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戦略 と 組 織 構 造

岡 部 鐵 男

はじめに

取引費用の概念は，コースによって最初に紹

介された1)。コースは経済活動が市場の代わり

に企業を通して行なわれる理由を説明している。

価格メカニズムを用いる費用が存在する場合に

は，企業は市場にとって代わることが考えられ

る。市場よりも企業を通じて生産の要素間の協

働的な活動を組織するならば，単一の雇用契約

は価格メカニズムと関連した多数の契約にとっ

て代わりうるであろう。雇用契約の制約の中で，

企業を用いる場合には，生産の諸要素によって

実行されるそれぞれの活動に対する個別の契約

を取り決める必要性をとり除いてしまう。そし

て企業は財やサービスを供給するための一連の

短期契約を経営者の決定や指令におき代えてし

まう。市場を用いる場合には予測の困難さに

よって費用の高くつく短期契約が多用されるこ

とになる。アルチャンとデムゼッツは生産の諸

要素が生産の過程で統合されたチームを形成す

る（例えば二人の人が車に積荷をする）ならば、

限界生産性は測定できないし、適切な報酬も算

定できないと主張している2)。個々の要素の限

界産出量は区別できないから，個々の要素に対

1) Coase, R.H., "The nature of the firm", 
Economica, 4, 1937, pp. 386-405, 

2) Alchian, A. A. and Demsetz, H., "Production, 
information costs and economic organization", 
American Economic Review 62, 1972, pp. 777-95. 

して報酬を配分する明確な基準がない。つまり

生産高の測定と報酬の配分という点から測定の

問題が存在するのである。加えてもし生産の諸

要素の共有がない場合には個々の要素の所有者

が機会主義的行動や相手をあざむき、ずる＜立

回るシャーキング (shirking) をするインセン

ティブが存在する。ここでの測定の問題は個々

の要素の所有者がフリー・ライダーとして，チー

ムによる生産の利益を得ることを意味している。

しかし企業のチーム組織はそれぞれの要素の行

動を詳細に観察し続けることによってチームの

行動を管理することができる。シャーキングを

減らす一つの方法は監督者を雇って直接作業を

管理することであるが，このことはまた監督者

が彼の仕事をシャーキングすることを妨げる方

法を工夫しなければならない。アルチャンーデ

ムゼッツは監督者を残余持分請求権者にする方

法を考えている。この方式からの利益は監督者

に最適生産を行うために必要な監督を行なわせ

るためのインセンティブを与える。古典的な資

本家的企業はいろいろな形態の企業のうちの一

つであり，企業の他の形態としては協同組合，

パートナーシップ，労働者所有の企業等がある。

企業はチームによる生産に生じるシャーキング

を防止する最も効率的な形態を選ぶ。市場の取

引費用が組織を用いる時に生じる費用よりも高

くつくときに企業を通して取引が行なわれる。

個々のインプットやアウトプットが測定困難で
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ある場合にこのような状態が生じる。市場と企

業とでは，それぞれ実施コストが異なり，市場

では，全体の厚生を減らすような他の要素への

打撃を避けるためのインセンティブは働かない。

またこういったことを回避するために組織つま

り企業を用いても生産活動に関するシャーキン

グを避けるための実施コストが高くつく可能性

がある3)。一般に企業が市場で取引する場合に

交渉費用，機会主義的行動をモニターするため

の費用，実施する費用が発生する。この取引費

用が非常に高くつく時には企業は市場で取引す

ることをやめて，組織をつくり経済効率を上げ

ようとする。市場での取引を妨げず諸要因とし

てウィリアムソンは環境の諸要因と人間の諸要

因を考慮した4)。ウィリアムソンの経済組織に

対する一般的なアプローチは次のように要約で

きる。市場と企業とは代替的であり，取引を市

場で行なうか，あるいは組織内で行なうかはそ

の効率性に依存するが契約を作成し，実施する

費用は取引当事者の人間の諸特性と市場の客観

的諸特性に応じて変動する。取引を妨げる諸要

因は市場と企業内とではややちがった現われ方

をするが，どちらの場合にも同じ諸要因の組合

せがあてはまる 5)。これらの諸要因としては制

約つき合理性，機会主義，不確実性と複雑性，

少数性，情報の偏在，雰囲気の 6つが掲げられ

ている。 (1)制約つき合理性は，合理的であろ

うと意図されてはいるが限られた程度でしか合

理的ではあり得ない人間行動を指している。こ

れは，情報伝達の過程に関する人間の 2つの限

3) McManus, J.C., "The cost of alternative eco-
nomic organizations". Canadian J oumal of Eco-
nomics, Vol. 8, No. 3, pp. 334-350, 1975. 

4) Williamson, 0. E., Markets and Hierarchies: 
Analysis and Antitrust Implications, New York, 

Free Press, 1975. 
5) Williamson, 0. E., ibid. p. 8. 
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界，即ち，生理的諸限界と言語の諸限界から導

びかれる。生理的諸限界は情報を誤りなく受け

とり，貯蔵し，とりだし，処理することについ

ての諸個人の能力が速度と貯蔵容量のうえで限

界をもつことを意味し，言語の諸限界は諸個人

が彼らの知識や感情を言葉や数や図表などに

よって他人に理解できるような仕方で明確に表

現する能力をもたないことを意味する。 (2)機

会主義は，人間が自己の利益を悪がしこいやり

方でこうかつに追い求めることを示している。

経済主体が自己に都合のよい戦略的行動をとる

余地があり，種々の代替的な契約上の関係のな

かから選択する問題に対して意味をもつもので

ある。 (3)不確実性と複雑性は複雑な決定問題

における代替的な経路の数が非常に大きく，決

定を行なうべき状況においては代替的経路も

ルールも与えられていないし，諸代替案の結果

を見積もることは困難であるということであ

る6)。原則として決定に関するすべての情報を

求めることは不可能であり，またその実践にお

いては費用がかかりすぎることを示している。

環境的不確実性はそのすべてを考察することが

できない程多数になる場合には当事者たちの

データ処理能力をこえるであろう。このような

情況のもとでは，制約つき合理性は意思決定に

とって重要となってくる。 (4)少数性は，市場

での取引に関して，最初の時点では成立してい

る同質の多数者がいる場合に，契約の更新の時

点で，供給者たちの間の対等性が先発者の優位

性によりくずれ，先発者に費用上の優位性を与

え，その結果として取引は少数の取引者間の交

換となるということである”。これは契約が実

施されている間に，最初の時点で，多数の取引

6) Williamson, 0. E., ibid. p. 28. 
7) Williamson, 0. E., ibid. p. 28. 
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者間の交換条件が成立しているにも拘らず，契

