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【 寄稿論文 】

プロテスタントの仕事倫理と天職概念の展開
── マネジメントおよびプロフェッショナリズムとの関連を中心として ──

上野山　達　哉

は じ め に

本研究の目的は，近年ワーク・キャリアの分野で注目されている天職（calling）概念の展開を，
マネジメント思想や仕事価値にあらわれる社会全体の倫理（道徳）1観，すなわちエートスとの関連
に注意しつつ，時代を追ったひとつの流れとして整理することである。たとえば，天職にかんする
日本での最新のキャリア研究のひとつである柏木（2015）は，おおむね Bunderson & Thompson 

（2009）にならい，天職の概念2を古典的・新古典的・現代的概念の 3つに分類している。表 1に示
されるように，古典的な天職概念は，1900年代にマックス・ウェーバーによって分析された，16

～ 17世紀の宗教改革に端を発するプロテスタンティズムの仕事倫理（the Protestant work ethic : 

PWE）の文脈に位置づけられる。他方で，ワーク・キャリアの分野において天職の新古典的概念，
現代的概念を示す研究があらわれるのは，ウェーバーの定式化から約 100年が経過してからである。
このおよそ 1世紀のあいだにいったいなにがあったのか，というのが，本研究の素朴かつ本質的
なリサーチ・クエスチョンである。これはワーク・キャリア論がよって立つ経営学のほか，歴史学，
社会学，心理学の展開にかかわる壮大な問いであるが，以下のような焦点化をもとに議論する。こ
こではやはり，ウェーバーが出発点として残した PWEにおける天職概念の再整理を議論の皮切り
にすることにしたい。つづけて，20世初頭米国産業化の時期における科学的管理法とそれ以降の
マネジメント思想の展開にあわせて，はたらくひとにとっての天職概念の再定義がいかにしてもた
らされたのか，経営思想史および労使関係史などの議論を基礎として検討することにしたい。さら
にそののち，天職概念がプロフェッショナル（専門職）概念に位置づけられていくいっぽうで，
PWEからしだいに分化されていく流れを，職業社会学および心理学の研究をとりあげつつ提示す
ることにしたい。最後に現代的なワーク・キャリア研究における天職概念の登場の契機となった社
会学の研究をとりあげることをつうじて，天職概念の展開をひとつの仮説的な流れとして示すこと
にしたい。

 1 本研究では，たとえば Hannah et al. （2011）同様に，道徳的（moral）と倫理的（ethical）を同義として用する。
 2 柏木（2015）は callingにたいして「コーリング」という訳語をあてている。
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1.　ウェーバーからテイラーへ

1.1.　ウェーバー命題と天職概念

初期の資本主義の発展を社会で共有された倫理観の視点から説明するものとして，ウェーバー
（1989）の示した命題が知られている。それは，非常に単純化すると，初期の資本蓄積を PWEが
倫理的に正当化あるいは合理化した，というものである。天職は PWEを構成する一概念であり，
その原理は PWEの他の諸側面としての予定説の原理，厳しい禁欲，さらにはひとの原罪や汚れの
浄化と救済としての聖化（sancrification）を導くものであるとされている（Furnham, 1984）。
ここでは，ウェーバー（1989）の本来の議論にふれつつ，PWEとの関連における天職概念の特
徴を以下の 3点に整理したい。第 1に，召命としての天職，予定された救済の実現のための天職，
という側面である。職業を意味するドイツ語の Berufあるいは英語の callingということばには，
マルティン・ルターにはじまる宗教改革以降，それが神より導かれるものであり，神から与えられ
た使命であるという意味あいが含まれている。さらにジャン・カルバンの一派は，神に救済される
人間とそうでない人間は神によってあらかじめ定められている（予定説）とした。これらによって，
生涯をつうじた神に与えられた使命としての職業に専心する世俗内的禁欲が，神による救済を証明
することにほかならないという考え方が導かれた。
第 2に，隣人愛の実践および公共の福祉への貢献としての天職，という側面である。ルターによ
れば，世俗内のあらゆる職業が，社会にとって必要なものとして神に与えられた天職なのであるか
ら，その実践こそが隣人愛の外的な現れなのである。さらにカルバン派においては，社会の秩序を
構成し，実益に資する職業労働こそが神の栄光を増し，聖意にかなうことになるという考え方が，
倫理観の一つの核となった。

