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高 橋 伸 夫†

1 「元の本文」中には登場しない「限定された合理性」
『経営行動』
（Administrative Behavior）の著者 Herbert A. Simon は 1916 年 6 月 15 日生ま
れで 2001 年 2 月 9 日没、1978 年には「経済組織内部での意思決定プロセスにおける先駆
的な研究を称えて」ノーベル経済学賞を授賞されており、『経営行動』はその主要業績の
ひとつに挙げられる。
『経営行動』には、1947 年版（初版）､1 1957 年版（第 2 版）、ノー
ベル経済学賞受賞の 2 年前に出版された 1976 年版（第 3 版）
、亡くなる 4 年前に出版され
た 1997 年版（第 4 版）の四つのバージョンがある｡2 初版 (1947)、第 2 版 (1957)、第 3
版 (1976)、第 4 版 (1997) の間の関係は、第 4 版 (1997) で第 3 版 (1976) を 3 部構成
* この経営学輪講は Simon (1947, 1957, 1976, 1997) の解説と評論を高橋が行ったものです。当該文
献の忠実な要約ではありませんのでご注意ください。図表も高橋が解説のために Simon (1947,
1957, 1976, 1997) を整理し直したものです。したがいまして、本稿を引用される場合には、
「高
橋 (2008) によれば、Simon (1947, 1957, 1976, 1997) は……。」あるいは「Simon (1947, 1957, 1976,
1997) は…… (高橋, 2008)。」のように明記されることを推奨いたします。
† 東京大学大学院経済学研究科 nobuta@e.u-tokyo.ac.jp
1
奥付によれば、後述するように 1947 年の初版の前に 1945 年版が存在する。
2
翻訳は、松田武彦・高柳暁・二村敏子の 3 人による共訳で、第 2 版 (1957) の翻訳が 1965 年 8 月
に、第 3 版 (1976) の翻訳が 1989 年 2 月に、ともにダイヤモンド社から出版されている。しか
し、原著第 4 版 (1997) の出版直後に 3 人の共訳者のうち松田・高柳の 2 人が相次いで亡くなっ
たこともあり、第 4 版 (1997) の翻訳はまだ出ていない。
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表 1 初版～第 4 版の構成の推移
初版 (1947)
長い序文（lengthy introduction） （序文なし）
元の本文（original text）
第 1–11 章

第 2 版 (1957)

第 3 版 (1976)

第 4 版 (1997)

第 2 版への
序文【31 ㌻】

第 3 版への
序文【34 ㌻】

（短い序文）
【4 ㌻】

○

第1部

○+各章の
「注釈」*

○

論文の転載（reprints of articles）
第 12–7 章

第2部

注）第 4 版 (1997) は、「元の本文」の第 1–11 章の各章の後に、「第 n 章の注釈」（Commentary on Chapter
n）として、第 3 版 (1976) の長い序文と第 2 部の内容を分解整理して割り付けた構成になっている。

（tripartite organization）と呼んだ際のラベル (1997, p. viii) を使うと表 1 のように簡単に整
理できる。
このうち「元の本文」部分については、初版～第 3 版は、ごく一部を除いて、全く同じ
内容で、同じページ数がふってある。いわゆる同じ紙型であるといってもいい（第 4 版は
そもそも本がより大判になり、紙型が異なる）
。初版から第 2 版、第 3 版と版を重ねるご
とに、いわゆる紙型が磨り減った類の活字のつぶれや汚れが累積的に増えていくのが見事
でもある｡3 特に第 3 版は第 2 版の印刷ムラまでそのまま再現されているので、第 2 版の
写真製版だったのではないかと推察される。実は第 2 版自体も初版の写真製版だった可能
性がある｡4

3
4

例外は p. 59 で、初版と第 2 版であった活字の乱れが、第 3 版では直されている。
たとえば、第 2 版、第 3 版では、ページの右端のピリオドやハイフン（もちろん初版にはあっ
た）が消えている箇所が何箇所かある。たとえば、第 2 版から【p. 253, 下から 8 行目と 9 行
目】2 行の右端のハイフンとカマが消えている。第 3 版から【p. 41, 9 行目】行の右端のピリオド、
【p. 91, 下から 2 行目と 3 行目】それぞれ行の右端のハイフンが消えている。このうち p. 41 の消
えたピリオドは、版を組み直している第 4 版【p. 47, 2 行目】でも、行の後半 3 分の 4 のところ
にあるにもかかわらず、消えたままである。第 4 版は、第 3 版をスキャナで読んだものを元デ
ータにしているのかもしれない。では、なぜ第 3 版は初版を元に写真製版せずに、第 2 版を元
に写真製版をしたのだろうか。その理由は、初版と第 2 版では、ごく一部とはいえ修正が施さ
れているからである。初版と第 2 版は索引まで全く同じであるが、例外は、私が発見できたも
のは 2 箇所である。①【p. 244, 7 行目】初版では “Since the administrative theory is . . .” だったも
のが、第 2 版では “the” をとって、“Since administrative theory is . . .” と修正されている。②【p.
250, 下から 10 行目】初版では “predicated on ought-sentences” だったが、“on” が ”of” に代わっ
て“predicated of ought-sentences” と修正されている。これらの箇所は、段落全体を組み直してい
るので比較的発見しやすいが、その必要もないような修正箇所は見つけにくいので、まだ他に
もあるかもしれない。
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ところで、Simon といえば「限定された合理性」（bounded rationality）をすぐに想起さ
せるほどに「限定された合理性」（経済学者は「限定合理性」などとも訳す）は重要な概
念であるが、実は、『経営行動』の「元の本文」部分では「限定された合理性」という用
語は一度も登場しない。登場するのは第 2 版の序文の【1957, p. xxiv, 邦訳, p. 21】が初め
てで､5 第 3 版の序文では、それに対応する【1976, p. xxviii, 邦訳, 序文, p. 28】と、さら
に､【1976, p. xxxi, 邦訳, 序文, p. 32】と【1976, p. xxxiii, 邦訳, 序文 p. 34】の計 3 箇所に
登場する｡6
にもかかわらず、第 3 版では、索引の “rationality” の項目 (1976, p. 363) の子項目とし
て “bounded rationality” が初めて挙げられ、初版・第 2 版とは全く同じはずの「元の本
文」
（第 3 版では第 1 部に相当）の中からも次の 3 箇所が挙げられているのである。
①【pp. 38–41】第 2 章の節「管理理論へのアプローチ」（An approach to administrative
theory）の中の項「管理状況の診断」（The diagnosis of administrative situation）(1976,
pp. 38–41, 邦訳, pp. 47–50)。
②【pp. 80–81】第 5 章の節「合理性の制約」（The limits of rationality）の最初の 3 段落
(1976, pp. 80–81, 邦訳, pp. 102–103)。
③【pp. 240–244】第 11 章の節「管理理論への教訓」
（Lessons for administrative theory）
の最初の 4 ページ (1976, pp. 240–244, 邦訳, pp. 303–309)。
もちろん、これらの部分には用語 “bounded rationality” は登場しないし、初版と第 2 版
の索引の “rationality” の項目 (1947, p. 258, 1957, p. 258) には子項目としての “bounded
rationality” すら存在しなかった。そして、ご丁寧なことに、第 4 版の索引では、“bounded
rationality” の該当箇所からこれら①②③の部分は削除されてしまうのである。第 4 版で
も、それぞれに該当している ①【pp. 45–47】②【pp. 93–92】③【pp. 322–325】は全く同
じ文章で､7 もちろん “bounded rationality” は登場しないので、削除されたのは当然とい
5