約の実施にともなう特異性をもった経験，およ

び人的資本の市場と物的資本の市場との失敗に

もとづいて，少数の取引者間の交換関係に変わ

るということを意味している。 (5)情報の偏在

は主として不確実性と機会主義から生じるが，

制約つき合理性も関連をもっている。これは取

引のある当時者には知られているが，他の当時

者がこの情報を知るには費用がかかるというこ

とである。そしで情報の偏在は先発者の諸条件

とも関係があり，部内者は部外者より情報に関

して特定取引に固有の経験を有し，最初の契約

を与えられたことによって，情報を戦略的に用

いることが出来る 8)。(6)雰囲気は交換関係が構

成員の態度に共通の効果をもたないような環境

に起因している。この関係は構成員の満足度に

起因している。もし実際には相互作用効果が

あって，それを考慮に入れるべきであるにもか

かわらず，純便益を特定の取引だけについて計

算してしまうならば，問題をあまりに狭く解釈

していることになる。これらの諸要因のいくつ

かが結びつくことによって市場取引の困難性が

引き起こされるのである。機会主義と少数性の

条件が結びつくような状況においては内部組織

は契約を市場でおこなうという形態にくらべて

次の三種類の優位性を享受する。 (1) 自律的な

契約者達とくらべて内部的交換の当時者たちは，

機会主義的な主張の結果として，全体としての

組織の犠牲においてサブグループの利得を専有

しうる程度が少ない。したがって，機会主義的

に行動する誘因も弱くなる。 (2) 内部組織に対

してはより有効に監査をおこなえる。 (3)意見

の衝突が生じた場合に，内部組織は論争を解釈

8) Williamson, 0. E., ibid. p. 31. 

するうえで，市場を介する交換に対して優位性

を発揮する。企業内の反復的なコミュニケー

ションは特殊な慣例の発生を促進し，制約つき

合理性をさらに節約する。アルチャンーデム

ゼッツは企業組織が存在する理由として技術的

な不可分性を強調しているが，ウィリアムソン

は制約つき合理性と取引に関して，機会主義の

考えを導入することによってコースの議論を発

展させた。ウィリアムソンは仲間集団において

体系的な測定が出来ないことがフリー・ライ

ダーを許してしまい，チームに関連した意思決

定過程は階層組織のそれにくらべて高くつくと

考えた叫個人の間で制約つき合理性の違いが

存在すれば，より能力のある人を協働者のトッ

プとして指名することによってさらに意思決定

の質を高めることが出来よう。仲間集団は市場

取引に関連した機会主義をいく分排除している

にもかかわらず，情報の偏在は，次のことを生

じると，指適している。すなわち， (1) 劣った

応幕者を選択する審査過程。 (2)取引秘密を利

用するために組織をやめる仲間。 (3) 怠けるこ

と。また，仲間集団でば情報の偏在や機会主義

の問題をコントロールすることに必要な，監査

や経験を評価する必要性を実行する能力が制限

されている。ある一人の専門的な監督者を指名

することによって，これらの弊害を避け，罰す

ることを可能にする。このことによって意思決

定における節約をするとともに環境の変化に対

するすばやい適応が促進される 10)。ウィリアム

ソンは仲間集団とくらべて，階層組織にある費

用を課している。それは階層のランクづけ，監

査，評価といった側面による参加者の満足感の

喪失である。仲間集団にあっては可能な生産性

9) Williamson, 0. E., ibid. p. 45-46. 
10) Williamson, 0. E., ibid. p. 51. 
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の損失にもかかわらず雰囲気のみが好まれる。

制約つき合理性は管理の範囲 (spanof control) 

を制約し一連の階層をつくりだすが，それはま

た情報のロスやゆがみを生み出す。取引費用の

存在によって，特に制約つき合理性の存在に

よって管理の単位としての企業を市場と対比す

ることによって考えることができる。コースの

企業についての考え方はなぜブラックボックス

が最初に存在するのかを説明しようと試みたの

であって，新古典派理論によって用いられたブ

ラックボックスの考え方と真に矛盾するもので

はなかった。本論文では，市場のかわりに組織

を用いる理由を取引費用の存在に求め，さらに

シナジーの考え方を活動との関連性と関係づけ，

技術変化のもとで企業はどのような組織形態を

採用するかという組織構造の選択戦略をケイの

主張を中心に検討する。

取引費用とシナジ一

シナジーの概念はアンソフによって開発され

企業戦略の分析に適用された。アンソフによれ

ばシナジーは部分の総計よりも大きな企業の資

源と結びついた報酬を生産しうる効果である。

アンソフは，すべての製品が全体として関連が

なければ企業の特徴は部分の単なる統合と考え

られると述べている 12)企業全体にとって売上

収益や操業費用，投資資金はそれぞれの構成部

分の価値を総計することによって得られる。し

たがって利益は事業の個々の部分から得られる

11) Kay, N. M., The Evolving Firm, Macmillan 
Press, 1982. Kay, N. M., and Diamantopoulos, A., 

"Uncertainty and Synergy: Towards a formal 
model of corporate strategy", Managerial and 
Decision Economics, Vol. 8., 1987. 

12) Ansoff, H. I., Corporate Strategy, London, 

Penguin, 1965, p. 7 4. 