表 1　天職概念の変遷

古典的概念 新古典的概念 現代的概念

定義的特徴

 ・ プロテスタンティズムを背景
に，宗教性を帯びたもの

 ・ 神から全ての人に与えられた
才能と，その才能を用いて働
く個人の責務に基づく

 ・ 古典的概念に近いものの，神
の存在や宗教性は薄れている

 ・ 自分以外から運命づけられた
職業（他者からの召喚），自
己の仕事の社会に対する貢献
（向社会性）を重視

 ・ 神の存在を離れ，大いに個人
的なもの

 ・ 自己の目的，意義，情熱，自
己実現等を重視

概念的特徴

 ・ 神が与えた才能を人類の幸福
のために用いるとき見出され
る（カルバン）

 ・ 神が人間に与えた任務，世俗
の職業全てが神の召命（ル
ター）

 ・ 全ての人に例外なく神の導き
によって用意されているた
め，自らの専門性を磨き，労
働 し な け れ ば な ら な い
（ウェーバー）

 ・ ある特定の職業に就くことの
自己超越的な命令（Duffy & 
Sedlacek, 2007）

 ・ 特に，非営利，公益，経済的
犠牲が要求されるような環境
で 見 出 せ る（Bunderson & 
Thompson, 2009）

 ・ 個人が人生の目的と感じる仕
事（Hall & Chandler, 2005）

 ・ 専門領域に対して経験され
る，激しく意義深い情熱
（Dobrow & Tost i-Kharas , 

2011）

　　出所 : 柏木（2015），p. 210をもとに作成。
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第 3に，個人の福祉としての，結果として個人に富をもたらす天職という側面である。予定説に
よって，ひとは永遠の昔から定められた運命に向かって，神以外のなにものにも救済されえない道
を歩まざるをえなくなった。ウェーバーによれば，このような教説は個々人にかつてない内面的孤
独化の感情をもたらした。それによって，結局，神はみずから助ける者を助けるという命題が生ま
れた。自分は救われているかどうか，教団や教派といった組織的な側面もあるにせよ，最終的には
自分自身で審査するしかない。職業にいかに励んだかは，それによってどれだけの富を得たかに，
結果として現れる。その意味で，カルバン派の信徒による，自分で自分の救いを，職業労働をつう
じて作り出すという考え方につながったとウェーバーは指摘している。
天職の概念の位置づけは，プロテスタントの歴史のなかで変化していったが，そのような変化を

認めるにあたり，これらの 3つの側面が不可分的に重視されていたことが，ウェーバーの議論から
うかがえる。たとえばルターは，ひとと職業とのむすびつきは神が与えたものであるから，ひとは
生涯その職業や身分にとどまるべきであり，その枠をこえた努力は許されるものではない，とした。
これにたいし，カルバン派の流れをくむ 17世紀英国のピューリタン（清教徒）の中では以下のよ
うに天職の位置づけが展開したとウェーバーは述べている。

いくつもの職業を兼ね営んでよいかという問いには，－それが公共の福祉ないし自分自身の福祉に役

立ち，他の誰をも害せず，兼営する職業のどれにも不誠実にならないかぎり，無条件に肯定的な答え

があたえられた。そればかりでなく，職業の変更さえもそれ自身排斥すべきものとは考えられていな

かった。ただ，それは軽率ではなしに，神にいっそうよろこばれるような天職を，つまり一般的な原

則からすれば，いっそう有益な職業をえらぶものでなければならなかった。そのばあい，何よりも重

要なのは，職業の有益さの程度を，つまり神によろこばれる程度を決定するものが，もちろん第一に

は道徳的規準，つぎには，生産する財の「全体」に対する重要という規準で，すぐに，第三の観点と

して私経済的「収益性」がつづき，しかも，実践的にはこれがいちばん重要なものだった，というこ

となのだ。3

上記のように，ピューリタンにおいては，兼業・兼職や転業・転職が許容された。そしてそれは，
ウェーバーが PWEの帰結として示す，個々人の富の追求に資するかという規準に照らして判断さ
れた。しかしながらそれは，ひとの財を奪うような悪徳な仕事であってはならないのは当然であっ
たし，また臨時の労働を軽率に転々としていくものであってもならなかった。道徳的に認められた，
規律ある労働にもとづく職業で，公共の福祉に貢献し，それらの規準に照らして総合的に，神によ
る救済の確かさをより高めるものでなければならなかった。その意味で，PWEにおける天職の 3

つの側面は，そのいずれもが突出することなく，バランスを維持しながら，時代や地域の要請にあ
わせて，天職の位置づけを変化させていったといえるだろう。

 3 ウェーバー（1989）邦訳書，309-310ページ。
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1.2.　テイラーの「精神革命」と PWE

経営学史家ダニエル・レンも PWEを検討し，それによって「働く喜びが動機づけの責任を個人
に与え，そして彼らの自己決定でき，自己統制できる生活が彼らに内的な推進力を与え」4，「新しい
個人主義の時代が生まれた」5ことに注目している。さらに，マネジメントの科学において PWEと
の関連がみられる理論的・実践的貢献として，ほかならぬフレドリック・テイラーの科学的管理法
をあげている。先述した PWEにかかわる天職の 3側面と対応させて考えると，召命や予定説といっ
た宗教的な要因はさておいても，マネジメントの要諦として，組織全体の利益に資する個人の利益
追求が，個人の意思と努力にもとづきなされるようにすることをテイラーが重視していた点を，レ
ンは指摘している。
テイラーは従業員にたいするインセンティブのあり方について，一般に知られる，時間研究をつ

