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【 研究ノート 】

高齢者のみで組織を運営する :  
組織論からの分析視角

野　口　寛　樹

1.　は じ め に

本稿の目的は，学際的な高齢者研究を考える中での，組織論，ひいては経営学的な分析視角を提
供することにある。
内閣府の平成 28年版高齢社会白書によれば1，高齢化率（65歳以上の高齢者の割合）は 26.7%で
あり，平均寿命は，平成 26年（2014年）現在，男性 80.50年，女性 86.83年である。1950年には
平均寿命が約 60歳だったため，わずか半世紀強の間に 20年も寿命が延びているのである（東京大
学ジェロントロジーコンソーシアム，2012）。

2030年の全国民に占める 65歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は 3分の 1にまで増加する2。し
かしこれは全国民の話である。現在の日本における都市部（特に東京）への人口の偏在を考えるに，
都市部での高齢化は，地方の若者をさらに都市部へと供給することになる可能性を孕んでおり（特
に介護関係のサービス業へ），地方においては，高齢者のみでの何かしらの問題解決が迫られるこ
とは視野に入れるべきである3。
高齢者＝虚弱者ということではない（小谷野・安藤，2003）。年代別人口に占める介護を必要と

している人の割合（介護保険適用率）でも，65歳から 74歳ではわずか 5パーセントとなっている。
実際には複数の病気を抱えているかもしれないが，まだまだ元気な高齢者が 95%いるのである。
人間はピンピンコロリという現実ではなく，75歳を過ぎてからゆっくり，徐々にその身体機能が
低下していく。そして身体機能の現実に加えて，社会的な問題である。特に高齢期は経済的な格差
が拡大しやすい。無年金，低年金，生活保護の増加といった課題はすでに顕在化しており，今後さ
らなる社会問題となる（東京大学高齢社会総合研究機構，2010 ; 2013 ; 東京大学ジェロントロジー

 1 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/zenbun/28pdf_index.html（2017年 6月 23日閲覧）。
 2 ここでの問題には，75歳以上の後期高齢者の割合が急増するという問題も含まれる。
 3 現在の状況を鑑みるに，高齢者多数，つまり少数の若者と高齢者の協働による様々な活動が行われているこ
とについて，多くの事例が存在する。政策的には Uターン・Iターンなど，若者を地方に戻す施策もある。
その協働事例に対する分析の必要性は当然あるものの，本稿はそこに焦点を当てているわけではない。今後
起こりうる，既にある高齢者の自主的，主体的な活動を議論したい。

 2017年 6月 1日現在，福島県の高齢化率は 30.0%である
 （https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/fukushimaken-genjou.html，2017年 7月 20日閲覧）。2030年の話
ではないのである。
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コンソーシアム，2012）。
以上を鑑みるに，高齢者に対する既存の QOLや社会参加，働きがいというような視点ではなく，
高齢者に活動をしてもらうという視点，つまり，高齢者自身が，有限である資源をもちい，どう効
率的，効果的な組織運営を行うのか，という分析視角は必要となるであろう。それは，自主的に高
齢者が活動をする中で，その効率的な運営に対する視角を提供することとなる。
以下，次のように議論を進める。第 2節では，既存の高齢者研究を，特に社会参加の視点からま

とめてみたい。続いて第 3節では高齢者活用に関する知見をまとめ，第 4節で高齢者のみで組織を
運営するという視角を提供する。最後に，高齢者研究に対する経営学的な分析視点として，組織ルー
チンという概念を提示する。

2.　学際的な視点からの高齢者

（1）　高齢者をめぐる視点

述べるまでもなく，学際的な分野である。医学・哲学・社会学・経済学・心理学・経営学等，多
くの分野で高齢者をめぐっての議論が展開される。
特に企業内では，定年をめぐる雇用延長や，高齢者の利活用についての議論は多い。その中で本

稿は，高齢者が高齢者のみで運営をする，しなくてはならない組織に注目をしたいと考える。なぜ
なら，特に非営利組織（NPO，NPO法人）にその議論の必要性が見られるからである。
本稿が議論を進める中で，確実に言えることは，「高齢者」は非常に多様であるということである。

その経済状態，健康，家族，キャリア，また住居地（都市部か農村部か）等々で，その行動は様々
な影響を受ける。
例えば，前田（2006）は，40～59歳の中年世代の男性にアンケートを行い，その高齢期におけ

る就業意欲の高さの要因を 3つの点から分析している。その要因として，① ローン等の経済的要因，
② 結婚年齢などのライフコース，③ 独立・開業志向などの職業キャリア要因が挙げられる4。
つまりその高齢期の行動は自らのおかれている環境，またライフスタイルと複雑に絡み合うこと

が想定され，多様性はさらに促進される。同時に分析の難しさも指摘され，それが加齢効果なのか，
世代効果，または時代効果の判断も複雑となる。特に経営学の視点から議論をするのであれば，企
業社会とは 60～65歳で一つの区切りとなることを推奨する社会である。その中では，定年後の高
齢者のあり方・考え方は多岐にわたる。