6

7

正確には “intended and bounded rationality” として登場していて、「意図され、しかも制限された
合理性」と訳されている。この部分は、第 3 版の序文にもそのまま引き継がれているが (訳文も
同じ)、第 3 版の索引には拾われていない。
ただし脚注 5 でも指摘したように、索引に拾われているのは後の 2 箇所だけで、しかも
“bounded rationality” の訳は、【序文, p. 32】「制限された合理性」、
【序文, p. 34】「制約ある合理
性」になっている。序文を各章の「注釈」に再編して使っている第 4 版の「注釈」部分にも登場
する。
文章が同じどころか、脚注 2 でも指摘した第 3 版【p. 41, 9 行目】行の右端のピリオドが消失し
たという印刷エラーまで第 4 版【p. 47, 2 行目】にそのまま引き継がれている。違っているのは、

689

経営学輪講

えば当然ではあるのだが｡8
要するに、
『経営行動』では初版から最終の第 4 版に至るまで、
「元の本文」部分では一
度も “bounded rationality” が登場しないのである。

2 『経営行動』の中の「合理性」概念
それでは、Simon がどのように「合理性」概念をとらえていたのかを軸に『経営行動』
をできるだけ忠実に、章ごとに追って整理してみることで、「限定された合理性」に相当
するものが何であったのかについて考えてみることにしよう。なお、既に述べたように、
「元の本文」部分については、初版～第 3 版は、ごく一部を除いて、全く同じ内容で、同
じページ数がふってあり、いわゆる同じ紙型であるといってもいいものなので、ここでの
引用は、1976 年版の第 3 版からのみとする。

2.1 第 1 章 意思決定と管理組織
Decision-making and administrative organization
実際のどんな活動も「決定すること」（deciding）と「行うこと」（doing）9 の両方を含
む。言い換えれば、
「決定すること」という仕事は、「行うこと」という仕事とまったく同
様に、管理組織全体のどこにでも存在する。『経営行動』の目的は、このうち前者「決定
すること」、すなわち、すべての行為（action）の端緒となり（preface）、行為に導く選択
（choice）の過程の研究である (1976, p. 1, 邦訳, p. 3)。その選択の際に合目的性が重要に
なるのだが、「合目的性（purposiveness）の概念には目標の階段10 の概念が含まれていて、
この目標の階段で下向きの一歩（step）は直上の段（step）に示された目標の実施であ

第 3 版【p. 41, 4 行目】の “?” が第 4 版【p. 46, 下から 3 行目】では “.” に直されていることと、
第 3 版【p. 80, 脚注 1, 下から 7 行目と 2 行目】出版社の会社名 “D. Appleton-Century Co.” と
“Henry Holt & Co.” の “Co.” と “& Co.” が第 4 版【p. 93, 脚注 1, 下から 6 行目と 2 行目】では
削除されたことだけである。
8
第 4 版の索引で挙げられているのは「注釈」の部分だけである。
9
邦訳では「行為すること」と訳されている (p. 3)。
10
最初は「決定の階層」
（a hierarchy of decision）と呼んでいたが (1976, p. 5, 邦訳, p. 8; 1997, p. 4)、
直後に「この目標の階層・ピラミッド」
（this hierarchy or pyramid of goals）とも言い換えており
(1976, p. 5, 邦訳, p. 8; 1997, p. 5)、ここでは、論理的に整合性のある後者を採用し、さらにステッ
プの語感を生かすために「目標の階段」とした。
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る｡11 行動は一般的な目標・目的に導かれる限り合目的的である12」(1976, p. 5, 邦訳, p. 8)
と述べている｡13

2.2 第 2 章 管理理論の若干の問題点
Some problems of administrative theory
（An approach to administrative theory）
第 2 章の後半の節14「管理理論へのアプローチ」
(1976, pp. 36–44, 邦訳, pp. 44–55) で、従来の管理原則論に対抗する “科学としての管理理
論” へのアプローチとして、議論は合理性、制約へと展開していく。特に「管理状況の診
断」
（The diagnosis of administrative situation）の項 (1976, pp. 38–41, 邦訳, pp. 47–50) では
次のようになる。
管理の基本的原則（fundamental principle）は、「よい」管理の合理的性格（rational
character）からほとんど直接出てくるのであるが、それは、同じ費用のいくつかの代替
案（alternatives）の中から管理目的の最大の成果（accomplishment）に導く一つがいつ
も選択されなければならない; また同じ成果ならば、最少の費用の一つが選ばれなけれ
ばならないということである。（中略）この原則は、管理理論の特徴であるのと同じく
経済理論の特徴でもある。「経営人」15 （administrative man）は古典的な【経済人】
（economic man）と席を並べているのである。実際、能率の「原則」は原則としてより
も定義と考えられるべきである。(1976, pp. 38–39, 邦訳, p. 47)
そして「どんな条件の下でこの最大化が起こるか」(1976, p. 39, 邦訳, p. 47) という文脈
の中で「制約」
（limit）が登場する。