うじた観察と分析にもとづくものあること，差別的出来高払いとすることともに，職位ではなくひ
と（の努力）にたいして支払うこと，の 3点を提示した。レンはこのうち，第 3の点の目的が「仕
事の種類ではなく努力に対して支払うことによって労働者を個別化すること」6にあり，その基礎と
してテイラーに「人びとはプロテスタントの倫理によって自ら向上するように鼓舞されるべきであ
り，ひとまとめにされて他の人と同じように扱われるべきではなかった」7という考え方があったと
している。
テイラーは科学的管理法の根本を，4つの原理からなる考え方であるとした。それらは「一，真
の科学を発達せしめること。二，工員の科学的選択とその科学的教育及び発達。三，労使間の友誼
的協調，管理者と工員とはほぼ均等の職責を分担すること」8である。テイラーは，科学的管理法の
導入にあたっては，このような考え方が従業員に受け入れられることがまず必要で，そのためには
管理する側はもちろん，従業員の側も意識を変えるような「精神革命」が必要であるとした。テイ
ラーはそれを，管理する側と従業員の側双方が「戦いにかえるに平和をもってすること，争いにか
えてき，兄弟のような心からの協働をもってすること，反対の方向に引っぱらずに，同じ方向に引っ
ぱること，疑いの目をもって監視する代わりに，相互に信頼し合うこと，敵にならずに友達になる
こと9」と，じつに平易に表現している。そのような精神のあるところに科学的管理法が導入されて
こそ，従業員の利益，管理する側の利益，組織全体の利益が最大化されるとテイラーは説いたので
ある。
ウェーバー（1989）の議論では，プロテスタントによる天職の意味あいは，企業家にとってと労
働者にとってとでは，明確に異なっていた。それは労働者にたいしては，「生活上ほかに好機をあ
たえられぬ人々の，低賃銀にもめげない忠実な労働を神は深く悦び給う」10というプロテスタント

 4 Wren （1994）邦訳書，27ページ。
 5 Wren （1994）邦訳書，28ページ。
 6 Wren （1994）邦訳書，125ページ。
 7 Wren （1994）邦訳書，125ページ。
 8 Taylor （1903）邦訳書，325ページ。
 9 Taylor （1903）邦訳書，354ページ。
10 ウェーバー（1989）邦訳書，359ページ。
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以前のキリスト教の考え方に，そのような労働こそが労働者にとっての天職であり，唯一の救いの
道である，という意味を与えたのみであった。企業家と労働者との立場の不平等は神の摂理による
ものとされ，企業家による労働者からの搾取もまたその天職の一部として容認された，というのが
ウェーバーの見解であった。
テイラーの精神革命はこのような価値観から大きく飛躍し，管理する側と働く側との活動倫理を

一致させようとするものとして位置づけられる。科学的管理手法の導入について，テイラーが従業
員へのインセンティブの個別化になぜこだわったのか。それは従業員のもうひとつの組織化，すな
わち労働組合が科学的管理法導入への障壁となったからにほかならなかった。かれの理想にとって
労働組合は不要であり，従業員を完全に個別化することができれば，管理する側とされる側の思い
が，精神革命としてひとつのかたちに統合されるとテイラーは考えていた。しかしながら労働組合
組織，また経営者側と組合側との対立は依然として存在したし，このような直接的な統合は困難で
あった。

2.　天職の再定義と管理者の職能の誕生

2.1.　経営プロフェッショナリズムのエートスと労働者の天職概念

富澤（2011）は労使関係史の立場から，対立する 2者の価値観がひとつの新しい精神を形成する
までに，経営者のエートスについてのもう一段の成熟があったとし，それをそなえた経営者観・管
理者観を「経営プロフェッショナリズム」として理念型化している。それは 1910年代，テイラー
の模索した科学的管理法が後継の実務家や研究者を担い手として実践されていくなかで，社会への
奉仕としての「サービス動機」を兼ね備えていった経営理念である。

経営プロフェッショナリズムは社会との関係を重視し，一種の公器としての機能を企業に要求する，

換言すればアドミニストレーターは営利衝動を抑止し，生産的動機（サービス動機）を優先しなけれ

ばならないとの立場である。これが科学的管理法と並ぶ，経営プロフェッショナリズムの根本原則で

あった。あるいはまた，経営プロフェッショナリズムとは科学的管理法とサービス動機の二つを基本

原則とする経営理念である，と言い換えることもできる。11

1920年代には，経営プロフェッショナリズムは，経営者たちがみずから尊敬に値する存在であ
ろうと注力するなかで，利益や資産の規模の追求ではなしに，企業倫理や企業責任の感覚を身につ
けることを志向するというかたちで展開した。そして富澤は，経営プロフェッショナリズムのその
ような展開の底流に PWEを見出している。

1920年代において，社会的サービスこそ経営的成功のためには不可欠であることが「発見」されたと

11 富澤 （2011）191ページ。
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いうのである。だが，これはベンジャミン・フランクリンの「精神」でもあったことを，我々は知っ

ている。「隣人愛の実践」が 20世紀に「社会的サービス」と翻訳されて復活を遂げたのである。12

 

経営プロフェッショナリズムは労働組合との協調を志向していくなかで，労働者の仕事そのもの
を心理的満足の実感ができるものに変革しようとした。当時は，経済の活性化に資する労働者の消
費力を高めるための高賃金と労働時間の短縮，という動きも強く存在した。それはともすれば，生
活の楽しみは消費や余暇にこそあり，労働はそのための必要悪でしかないという考え方に転化する
危険性を有していた13。しかしながら経営プロフェッショナリズムは，「労働と余暇を統合化した職
業生活全体から問題を見渡す必要があるとの立場」14から，労働組合側にたいしても仕事観・職業
観の再定義をうながしていくことになった。この文脈で富澤は，アメリカ労働総同盟（AFL）の議
長ウィリアム・グリーンによる労働者教育についての論説を引用した。ここでは職業を意味する語
として callingがもちいられている。