（2）　社会参加という視点

1946年にアメリカにおいて老年学会の学会誌 Journal of Gerontologyが出版されたことは，高齢
者研究が 1940年代以降多くなり始めたことに関する具体例である。また 1995年には，Journals of 

 4 ① に関連して，住宅ローンという経済的負担は就業意欲を促進している。② に関連して，末子出生年齢が
35歳以上となると高齢期においても引退が遅くなる可能性が示される。③ に関連して，中年世代の雇用労
働者が，独立・開業志向を持つことが引退希望年齢を高めることを示している。
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Gerontologyが二つに分かれ（the Journals of Gerontology Series A : 自然科学系，the Journals of 

Gerontology Series B : 社会科学系），その内容も多様化している。
人口の高齢化とは出生率の低下と中高年層の死亡率の低下によってもたらされる（小田，2002）。

高齢化の問題は，普遍的な老後問題と区別される高度産業社会にある。若者世代が早く結婚して子
どもを多く産むことは利点がないため，出生率が上がることはなく，人々が豊かな生活と長命を享
受し続けようとする限り人口減少する。高度産業社会の構造的矛盾は常にあり続けるのである。高
齢化社会とは，つまり，高度産業社会自体が長続きしないものかもしれない前提の中で，今見えて
いる高齢化問題に，どのような視点で取り組むのかを考える必要がある社会なのである。以上への
分析視角の 1つに，エイジングに関する社会科学的研究の中で，最も古くから今日まで一貫して研
究されている，サクセスフル・エイジング（successful aging）の議論が存在する。
小谷野・安藤（2003）では「幸福な老い」として表現しているが，小田（1993）では，その多義

性をあげ，「身も心もつつがなく年をとっていくこと」と表現している。それは，その肉体的な側
面と心理的な側面が重要だからである。社会老年学では，モラールや生活満足度等での操作化を行
い，サクセスフル・エイジングを測ろうとしてきた。それは心理学の様な測定方法の精緻化を促す
流れを作り，高齢者の主観的幸福感を被説明変数とする分析を行ってきた（小野，1993）5。
その議論を基に，近年では，「アクティブ・エイジング」，そして「プロダクティブ・エイジング」

の議論が興隆をみせている。アクティブ・エイジング，プロダクティブ・エイジングは，個人と社
会の両方からの期待が一致した年の取り方，老い方である6。そして現在では，アクティブ・エイジ
ングの中に，プロダクティブ・エイジングが含まれるという傾向があるようである（小田，2004）。
ただ，当然ながら，何に注目をするかで，使用される言葉が異なる。アクティブ・エイジングを語
る中では，その社会への参加への意義が強く押し出され，高齢者のライフスタイル全体の戦略を意
味することとなる。前田（2006）は，創造的な老いを支える新たな文化的・社会的規範を含意する
ものととらえている。その 1つにプロダクティブ・エイジングの概念も含まれる7。

Bass et al. （1993）はプロダクティブ・エイジングを，製品やサービスを生産する，またその能

 5 具体的には，活動理論（壮年期の社会的活動の水準を維持することが，幸福であるための必要条件）や離脱
理論（加齢に伴うパーソナリティの変化により社会的活動とモラールの関係が消失し，離脱した状態，つま
り人間関係が減少した状態が望ましい）が指摘される（小谷野・安藤，2003 ; 小野，1993）。

 6 「アクティブ・エイジング」という言葉はWHO（世界保健機関）が積極的に使うようになり，2002年の「国
連第 2回世界高齢化会議」にて討議資料が提出された。それによると，アクティブ・エイジングとは 4つの
点から議論がなされ，① 単に身体的に活動的であるということではなく，② 社会的，経済的，精神的，文
化的，政治的な事柄に継続的に参加・関与することを通じて，家族，友人，地域社会に貢献する，③ 自立，
参加，尊厳，優しさ，自己充実を原則とし，④ 世話される対象から権利の主体へとなること，と説明され
ている。アクティブ・エイジングは，最終的にサクセスフル・エイジングの実現を可能とする（長田他，
2010）。

 7 特に経営学との関連で述べるのであれば，プロダクティブ・エイジングの概念が接近している。Butler （1975）
が先駆的に提唱したプロダクティブ・エイジングの理念は，年齢差別（ageism）が存在し，高齢者が社会的
役割を得ようとする障害に対する反発であった。Butler自身はプロダクティブ・エイジングの定義を必ずし
も明確にしなかったため，その後，多くの研究者がプロダクティブ・エイジングの概念を独自に考察してい
くことになった。
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力を構築するための何かしらの活動としており，報酬のあるなしに関わらないものとして捉えてい
る。それは労働市場外での活動も想定される幅広い概念である。柴田（2005）は productivityの意
味を有償労働，無償労働，高齢者の相互扶劫，奉仕・ボランテイア活動を高齢者自身が行う力とし
ている。ただ，当初のプロダクティブ・エイジングの概念は，高齢者の経済的活動への参加に関心
があるため，高齢者に就業を強制することになりかねない可能性があった。
しかし，日本の文脈では，欧米の議論と比較し，高齢者の QOLと productivityは融合せず，特に，