11
12

13

14

15

この部分の邦訳 (1976, p. 5, 邦訳, p. 8) は誤訳と思われる。
このとき「合理的」（rational）ともしていたが、脚注 4 で、この「合理的」の定義は正確ではな
いので、第 4 章でより詳細に論じられるとした。
ただし、この目標の階段は完全に統合されているわけではないので、同時に相矛盾することも
ある (1976, pp. 5–6, 邦訳, p. 8)。また「最後に選ばれた代替案は、けっして目的の完全な達成を
可能にするものではなく、たんなるその状況下で利用可能な最善の解にすぎない」(1976, p. 6,
邦訳, p. 9)。つまり最終的な決定は、異なる目的への相対的重み付けと、当該代替案が各目的を
どの程度達成するのかの判断の両方に依存する (1976, p. 8, 邦訳, p. 10)。
第 2 章は二つの節からなっていて、前半の節「いくつかの受け入れられた管理原則」（Some
accepted administrative principles; 邦訳では「一般に認められたいくつかの原則」とされている）
では (1976, pp. 20–36, 邦訳, pp. 25–44)、この章の主題である管理原則批判が執拗に繰り返される。
邦訳では “administration” をほぼ一貫して「管理」と訳しており、なぜ “administrative man” だ
けが「管理人」ではないのかという疑問をもつが、これは、翻訳者の高柳暁によれば、通常「管
理人」は「かんりにん」と読み、その意味で理解するのであって、「かんりじん」とは誰も思わ
ないであろう。そこで、既に日常語として定着している単語を使うのを避けるために「経営人」
という単語を造語したという。
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さて、管理組織によって達成される能率の水準を決める要因は何なのか? そのすべてを
列挙することは不可能であるが、主要なカテゴリーであれば列挙できる。多分、そのた
めのもっとも単純な方法は、管理組織の一人のメンバーを考え、彼のアウトプットの量
と質の制約（limits to）が何かを問うことである。これら制約には（a）実行する彼の能
力の制約（limits on his ability to perform）と、（b）正しい決定を行う彼の能力の制約
（limits on his ability to make correct decision）とが含まれる。これらの制約が取り除かれ
る範囲まで、管理組織は高い能率という目標へと近づく。（中略）それゆえ管理理論は、
どのような技能（skills）、価値（values）、知識（knowledge）で組織メンバーが自分の
仕事を引き受けているのかを決める要因に関心を持つべきである。これらが、管理原則
が扱うべき合理性の「制約」
（“limits” to rationality）なのである。(1976, pp. 39–40, 邦訳,
pp. 47–48)
こうして、管理組織の能率の水準を決める個人の能力的な制約として、第 1 章での記述
で「行うこと」に対応した（a）と「決定すること」に対応した（b）を挙げ、管理理論が
扱うべき合理性の制約として、個人が制約されている次の三つ：
①

技能（skills）：個人は、もはや意識の領域には存在しない技能、習慣、反射運動に
よって制約される（limited by）(1976, p. 40, 邦訳, p. 48)

②

価値（values）：個人は、彼の価値及び意思決定のさいに彼に影響を与える目的の
認識によって制約される（limited by）(1976, p. 40, 邦訳, p. 48)

③

知識（knowledge）：個人は、彼の職務に関連した事柄についての彼の知識の程度に
よって制約される（limited by）(1976, p. 40, 邦訳, p. 49)

を列挙する。そして、① 技能、② 価値、③ 知識の三つの辺（side）16 からなる「制約の
三角形」（triangle of limits）を用いて、次のように記述する。
この制約の三角形が完全に合理性の領域の限界を設ける17 のではなく（this triangle of
limits does not completely bound the area of rationality）、他の辺（sides）も形（figure）に
加えられる必要がある｡18（中略）合理性の制約（limits of rationality）は変わりうる制約
である。(1976, p. 41, 邦訳, p. 49)
実は、“bounded rationality” が項目として追加された第 3 版の索引では、この部分

16

17
18

英語の “side” には「側面」の意味だけではなく、数学用語として「辺」「面」の意味もある。
ここでは直後に、三角形（triangle）という用語も用いられており、「辺」と理解した方が自然で
ある。
ここでの “bound” は数学用語として、領域の限界（たとえば上限、下限）を設けるの意味。
制約が三つで 3 辺をなすから三角形なのであり、制約が四つに増えれば四角形、五つに増えれ
ば五角形……と形が変わるかもしれないというような意味。
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図 1 制約の三角形＝合理性の制約

【1976, pp. 38–41】で登場したことになっていたのである。したがって、素直に理解すれば、
個人の「制約の三角形」
（triangle of limits）＝「合理性の制約」
（limits to rationality または
limits of rationality）によって bound されている合理性の領域が、（実際には用語としては
用いられなかったが）“bounded rationality” すなわち「限定された合理性」であったと理
解すべきであろう。
ただし、ここで注意しなくてはならないことが二つある。まずひとは、最大化問題を考
えるときに制約条件が緩いほど目的関数を最大化できるのと同様のアイデアで、Simon は、
個人の能力的な制約（a）（b）
、そして ① 技能、② 価値、③ 知識の 3 辺からなる「制約
の三角形」は、管理組織がより高い能率を達成するためには、できるだけ取り除いた方が
望ましい制約であると認識していたということである。そしてもうひとつは、① 技能、
② 価値、③ 知識が、組織とのかかわりによって変化するものであることを Simon が認
識していた (1976, pp. 40–41, 邦訳, pp. 48–49) ことである。
したがってここでは、限定された合理性というよりも、いわば「より限定されない」合
理性の方に Simon の意識は向いており、
「『合理的な行動』
（“rational behavior”）という用
語は、ここで用いられているように、より大きな組織の、その目的の観点からその行動が
評価されるときの合理性を意味する。
」(1976, p. 41, 邦訳, p. 50) という言明に繋がる。こ
の言明は、次の第 3 章で、より精緻に論じられる。
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2.3 第 3 章 意思決定における事実と価値19
Fact and value in decision-making
事実的命題（factual propositions）は、原則として、それが真実か虚偽か（true or false）
をテストして決めることができる (1976, pp. 45–46, 邦訳, pp. 56–57)。それに対して、そも
そも決定は「正しい」か否かという表現自体がなじまない。決定は事実的命題以上の何か
であり、事実的内容だけではなく、「べきである」（ought）、「よい」（good）、「好ましい」
（preferable）で表されるような倫理的（ethical）内容も持つ。こうした倫理的な用語は、
事実的な用語に完全に変えうる（reducible）ものではない (1976, p. 46, 邦訳, p. 57)｡20 中
間的であれ最終的であれ、倫理的要素21 を含むどんな言明（statement）も、正しいあるい
は正しくないと記述できない。
ただし、「目的を達成するためにとる手段（measures）が適切な手段かどうかは、純粋
に事実的な問題（a purely factual question）である」(1976, p. 49, 邦訳, p. 60)。つまり、
「決
定は、それが目指している目的が与えられるならば、それが正しいかどうかを決めること
ができる」(1976, p. 49, 邦訳, p. 60)。すなわち、きちんとした目的・手段連鎖を構成すれ
ば、何が正しい決定なのかが分かるようになり､22 正しい決定を行うことが、合理的意思
19

