くなるものでないなら、

解消を図るより、「矛盾や対立をどのように活かすか」、もっと正確に言えば、「対

立から生じてくる緊張を創造的なものにするにはどうしたらいいか」を考えた

ほうが生産的であろう。なぜなら、組織における多くの成果は、実のところ、

対立や矛盾に伴う緊張関係の中から生まれていることが、 近の多くの調査、

研究で明らかになっているからである。たとえば、プランベックとウェーバー

（Plambeck and Weber, 2009）である。彼らは矛盾する戦略的な課題に直面した

企業が、アンビバレントな状況を「解消しようとするのではなく、むしろ別の

次元に転換する」ことによって成果を挙げていることを明らかにしている。

　またペデリットは、組織改革に対する従業員の「抵抗」について、改革の「必

要性は「ない，否、ある」といった認識上での賛成と反対のような対立だけで

なく、事実として必要性は認めるが、現実的には反対、「総論賛成、各論反対」

のような、時に矛盾し対立する反応の多様性や対立を活かすことが、革新を進

めるうえで重要であることを明らかにしている（Piederit, 2000）。さらに、ア

図 2　アンビバレンスが生み出す創造的緊張
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ンビバレンスが過度の単純化を防ぎ、幅広く、奥深い見方を強化するという研

究、あるいは問題解決への広い参加を促すという調査結果もある。加えて、フォ

ングはアンビバレンスの経験が協力意識の引き金になり、創造性への第一歩で

あることを明らかにしているし（Fong, 2006）、そしてマイヤーソンは先に触

れたように、アンビバレンスこそが組織改革の「静かな鍵」であることを強調

している（Meyerson, 2001）。
　要するに、これらの研究結果によれば、矛盾や対立、そしてそれに伴う緊張

は組織における成果の源泉に他ならない。したがって、矛盾や対立は否定すべ

きものではないし、ましてやそれに伴う緊張は解消すべきものではない。解消

しようとすれば、緊張関係は薄れ、それだけ創造性の源泉も枯れる。それゆえ、

「たとえ両立しなくとも、」拮抗関係は高く維持しなければならない。図 2が

示しているように、緊張関係は両立させようとすればするほど強くなり、それ

に応じて創造の可能性が高くなるからである。

Ⅵ．アンビバレンスの活用

　従来の研究に欠けていたのはまさにこの視点である。すでに述べたように、

その対策は対立から生じるさまざまな問題、特に葛藤に対処するために、対立

がまるでないかのように扱うことを勧めるか、あるいは一種の気分転換に他な

らないやり方で対処しようとしてきた。それでも尚、葛藤が大きく、仕事に対

する影響が懸念されるときには、「支配」に、また「折衷」に訴えようとした

のである。そこにあるのは明らかに、対立を「創造的に」活かそうという考え

方ではない。むしろ何とかしてそれを解消しようとする態度である。その結果

として、対応はうまくいかなかったのである。

　しかし、矛盾や対立、そしてそれに伴う緊張は、単なる緊張ではなく、今や

創造性の源泉である。しかしだからと言って、それで話が済むわけではない。

なぜなら、緊張状態にあるからといってから直ちに創造性につながり、成果が

生まれるわけでないからである。緊張が成果を生み出すには単なる「緊張関係
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から創造的な関係への転換」が必要であり、その説明が残されているのである。