（労働者の生活を高めるために）グリーンは，「仕事の文化」こそ重要であること，また「職業 calling

を人間的成長と社会的サービスのための能力を高める手段とする」ことができさえすれば，労働者の

生活を再統合することは可能であり，「余暇を文化的に利用する可能性はより大きくなる」と主張して

いるのである。15

富澤の分析にもとづけば，ここで，経営プロフェッショナリズムの基礎とする企業責任や企業倫
理の感覚と，労働者の生活文化全体を高めるための職業（calling）の意味あいが，目的としての隣
人愛（公共の利益）と，結果としての個人の充足16や利益という，PWEの 2つの構成要素のレベル
で通底したといえるだろう。ようやく，テイラーが精神革命として統合しようとした，労使の
PWEの断絶が解消されたことになる。経営のエートスの成熟と同時に，理論としての経営管理に
おける一層の展開がもたらされることになった。それはひとことで言えば，職能（機能）としての
管理（者）論の誕生と展開であると位置づけられる。次項および次次項では管理（者）職能論がい
かなるものであるか，メアリー・パーカー・フォレットとチェスター・バーナードの議論をもとに
概観することにしたい。

12 富澤 （2011）203ページ。
13 もちろん，仕事「対」余暇の問題は，この時代に限らず，現在においても重要な考察の対象である（鷲田，

1996）。
14 富澤 （2011）245ページ。
15 富澤 （2011）247ページ。 
16 このような志向性は，労働社会史家による労作 Bernstein （1997）が 1930年代以降の仕事倫理として位置づ
ける「自己充足」を先取りするものであるといえるだろう。また，文化史の視点から働くことと働かないこ
ととの対位律を論じた Lutz （2006）においても，さまざまなメディアの例証的分析をつうじて，1920年代に
おける労働が自己充足や尊厳を追及する傾向にあったことが指摘されている。
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2.2.　フォレットの管理者職能論

フォレットは，富澤が経営プロフェッショナリズムの代表的論者のひとりとして位置づけるよう
に，経営者や管理者がひとつの専門的職業として成立するためには何が必要であるのかという議論
を出発点としている。フォレットはそれを，端的に「科学の基礎とサービスの動機」17であるとする。
すなわち経営者・管理者を含めた専門的職業は体系化された知識としての科学を，自分自身のため
だけではなくむしろ他者のためのサービスに用いるものであるとする。奉仕（サービス）は間違い
なく人間の愛他主義を示すものであるが，その考え方に福音伝道的な価値ではなく現実的な価値を
与えるために，フォレットは職能（機能）という概念を提示した。

企業経営者は彼の仕事は社会の必要な機能の一つであると考え，また他の人々も必要な機能を行なっ

ていて，全体がまとめって健全で健康な有用な社会を作っていると認識すべきである。「機能」が最も

適した言葉である。というのは，その言葉にはわれわれがわれわれの社会に奉仕を行なう責任をもっ

ているのみならず，部分的に奉仕の対象になる社会の存在に対しても責任をもっている意味を含んで

いるからである。18

フォレットは，専門的職業がたんなる奉仕にとどまらない構成要素として，「確かに仕事を愛す
る」19こと，および「よくできた仕事に対する満足感」20があるとした。前項で議論した PWEとの関
連でみると，管理者の職能というばあい，隣人愛の実践と個人的充足という PWEの要素が含まれ
ると同時に，専門的職業あるいは企業が社会のなかでその一部としてなにを担っているのか，とい
う考察が可能になるということをフォレットは示唆している。
フォレットは，企業経営をもっと科学的にするためには，科学的管理の手法にくわえて「人間関

係をともなう経営問題に科学的方法を適用」21することが必要であり，そのため「テイラー制度で
作業員の仕事を分析したとほぼ同じように，管理者の仕事の分析をすること」22が求められるとし
た。さらにそれらをもとに「経営の基礎をなす知識の集合を整理・組織する」23という一連のプロ
セスを経ることで，企業経営という専門職が社会の大きな機能のひとつを果たし，創造的な役割を
担うことできると，フォレットは主張した。
フォレットが論じたマネジメントの体系的知識として，当時の心理学を基礎とした建設的対立と

統合の概念があげられる。これはまさに，現代の葛藤管理（コンフリクト・マネジメント）を先取
りするものである。「われわれは，対立は悪であるとして非難するのではなく，逆に対立をしてわ
れわれのためになるように働かせるべきである」24とするフォレットは，その解決方法として抑圧，

17 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，185ページ。
18 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，187-188ページ。
19 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，189ページ。
20 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，189ページ。
21 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，176ページ。
22 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，176ページ。
23 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，176ページ。
24 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，42ページ。
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妥協，および統合をあげた。統合とは，対立する二者の要望が「それぞれ満たされ，いずれの側も
何ひとつ犠牲にする必要のない解決方法」25である。そのためにはまずお互いの相違点を表面にさ
らけ出し，そのうえでそれぞれの要求を要素分解していき，真の要求とそうでないものを選別して
いく必要がある。それらをつうじて，双方の真の要求が両立する解決策を見出していくことが可能
になるのである。
テイラーのいう「精神革命」が，起業家と従業員の利害の一致を所与とした直接的なものである