第 55巻第 6号

利益の総計である。ところが，その構成部分が

何らかの形で関係しているとしたら部分間にお

ける結合からシナジー効果が生じるわけである。

アンソフは 4つのタイプのシナジーを認識して

いる。これらは売上シナジー，操業シナジー，

投資シナジー，経営シナジーであり，企業を構

成しているこれらの要素間にはそれぞれの場合

において認識できるつながりがある。売上シナ

ジーは共通の流通チャネル，販売管理，倉庫，

広告，販売プロモーション，過去の名声を製品

に用いる時に生じる。操業シナジーは共通の設

備，人，間接費，学習曲線，ィンプットを用い

る時に生じる。投資シナジーは共通の工場を利

用し，共通の研究開発を行ない，共通の原材料

在庫，機械，道具を用いる時に生じる。経営シ

ナジーは部門を横断した経営上の経験や技能の

移転可能性である 13)。経営シナジーに関しては

それは目に見える物質的なつながりというより

は経営者の認識能力から引き出されるものであ

る。企業を構成しているこれらの要素間にはあ

るつながりがあり，企業の構成要素が共有され

る程度に応じて製品市場との間の関係の程度を

潜在的なシナジーに関連させることができる。

潜在的なシナジーは，他の条件を一定とすれば

製品と市場との関係によって増大すると考えら

れる。経営シナジーは製品と市場間に存在する

経営問題と同程度依存している。それは経営シ

ナジーが経営者の認識能力に依存しているから

であり，製品と市場との間の関連性についての

経営者の認識が足りなければ経営シナジーは低

下するものと考えられる。かくして経営シナ

ジーは企業の生産と市場との間の領域に存在す

るつながりに依存しているのである。

13) Ansoff, H. I., ibid. pp. 75-76. 
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ケイは企業のシナジーの関連性を簡単なモデ

ルを用いて説明している 14)。このモデルでは同

規模の企業を仮定している。ひとつはアルミの

テニスラケットの生産者であり販売者でもある。

またもうひとつの企業はアルミのスキーを生産

し販売している。両者は同じ技術を使い同じ消

費者に販売している。いま一方の企業が他方の

企業を吸収すべきか，あるいは両者を合併すべ

きかの問題を考えてみることにしよう。考察の

目的は，一つの企業内の 2つの製品と市場の組

み合わせからもっと利益が生み出されるであろ

うかどうかということである。このような状況

下では，販売シナジーとしてはセールス・スタッ

フがテニスのラケットやスキーを小売業者に販

売し，生産性にともなう利益をあげることが考

えられよう。さらに名前や評判が移転可能にな

るし広告の利点もある。操業シナジーは技術上

の類似性が不可分な構成要素を十分に利用する

ことを促進し，工場や設備を一緒に利用するこ

とが可能な場合に生じる。投資シナジー効果は

アルミのテニスラケットのデザインにも利用で

きるアルミスキーの開発に熟練した研究チーム

の専門的知識から得られる。経営シナジーは限

られた一つの製品と市場領域に集中するよりも

2つの製品と市場にアルミスポーツ用品に希少

な経営的技能を広げることによって得られる。

こういった例は無限に拡張できるが，説明の便

宜のために図を用いる。第 1図でAC1とAR1

はテニスラケット製品市場とスキー製品市場が

独立である場合のラケット製品市場の平均収入

と平均費用である。一企業内でテニスラケット

製品市場とスキー製品市場とが結び合わされシ

ナジー効果が利用される場合にはテニスラケッ

14) Kay, N. M., The Evolving Firm, Macmillan 
Press, 1982, pp. 41-46. 

AC1 

AC2 

AR1 AR2 

゜ 第 1図

ト製品市場の平均収入曲線と平均費用曲線は影

響を受けシフトする。スキー製品市場の価格と

アウトプットが一定ならば共通の構成要素を通

じて移転される評判の販売シナジー効果は一企

業内に合併後の広告政策に依存する。広告政策

が不変なら，テニスラケット製品市場の販売シ

ナジー効果は A凡曲線を右側ヘシフトさせる。

テニス広告の販売効果はスキー広告と関連性が

あるので，スキーの広告と評判によってテニス

ラケット広告は支援されることになろう。既存

の需要が維持される場合に，スキー広告の支援

を得て，テニスラケット広告の費用を切り詰め

るならば平均費用曲線は下方の ACバこシフト

するであろう。この場合には需要曲線はシフト

しない。

スキー製品市場の価格，費用，アウトプット

は一定とする場合にはどうであろうか。テニス

ラケットとスキーを結びつけるならば，販売員

の費用の節約になり販売シナジーが得られ，技

術の節約はあらゆる水準のアウトプットに関し

て費用の節減を実現させるので操業シナジーが

得られる。また，テニスラケットとスキー製品

を視野に入れた研究開発からは費用の節約がは

かられ投資シナジーが実現される。いずれの

ケースにおいてもスキー製品の価格，費用，ァ
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ウトプットを一定とすればテニスラケットのあ