そこで以下では、関係の転換とは具体的にどういうことで、それがどのように

して起こるのかを理解するために、マートンとバーバーにしたがって臨床医と

患者との関係を取り上げ、さらに理解を深めるために続いて中間管理職を取り

上げる（Merton and Barber, 1976）。
　医師としての臨床医が従うべき規範には、「患者に対して、感情的に接して

はならない」という規範と共に、他方で「患者には常に、深い関心を持ってい

なければならない」という規範とがある。感情的に接するなというのは、患者

と「距離を置け」ということであり、冷静さを常に求められる医師にとっては、

当然といえる規範であろう。もう一つの規範である、関心をもってというの

は、「距離を置かずに」接しなさいということである。これも治療行為、特に

精神的な悩みを抱えている患者の治療にあたっては、その人の心の中を知るこ

とが何より大事であるということを考えれば、当然必要なことであろう。この

2つの規範はこのようにして個々には望ましく、したがって守るべきものであ

ることには間違いがない。しかしそうかといって、この両規範を同時に遵守す

るというのは、医師の立場からすれば、現実的にかなり苦しいであろう。

　しかし、ここで患者に対する関心を「感情を抜きにした」関心と置き換えた

らどうであろうか。そうすれば、一方で距離を置け、他方では距離を置かずに

という矛盾する要求は必ずしも対立しない。むしろ、両者は相互に補完的なも

のになる。なぜなら、冷静に対応しろ、距離を置けというのは、何も関心を示

すなということではなく、感情にとらわれては冷静な判断ができないというこ

とだからである。その判断を妨げない限り、患者に対して深い同情心をもって

接することができるのである。臨床医は感情を抜きにすることで、患者との関

係を変え、矛盾する要請という苦境から脱出出来るのである。

　この場合、すなわち臨床医がアンビバレンスの状況から解放されたとき、相

互に矛盾する規範的期待の対立自体が、無くなってはいないということには注

意しなければならない。規範的期待の矛盾が役割に伴って生じている限り、そ

れは無くそうとしても無くせるものではなく、消えたように見えてもそれは一
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時的であって、場面が変わればまた出てくるのである。臨床医はこの場合、矛

盾を「解消したのではなく」、「感情を抜きにした」という、関係を変える新し

い意味を自ら作り出すこと、すなわち「センスメーキング」によって、規範的

期待の矛盾対立を解決しているのである。これが重要なポイントである。

　続いていわゆる「中間管理職」の場合である。中間管理職に対する期待は上

司と部下との「板挟み」になるという表現から分かるように、複雑に絡み合っ

ているだけでなく、その役割上、相互に矛盾しがちである。特に日本の場合、

中間管理職は完全なトップダウンでもなく、そうかといって完全な「ボトムアッ

プ」でもない、いわゆる「ミドルアップ＆ダウン」と呼ばれる、まさに「中間

的な状況」で仕事をしている。それだけに事態は深刻だといえる。

　そうした中で、管理職は一方では「部下の自主性」の尊重を、そして他方に

・実線の矢印は企業内の役割から生じる期待を、点線の矢印は社会的な期待を示している。
・また、線の太さは企業内における役割間の関係の深さ（相互依存性の高さ）を示している。

図 3　役割と期待との関係
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おいては管理職としての「指導力ないしはリーダーシップ」の発揮を期待され

ている。そのどちらの期待ももっともで、何もないときはそれで済む。しかし、

例えば会社の業績が悪化すると状況は変わり、多くの場合、その非難は管理者

に向かう。そして悪化の原因として一方では、「指導力、あるいはリーダーシッ

プの欠如」にあるとして避難される。そうかと思うと、他方では部下の「自主

性を妨げているから」だと言われ、あまり前に出すぎるなと叱責される。立場

のない、まさに「立つ瀬がない」状況である。

　しかしよく考えてみると、指導力の発揮と自主性の尊重とは、本来矛盾する

ものではない。それがいま述べたように、互いに矛盾し、対立するものになる

のは、そこに「指導するものとされる者」、「指示するものとされる者」という

関係ができたとき、そうした関係に対する意識がお互いに強くなった時である。

事実、こうした関係があまり意識されない職場では、たとえ業績が悪化したと

しても、それが指導力の欠如とか自主性といった問題にはならない。そうなる

のは、日頃から、先に述べた関係、権威関係が強く意識された中で、仕事が進

んでいるからである。

　もしそうであるとすれば、臨床医が患者との関係でそうしたように、センス

メーキングで関係に対する意識を、したがって関係を変えることによって、こ

の状況に対処できるはずである。明らかに、この転換のメカニズムは中間管理

職の場合も、臨床医の場合と基本的に変わるところがない。違うとすれば、そ

れは「関係者の名称」であって、関係それ自体は同じである。

　実際、臨床医がその役割を果たそうとすれば、同僚医師との良好な関係は勿

論、看護師との関係を欠かすことはできない。その看護師も外来だけでなく、

病棟担当と、分かれている。さらにリハビリが必要であれば、その担当者、薬

については薬剤師、入退院については事務担当者との交渉がある。実際、医療

行為をするにあたって、臨床医は単に患者とのみ接しているわけではない。そ

のすべては病院という組織の中で、すなわち企業における管理職がそうである

ように、様々な職種の存在する、しかも上司・部下という関係の中で、その役

割を遂行しているのである。
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　そこで先の問題にもどると、解決のために何が大事かと言えば、上司であれ