「生きがい」として，生産活動の重要性が指摘される（柴田，2012）。岡本（2009）は生きがいと生
産活動との関係を述べているが，女性では，家庭内無償労働を除くプロダクティブな活動が概して
well-beingを高める可能性が示唆され，男性では，有償労働への従事や，プロダクティブな役割を
多く持つことが主観的健康感を高める可能性が示唆されている。定年後，何かしらの活動を行うこ
とは人生の質，幸福な老いに影響を与えることが示唆される。そのため，高齢者は一貫して，あく
まで自らのため，社会的に考えれば，社会参加という言葉でその活動はまとめられるようである。

3.　高齢者活用の視点

高齢者が働く，活動をする上で考慮しなくてはならない点とは何であろうか。
高齢者活用を検討する中で，企業社会においては，能力のいかんにかかわらない，制度としての

定年が存在する。既存の企業における雇用延長制度，高齢者雇用制度は，あくまでもその企業にお
ける，戦略，人材育成制度の影響下にある。高齢者のみで構成される組織の運営を考えているわけ
ではない。企業内における年齢構成に偏りは出つつあるものの，実行部隊としての若者，管理者と
しての高齢者（熟練者），というのはよくみられる事象である。
田尾他（2001）によれば，経済的要因，健康，職種，仕事以外の要因を考慮して，高齢者は仕事・

活動をすることについて考える。そもそも定年後に働くかどうかは，老後の安定的な生活が保証さ
れているかどうかが分水嶺となる。定年後働く上で大きな影響を与える要因は，「勤務時間」（短縮
したい。それは「健康」と「家庭の事情（介護など）」が大きく関係をしている）と「自己実現欲求」
である。他にも具体的に仕事を行う上では作業効率の低下（それを補う全体を見るバランス能力を
高齢者は持つという議論もあるが，高齢者ばかりの組織でバランス能力ばかりは必要ない），また
健康の観点から急に働けなくなる可能性などが指摘される。
高齢者の就業や生活は多様化しており，それを前提とした生活設計，そして様々な選択がもとめ

られる。何を選択するのかは個人の判断によるところが大きい。そのため前田（2006）は高齢期ラ
イフスタイルの選択性と個人化について指摘をしている。高齢者はその活動についてどのような選
択をしているのであろうか。それは，同時に，活動を支える側，つまり組織的な高齢者の活用可能
性を考えることとなる。つまり，組織は，どのようなことに気を配ることで，高齢者を活用・雇用
することになるのであろうか。
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（1）　高齢者が企業内で働き続けることの現実

内閣府の「高齢者の経済生活に関する意識調査結果（2013年）」8は，60歳以上の労働者の働く理
由として，経済的な理由がもっとも多いことを指摘している。その中で，現在の 60歳から 65歳へ
の定年延長を考えるに，労働政策研究・研修機構の「第 7回勤労生活に関する調査（2016年）」9に
よれば，「終身雇用」を支持する者の割合は，調査を開始した 1999年以降最高の 87.9%であり，
日本型雇用慣行をあらわす項目に対する支持割合が高い。また 1つの企業に長く勤め，管理的な地
位や専門家になるキャリアを望む者の割合は 50.9%と過半数をこえている。1つの企業で雇用延長
を考える姿は少なくない。しかし，そうならない現実がある。
高木（2009）は高齢者の雇用継続には 3つの問題が存在することを指摘している｡ ① 労使間の

ミスマッチであり，それに関連して ② 新しい雇用契約の受容しにくさ，そして ③ 継続雇用選抜
に伴う高齢者間での摩擦，である｡ 当然ながら，企業としては長期的な組織運営のため，高齢者の
仕事をそのまま継続させるのではなく若手に預けていきたい。そのため高齢者は，雇用延長前と同
様の職務が行えず，異なる職務が依頼される可能性がある。また仮に雇用継続が実現されたとして
も，もし企業側が雇用継続希望者を積極的に雇用したいわけではない場合，希望通りの働き方がで
きない10。そして，当然ながら，継続できる人とできない人は出てくる。企業の継続性の観点から，
多くの企業はすべての高齢者を自社内で雇用することはできないのである｡
これらの課題が克服されるためには，企業は長期的な視点に立ち人的資源管理を行う必要がある

（高木，2014）。前田（2006）によれば，1991年から 2001年までの定年経験をした男性の定年後の
キャリアパターンの合計を見るに，最も多いのが，「転職・再就職型（33.6%）」であり，つづいて「完
全引退型（23.4%）」，「雇用延長型（20.3%）」となっている。調査期間の 10年間で，その推移をみ
るに，定年退職後の企業の雇用延長機会が減少し，また転職や再就職も厳しく，出向制度によって
高齢者雇用が維持されている傾向が示されている。ただ，同調査から，定年退職を第 2のキャリア
形成期と位置付けるような「転機」として，前向きにとらえる定年文化が構築されている可能性が
示唆されている。つまり，雇用延長で働くパターンは全体の約 20%程度である。企業は，同一企
業内での職業キャリアだけではない，雇用延長以外の働き方，また活動を鑑みた，個々人のライフ
コースを考える必要性が指摘されている。

（2）　雇用延長以外の視点─転職をさせる中で─

前田（2006）でも一番多い，転職・再就職型が成功するためには，それまで勤めていた企業で通
用していた能力とは別の，他企業でも通用できるような能力や経験，資格ではなく，むしろ関連性