る生産量の製造費用は安くなる。この場合図で

は平均費用曲線AC2を下方ヘシフトする。ス

キー製品の生産の操業水準が費用曲線を下方へ

シフトさせる場合，テニスラケット製品とのシ

ナジー効果がある。また経営シナジーは特定の

問題への経営者の取組み方にかかっており，こ

れは需要曲線あるいは費用曲線の両方をシフト

させる。企業の吸収合併や買収による発展はシ

ナジーによる利益を利用すると考えることも出

来よう。スキー製品とテニス製品を関連させる

マーケティングは利益をあげるかも知れない。

これはアルチャンーデムゼッツの技術の分離不

能性に数似したマーケティングの分離不能性と

考えることが出来る。両企業が独立した企業で

ある場合にテニスラケット企業は，スキー企業

の販売力を利用するためコミッションを支払っ

て，ラケットの販売促進をし，これによって販

売シナジー効果を得ることができる。またス

キー企業と工場空間や機械を相互にリースする

ことを同時に行なうことによって操業シナジ一

を得ることが出来る。アルミニウムのテニスラ

ケットに対する研究を行なうためにスキーの研

究開発チームと契約を結ぶことによって投資シ

ナジーを得ることも出来よう。あるいはスキー

企業の経営者の助力を得て経営シナジーを得る

ことが出来る。このような契約による取引に

よってシナジー効果が利用される場合には，販

売要員や工場の運用上機会主義の入り込む余地

がある。あるいは制約つき合理性から生じる予

測の困難性や情報の偏在がある場合には，これ

らに関連した取引費用が生じる。またシナジ一

からの利益は参加者間の交渉によって決まる。

市場取引を通じて企業が手にすることのできる

シナジーからの利益の相対的なシェアーが高い

第 55巻第 6号

程，一般には機会主義や契約の放棄によって打

撃を受けやすい。そのようなシェアーの低い企

業は機会主義や契約の放棄によって受ける打撃

は少ない。このような不安定な状態を避けるた

めに，企業は市場の契約による取引を放棄し，

企業内にシナジーを可能な限り取り込むことに

なるのである。

シナジーと戦略

不確実性という用語は，特定の事象の発生の

確率が前もってわからない時に用いられ，危険

という用語は特定の事象の発生の確率がわかる

時に用いられる。ここで論じる不確実性は環境

の変化や複雑性等の複合した結果に関連してい

る。ここでは企業とそのような不確実性との関

係について考えよう。不確実性は企業の採用す

る戦略に影響を与える。その影響の与え方は活

動の連結 (activity-linking) と連結への脅威

(linking threats)を通してである 15)。いま共通

の結合要素 (bondingelement) Xをもつ活動A

と活動 Bを仮定する。この活動と結合要素はい

くつあってもよい。活動Aと活動 Bの間には

共通の結合要素である学習曲線があるかも知れ

ない。共通の学習曲線からは操業シナジーが生

じる。あるいは活動Aと活動 Bの間には共通

の結合要素である共通の原材料在庫があるかも

知れない。この共通の原材料在庫からは投資シ

ナジーが生じる。活動Aと活動 Bに共通した

広告からは販売シナジーが生じる。企業の潜在

的な利益はシナジー効果を生じる活動の連結の

数が多くなると大きくなると考えられる。有効

15) Kay, N. M. and Diamantopoulos, A., "Uncer-
tainty and synergy : Towards a formal model of 
corporate strategy", Managerial and Decision 
Economics, Vol. 8, 1987, pp. 121-123. 
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なシナジー効果を生じる活動の連結の数が増す

につれて，制約つき合理性や機会主義が発生し，

市場での調整のほうが組織による調整よりも取

引費用は高くつきやすい。その理由は市場にお

いて取引をする場合にはその取引の安定性を確

保するために，一連の複雑で詳細な契約を必要

とし，組織を用いるよりもより多くの費用がか

かるからである。環境の変化といった企業の外

部の出来事によって活動 Aが影響を受ける場

合を想定してみよう。活動Aの生存能力が外部

の影響を受ける場合には，結合要素 Xからの

シナジー効果がある時には活動Aは，活動 B

から独立していると考えることはできない。外

部の出来事に反応して企業が行なおうとする行

為は活動 Bと同様に活動Aに対する結果に

よって検討されなければならない。それ故，活

動からのシナジー効果から生じる利益がある場

合には企業の反応の柔軟性は著しく制約される。

連結要素Xはシナジーを生じさせるとともに

活動A と活動 Bの相互依存関係を生み出す。

企業の外部の出来事が結合要素 Xに影響を与

える場合には両活動は影響を受け，企業の生存

は危ぶまれることになる。この状態が第 2図で

示すような連結への脅威と呼ばれる状態である。

不確実な環境下では企業が高いシナジー効果を

もつ活動を行なう場合には，シナジーの源泉と

活動Aへの外部からの影響 (W)

↓ 

□ -r-竺＿＿＿ーロ
結合要素Xへの外部からの影響 (z)

第 2図

して作用する結合要素への脅威によって倒産の

脅威に直面するであろう。理由は，環境が変動

することによって不確実性が高まるからである。

したがって環境の不確実性は活動の連結と結合

への脅威に影響を与える。アンソフは戦略的決

定はおもに企業が生産するプロダクト・ミック

スの選択と製品を販売する市場とに関係してい

て，戦略とは企業とその環境との間の関係にか

かわっていると考えている 16)。ここでは企業の

活動の連結の問題を扱っているので， このシナ

ジーに関するアプローチは企業の戦略問題を

扱っていることを意味する。

技術変化と内部組織

ウィリアムソンは多製品生産企業の組織形態

を研究した17)。第 2図で示されるような職能別

に組織された単一形態 (unitaryform)企業 (U

型組織）は効率的な専門化，分業，規模の経済

の達成を可能にするが，企業が拡大するにつれ

情報伝達と処理はますます不効率になり累積的

なコントロール・ロス効果を生じる。この理由

は企業が拡大することによって制約つき合理性

から，有限のスパン・オブ・コントロールを生

じ，組織の階層構造を必要とするからである。

また単一形態企業の各生産ラインの相互の職能

的調整が経営者レベルで行なわれるが，このレ

ベルで管理上の過大な負担により効率的な処理

ができなくなる。このような処理能力を増強さ

せるための方法は，各職能部門の長を階層組織

の頂点における全社的調整過程に参加させるこ

とであるが，このことは各部門の長を各部門の

利益代表とすることになる。こうしたことから

16) Ansoff, H. I., ibid. p. 18. 
17) Williamson, 0. E., ibid. pp. 132-154. 
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単一形態組織 (U型組織）

最高管理者

第3図

経営者は全社的立場よりも，職能部門とより直

結した党派的利害を優先させるようになる。こ

れらの制約つき合理性の結果に加えて，経営者

に有利なように情報の偏在が存在し，経営者に

与えられている裁量の機会を経営者が機会主義

的に利用するならば組織の不効率を増す。階層

組織内の情報交換過程に，下位目標(subgoals)