部下であれ、「状況をよく知っているものの判断に委ねる」という態度、ない

し姿勢である。そのとき、ありふれているように見えるかもしれないが、セン

スメーキングをする際には、例えば「サーバント・リーダー」を念頭に置いた

「参加」、あるいは「チーム」がキーワードとして、きわめて重要になるであろ

う。なぜなら、参加とかチームといった概念には本来、指導するものとされる者、

指示する者とされる者という関係が存在しないからである。決めるとすれば全

員で決め、やるとすれば全員がやる、それが参加やチームの本質なのである。

　参加やチームによる「センスメーキング」は、このようにしてそれまでの関

係意識、したがって関係そのものを全く異なるものに変えてしまう可能性を

持っているのである。いったい何をキーワードにして、どのような関係を作る

か、管理者に必要なのはセンスメーキングの能力である。求められているのは

センスメーキングによる関係の転換であり、新しい関係による、新しいコンテ

クストの創出なのである。

Ⅶ．結び　―期待地図－

　これまでの議論によれば、アンビバレンスとそれに伴って生じる問題は、単

に「個人的な問題として」扱えるものでもなければ、また片づけてしまえるよ

うなものでもない。それは社会的な地位や役割構造のなかにいわば埋め込まれ

ており、その役割に伴って常に出てくるものである。したがって、誰であろう

と免れることのできないものである。特にリーダーや管理者にとって、アンビ

バレンスはその立場上、宿命であるとさえ言える。そしてその役割をまじめに

果たそうとすればするほど、苦しい状況を経験することになる。皮肉であると

いえば皮肉なものである。

　いずれにしろ、アンビバレンスは「役割構造上」、役割や、占めている地位

に伴って出てくるものであって、無くそうとしても無くせるものではない。そ

れゆえに本稿では、これまでがそうであったように、矛盾対立を「解消」しよ
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うとし、そのための対策を考えるのではなく、むしろ矛盾や対立を活かすよう

に考えたほうが、より生産的であると主張したのである。そのために、矛盾や

対立に必然的に伴う緊張関系に注目し、その緊張関係を創造的な関係に転換す

るための有効な方法として、 近の組織研究の成果をもとに、「センスメーキ

ング」を提案したのである。この意味で、今必要とされているのは「センスメー

キング」である。

　もしそうであるとすれば、自分が一体どのような役割構造の中にいるか、そ

して他の役割とどういう関係にあるかを理解することが極めて重要になる。な

ぜなら、役割が違えば、負わされているものが異なり、したがって違う役割を

担当している人たちは自分の役割の観点から相手を見ているからである。その

ため矛盾対立に伴う緊張関係をセンスメーキングによって創造的な関係に変え

ようとすれば、相互の役割がどのように結びついているのか、そして相手に対

してお互いに何を期待しているのかをよく把握しておかなければならないので

ある。そのように考えるとき、そのような役割関係を明らかにするものとして、

役割と期待との関係にもとづいた「期待地図」の作成が重要になってくる（図

3を参照）。

　実際、仕事をする上での役割期待というのは、当該役割担当者に対してこの

ようにして欲しいという、他の役割を担っている人たちからの、まさに「期待」

外ならない。その期待が相互に対立し、また社会的な期待と相まって、アンビ

バレントな状況が生じているのである。したがって、その状況を対立ではなく

創造的な関係に転換するためにセンスメーキングをしようとすれば、なにより

もまず、役割構造上相手の期待をお互いに知ることが重要になる。そうするこ

とで、それに応じたセンスメーキングがそれぞれの役割において、初めて可能

になる。その意味で、「マップの作成」はセンスメーキングには欠くことので

きないものであって、センスメーキングの、したがってアンビバレンス解決の

ための第 1のステップであるといえよう。
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