20

21

22

第 1 章では、決定が最終目標の選択につながっている限り「価値判断」
（value judgment）と呼び、
決定が目標の実行を意味する限り「事実判断」
（factual judgment）と呼ぶ (1976, pp. 4–5, 邦訳, p.
7) とされていた。決定の階層の上方向の決定と下方向の決定とでもいった意味になろうか。た
だし、これは本質的ではない上に、通常の用語法とは異なるので混乱する。事実、脚注 3 で、誤
解を招くがよりよい言葉がないとした上で、「～すべき」は価値判断で、
「～である」は事実判断
と考えれば読者は混乱を避けられると、より普通の用語法を示唆したために、ますます混乱が深
まった。
これが『経営行動』の基本的前提である。裏を返せば、実際の組織的行動は、この倫理的命題
のレベルで行われる。たとえば、自分がどんな目的や価値をもっているのか自分で説明してみろ
と言われても説明は難しい。日常、そんなものは明確には分からずに暮らしているのである。し
かし、他人でも一緒にいる時間が長く、どんな状況のときにどんな選択、決定をするのかを観察
していると、だんだんと行動の予測がつくようになる。実際、企業では、創業者が亡くなった後
でも、決断に迷った後継者たちが「オヤジ（創業者）が生きていたら、きっとこう判断をするは
ずだ」と意思決定をしてきたともいわれている。
ほとんどの倫理的命題（ethical propositions）は倫理的要素と事実的要素を混合している (1976, p.
49, 邦訳, p. 61)。
意思決定過程は、
「与件」として受け取られるある倫理的前提（some ethical premise that is taken
as given）から出発しなければならず、この倫理的前提が、問題となっている組織の目的を記述
する (1976, p. 50, 邦訳, p. 61)。つまり、倫理的要素の連鎖の大元をたどっていた先に「純粋な」
価値（＝純粋にそれ自体が望まれる目的（end））がある (1976, p. 50, 邦訳, p. 61)。そんな純粋な
価値に果たしてたどり着けるかどうかは、ここでは問題ではない。実際の組織的行動は、倫理的
命題のレベルで行われ、プログラムとして蓄積されているのであり、個々のプログラムは純粋な
価値とは無関係に存在している。

694

Simon (1947, 1957, 1976, 1997)

決定なのだと考えたのである｡23 その結果として、
倫理的命題が合理的意思決定に有用であるためには、（a）組織の目的とされる価値が明
確でなければならず、さすれば、どんな状況でもその実現の程度を評価できる。
（b）特
定の行為がこれらの目的を達成する確率（probability）について、判断することが可能
でなければならない｡24 (1976, p. 50, 邦訳, p. 62)
ということになる。
こうしてこの第 3 章の結論は、第 4 章の冒頭の文章に要約されているように「第 3 章に
おいて、管理的な意思決定の正しさ（correctness）は相対的な問題で、もし指定された目
的（designated ends）に到達するための適切な手段（appropriate means）を選択するならば、
それは正しい（correct）
、という結論に達した。
」(1976, p. 61, 邦訳, p. 77) ということにな
る。つまり、組織の目的とされる価値が所与で与えられていれば、それを所与の状況・条
件の下で最大にする手段を選択するのが合理的な意思決定なのであり、正しい意思決定な
のである。

2.4 第 4 章 管理行動における合理性
Rationality in administrative behavior
決定をする人の心の中で何が起きているのか（what goes on）について、心理学的観点
から扱う第 5 章に対して、決定の客観的環境（objective environment）を扱うのがこの第 4
章であり (1976, p. 61, 邦訳, p. 77)、客観的合理性（objective rationality）が定義される
(1976, p. 80, 邦訳, p. 102)。
この第 4 章の節「代替案と結果」
（alternatives and consequences）25 の最初の項「行動の
代替案」（behavior alternatives）26 (1976, p. 67, 邦訳, pp. 84–85) では、戦略（strategy）をは

23

24

25

26

別の言い方をすれば、「合理的」は「納得性のある」ものである。たとえば、倫理的命題では、
「A が良い」「B が良い」で対立してしまうと、どちらも説得力に欠け、水掛け論に終始するこ
とになってしまう。しかし、「C という目的のためには A が良い」と目的（理由）を明示すれば、
「A が良い」とすることが正しいことが分かり、説得力が格段に高まる。
ここでの記述は、（a）のアイデアが効用関数につながることに気がつけば、（b）の確率と組み
合わせて、期待効用を最大化するようなものが合理的意思決定であるとイメージしていたともい
える。
この項のタイトルは、邦訳 (1976, p. 66, 邦訳, p. 84) では「代替的選択肢と結果」になっている
が、現在では “alternative” は代替案と訳すのが定訳になっている。
この項のタイトルは邦訳 (1976, p. 67, 邦訳, p. 84) では「代替的行動」と訳されているが、であ
れば “alternative behaviors” のはずで、邦訳タイトルは誤訳。
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じめとしたゲーム理論の概念を援用して､27 意思決定のモデルが提示されている。すなわ
ち、
決定の課業は次の三つのステップを含んでいる。
（1）すべての代替的戦略を列挙するこ
と。
（2）これらの戦略の各々から生ずる結果のすべてを確定すること。
（3）これらの結
果の集合の比較評価。「すべて」（“all”）という言葉は故意に（advisedly）用いられてい
る。個人がすべての自分の代替案とそれらのすべての結果を知ることは明らかに不可能
であり、そしてこの不可能性が、実際行動の客観的合理性のモデル（model of objective
rationality）からの非常に重要な逸脱（departure）となっている。このことについては第
5 章で考察が展開される。(1976, p. 67, 邦訳, p. 85)
このゲーム理論的な「客観的合理性」をこの第 4 章で頭出ししておくことが、次の第 5
章で重要な意味をもってくる。そして客観的合理性については、「結論」の前の最後の節
「合理性の定義」
（definition of rationality）(1976, pp. 75–77, 邦訳, pp. 95–97) の中で、
「大雑
把に言えば、合理性は、それによって行動の結果が評価されうるようなある価値体系
（system of values）28 によって、選好される行動の代替案（preferred behavior alternatives）
を選択することに関係している。
」(1976, p. 75, 邦訳, p. 95) とし、
「最終的には、何の目的