に有利になるように意図的な歪曲がもち込まれ

るであろうし，有効に使われていない企業の資

源を大目に見るような態度も現われるであろう。

単一形態企業の拡大によってもたらされる諸問

題を解決する企業形態として，第 3図に示され

るような多数事業部制 (multidivision struc・

ture) (M型組織）が掲げられる。この企業形態

を用いれば経営者を日常的な業務活動から解放

し，資源の獲得と配分にかかわる戦略的決定に

従事させることによって全社的な観点から業務

を遂行させることができるようになる。同一の

活動に従事する単一形態企業にくらべて複雑な

多数事業部制組織は，制約つき合理性を節約し，

機会主義を緩和し，業務的決定は，事業部段階

で解決され，情報伝達の負担を軽減する。経営

者が党派的利益代表となる誘因を取り除くため

戦略的決定は本社の職務とされる。本社が使用

する内部監査と内部的統制の諸手法は，情報の

偏在の条件を克服することに役立ち，各活動部

第 55巻第 6号

分に対して微調整的なコントロールを行なうこ

とを可能にしている 18}。多数事業部制組織は合

理性とともにシナジー効果をもっていると考え

られる 19}。企業内部の活動が各事業部に分解可

能であるが，ある程度技術と市場の相互依存関

係が各事業部間にある場合には，適切な内部価

格を決定することによって各事業部を切り離す

ことができる20}。この点についてウィリアムソ

ンは次のような例示を示している 21}。いま三つ

の活動段階，すなわち初期生産段階，生産が完

了する中間段階，およびマーケティング段階が

あると仮定する。全製品とも同一の第一段階か

ら出発し，中間段階には四つの工程があり，異

なった五つの最終製品があるものとすると，最

終製品のおのおのに対応した五つの事業部は必

ずしも必要ではない。第一に第一段階の規模の

経済性がいちじるしいために，すべての製品の

生産に必要な量を単一の分解不能な工場でまか

なうことが経済的に正当化されるかもしれない。

第二に，ある製品の第二段階での規模の経済性

が市場の規模にくらべて小さければ，並行して

複数の事業部を設けることが可能である。第三

に，別々の製品であっても，考慮に入れるべき

相互作用があるかもしれない。たとえば製品が

相互に補助的かもしれない。ウィリアムソンは

事業部のまとめ方としては第 4図の破線で示す

ようにするのがよいと考えている。生産工程の

18) Williamson, 0. E., ibid. p.138. 
19) Williamson, 0. E., Corporate Control and Busi-

ness Behavior, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-
Hall, Inc., 1970, p. 121. 

20) この点については岡部鐵男稿「インセンティブ・

システムについて (II)」，経済学研究，第47巻 第

5・6合併号を参照されたい。

21) Willamson, 0. E., Market and Hierarchies: 
Analysis and Antitrust Implications, New York, 
Free Press, 1975, pp. 138-140. 0. E. ウィリアムソ

ン，浅沼・岩崎訳，『市場と企業組織』，日本評論

社， 1980.
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多数事業部制組織 (M型組織）

初期段階から後期段階への製品を移転する場合，

製品は，限界費用にもとづいて移転される。図

では Cは第 1段階の活動を， HIは中間段階の

工程を， Flは最後製品をあらわす。ただし下付

き添字は製品のタイプを，上付き添字はそれが

複数存在することを意味する。工場HlとHr

は同一のタイプの工場であり，共通の製品 Pl,

Prを生産するものと仮定する。工場Hバま 2種

類の異なった製品， E と凡を生産し，工場H3

と凡はそれぞれ異なる製品 E と凡を生産す

る。製品凡と凡は別々の工程で製造される

が，補完的であると仮定する。ウィリアムソン

によれば，事業部を破線で示したようにまとめ

る理由は第一に Cは最小費用の観点からコス

ト・センターとして分離する。また Cを後期段

階の一つに付属させれば，それと結びついてい

ない段階が不利になり，また複数の後期段階を

結合させれば，責任が損なわれ，その過程で内

部統制が犠牲にされるからである。第一段階と

第二段階とのあいだで効率的な取引関係を確保

するためのルールを設定することは可能である

ものと仮定され， Cは事業部とされる。中間段

階の各工程と，それに対応するマーケティング

段階とのあいだには高度の連動関係があり，し

第 4図

第 1段階 第 2段階 完成品

/―---------------、

ヽ ＼ヽ 

第 5図

たがって対応しあう工程とマーケティングとを

組にして，一つの事業部にまとめることができ

るものと仮定する。HlとHlは同ータイプのエ

場であり共通の製品 F1を生産する。各工場に

対して市場テリトリーが設定され， Hl-Fl,Hl 

-Flはともにプロフィット・センターとなる。

技術的な規模の経済性から， E とF叶こ別々の

生産設備をあてることが不経済であると仮定す

る。比は E と凡の双方に対して唯一の供給

源であるという関係にあるものとする。もし H2
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を独立した事業部として分離するならば，比を