 8 http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h23/sougou/zentai/index.html（2017年 6月 23日閲覧）。
 9 http://www.jil.go.jp/press/documents/20160923.pdf（2017年 6月 22日閲覧）。
10 就業実現可能性が高い人が有する人的資源としての要素を，雇用延長を依頼したい従業員が持っていない場
合には，たとえ就業が実現できたとしても，望まれて雇用されているわけではないため，希望通りの働き方
や尊厳ある働き方ができない可能性がある｡ 定年前の従業員たちがこのことを予見したならば，本来的には
就業希望を持っていたとしても，その希望を企業側に表明することなく引退していく可能性が高い（高木，
2009）｡
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の強い職種間を異動するほうが，成功への道のりを平坦にしているようである｡ 高木（2008）によ
る ｢キャリアの連続性｣ の指摘である｡ 長期的な安定雇用を前提とし，入社以降のキャリア育成を
主体的に行い，その結果として，最終的に他企業でも求められる人材になれるのである｡
ただし，労働政策研究・研修機構（2016）の転職についてのデータによれば，高齢者転職先とし

て選ばれる傾向にある職種は，「60～64歳での転職」，「65～69歳での転職」に際して，比率が大き
く増加しているものに，「運搬・清掃・包装等」の仕事が指摘される。「運搬・清掃・包装等」は男
女ともに「44歳以下での転職」，「45～54歳での転職」，「55～59歳での転職」では総じて比率が低い。
つまり，若年，中年での転職で選ばれない職種への異動がなされている事実である。
これまで，従業員のキャリア管理に関する裁量は，ほぼ全面的に企業に委ねられてきた。高齢者

雇用促進のためには，定年前後の雇用管理に注視するだけでは不十分である。従業員個々人のキャ
リア育成を念頭に入れた，入社から定年に至る，さらにいえば定年後も含めた長期的視点に立った
人材マネジメントを行っていくことが求められるのである。

（3）　雇用延長以外の視点─シルバー人材センター─

続いて期待されるのが，派遣としての働き方，特にシルバー人材センターによる高齢者活用であ
る。
シルバー人材センターとは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」によって，定義がなされ

ており，定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で，臨時的かつ短期的なもの又はそ
の他の軽易な業務に係るものの機会を確保し，及びこれらの者に対して組織的に提供することによ
り，その就業を援助して，これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし，もって
高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人である11。
「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業」を提供する機関である。そしてセンターでの働き
方は「生きがい」を得るための就業を目的としている。
星他（2016）は，高齢者の働き方の希望と現実を聞いている。就業の希望に着目すると，65歳
以上でも半数以上が就業を希望し，70歳以上でも 3 分の 1 程度が就業を希望している。しかし，
必ずしも就業できるわけではない。特に 65歳以上では，就業形態として「シルバー人材センター
などの臨時・短期的な仕事」や「ボランティア」を希望する人が増えるが，希望と現実の割合の乖
離は大きい。働きたいニーズの方が多く，希望通りの就業形態で働けない現実がある。
「現役時代の知識やスキルを活かせる仕事」を求める人が高い割合を占める一方で，「自宅の近く
や自宅でできる仕事」「気楽にできる仕事」を求める層も少なくない。これらの志向は年代による
差が小さいため，一般的な高齢者の就業希望の特徴と考えられる。シルバー人材センターが提供す
る仕事は，植木・剪定，清掃，駐輪場管理などの軽作業が中心であり，ホワイトカラー層の受け皿
になりにくい12。

11 http://www.zsjc.or.jp/kyokai/history.html#as_works など（2017年 6月 17日閲覧）。
12 山下（2002a）の分析でも，今後依頼したい仕事はブルーカラー的単純作業の「清掃」が指摘され，ギャッ
プが存在する。シルバー人材センター会員の就業機会を拡大して行くためには，会員自ら新しい事業を開発
し，杜会の需要を創出していくことも必要である（山下，2002b）。
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加えて，瀧・野崎（2008）によれば，月平均の希望する就業日数や一日平均の希望就業時間は，
女性が短時間就労を希望しているのに対し，男性はより長い労働時間，より高い収入を希望する傾
向があり，ミスマッチが男性で多く生じていることが指摘される。高齢者の就業行動・意識は変化
しつつあり，男女によってその方向性も異なる。
本調査では，高齢者の就業意欲が，シルバー人材センターの提供する「生きがい的な要因」から

「経済的要因」にシフトしていることを明らかにしている。つまり，時代の変化とともに，年齢差
別を克服できる有効な就業の仲介や職業紹介システム，あるいは，より経済的な要因を克服するた
めの能力開発システム等が求められるようになってきている。

（4）　NPOでの活用視点

同一企業での雇用延長や転職，そしてシルバー人材センターでの就労以外の活動として注目され
るのが，社会貢献活動，とくに狭く絞ると，NPO，ボランティア活動である。特にいままでみた
ような社会参加の視点が注目される中で，ボランティアなどの活動は注目される。
シニアプラン開発機構（2002）の調査は，定年を経験した 55～69歳の高齢者で，定年前は男女