27

28

脚注 4 (1976, p. 6, 邦訳, p. 99) には「ここに示されている理論は著者が 1941 年に完成した。現
在のものは John von Neumann と Oskar Morgenstern のすぐれた業績 Theory of Games and
Economic Behavior (1944) 第 2 章の影響を大きく受けて再構成されている。」と明記されている。
「価値の体系」とは、この引用部分の 2 ページ前に出てくる項のタイトル「価値の体系―効用
局面」
（The system of values―utility surface）(1976, p. 73, 邦訳, p. 92) からすると、「効用局面」あ
るいは効用曲線のことだと考えられる。ただし、これまでの議論でも、「価値体系」自体にそれ
ほどの完璧さは求めてこなかったが、そのことが改めてこの章でも繰り返し確認されていること
には注意がいる。すなわち、合理性は、手段・目的連鎖（means-ends chains）、あるいは目的の
ハイアラーキー（the hierarchy of ends）を構築することと関係している (1976, p. 62, 邦訳, p. 78)。
ここでハイアラーキーと呼んでいるのは、「各レベル（level）は下の諸レベルにとっては相対
的に目的と考えられ、上の諸レベルにとっては相対的に手段として考えられる」(1976, p. 63, 邦
訳, p. 79) からである。
手段・目的連鎖（means-end chain）とは「一つの価値（a value）を、それを実現する諸状況
（situations）に結びつけ、次に、これらの状況を、それらを生み出す行動に結びつける予想の系
列（a series of anticipations）
」のことである (1976, p. 74, 邦訳, p. 93)。
ただし、この手段と目的のハイアラーキー（the hierarchy of means and ends）は、単一の枝分
かれしていくハイアラーキー（a single branching hierarchy）として統合されていることはめった
になく、もつれた蜘蛛の巣（a tangled web）状に、弱く不完全にしか連結していない断片的な要
素の集合（a disconnected collection of elements）になっている (1976, p. 63, 邦訳, p. 79)。
にもかかわらず、組織も個人も、その行動に何か合理性が残っているとすれば、それはまさ
しく、この不完全でときどき矛盾しているハイアラーキーなのである (1976, p. 64, 邦訳, p. 81)。
つまり Simon にとっては、不完全でときどき矛盾していたとしても、組織の手段と目的のハイ
アラーキーに則った「所与の価値」を組織の中で与えられた「所与の状況」で最大化すれば、
客観的に合理的なのである。
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で、誰の価値でということによって合理性が判断される」(1976, p. 76, 邦訳, p. 96) ので、
「こうした複雑性を回避つまり明確化する唯一の方法は、
『合理的』という用語を適当な副
詞と共に使うことである。
」(1976, p. 76, 邦訳, p. 96) とする。
そして「合理性の定義」の節の最後の段落で、最初に「客観的に」合理的を挙げて、
「もし実際に、それが所与の状況で所与の価値を最大にする正しい行動であるならば、そ
の決定は『客観的に』合理的（“objectively” rational）であるといえる。
」(1976, p. 76, 邦訳,
p. 96) とし、この後に続けて、「主観的に」合理的（“subjectively” rational）、「意識的に」
合理的（“consciously” rational）、「計画的に」合理的（“deliberately” rational）､29 「組織に
と っ て 」 合 理 的 （ “organizationally” rational ）、「 個 人 に と っ て 」 合 理 的 （ “personally”
rational）と列挙するのである (1976, pp. 76–77, 邦訳, pp. 96–97)。
すなわち Simon は、この第 4 章で、（i）「所与の状況」で（ii）「すべての代替案」と
（iii）「それらのすべての結果」を知って（iv）「所与の価値」を最大化することが「客観
的合理性」だと定義したことになる。このうち（ii）（iii）（iv）については、次の第 5 章
で、実際の行動では及ばないとして否定され、「限定された合理性」が暗示される。そし
て（i）
「所与の状況」が第 7 章以降の展開につながることになる。

2.5 第 5 章 管理的決定の心理30
The psychology of administrative decisions
（1）客観的合理性（ii）（iii）（iv）の否定で「限定された合理性」を暗示
第 3 版の索引【1976, pp. 38–41】に続いて、“bounded rationality”が登場したことになっ
ている部分【1976, pp. 80–81】では何が主張されていたのか。実は、第 4 章で定義された
客観的合理性の（ii）（iii）（iv）が明確に否定される部分なのである。
前章で 定義された ように、客 観的合理性（ objective rationality ）とは、行動 主体
（behaving subjects）が、次のことによって、すべての自分の行動を一つの統合された型
（pattern）に入れてつくる（mold）ことを意味する

29

30

ここで “deliberately” を「計画的に」と訳したのは、「手段と目的の調整が（個人によってまた
は組織によって） deliberately に成し遂げられた程度に応じて、それは deliberately rational であ
る。」という文意に基づいたためである。
邦訳では「管理上の決定の心理」(1976, p. 79, 邦訳, p. 101)となっていた。意味としては「組織
的決定の心理」の方が分かりやすい。後で詳述するが、もともとは Barnard (1938) の心理的要因
（psychological factors）が源流だと考えられる。
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（1）決定に先立って、行動の代替案の全景を眺め（viewing the behavior alternatives prior
to decision in panoramic fashion)、
（2）各選択のあとに続く諸結果の複合体全体を考慮し、
（3）その際、代替案の全体集合から一つ選抜する（single out）基準として価値体系をも
っていること。(1976, p. 80, 邦訳, p. 102)
そして Simon は、このように定義された客観的合理性のモデルを次のように明快に批判
する。
実際の行動は前章で定義された客観的合理性に、少なくとも三つの点において及ばな
い。
（1）合理性は、各選択のあとに続くであろう諸結果についての完全な知識と予想
（anticipation）を要求する。実際には、諸結果の知識はいつも断片的（fragmentary）
である。
（2）これらの諸結果は将来のことであるゆえ、それらを価値づける（attaching value to
them）に際して、想像によって経験的な感覚の不足を補わなければならない。しかし、
価値は不完全にしか予想できない。
（3）合理性は、すべての可能な代替的行動の中からの選択を要求する。実際の行動では、
これらすべての可能な代替案のうちほんの二三の行動しか思いつかない（come to
mind）。(1976, p. 81, 邦訳, p. 103)
すなわち、（1）は（b）を否定し、（2）は（c）を否定し、（3）は（a）を否定する。そ
して実は、これら（a）（b）（c）は第 4 章でゲーム理論の概念を援用して提示された決定
の課業の三つのステップを言い換えたものに過ぎない。この二つの引用部分こそが、索引
で “bounded rationality” が挙げられている箇所なのである。ただし、用語としては一度も
登場しないが。したがって、素直に理解すれば、（1）（2）（3）の点で（すなわち（ii）
（iii）（iv）で）、客観的合理性に及ばないものが「限定された合理性」であるということ
になる。