コスト・センターとして運営する必要があり，

それにともなう諸種の困難がおこるであろうし，

段階間の調整も損なわれる。そこで H2,F2, F3 

は一つのプロフィット・センターとするのであ

る。几と比は相互に直接の交換関係をもたな

い別々の工場で，それぞれ製品 F4と凡を供給

する。しかしこれらの製品は補完財であり，マー

ケティング活動は一体となっておこなわれるも

のとする。この結果 H3,H4, F勺凡はともにプ

ロフィット・センターとされる。

ケイはシナジーを内部組織に関連させるため

次の二つの簡単な仮定を置いた22)0 

(1)製品に関する職能内の連結 (links)は職

能間の連結よりも強い。

(2) 内部組織に関する特定の取引費用がある。

市場に対するチーム組織の利点は制約つき合理

性，機会主義および情報の偏在性の影響を緩和

し，市場の取引費用を減じる。チーム組織を考

える場合，次の三つの形態の協働が考えられる。

(i)グループ内。 (ii)グループ間でしかも企

業内。 (iii)市場。グループの忠誠やグループの

対抗はグループ間の協働における機会主義を促

進する。この機会主義は本社の介入によって協

働を課すか機会主義に対する事後的な処罰に

よってある共通の利害が認識されて機会主義を

抑制することが出来るならば市場における程ひ

どくはない。制約つき合理性，機会主義および

情報の偏在から生じる取引費用はグループから

職能間の協働あるいは部門間の協働に進むにつ

れ増大すると考えられるので，グループ間の協

働から生じる情報の偏在は市場における程大き

くはないと考えられる。取引費用のみが組織形

22) Kay, N. ~ ・， ibid.pp. 64-65, 

第 55巻第 6号

態の選択を決定する要因ではないが，少なくと

も重要な役割は果たしていると考えられる。多

数事業部制 (M型組織）の構造の持つすぐれた

戦略形成と内部コントロールの性質は単一形態

組織 (U型組織）に比べて，その利用から得ら

れる利益は大きい。サイモンは階層組織は分離

可能な性質を持つがサブシステム間の相互作用

は弱くても無視できないものである24)が要素

内の連結 (linkage)は要素間の連結よりも強い

ものであると述べている 25)。ケイによればシナ

ジーの利用を考慮に入れた単一形態組織 (U型

組織）と，多数事業部制組織 (M型組織）は第

6, 7, 8, 9図で示される23)。第 6図は単一形態組

織を表わし，操業と投資と販売のシナジーは最

小の費用で利用されるが，販売シナジーが弱い

場合には調整が問題となる。第 7図では活動の

間にシナジーの強い連結がないが弱い職能間の

連結はある。この場合には本社を設置して多数

事業部制の組織を用いて調整が行なわれる。第

8図では職能部門としての研究開発部門と他の

3つの事業部を持ち，研究開発部門を共同利用

することによって投資シナジーの連結がある。

これは単一形態組織と多数事業部制組織の混合

タイプの組織であり，取引費用の観点からの分

析は本社の管理およびコントロールに支障を与

える。第 9図は企業の製品を販売する市場がみ

な同じで技術は部門によって異なると仮定する。

これは取引費用を最小にするための企業形態で

あり，第 8図の組織形態と同じであり，特定の

混合組織形態に導く活動間の強い連結がない。

他に考えられる組織としては， 3つの活動を多

数事業部制にすると三つの活動間の強いシナ

23) Kay, N. M., ibid. pp. 66-68. 
24) Simon, H. A., The Sciences of the Artificial, 

MIT Press, 1969, p.100. 
25) Simon, H. A., ibid. p. 106. 
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ジ一連結を，一部切り離すが，他方で職能組織 E 企業

は活動間の部分的なシナジーの連結を利用する

第10図のケースが考えられる。この場合には多

事業部制組織の構造とコントロールの便益を犠

牲にすることになる。

企業の組織形態を選択する場合には代替的組

織構造を選択する場合の費用と便益を考えねば

ならないが，これまでは取引費用をその基準と

して考えてきた。ウィリアムソンは企業の拡張

にともなう組織にかかわる次の三つの費用を考

慮に入れることによって組織の均衡を考えた26)。

(1)組織の拡大はスパン・オブ・コントロール

の問題をともない，追加的階層を必要とする。

(2)規模の増大とともに非効率と組織スラック

の発生によって株主の力と経営者の裁量の実行

可能性を弱める。 (3)規模が大きいことと階層

的な構造とは当事者間に非人格的な関係を成り

立たせ，親密さの減少と自発的な協働の減少は

組織の雰囲気を変え，小集団に不調和をもたら

し組織は非効率になる。代替的組織形態を選択

する場合にはこれらの費用と市場を用いる費用

を比較して採用すべき組織形態を選択する。企

業の多様化戦略はかかる決定を通じてなされる

ものと考えられる。ある製品または潜在的な製

品が企業に純利益を与える潜在的なシナジーの

連結をもっている場合には内部組織の実効費用

が市場を用いる費用よりも少ないならば，企業

は製品あるいは潜在的な製品を内製するであろ

ぅ。ケイは企業によって多様化戦略や内部組織

が異なる理由をシナジーの関係に求めている。

組織と市場を用いることにかかわる費用を一定

とすれば，中心問題はシナジーを考慮した企業

組織のデザインであるという 27)。他の条件を一

26) Williamson, 0. E., ibid., 1975, pp. 126-130. 
27) Kay, N. M., ibid. p, 70. 
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第10図

定とすればシナジーの連結がふえればふえるほ

ど市場を用いる費用は増える。またシナジーは

組織の境界をこえると高くつき，内部なら安く

つくと考えられるから他の条件を一定とすれば，

シナジーが増すにつれ市場取引の費用は増し，

組織費用は減少する。しかし企業は一般に技術

変化を含む環境の変動に対処するためにシナ

ジーを最大限利用するような企業の活動の組み

合わせは求めないものと考えられる。

一般に単一製品のライフ・サイクルは第11図

の実線で示すように最初市場に出された時に売

上高は少なく，時間の経過とともに成長段階に

入り売上高は伸びて安定成熟期が続き，最後に

衰退が始まる。破線で表わされる製品ライフ・

サイクルも考えられる。ここでは a時点で突然

の破局 (catastrophe)が生じる場合を仮定して

考えよう 28)。ここで破局とは企業に対してその

製品ライフ・サイクルの衰退と陳腐化を直接早

める外部的現象を意味する。企業の単一製品の

ライフ・サイクルの a時点で破局の脅威を受け

ると，この製品に代わる製品の市場への出現に

よって，当該製品の衰退が始まる。第 2図で活

動Aはスキー・ウェアの製造と販売活動であり

28) Kay, N. M., ibid. pp.71-74. 
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活動 Bはスキー・シューズの製造と販売である