ともに雇用労働者だったものを見たところ，男性は就業を継続するが，女性は完全引退する傾向が
強いことを示している。男性自体は，ボランティア活動への志向は未だ少なく，社会的な需要にこ
たえるのは，企業社会から引退した女性という流れが見て取れる。
しかしながら，退職後，急に社会的な活動に参加できるわけでもない。リタイア直後の社会的準

備行動が必要である（鈴木，2007）13。同じように社会的な活動に関して，望月他（2002）の調査では，
高齢者大学のような活動の重要性を指摘している。高齢者大学への参加は，学生のボランティア活
動参加意欲を高め，かつ，多くのボランティア人材の輩出に一定の成果をあげている。
これまでの日本のボランティア参加動機構造の研究においては Clary et al. （1996）等で指摘され
る VFIモデルを超える因子が確認されている。桜井（2002）は，7 種類の参加動機因子モデルを主
張し，① 自分探し，② 利他心，③ 理念の実現，④ 自己成長と技術習得・発揮，⑤ レクレーショ
ン，⑥ 社会適応，⑦ テーマや対象への共感を指摘している。主婦と定年退職者・無職と自営業に
とって，② 利他心は 7つの動機因子の中で最も強い動機であった。
ただ一方で，高齢層ボランティアについて面白い指摘がなされる（桜井，2005）。高齢層は，「利
他心」動機が強い人ほど活動歴が短いのである。社会参加の視点を考えるに，社会への恩返しのよ
うな，利他的な動機を持った高齢者には，1つの活動の選択先としてのボランティア活動がある。
しかし，ボランティア活動に参加する数は多いものの，活動を継続している者は少ない。他方，「自
己成長と技術習得・発揮」動機が強い者ほど，活動歴は長くなっている。同様に，「自己効用感」も，
継続的な活動に対して有意に正の影響を与えている。
こうした結果を総合的に考察するに，高齢層においては，ボランティア活動を通じてさらなる自

己成長を期待している者が活動を継続しており，活動を通じてその実感が得られている者の方が，

13 リタイア直後 1年間程度のさまざまな社会的準備行動が将来の社会的活動の活発性を決定づけるのではない
かという仮説を，何らかの社会的準備行動を行った者と，行わなかった者の間で，現在の活動にどの程度差
があるのかを t 検定でみた所，有意な差があった。
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活動を継続しているのである。

4.　高齢者のみで組織を運営するという視角

以上を受けて，本稿では，高齢者が高齢者のみで組織運営をするということを考えたい。上述し
たように，高齢者活用の手法は多様にあり，その活動，また仕事の仕方も多様である。しかしなが
ら，高齢者の活動についての既存研究を猟歩する中で，これから増える可能性があるだろう，高齢
者のみでなされる組織運営に対する指摘はないようである。
特に経営学では，心理学，社会心理学の分野での研究蓄積が関連深い（田尾他，2001など）。前

述したように，経済的要因，健康，職種，仕事以外の要因を考慮して，高齢者は仕事・活動をする
ことについて考える。また社会老年学でも（小谷野・安藤，2003など），心理学的なアプローチを
用いた研究は多い。ただ心理学をベースとする高齢者の就労・活動理由，また社会参加の視点につ
いての研究蓄積は多いものの，組織論，ひいてはマネジメントの視点から高齢者を取り扱う研究は
多くない。また高齢者を考える上での社会参加の議論はあくまで働く，活動する側の論理であり，
高齢者が生み出す何かしらのアウトプット，また例えばサービス受給者の視点からの議論ではない。
先に本稿が分析する対象を表 1にて提示する。

表 1.　高齢者活用における 3分類

① 高齢者ができることをする アクティブ・エイジング等，社会参加の視点
⇒効率性等が重視される必要がない。

② 高齢者しかできないことがある
 ・ ネガティブ :
　3K等，他労働者に敬遠されることを行う。
 ・ ポジティブ : 特筆すべき能力がある。

③ 高齢者もしなくてはならない プロダクティブ・エイジング等+資源は有限である
⇒効率性を考えた組織の作りこみ。

筆者作成。

特に ① のパターンは，少子化が改善されないのであれば，いずれは修正を迫られるだろう。現
在の派遣等の働き方・活動は ② のパターンである。ゆくゆくは，高齢者が行える仕事を分割，検
討する社会，つまり社会的に仕事を分業化する必要性が議論されるかもしれない。しかし，高齢者
にとっての適職とは何か，についてはまだ煮詰まっていない（田尾，2008）。前述した転職の状況
を考えるに，清掃という選択肢はいったいどういう意味があるのだろうか。以上のような議論が盛
んになれば，高齢者の活用，適材適所に関する人事管理，労務管理的な方策，あるいは高齢者のキャ
リア開発に活かせる具体的な施策が提案されるだろう。そして ③ のパターンである。ある意味企
業における高齢者活用は ③ の視点である。再度いえば，最も基本的な課題は，高齢者を，社会参
加ではなく労働力として，社会的な資源として活用する，という分析視角が必要なのである。