（2）残った（i）所与の状況で後半の展開
こうして、第 4 章で定義された客観的合理性の（ii）（iii）（iv）は明確に否定されたが、
残る（i）「所与の状況」は、絶妙なバランスで、第 7 章以降の展開につなげられる。第 5
章の冒頭（最初の段落）では、次のように予告されている。
この章の議論は、きわめて簡単に述べることができる。一人で、孤立した（isolated）
個人の行動が、なんらかの高度の合理性に到達することは不可能である。彼が探索
（explore）しなければならない代替案の数は非常に多く、彼が評価する必要のある情報
はあまりにも膨大なものであるために、客観的合理性の近似（approximation）ですら考
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えることが難しい。個人の選択は「所与の」環境、すなわち選択の基礎として選択主体
によって受容された諸前提（premises）のなかで行われるのであり、行動はこの「所与
のもの」によって定められた制約内においてのみ（only within the limits）適応的となる。
(1976, p. 79, 邦訳, p. 101)
そして第 5 章の最後の節「要約」（summary）の二つの段落のうち前半の段落で、次の
ように要約されている。
こ の 章 の 中 で は 、 人 間 の 合 理 性 （ human rationality ） の 制 約 （ limits ） と 可 能 性
（possibility）の両方が吟味された。合理性の制約（limits of rationality）は、ある一つの
決定をするとき、その決定に関係のある価値、知識、および行動31 のすべての側面を
人間の心が負う（bear）ことは不可能であることから導き出された。人間の選択のパタ
ーンはしばしば、代替案の中からの選択というよりも、刺激・反応パターン（stimulusresponse pattern）により近い。それ故、人間の合理性は、心理的環境の制約内（within
the limits of a psychological environment）で働く。この環境は、個人が決定の基礎としな
ければならない要因の選択（selection）を「与件」として、その個人に課す（impose）
のである。しかしながら、決定の諸刺激それ自体は、より幅広い目的（broader ends）
に役立つように制御可能であり、一連の個人的決定は、よく考えられた計画（a well
conceived plan）へと統合可能である。(1976, pp. 108–109, 邦訳, p. 137)
下線部の概念は、後に March & Simon (1958) によって「状況定義」と呼ばれる鍵にな
る概念で、第 4 章の最後の段落で
この章は、選択の心理的側面にほとんど触れなかった。次章では、選択過程における心
理的要素と論理的要素とを対比する（contrast）試みがなされる。この研究の後の章で
は、この章と次章で開発された分析的用具が、管理上の決定にとって中心的な概念のい
くつか、すなわちオーソリティー、能率、一体化、影響、コミュニケーションを研究す
るのに用いられる。(1976, p. 78, 邦訳, p. 98)
とあるように、
『経営行動』の第 7–10 章は､32 この決定の基礎である諸前提の集合「状況

31

32

いつの間にか「制約の三角形」の 3 辺 ① 技能、② 価値、③ 知識から微妙にずれていること
は注意がいる。
第 7–10 章と比べると、
「第 6 章 組織の均衡」（The equilibrium of the organization）は雰囲気が異
なる章である。組織均衡のアイデアが Barnard (1938) によるものであることは第 6 章脚注 1 にも
明記されているが (1976, p. 111, 邦訳, p. 158)、Barnard は能率の概念の中で組織の均衡を扱って
いたのに対して、Simon は能率の概念を第 2–4 章で合理性を切り出すための鋭利な道具として使
うために、Barnard の能率の概念から組織均衡の概念を削ぎ落としてしまった。そのため、ここ
で組織均衡だけを分離して復活させる必要があったのである。第 6 章の最後の節「組織の均衡と
能率」（Organization equilibrium and efficiency）(1976, pp. 118–122, 邦訳, pp. 152–157) では、
Simon 自身の能率の考え方を「能率の基準」（the criterion of efficiency）の定義として再確認して
いる。
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定義」が、組織によって与えられる影響（influence）のプロセスとして､33 オーソリティ
ー（第 7 章）、コミュニケーション（第 8 章）
、能率の基準（第 9 章）、忠誠心と一体化
（第 10 章）を取り上げる構成になっている。ここに挙げた第 5 章の最初と最後の要約34
の二つの段落に登場する「所与の環境」―もともとは「所与の状況」―の制約内で働
く合理性が、
「限定された合理性」だと理解することが自然であろう。

2.6 第 11 章 組織の解剖学35
The anatomy of organization
第 3 版の索引で “bounded rationality” として挙げられていた「元の本文」の中の 3 箇
所：① 第 2 章【pp. 38–41】② 第 5 章【pp. 80–81】③ 第 11 章【pp. 240–244】のうち、①
と②については既にみてきた。しかし、はたして、②で「客観的合理性」を否定すること
で暗示された「限定された合理性」の概念は、その前に①で、個人の「制約の三角形」＝
「合理性の制約」によって bound されている合理性の領域として暗示されていた概念と合
致するのだろうか。少なくとも、技能・価値・知識からなる①の「制約の三角形」と、意
思決定前提からなる②の「所与の環境」が別の概念であることは明らかである。
その疑問は、残る③第 11 章の節「管理理論への教訓」（Lessons for administrative
theory）の最初の 4 ページ (1976, pp. 240–244, 邦訳, pp. 303–309) でさらに増幅する。この
（The area of rationality）と「個人的および集団合理性」
節は二つの項―「合理性の領域」
（Individual and group rationality）―からなっている。そのうち前半の項「合理性の領