とするならば，フォレットのいう統合は，まずお互いの立場の違い，求めるものの相違点を認めて，
対立する要求に向き合う過程を重視しているという意味で，間接的なものであるといえる。このよ
うな間接的な統合によって，フォレットが具体的に念頭に置いていたであろう労使関係の視点から
見れば，前項で見た経営プロフェッショナリズムと，労働者によって新たに定義された天職概念と
が双体をなしていると，われわれは考える。

2.3.　マネジャーのモラルからモラルのマネジメントへ

バーナードによる道徳性（モラル）の組織論およびマネジネント論は，本研究の視角からは，フォ
レットの管理者職能論の延長上にあり，またその議論を抽象的に一般化したものと位置づけられる。
Barnard （1938）における組織と管理の議論の終盤（第 17章）では，以下のような点にふれられて
いる。すなわち，協働システムとしての組織が道徳的側面をもつこと。それが多様で重み付けも異
なる構成員個人個人の道徳準則から構成され，それゆえに複雑性をもつこと。管理職能はこの複雑
性に向き合い，しばしば対立に対処し，また組織としての新たな道徳性を創造し，組織の道徳準則
と構成員個人個人の道徳準則を一致させ，方向づけるようなリーダーシップを発揮していくことで
あること，である。

Barnard （1958）では，このような道徳性の組織論と管理論がより明快に論じられている。ここ
で道徳性とは，「何が正しいか，何が間違いであるかについての信念ないしは感情によって支配さ
れている行動」26と定義される。道徳性から生じる責任の多様性についてバーナードは，個人的な
もの，公的な代理性（現在の術語では「役割」と理解できる）によるもの，組織内の地位関係から
生じる忠誠，法人としての責任，個人による組織への忠誠，浪費や非能率にたいする経済的責任，
組織内プロフェッショナリズムとしての技術的・科学技術的責任，および法的責任をあげている。
これらの多様な道徳および責任は，体系性を有しているが，それは「十戒あるいは山上の垂訓とは
異なり，明確に定式化されたり，規約化されていない」27という特徴をもっている。また道徳性の
対立は，観察者に見える客観的な対立ないし矛盾と，当事者たち，またしばしばその一方にしか認
識されえない主観的な対立ないしジレンマとにわけられる。ビジネスの場ではおおごとになること
はなくても，幾千という道徳的ジレンマに対処することが，管理者の負担となっている。
道徳的責任の対立を解決する手段の第 1を，バーナードは司法的方法と呼んでいる。これは責任

を限定し境界を定めて対立を回避するという方法である。第 2は調停の方法と呼ばれている。これ

25 Metcalfe & Urwick （1941）邦訳書，45ページ。
26 Barnard （1958）邦訳書，239ページ。
27 Barnard （1958）邦訳書，253ページ。 
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は，当該対立が誤った仮定および事実の無視や誤認にもとづく擬似的なものであることを明らかに
するという方法である。第 3は具体的解決を発明する方法と呼ばれ，「当初の望ましい目的を，回
避すべき有害な作用を伴うことなく，効果的に達成するような別の提案を発見する，あるいは案出
する」28ことである。第 2と第 3の方法は，フォレットのいう対立の統合の手法と共通性があり，
現在のコンフリクト・マネジメントの考え方を先駆的に示している。またそればかりではなく，バー
ナードの定義する道徳性の管理は，労使間の対立といった目に見えて限定的な場面のみならず，現
在の組織論でいうところの多様な下位文化のマネジメントの問題をとらえていると考えられる。
これまでの論述をもととして，フォレットによる建設的対立と統合の議論からバーナードによる

道徳性のマネジメント論にいたる管理（者）職能論の展開は，以下のような示唆を与えているとわ
れわれは考える。すなわち，PWEにもとづく天職概念が 20世紀前半に再定義されていくにあたり，
企業やその経営者・管理者が倫理的であるために，どのようなことを考え，実践していかなければ
ならないかという問題の考察と理論化が，この時代の経営学の展開の一大潮流であったことを示し
ているということである。

3.　20世紀後半における PWEと天職概念の展開

3.1.　プロフェッショナル・モデルにおける天職概念の位置づけの確立

富澤（2011）の析出した経営プロフェッショナリズムは，当時の米国社会全体で，さまざまな専
門的職業における倫理のあり方を議論し確立していこうという流れのひとつとしてとらえられる。
以降その流れは，企業組織の大規模化と職業の専門化が着実に進行するなかで，1960年代には職
業社会学におけるプロフェッショナル・モデルとして確立した。それは職業の構造的側面と態度的
側面の双方で構成されている。

Hall （1968）のまとめによれば，プロフェッショナル・モデルの構造的側面は以下の 4つの属性
を有している。第 1に，社会における従来あるいは新たに求められた職能（機能）を果たすための
常勤の仕事を生み出していることである。第 2は，当該専門職の知識の基地となり，職業の社会的
地位を高めるための，専門的訓練学校を有していることである。伝統的な専門職ではそれは定評あ
る大学の一部となり，新しい専門職では訓練機関がはじめから大学内におかれている。第 3として，
専門職団体の形成があげられる。地域の団体が全国団体にむすびつき，政治的要因や競合する専門
職の有無によっては，より強い結合体としてのアソシエーションが形成される。第 4は，倫理的コー
ドの形成である。これには専門職内部の仲間のもの，および外部のクライエントや公共にたいする
ものがある。通常は専門職団体が，その構成員にたいして（遵守）のための強制力を発揮するが，
それがしばしば法的な裏づけをもつばあいもある。他方で，プロフェッショナル・モデルの態度的
属性については，Hall （1968）はつぎのように要約している。