1990年代初頭，多くの研究者は高齢化について問題提起を行っている。駿河（1992）は大阪府
高年齢者地域雇用開発事業推進委員会の委員としての経験から述べているが，20年以上経った現
在でも，あまり論点は変わっていないようである。つまり，企業内における雇用延長の重要性と個々
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の高齢者の多様性である。
本議論は，田尾（1995）がすでに指摘をしている点ではある。インフラが脆弱な社会では，多く

の組織による，資源の奪い合いが起こり，その利用するための資源が必要量を上回ることなない。
その中では，無駄なく，無理なく，限られた資源を有効活用するための，独自の管理方法，経営に
関する工夫が必要である。
高木（2014）の指摘ではないが，定年が制度化されればされるほど，定年前の人材の独立，流出

の可能性が指摘される。なぜなら，自らの勤めてきた企業にすべての高齢者が務められるわけでは
ないからである。高齢者雇用安定を考えれば考えるほど，企業はその人材マネジメントを長期的に
考えざるを得なくなり，強すぎる雇用圧力によって 60歳以降の雇用どころか，60歳までの雇用が
危ぶまれる可能性がある。つまり，60歳定年以降の雇用圧力が増す中で，高齢者雇用に難しさを
抱えている企業は，60歳を迎える前の対処に力を向けるだろう。
以上の様な人材の一つの受け入れ先が，シルバー人材センターや NPO だと考えるのであれば14，
特に NPO業界において，実質高齢者のみの組織運営があり得る。前述しているように，特に注目
されるのは，異なった背景を持つ高齢者が，それぞれのモチベーション，利害を持ちつつ組織に参
加をし，その個々人の集積を前提とした組織運営が求められる点である。そこで，本稿は，限られ
た資源を持つ中で，組織メンバーの満足のみを目的とした活動ではない（社会参加が主目的ではな
い），高齢者による高齢者の組織運営を考える視点を提供したい。

（1）　個人レベルでの分析の限界

高齢・障害・求職者雇用支援機構（2016）では 1986年から，企業と高齢者活用について共同研
究の蓄積をしている。高齢者がいきいきと働いている企業は，高齢化に伴う問題を補い，高齢者の
経験や知識を生かすため，雇用管理制度や職場環境の改善をしている。取り組みは 5 つにまとめら
れている。① 制度面，② 能力開発，③ 職場の環境改善，④ 健康管理・安全衛生・その他，⑤ 

新職場・職務の創出である。
同様に星他（2016）では，高齢者が働いやすい環境として，3つの点からまとめている。① 高

齢者が就業しやすい就業環境・就業条件の開発 : パートタイム型の働き方を望んでおり，就労時間
や週何日働くかについても，多様なニーズを有している。② 高齢者の能力を活用する産業の創造 :  

基本的にサービスのアルバイトなどは，若者をその対象と考え，システムが作りこまれている。そ
れを高齢者向けにしてはどうか。③ 高齢者が参加に意義を見いだす事業の創造 : 高齢者の就業目
的は，単に収入を得ることだけではない。自分の知識や経験を社会へ役立てたいという社会参加や
社会貢献に意義を見いだす高齢者は少なくない。以上を，特に「加齢」だけを考え15，議論をする
のであれば，① 職場の環境改善，また ② 高齢者の能力を活用する産業の創造をして合理的，効
率性を考えた組織というものを考える必要がある。

14 駿河（1992）が指摘しているが，企業においては，技能伝承ということに関して高齢者の必要性を認識して
いるのであり，高齢者だけが働く職場については否定的だからである。

15 つまり，制度改革などについては，若者世代でも働くに至っては問題があるため，とくに加齢のみついて考
える，ということである。
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なぜならば，たびたびであるが，高齢者の多様性である。その働く動機についてはすでに述べて
きたが，その業務遂行における能力の考え方も実に複雑である。高齢・障害者雇用支援機構（2006）
では，高齢者の仕事能力の調査から 5 つの要因をまとめている。① 業績貢献，② 仕事の仕方，③ 

専門技能，④ 体力，⑤ 意識・意欲である。本モデルでは，特に ⑤ 意識・意欲，つまり，生涯に
わたって成長するという意識を基にした，要件構造化モデルである16。そして ⑤ 意識・意欲，④ 

体力（能力・体力の維持改善）の議論が入ることに，高齢者の特殊性がある。
また高齢・障害・求職者雇用支援機構（2010）の研究報告書では，高業績・活動的高齢者の分析

をしている。そこでは，まず仕事啓発要因，自己啓発要因の 2 軸から高業績・活動的高齢者を分類
し，4つのタイプに高齢者を分けている。①「D（Drift）型」である。仕事環境にも恵まれず，意
図した自己啓発も充分でなく，成り行きまかせの傾向のある能力形成であったと考えられるタイプ
である。② 「T（Task）型」である。仕事環境には恵まれたものの，意図的な自己啓発が充分でなかっ
たと考えられるタイプである。③ 「S（Self）型」である。意図的な自己啓発は行われたものの，
仕事環境に恵まれなかったと考えられるタイプである。④ 「ST（Self & Task）型」である。自己・
仕事統合型であり，仕事環境にも恵まれ，その中で意図的な自己啓発が行われたと考えられるタイ
プである。ST型が最もよいとされ，入社以降の能力形成が充実しているほど，65歳以上の高齢社
員においても，高い能力・意欲をもたらし，仕事内容そして仕事満足度を高める傾向があることを
指摘している。
ここでも高木（2008 ; 2014）が主張するキャリアの連続性，ひいては長期的な人材マネジメン