33

34

35

これらの章では、｢諸前提―価値前提（value premises）と事実前提（factual premises）―の
集合から引き出された結論としての決定というアイデアを、常に心に留めておく必要がある。し
たがって、個人に対する組織の影響は、個人の決定が組織によって決められると解釈されるので
．．
はなく、その個人の決定が基づいている諸前提の一部（some）が、その個人に対して決められ
ると解釈されるのである。
」(1976, p. 123, 邦訳, p. 159)
ただし、この第 5 章の最初と最後の要約は、第 5 章全体で論じられていることの要約にはなっ
ていないので注意がいる。実は、第 5 章のほとんどは、後に Simon が「プログラム」（program）
と呼んだ概念の記述になっている。当時、stored program のコンピュータがまだ公になっておら
ず、プログラムという概念が存在していなかったために、Simon は苦労してプログラムの記述を
行うのだが、この第 5 章のほとんどの部分は、後に Simon 自身がそうしたように、プログラム
という概念で簡潔に記述することが可能である。
この第 11 章のタイトル “The anatomy of organization” は邦訳では「組織の解剖」と訳されてい
るが、この章はまとめの章であり、「本書は組織の解剖学（anatomy）と生理学（physiology）を
扱うものであり、組織の病気に処方を書こう（prescribe for the ills of organization）とするもので
はない」(1976, p. 220, 邦訳, p. 279) としているところから、anatomy を解剖学と素直に訳し「組
織の解剖学」とした方がこの章の内容をより忠実に反映している。

700

Simon (1947, 1957, 1976, 1997)

域」は、第 2 章の「制約の三角形」の議論をそのまま焼き直したものになっている。そし
て、① 技能、② 価値、③ 知識の 3 タイプの限界のそれぞれを組織が変えうる、すなわ
ち各個人の合理性の領域を拡大しうる方法について、より具体的な例示が行われる。
後半の項「個人的および集団合理性」では、個人の見地から合理的なものを「主観的に
合理的」とし、対照的に、グループの見地から合理的なものを「客観的に合理的」とした
上で、
（a）現場の各従業員に、ある意思決定の環境（an environment of decision）を与える。
（b）その所与の環境の見地から合理的である行動はグループの見地からも合理的すなわ
ち「客観的に合理的」である。
という意思決定の環境を与えることが管理のなすべき基本的な課業（the basic task of
administration）である (1976, p. 243, 邦訳, p. 308) としている。この客観的合理性の議論
は、第 5 章での客観的合理性の議論とは、明らかに整合性がない。特に注意しなければな
らないのは、第 5 章で客観的合理性を否定することで暗示されたはずの「限定された合理
性」が、この第 11 章では客観的合理性と両立しうるものだとされており、
「限定された合
理性」と客観的合理性とが両立できるように所与の環境を与えることが管理の仕事だと明
言している矛盾点である。第 11 章のような位置づけだからこそ、その個人にとっての意
思決定の環境の確立について分析した第 7–10 章が組織理論構築の基礎的要素になるのだ
ということを考慮すると、むしろ『経営行動』全体のストーリーから逸脱しているのは、
第 5 章での客観的合理性の議論だといった方が自然である。
したがって、仮に、第 3 版の索引で “bounded rationality” として挙げられていた ① 第
2 章、② 第 5 章、③ 第 11 章の該当箇所で、実際に用語「限定された合理性」に置換ま
たは挿入してしまうと、① 第 2 章と ③ 第 11 章では、
「限定された合理性」は、その領
域を拡大することが志向され、所与の環境を介して客観的合理性と整合させるべきものと
して登場するが、しかし ② 第 5 章だけは、ゲーム理論の概念をもとにした客観的合理性
の否定形としての「限定された合理性」が登場することになる。すなわち、第 4 章・第 5
章で、ゲーム理論的な「客観的合理性」の概念をまさに木に竹を接ぐがごとく継ぎ足した
ことが明白になるのである。なぜ Simon はそのようなことをしたのだろうか?
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3 ゲーム理論との微妙な距離感
3.1 準備版（1945 年版）が存在する意味
『経営行動』の初版 (1947) のいわゆる奥付には、すでに “COPYRIGHT, 1945, 1947, BY
HERBERT A. SIMON” と明記されていた。手元にある初版 9 刷 (1955) のブックカバーの
back flap の最後には “(NOTE: A preliminary edition of this book was issued in 1945 by the
author for limited distribution.)” という記述があり、Simon が 1945 年版を「準備版」
（preliminary edition）と呼んでいたことが分かる｡36
Simon の自伝 (Simon, 1991, ch. 6) によれば、
『経営行動』はシカゴ大学に提出した政治
学の博士論文が元になっており、1942 年 5 月に口頭試問が行われた。当時（1939 年夏か
ら）、Simon はバークレーに滞在しており、郵送で博士予備試験に合格し、バークレーの
政治学科の指導のもとにバークレーで博士論文を書いてよいことになっていた。そしてイ
リノイ工科大学で教えていた 1945 年頃に、学位論文を改訂し、コメントをもらうために
あちこちに配って、出版社を探していたのである。すなわち、1945 年版はマクミラン社
から出版されたものではなく、1945 年に Simon が、Assistant Professor をしていたイリノ
イ工科大学から、“Preliminary Edition”（準備版）として配布していたものだったのである。
しかし、大多数の学術書の著者（私も含めて）は、完成度の低い準備版などは存在すら
表に出さないものである。そんな完成度の低いものを根拠にして、学術的に低い評価をさ
れてしまったのでは、一研究者としては、たまったものではないからである。通常であれ
ば、きちんと文章表現まで完成させて、きちんと印刷製本されて、出版社から正式に出版
された 1947 年版を最初に掲げるものだ。実際、1957 年版を出版したときには「第 2 版」
と明記しており、であれば初版は 1947 年版だと言っているも同然である。それでは、文
章・構成も含めて、内容を大改訂しているのに、なぜ Simon は準備版の 1945 年を奥付の
クレジットに入れておきたかったのであろうか。
その秘密は『経営行動』の脚注の中にちりばめられている (高橋, 1995, pp. 264–265)。
第 3 版（1976 年版）では削除されてしまった第 2 版（1957 年版）の序文の脚注 8 には
「私の Administrative Behavior の草案はゲーム理論が出現する以前に完成され、また後者の
前者に対する関連については、1947 年版でわずかに示すことができたにすぎない」
36

「準備版」（preliminary edition）という表現自体は、初版の「まえがき」
（Preface）の第二段落の
冒頭にも登場するが、1945 年版を指すことは明示されていない。
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(Simon, 1957, p. xxix, 邦訳, 序文 p. 40) とあり、1947 年版は 1945 年版をこの分野での進
歩を取り入れるために、改訂したものであることを示唆していると同時に、ゲーム理論の
出現以前に完成されていたことを強調する。
同様の主張は別の場所でも繰り返され、1947 年版の第 4 章「管理行動における合理
性」の意思決定の理論の部分には「ここに示されている理論は著者が 1941 年に完成した。
現在のものは John von Neumann と Oskar Morgenstern のすぐれた業績 Theory of Games and
Economic Behavior (1944) 第 2 章の影響を大きく受けて再構成されている。
」(Simon, 1947,
p. 67, 注 4) と書かれている。既に述べたように、事実その第 4 章と引き続く第 5 章にゲ
ーム理論の影響が認められる。
つまり、初版である 1947 年版では、第 4 章と第 5 章37 が von Neumann and Morgenstern
(1944) のゲーム理論の影響を受けて書き直したものであるとわざわざ認めたうえで、も
ともとのアイデアや理論は、1945 年に完成していたということを準備版の存在で証拠と
して示したかったのではないかと推察される。意図的にそうしたのか、結果的にそうなっ
たのかは判然としないが、少なくとも当時最新のゲーム理論の概念を導入することで、
Barnard (1938) との差別化を図り、違いを可視化することがより容易になったことは事実
であろう。