28 Barnard （1958）邦訳書，257ページ。
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1.　専門職組織を準拠枠とすること。この専門職組織は，公式組織と非公式な同僚集団を含んでいる。

それらは専門職にとって仕事におけるアイデアや判断の源泉となる。

2.　公共への奉仕の信念。この要素は専門職にとって不可欠の考えであり，専門職による仕事は公共

にたいしてとそれを実践するひと自身にたいしての両方に利益をもたらすものだというものの見方で

ある。

3.　自己調整への信念。専門職の仕事ぶりを判断できるひとが専門職仲間としての資格があるとされ，

そのような資格づけが望ましくまた実践的であるという見方である。仲間同士で互いにコントロール

するという信念である。

4.　専門領域への天職の感覚。専門色が仕事を献身的につとめ，たとえ外的報酬が少なくなってもそ

の仕事をしたいと思う感情である。

5.　自律性。専門的実践家は，自分自身でものごとを決められるようになるべきであり，クライエン

トや当該専門職でないひと，雇用組織などからの圧力に屈してはならない。

（下線は引用者による）29

以上の諸属性はつぎのように評価できる。第 1に，総体的に，プロフェッショナル・モデルの構
造的属性における倫理コードの重視と，態度的属性全般，とくに公共奉仕への志向性と天職の感覚
といったものは，PWEの流れを色濃く受け継いでいると考えられるということである。これらの
側面は，専門職のひとびとに，なぜその仕事につくのかという理由を与えている。また以下の点も
指摘できる。すなわち，（企業）組織の論理からは独立性を有するプロフェッショナリズムにおいて，
天職にはげむ結果としての個人の充足は内発的なものであり，その献身性が強調されるいっぽうで，
外的報酬にあらわれる経済的側面の位置づけについてはむしろ復古的でさえあるといえることであ
る。

3.2.　PWEと達成動機および他者志向性

社会学におけるプロフェッショナル・モデルとは対照的に，PWEへの心理学的アプローチの嚆
矢であるディビッド・マクレランドの研究は，その経済的帰結に着目するだけではなく，そのスケー
ルを個人レベルから国家経済レベルにまでおしひろげた点が特徴的である。その概要については，
McClelland （1961）の邦訳書のほか，Wren （1994）の邦訳書や金井 （2006）による概要の紹介にふ
れることができる。マクレランドは国レベルの経済発展をもたらす個人の心理的要因として，達成
動機を考えた。達成動機の喚起は，主題統覚検査（TAT）として知られる手法において，被験者が
望ましいパフォーマンスの基準をもっていて，それをやり遂げようとしたり，達成への阻害要因に
敏感であったり，さまざまな達成手段を試みたり，自分の努力の結果にたいして喜んでいるとか悲
しんでいるといったような思考の測定にあらわれるとされる。
マクレランドは，PWEを有する家庭は，独立をうながし，安易な満足に陥らず，熟練を求める
ような教育をするので，子供は強い達成動機をもつようになると考えた。達成動機の高い「ハイ・

29 Hall （1968）, p. 93.
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アチーバー」はその後起業家として成功し，ビジネスの拡大を生み出す。それが最終的に国家の経
済発展につながるとマクレランドは考えたのである。リアルタイムの検査データが得られないばあ
いは児童文学の内容分析をおこなうなど測定の工夫をして，歴史縦断的および地域横断的にさまざ
まな社会を比較しながら，マクレランドは PWEのエートスが存在し，さらに根本的には達成欲求（n

達成）の高いひとびとからなる社会が経済的にも発展することを立証しようとした。
マクレランドの研究は，現在の実証研究の水準からみると，測定方法が未熟で，発見事実もあい

まいであることが指摘されている。また本研究の視角とも関連する問題として，n達成は PWEの
諸側面のうちハードワークや生産性，質素倹約に焦点がおかれており，禁欲などの他の側面は含ん
でいない点が指摘されている（Furnham, 1984）。n達成は PWEの一面を切り取る概念にすぎず，
これのみで経済の発展は説明できないという批判である。しかしながらMcClelland （1961）を検討
すると，マクレランド本人がそのことをもっとも意識していたことがうかがえる。マクレランドは，
n達成以外に経済発展への影響が見られそうな心理的要因について，さまざまな探索をおこなった。
その結果，達成欲求とあわせて，経済の発展に寄与する可能性の高い心理的な構成概念として，「他
者志向性」を提起している。
他者志向性とは，社会学者ディビッド・リースマンが社会のもつ性格（パーソナリティ）として