トの必要性が指摘される。大橋（2016）は，「体力などの健康面能力と意欲の面での不安と不信」「年
齢と処遇との乖離」「人事の停滞と人件費負担」などが企業での高齢者雇用のマイナス面として指
摘されているものの，高齢者の「個人差」要因の方が，大きな影響を持っており，高齢者を企業か
ら排除することは，間違った前提によるものであると述べている。長期的な人材マネジメントの視
点が有効である。以上から考えるに，長期的に培われる個々人の能力，またその動機付け要因に注
力するような個々のミクロな視点から高齢者を主メンバーとする組織を考察するよりも，組織レベ
ルといったマクロ視点でのその運用の考察をする必要性が指摘される。

（2）　組織レベルでの分析視点

すでに事例は多く存在している17。ここでは，特にその組織運営が求められるであろう，地方に
おける事例を検討したい。ソーシャルビジネス 55選にも選ばれ，過疎と高齢化に悩む町でありな
がら，そのアイディアで数々の賞を受賞している（株）いろどり18が行っている事例である。本稿
が考える，典型的な事例だと考えられる。紙幅の関係で，一件のみの例示になるが，重要な論点を

16 ⑤ 意識・意欲を基礎とし，③ 専門技能，④ 体力を同列に，⑤ 意識・意欲の基礎にのせる。そして，その
上に ② 仕事の仕方をのせ，① 業績貢献を目指す，モデルとなる。

17 高齢・障害・求職者雇用支援機構では 1986年より，企業との共同研究における高齢者研究の連綿たる蓄積
が存在する。

18 http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/sb55sen.html，また http://irodori.co.jp/asp/nwsitem.asp?nw_id= 

3&design_mode=0 （2016年 6 月 18 日閲覧）。
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含んだ事例である。
現在はその成功によりインターンシップ等，様々な手法が取り入れられ，若者を含んだ，高齢者

と若者による持続的な運営を模索していると思われるが，当初は異なっていた。それは，特にその
活動を有名とした，つまものを扱う事業である。その活動の主となったのは「彩農家さん」と呼ば
れた農家であり，それぞれが個人事業主である。彩農家は徳島県勝浦郡上勝町内に約 200 軒あり，
その中心は 70～80代の高齢者となる19。本稿は，図 1の「生産者」の活動をどうデザインするのか
に焦点を当てる。

社会起業大学が「企業訪問レポート（2011年）」20として，（株）いろどり社長である横石氏に行っ
たインタビューによれば，高齢者の強みを生かすことを考えながら，ビジネスを組み直したとの記
述があり21，そのポイントとして，① 的確な情報提供をするための ICT 利活用（人工物の導入），
② 高齢者のモチベーションを保つための仕組みづくり，が指摘される22。以上の視点は，上記指摘
をした，要件構造化モデルの要因，高齢者の特殊性としての ④ 体力，⑤ 意識・意欲にもかかわる。
つまり体力問題改善法としての人工物利用，またその意識・意欲を刺激する競争という点を考えた
仕組みづくりである。その 2つの視点を巻き込んだ組織的な取り組みの必要性が指摘される。
加えて図 1を見る限り，③ 多様な利害関係者をいかに巻き込むのかという視点も必要となるだ
ろう。その中では，上記例から指摘される②モチベーションを保つ仕組みづくりに関わり，上述し
てきたように，短時間労働を考える中での職場への注目も必要である。特に多様な利害関係者の巻
き込みを考えるネットワーク組織が指摘される現代において，組織能力となるコアの作りこみをい
かにするのかが重要である。短時間労働を認め始めると，周りとの関係が可視化されにくく，構造

19 （株）いろどりの HP　http://www.irodori.co.jp/ （2016年 6 月 18 日閲覧）。
20 http://socialvalue.jp/visit/detail000377.html（2016年 6 月 18 日閲覧）。
21 当然ながら，逆の視点として，高齢者が参加をし，組み直した点も存在するだろう。
22 以上の視点は，野口（2012）でも指摘される。

図 1.　（株）いろどりによる「彩事業」の概要
　　　ソーシャルビジネス 55選，p 42より抜粋。
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的にルースカップリングのような準構造をもつことが非常に危険となる。短時間になればなるほど
個人間の仕事の隙間を埋められる人がいなくなるためである。鈴木（2013）が言うように現場での
つながりが重要なのであるが，短時間労働はそれが不可能となる。

5.　今後の研究の方向性─組織能力たる組織ルーチンへの注目─

組織レベルでの分析視点をまとめるに，① 人工物の利用，② 職場（活動の場）における共有時
間が少ないことによる仕事の分割，もしくは分業のあり方，モチベーション等を含むその活動の仕
組みづくりを考える必要性，そして ③ 協働関係の構築をどうするのか，ということが，組織レベ
ルの分析において，組織メンバーの主だった構成員が高齢者である組織の運営を考える中，特に必
要な視角であると，仮説構築的に指摘が行えそうである。
以上を包括する視点として，本稿で指摘をしたいのが，組織能力の源泉たる組織ルーチンの視点