とし，両者に販売シナジーの連結があるとする。

いま新しいスポーツがスキーの衰退を招いたと

すれば，これは破局的出来事であり，図で結合

要素 X への外部からの影響 (Z)が起ったとい

うことである。 AとBは共に衰退することにな

る。また活動 Aへの外部からの影響 (W)とし

て新素材を用いた漸新なデザインの安い新製品

が競争相手の企業によって競争市場に投入され

た場合を想定することができる。この場合には

活動Aは衰退するであろう。このことから企業

の組織内にシナジーの共有要素が多いと企業の

柔軟性を減じ，企業の失敗の可能性が増大する。

したがって企業形態は環境に応じて決定される

ものと考えられる。

戦略の選択

技術的変化は企業が生き残れる可能性に対す

る脅威である。その脅威はいついかなる条件で

発生するかはなはだ不確実である。活動は，技

術変化や破局に対してもろいので企業の活動間

の共有要素の数を減らしたり，活動の連結や破

局の連結を減らすことによって企業は破局を回

避しようとしている。環境変化は企業の多様化

を促進するであろうか。企業の多様化の問題は

企業の期待利益水準の低下の可能性と関連をも

つ。そこでここでは企業が行なう活動に関する

単純な仮定を置いたケイの企業の戦略の選択モ

デルを説明する。このモデルは活動の連結と技

術変化が企業戦略選択のための内部組織と外部

の環境の二つの決定要因として構築されてい

る29)。次の仮定がなされる。

(1) 分析の基本単位は企業の特定の製品と市

場の特徴によって定義される活動であり，これ

がそれぞれ関連をもてばより大きな企業収益が

得られると考えられる。

(2) ある活動について規模の経済が存在する

ならば， (1) の仮定が損なわれれば規模の経済

の利益は得られない。

(3) シナジーの機会は全ての活動に存在する。

(4)他の条件を一定とすれば技術変化の水準

が大きければ大きい程，独立していると考えら

れる関連を持たない各活動に用いられる資本に

対する期待収益は大きい。

(5) 企業の生き残りに対する脅威すなわち企

業の失敗の確率は活動間の関連と技術変化の水

準によって決定される。

(6) 参入障壁がない。

(7) 政府の介入がない。

(8) 企業は戦略 Sa,p(O~a~l, O~(J~l) を

選択する。但し aとBはそれぞれ特定戦略の諸

活 動 に 関 連 し た 活 動 の 関 連 (activity-

relatedness) と技術変化をあらわすものとす

る。

(9)企業が直面している潜在的な戦略は全て

の可能な Sa,Pから成っている。企業が特定戦略

を選択して採用する活動の範囲は Bapである。

Bapは有限集合で (1)と (2)の仮定を満たす少

29) Kay, N. M., ibid. pp. 88-95. Kay, N. M., op. cit., 
pp. 123-125. 
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なくとも一つの部分集合Aapがあるものと仮

定する。

仮定 (1)は活動の規模のみが企業の戦略の選

択を左右するものではないことを意味しており，

単一の活動を行なう企業の存在を除外していな

ぃ。このことは一連の完全に同質的であるか，

完全に関連した活動の結合と見なしているとい

うことである。仮定 (2) は仮定 (1) を支えて

おり仮定 (3) と仮定 (4) は期待収益を技術の

不確実性とシナジーの水準にそれぞれ関連させ

ている。仮定 (4)は潜在的な収益が高い場合に

不確実な環境で操業する企業にあてはまる。仮

定 (6) と (7) は仮定 (8)の障害とならぬよう

設定されている。仮定 (8)は企業の特定の戦略

の選択が活動の関連と技術変化によって測定さ

れる時の戦略の選択の集合の境界を定義してい

る。 a=Oなら活動間に全くつながりがないこと

を示す。 a=lなら企業は単一の活動に従事して

いることを示している。/3=0なら技術は完全に

静止しており環境変動はないが /3=1の場合は

最大比率での技術変化を定義する明確な基準は

ないが，全ての構成要素の顕著な陳腐化が連続

的に起こっていて古くなっているということで

ある。仮定 (9)はそれぞれの戦略 S咋に対して

充分な活動の集合を与えるために充分な選択可

能な活動があることを保証し，かつ仮定 (1)を

支えている。

いま次の効用関数を定義する。

Ut = f[E(叫，Ct],aut1aE(TCt) >O, 

aut1act < o•················•<1) 

ただし，じは t期 (t=l,…， n)における戦

略 Sapから得られる効用である。 E(冗i)は利用

される資本の収益として測定される t期におけ

る戦略 Saがからの期待収益である。 C は t期に

おける会社の生き残りに対する環境の脅威が知

第 55巻第 6号

覚される水準を表わす変数である。仮定 (3)

-(5) より

Eは） = v(a, /3), aEは）/aa > 0, aE(か／

卵>0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2) 
Ct = w(a, /3), act1aa > 0, act1a13 > 0 
............................................... ・(3) 

(1)式は独立変数として企業の期待収益と企業

の失敗の脅威が効用関数に組み込まれている。

Eは）が増すと資源の余裕が増え Cが減ぜら

れる。 Cが増すと活動が逓減し E(冗t)が減少

する。以下では便宜上添字 tを省略する。 (1)

式を全微分すると，

du= [au/aE(冗）]dE(冗）+[au/ 

aC]dC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4) 

(2) と (3) より

dE(冗） = [aE(冗）/aa]da+ [aE(冗）／

af]]d/3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5) 
dC = [ac/aa]da+[ac/af]]dB………(6) 

(4)式に (5)式と (6)式を代入して， daとd/3

で整理して全微分すると，次式を得ることがで

きる。

du= [ au aE(冗） au ac 
諏. aa 十記・ 瓦 ]da

+[ au aE(冗）＋辺．如
諏可 a13 ac a13 ]a/3…(7) 

dU=Oと置き aとf3を変化させると無差別曲

線の勾配が得られる。

da/d/3 = 

au ac [ au . aE(冗）
aE(冗） a13 ]+[ 記虚］

[ au . iJE(冗）]+[ iJU. iJC …(8) 
aE(冗） aa ac aa] 

(8)式の右辺の全ての項は au,伶Cを除き正で

ある。分子と分母中に au;acが含まれ (8)式

の符号つまり無差別曲線の勾配を厳密に述べる

ことはできないが，次の三つの条件を加えるこ

とができる。すなわち

Lim U = -oo ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(9)
C→l 

Lim C = 0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(10) 
a→O 
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Lim C = 0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(11) 
P→O 

(9)式は，高利益を追求する企業が高い値をと

るaとBの組み合わせからなる戦略を選択す

ることを表わしている。 (10)式と (11)式は活

動の関連と脅威の効果が， a=(J=Oならば働ら

かないことを示している。したがって (8)-(11) 

式は (aU/aC)(ac/an) (ただし D=a,(J)の効

果の強弱を表わしていると考えられる。第12図

はこれらの効果を説明している。図では技術変

化の水準は垂直に上の方向移動するにつれ増加

する。活動の関連性の水準は左から右へ増加す

る。さて (aU/aC)(aC/aD)は高い水準の aと(J

をとる戦略では非常に強い効果を持つならば

(8) 式の他の項を圧倒し，無差別曲線の勾配

(da/d(J)は負となろう。逆に低い水準の aと(J

をとる戦略では， (aU/aC)(aC/aD)の項は非常

に弱い効果を持ち (8)式の他の項を圧倒し勾配

(da/d(J)は負になる。したがって強い効果のあ

る(aU/aC)(aC/aD)については，企業の生き残

りに対する脅威は企業の利益に対する考慮を圧

倒するし，弱い効果のそれについては企業は利

益への考慮が他を圧倒する。効果の水準につい

ては (7)式から (aU/aC)(aC/aD)の強い効果

があるなら効用は aとBの増加とともに減少

するが，弱い効果があるなら効用は aとfJの増

加とともに増大する。したがって nn'とmm'