類型化した概念のひとつで，Riesman （1960）本来の議論からすれば，宗教改革にはじまり PWE

が支配的であった時代の欧米の社会的性格（「内的志向型」と呼ばれる）とは非連続性をもつもの
である。他者志向性の性格をもつ社会では，個人の行動は同時代の他者によって方向づけられる。
それはそのひとにとっての直接の知り合いでもありうるが，より可能性が高いのは，当該社会で高
度に発達したマスメディアなどをつうじた「一般化された他者」である。この社会では，そのよう
な同時代の他者をたえず気にしながら行動していくことが，個人レベルで内面化されている，とい
うのが他者志向性の特徴である。
マクレランドはこのような心理的要因が，経済発展を阻む伝統的な規範から個人を解放し，個人

に行動の選択肢をより多く与え，人間関係や役割関係をも柔軟にするという，じつにポジティブな
とらえ方をしている。さらにマクレランドは，このような他者志向性がビジネスの公共性や商業道
徳を確立することにつながると考えた。すなわちアンフェアな経済活動はマスメディアによって糾
弾され，世論によって淘汰されていくと同時に，「個人に公共性ということを教えるにちがいない」30

だろうということである。

そのような制裁によること（伝統にたよるのではなく）によって，みなとはかけ離れた行動をコントロー

ルし，新しい社会規範を確立していくという意味で，それらの国は《他者志向的》になっていくので

ある。かくて社会的責任を，伝統にもとづくところから，他人にもとづくところへと移行させる傾向

を多くもった社会的機能が示すもっとも重要な保証というのは，それが市場の無名的性質に道徳性を

付与するという，より大きい保証である。世論にたよることは，商業道徳を行きわたらせ，強制する

という社会的メカニズムを作り出すのであって，経済進歩を停滞させている市場的欠陥を除去するた

30 McClelland （1961）, p. 196. 邦訳書，278ページ。
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めには商業道徳が本質的に不可欠なのである。31

マクレランドの研究は，Furnham （1984）によって指摘されるような問題は否定できないが，
PWEを n達成という心理的な説明変数におきかえ，ウェーバー命題に立ち返ってその検証をしよ
うとしたという点で独自であり，また職業的・商業的活動が活性化されるための社会的な存立要件，
とくにその道徳的側面を，同時代性を反映させつつあらためて考察したという点でも，本研究の視
角からは，他の研究にはない貢献が認められる。他方で，このようなアプローチは，時代性や地域
性をこえた一般変数として PWEを定義する志向を有するので，PWEあるいは天職の意識それ自
体が，社会的な倫理や職業道徳からは切り離されたものとなっていくことを手助けするものである
といえる。

3.3.　PWEの心理学的研究の展開

マクレランド以降の PWEの心理学的研究は，PWEの尺度化と，それを中心としたウェーバー
命題の構成諸変数の関連の検証とによって特徴づけられる。PWEの尺度についてはいくつかが開
発されてきたが，その代表的なものとしては，Mirels & Garret （1971）が大学生に実施するために
開発した以下の 19項目があげられる。

 1.　ほとんどの人は，利益にならない娯楽に時間を使いすぎている。

 2.　ひとびとが余暇の時間を少なくすれば，われわれの社会の問題はより少なくなるだろう。

 3.　ギャンブルや投機などで得たあぶく銭は，無分別に浪費されるのが普通である。

 4.　仕事で最善をつくすことをやり遂げるほどの満足はそうそうない。

 5.　もっともむずかしい授業こそもっともやりがいがあるのが普通だ。

 6.　人生で成功しない人は，純粋に怠惰なだけである。

 7.　自力で成功したひとは生まれながらの金持ちよりも倫理的であると思われる。

 8.　わたしはしばしば，何らかの楽しみを我慢すればもっと成功するのに，と感じる。

 9.　ひとびとはリラクゼーションのためもっと余暇に時間を使うべきだ。*

10.　ハードワークができ，それを喜んでするひとには成功するチャンスがある。

11.　仕事でうまくいかないひとは，普通は，それを一生懸命しようとしていない。

12.　われわれが苦しむ必要がなければ，人生はもっと意味のないものになるだろう。

13.　ハードワークは成功をほとんど保証しない。*

14.　クレジットカードは不注意な浪費への切符である。

15.　われわれが余暇にもっと時間を使えば，人生はもっと意義深いものとなるだろう。*

16.　楽しくない仕事に熱意を持って取り組むひとは，出世するひとである。

17.　充分まじめに働けば，そのひとにとって良い人生を送ることができる。

18.　やるべき仕事がほとんどないと，わたしは不安に感じる。

31 McClelland （1961）, p. 196. 邦訳書，278-279ページ。
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19.　ハードワークを嫌うのは，性格の弱さのあらわれである。

*は逆転項目32

また変数間の検証は，Jones （1997）のまとめにもとづくと，次図のように示される。

PWEの心理学的検証は，多面的な変数間の関連の探索に向かっているが，以下のような点も指
摘できる。第 1に，職業社会学におけるプロフェッショナル・モデルとは異なり，天職を PWEの
さまざまな原理を導く一構成概念としては認めつつも，それはあくまで PWEの導入的な役割をも
つものにすぎず（Furnham, 1984），分析モデルの要素としても位置づけられてこなかったという点
である。第 2に，これと関連して，PWEがなぜ，どのように形成されるのかという問題への焦点
化は相対的になされてこなかったという点である。これはマクレランド自身は家庭内教育と関連さ
せて論じたものの，それ以降，PWEを基本的にはパーソナリティとして，所与のものとする傾向
があったためであると考えられる。