である。組織ルーチンは効率性の問題，複雑性の削減，環境圧力を避けるなどの視角を提供できる
ことから意義深く，注目されており，コストの最小化，経営的な機動力を確保，組織の正当性を最
大化するためのものである。よって，組織運営を考えるに当たっては，そうそう変更はしたくない
ものであり，組織の存続と発展にはその基礎となる役割を果たす（Becker, 2004）。
大月（2004）はより組織ルーチンを広義にとらえ，組織行動を規制するものであり，行動のルー

ルやプログラム，慣習に関するものとして扱っている。ただその定義は非常に複雑であり，論者に
よって，また分析レベルによりそれぞれ異なる。分析レベルは主に個人単位，グループ単位，組織
単位である23。そして近年では，ルーチンの境界についての議論（山内他，2015 ; Yamauchi and 

Hiramoto, 2016）が存在する。つまり利害関係者を巻き込む中でのいかに相手を巻き込むのか，そ
のコンテクストに巻き込むのか，という議論である。
人工物の利用，仕組みづくりについては，その組織内部における組織ルーチン構築の議論である。

そして境界はその組織外部との議論となる。境界の議論はサービス受給者との関係で考える必要が
ある。つまり，サービス受給者が高齢者であるということをどう理解するかである。星他（2016） 
の指摘ではないが，高齢者が働きやすい環境づくりを考えるのであれば，高齢者が働く中での仕組
みづくりが必要であり，それが，サービス受給者を考える中で，あえて高齢者に頼む，また高齢者
もできる，高齢者じゃないと，というところで，どのようなコンテクストの共有が可能なのか，さ
らにいうならば，どのように高齢者側のコンテクストに巻き込むのかを考える必要がある24。
組織ルーチンは自ら変化をしていく（Feldman and Pentland, 2003）。その進む方向性を考える中

23 Becker （2004）によると既存の組織ルーチン論は 8つの特徴と 6つの組織への影響でとめられるとしている。
紙幅の都合上これ以上は，大月（2004），野口（2008）などを参照されたい。野口（2008） では非営利組織を
対象とし，その組織ルーチン（行動のルールやプログラム，慣習に関するもの）の定義を，「組織行動を規
制するものである一方，二者間の相互関係，また外部から影響を受け，個々人が意識をして変化させること
ができるもの」としている。

24 具体的いうのであれば，相手に「おかしくない」と思わせることが重要となる。飲食店の「飲み物は何にな
さいますか」や「お通し」である。これは別に頼まなくてもよいはずである。しか し，何かしら頼まなけれ
ばならないような状況になっている。飲食店のコンテクストに巻き込まれるという 1例である。
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では，特にルーチン担当者，つまりルーチンを生成・変更できる人物の重要性について議論するこ
とになる（大月，2007 ; 吉野，2010）。高齢者活用の議論を考えるに，その多様な高齢者の現状を
考え，その多様性を考慮した組織ルーチンの作りこみ，また中長期的な視点を考え，その継続性を
考えた組織ルーチンをいかに担保していくのが重要となる。

6.　ま　と　め

本研究は，学際的な高齢者研究を考える中で，組織論，ひいては経営学的な分析視角を提供する
ことを目的にしている。既存研究を考える中で，組織論の視点から，高齢者が高齢者の個々の多様
性を考慮した運営を考える中で，① 人工物の利用，② 仕事の分割もしくは分業，モチベーション
等を含むその活動の仕組みづくり，③ 協働関係の構築の必要性を，仮説構築的に組織レベルの視
点から指摘した。以上から，本稿では高齢者が主な組織メンバーとなる組織運営における，組織ルー
チンという分析視角の有用性を議論した。
社会的な分業の中で，高齢者しかできない仕事を考える必要もあるだろう。しかし，少子高齢化

という現実を考えるに，高齢者もしなくてはならない，という前提を考えると，限られた資源の中
での効率的な組織運営の視点は必要である（田尾，1995）。そして，それは NPOという非営利組
織分野で，顕著に表れるであろう。多様な個々人に対応するためには，現代の利器（ICT等）を利
用しつつ，組織内部，そして外部との関係を考え，組織能力（組織ルーチン）の構築を考える必要
がある。
限られた資源の中での運営はどの組織も変わらない。しかし状況は常に変わる。本稿では高齢者

のみでの組織運営を，組織論的にどのように考えるのかについて，組織ルーチンという視角を提供
している。多様な背景を持つ高齢者である。その個々人の引き出し，蓄積は多い。その人的資源を
生かす 1つの視角として，組織レベルでの分析のカギとなるのは組織能力であり，その源泉たる組
織ルーチンの作りこみである。
ただ上述したように，以上の視点は特に非営利分野で議論が必要となるであろうが，本稿では，

そこに焦点を絞った検討ができていない。また高齢者を捉えた組織ルーチンの生成プロセスについ
て言及ができていない。今後の研究課題としたい。
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