3.2 Barnard (1938) との差別化
実は、もともと「第 5 章 管理的決定の心理」での議論は、Barnard (1938) の「心理的
要因」（psychological factors）についての考察が源流だったと考えた方が自然である。「い
わゆる個人の行動は心理的要因の結果である。『心理的要因』という言葉は、個人の経歴
を決定し、さらに現在の環境との関連から個人の現状を決定している物的、生物的、社会
的要因の結合物（combination）、合成物（resultants）、残基（residues）を意味する。」
(Barnard, 1938, p. 13, 邦訳, p. 14) として、Barnard が「心理的要因」と呼んでいたものを、
Simon は「心理的環境」「所与の環境」「所与の状況」と読み替え、後に March & Simon
(1958) が「状況定義」と呼ぶことになる。
さらに Barnard が「個人には、限られてはいるが重要な選択力（restricted but important
capacity of choice）があるものと考えた。」(Barnard, 1938, p. 38, 邦訳, p. 39) ことを、
37

この二つの章は、
『経営行動』の中で「本書の核心」（the core of the book）(1957, p. xi, 邦訳, 序
文 p. 5; 1976, p. xi, 邦訳, 序文 p. 7) とされている。
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Simon は「限定された合理性」と呼んだのである。つまり、選択力に限界があるために、
選択の可能性を限定する必要があるのであり、事実、Barnard は「選択を狭める技術」の
ひとつが組織だと考えていた (高橋, 2007, 付録)。冷静に考えれば、Barnard の「限られて
はいるが重要な選択力」を見習って、Simon が第 2 章の「制約の三角形」の方の「限定さ
．．．
．．．
れた合理性」に相当するものを「限定された選択力」と呼ぶ決心をしていれば、『経営行
動』における客観的合理性に関する論理的な混乱をある程度回避することはできたかもし
れない｡38 ただし、そうすると、ますます Barnard の二番煎じの印象が強くなってしまう
が。
つまり、『経営行動』の第 5 章は、Barnard のアイデアをゲーム理論の概念を使って再構
成したところが新しく、貢献だということもできるのである。しかしその副作用として、
ゲーム理論の概念を木に竹を接ぐがごとく導入した第 4 章と第 5 章の「ここに示されてい
る理論」が、『経営行動』全体のストーリーとの整合性を失ったことは既に指摘した通り
である。

3.3 ゲーム理論と距離を置く必要性
ところが、第 2 版（1957 年版）を出す頃までには、当然といえば当然であるが、
『経営
行動』をゲーム理論と関連付ける評価が出てきてしまった。第 2 版（1957 年版）の序文
(1957, pp. xxviii–xxix, 邦訳, 序文 p. 26) には、次のような段落があった。
『経営行動』の合理的選択（rational choice）の理論は、このリストの（1）項は組み入れ
ているが、経営人（administrative man）よりもむしろ経済人（economic man）を特徴づ
ける（2）～（5）項は組み入れていない。この致命的な差（vital distinction）は、Andreas
Papandreou のような、理解があり共感してくれている批評家（a critic）によってさえも
見落とされている。彼は『経営行動』について、それが「Barnard の組織の概念と、von
Neumann と Morgenstern の戦略（strategy）のゲームの概念を一つの概念の屋根のもとに
（under one conceptual roof）一緒にした」と述べた(脚注 8)。
Papandreou の評価は的確であろう。しかし Simon は、そうは認めたくなかったようで、
そのことへの Simon の反論が、前述の第 3 版（1976 年版）では削除されてしまった第 2
版（1957 年版）の序文の脚注 8 の記述「1947 年版でわずかに示すことができたにすぎな
い」(Simon, 1957, p. xxix, 邦訳, 序文 p. 40) であり、ゲーム理論の影響を過小評価しよう
38

より混乱を回避するためには、加えて、第 11 章の「主観的／客観的合理性」も「個人的／全体
的合理性」と呼びかえた方が適切だろう。
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とする神経質な反応を示すのである。そして、この脚注 8 は第 3 版（1976 年版）では削
除され、この段落は次のような段落へと下線部が書き換えられる (1976, p. xxxiii, 邦訳,
序文 p. 34) のである。
『経営行動』の限定された合理性（bounded rationality）の理論は、このリストの（1）項
は組み入れ、
（3）項39 とは矛盾しないが、経営人（administrative man）よりもむしろ経
済人（economic man）を特徴づけるその他の項は組み入れていないし、ここで用いられ
るモデルの一部でもない。この致命的な差（vital distinction）は、時々、解説者たち
（commentators）によって見落とされている。彼らは『経営行動』における用語「合理
的」（“rational”）が、古典的経済学、ゲーム理論、統計的決定理論において用いられる
ときと本質的に同じ意味であると間違って仮定している。
こうして、ゲーム理論との違いを強調するために「限定された合理性」（bounded
rationality）という用語が、1976 年の第 3 版で序文の中で用いられるようになったのであ
る。そして同時に、1976 年の第 3 版の索引の “rationality” の項目 (1976, p. 363) の子項目
として “bounded rationality” が挙げられ、用語としては一度も登場しない「元の本文」か
らも 3 箇所が挙げられた。1978 年に Simon がノーベル経済学賞を受賞する 2 年前の話で
あった。しかし、本稿の冒頭でも述べたように、改訂を重ねても、とうとう『経営行動』
の「元の本文」では “bounded rationality” という用語は一度も登場しなかったのである。
そして、こうしたやや神経質にも見えるゲーム理論と微妙な距離感をとり続けようとした
作業の副産物として、ゲーム理論との違いを強調するために、「限定された合理性」
．．．．．．．．
（bounded rationality）は序文の中でしか使えない「使用が限定された合理性概念」として
『経営行動』に導入されたのであった。
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