3.4.　「心の習慣」と天職概念

宗教社会学者ロバート・ベラーによる天職概念への再着目は，近年のワーク・キャリア領域にお
ける天職研究のひとつの契機となっている（Wrzesniewski, et al., 1997 ; Dik & Duffy, 2009）。Beller 

et al. （1985）において，仕事のあり方は 3つに分類された。その第 1は「ジョブ」である。このば
あい，仕事は金を稼いで生活を立てるための手段である。これによって，経済的な保障や成功にも
とづく自己定義がなされる。第 2は「キャリア」である。ここで仕事は功績や立身出世の過程を示
すものとされ，自己は社会的地位や威信を含む（経済的意味以上に）広義の成功によって定義づけ

32 Mirels & Garret （1971）, p. 41.

コーリングにおいては、自己はよく訓練された技術と適切な判断力を持つ者同士の共同体の内に置かれる。この共同体

は、活動によって得られる結果や収益ばかりでなく、活動自体に意味や価値があると感じている。しかも、コーリングは個

人を彼の仕事仲間へと結びつけるばかりではない。コーリングは個人をいっそう大きな共同体へと、各人のコーリングが

図 1　ウェーバーによるプロスタント倫理のモデル化
　　  出所 : Jones （1997）, p. 763.
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られる。第 3が「天職（コーリング）」である。ここでは，仕事はそのひとの活動に理想や道徳的
意味を与えるものである。さらに天職をつうじて，自己はより大きな共同体と結びついた存在と定
義される。

コーリングにおいては，自己はよく訓練された技術と適切な判断力を持つ者同士の共同体の内に置か

れる。この共同体は，活動によって得られる結果や収益ばかりでなく，活動自体に意味や価値がある

と感じている。しかも，コーリングは個人を彼の仕事仲間へと結びつけるばかりではない。コーリン

グは個人をいっそう大きな共同体へと，各人のコーリングが皆の利益に対する貢献となるようなひと

つの大きな全体へと，結びつける。33

ベラーらによる天職概念の定義は，宗教的な意味あいこそ所与としないものの，天職の初期の定
義におおきく立ち返るものであるといえよう。第 1に，この定義はプロフェッショナル・モデルの
所属性と高い共通性をもちつつも，コーリングが専門的職業という限定から自由になったことを示
している点である。すなわち，仕事と自己との関係しだいで，ルターがいうようにすべての仕事が
天職でありうるし，だれでも天職をもちうるということである。第 2に，共同体感覚の重視である。
専門職団体にとどまらず，宗教組織や地域コミュニティなど，さまざまなつながりをつうじて，個
人が天職をつうじた全体への貢献を実感できるような定義であることである。

むすびにかえて

これまで，PWEと天職概念について，きわめて選択的にではあるが，経営学にはやや深く立ち
入りつつ，関連する歴史学，社会学，心理学の領域にもわたって，いくつかの研究にふれ，それら
の展開を素描してきた。その流れは，あらためて以下のようにまとめられる。ウェーバーが明らか
にした天職概念の 3側面，すなわち召命と予定，隣人愛と公共の福祉，個人の充足と利益の鼎立的
関係うち，宗教的な色彩の強い召命と予定の側面については，20世紀米国の産業主義の進展のなか，
1920年代に労使関係が対立から協調に向かう過程でその影響をうしない，目的としての隣人愛の
実践と結果としての個人の充足というかたちで再定義された。それは経営学の展開における，科学
的管理法から経営プロフェッショナリズムを経由して，管理（者）職能論が確立するまでの流れと，
いわば双生児の関係であった。その後 20世紀後半における天職概念は，職業社会学におけるプロ
フェッショナリズムの中心属性として位置づけられていくいっぽうで，PWEの多元性と関連変数
の探索を志向する心理学的アプローチにおいては重視されなくなっていった。
ベラーらの議論は，天職にたいして仕事の意味，公共性，個の尊重という諸要因のバランスを有

した再定義をもたらした。しかしながらこの定義は，米国における個人主義と共同体感覚とのバラ
ンスを失っていくひとびとの事例を記述するためにもちいられたことに注意すべきである。表 1に
おける天職の現代的定義は，キャリアにおける個人主義にもとづく主観的側面を強く反映したもの

33 Bellah et al. （1985）邦訳書，76ページ。
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であるが，歴史的な展開をとおしてみると，やはりその一側面を照射するにすぎないという評価が
適切であると考えられる。
経営学の領域では，近年エートスの諸側面のバランスに着目する研究が目立っている。たとえば

加護野 （2010）では，資本主義のエートスを構成する 3側面として，市民精神・企業精神・営利精
神をあげ，従来の日本企業がよい経営をおこなってきたのはそのバランスに留意してきたからであ
るが，近年は市民精神が衰微し，企業精神も弱体化して，営利精神のみが肥大してきたという問題
を指摘している。また鈴木 （2013）はベラーを含む公共哲学の文献をレビューしながら，全体主義
と個人主義との間のアリーナとなる，企業内の職場の役割に着目し，そのバランス維持機能を論じ
ている。本研究における次の段階は，近年のワーク・キャリア論における天職についての諸研究を
レビューすることであるが，これまでの議論をふまえた立場を維持しつつそれをおこない，われわ
れ自身の経験的分析枠組みの構築につなげたい。
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