はそれぞれ強い効果と弱い効果のもとでの達成

可能な最も高い無差別曲線である。無差別曲線

CC'によって示されるように nn'とmm'の境

界内の符号については詳しく述べることができ

ない。 (aU/aC)(aC/aD)が強い効果から弱い効

果へ飛ぶ場合には aとfJについての戦略につ

いて述べることができる。切り換え (switch)

が早さが増すにつれて極限においては mm'と

nn'は収束して一致する。しかしここでの定式

化においてだけであるが， nn'とmm'間の領域

によって限定されるような企業の戦略の選択集

合の認識ができる。このモデルでは企業の活動

の束として考えられる戦略の選択は同時に次の

ことをすることはできない。 (1) 高い水準の活

動の関連性と高い水準の環境の不確実性。 (2)

低い水準の活動の関連性と低い水準の環境の不

確実性。換言すれば環境の不確実性の水準が高

い時には企業の活動はゆる＜結びついているこ

とが期待され，逆に強いつながりがある時には

安定的な環境のあることが期待される。このモ

デルには多数の単純化された仮定が含まれ次の

ような点が考慮されていない。第一に参入障壁

と政府の介入に関する制約が入っていないこと

はモデルの現実性を低めている。．第二に小規模

企業にとっては産出量の拡大戦略は最大関心事

であるから，当モデルの妥当性に問題がある。

第三に技術的進歩の激しい産業で，ある種の大

企業は単一の専業戦略をとっているが，その理

由は競争による利益 (competitiveadvantage) 

と製品のライフ・サイクルの初期段階での特許

保護施策によって高成長と高利益を得ているこ

とにある。かかる可能性がこのモデルでは考慮

されていない。最後に技術変化に関する一つの

測定尺度だけが用いられたが，二変数によって

表わされない情報損失を避けるため複数の指標

が組み込まれることが望ましい。さらに活動が

関連性を持たないケースの戦略が分析されてい

ない。モデルの実現性を高めるために制約条件

をゆるめる必要があろう。モデルの一般性を増

すため小規模企業の直面している問題にも適用

できるようにしなければならない。技術変化に

ついての複数の指標とともに活動の関連性につ

いてのより感応的測定尺度を開発すればモデル

の現実性を増すことができる。かかる考察を踏
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まえてケイは単一形態組織(U型組織），多数事

業部制組織 (M型組織）と，バーンズーストー

カーが認識した機械的組織と有機的組織を組み

込んだ第13図で示される考えをあらわした30)。

バーンズーストーカーによれば機械的組織は技

術がゆっくりと変化する安定的状態に対して適

合する。この組織は，個人が上位者の指示に従っ

て詳細に定義された課業に専門化できるような

コントロールと権威とコミュニケーションにつ

いてよく定義された階層組織である 31)。有機的

組織は技術が急速に変化する不安定な状態に適

合し，問題が予想できず，日常的に処理できな

ぃ。この組織はコミュニケーションが垂直的な

命令や指し図よりも対等な形での相談や忠告の

形をとりやすいのであるが，そのようなコミュ

ニケーションやコントロールおよび権威のネッ

トワーク構造によって特徴づけられている。有

機的組織では内外の状態の変化に応じて仕事や

関係の連続的な再定義が行なわれる32)。有機的

30) Kay, N. M., ibid. p.133-139. 

31) Bums, T. and Stalker, G., The Manangement 
of Innovation, Tavistock, 1961, p. 120. 

32) Bums, T. and Stalker, G., ibid. p. 121. 
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な組織は機械的組織と同じ形で階層的であるわ

けではなく，先任順位に従って階層化されてい

る。機械的組織は硬直的で権力が上部に集中し

成文化された規則や手続など公式化の度合が高

く組織内の仕事が細分化され，各人の役割は単

純化されている。かかる組織は，イノベーショ

ンの度合は低く製品分野が安定し大量生産を行

なう企業に向いている。有機的組織は柔軟性に

富み，権力は分散され従業員個人の働きは高ま

るが公式化や分業度は低く，製品の需要も生産

技術も不安定で変化の可能性の高い分野に適し

た組織で，イノベーションの度合は高く研究開

発や技術革新に向いた組織である。また単一形

態組織 (U型組織）と多数事業部制組織 (M型

組織）についていえば，後者は前者に対して戦

略形成機能と内部コントロール機能がすぐれて

いる。ただ M型組織は規模と多様化が同じ程度

の企業について U型企業よりもより高い管理

費用がかかる。それは M型組織は事業部化する

ために戦略決定に携わる事業部レベルの余分の

管理階層を置かなければならないし，事業部の

管理者は全般管理者でもあるので多様な職能に
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携わらなければならないのでそのような有能な

管理者は希少となりコストが高くつく。 M型組

織では職能的管理者の重複がある。ところで第

13図は高い活動の関連性を U型組織に，低い活

動の関連性を M型組織に対応させて図示して

いる。前節の第 8図の C企業と第 9図の D企業

はU型組織と M型組織の混合形態とみられる。

事業部全体に強いつながり (links)を持つ職能

部門としての研究開発部門と販売部門がそれぞ

れスタッフ機能を果たす組織になっている。弱

いつながりを持つ活動あるいは，つながりを持

たない活動は事業部として独立させている。

従って活動間につながりがあれば職能的グルー

プを形成させるし，活動間につながりがなけれ

ば事業部の形成を促進させるのである。かかる

原理は中間組織形態にも適用されるので第13図

でJ'から Jへの組織の動きは U型組織の強い

性格を持つ組織から M型組織の強い性格を持

つ組織へ移って行くことを示している。ここで

はU型組織から M型組織への推移は活動のグ

ループ化に比例して漸進的に起こるものと考え

ている33)。第13図の Iから I'への推移は U型組

織，中間組織およびM型組織の機械的組織から

有機的組織への意思決定プロセスを示している。

すなわち企業が有機的組織原理にもとづいてプ

ロジェクト・チーム・アプローチを採用する場

合には，職能別組織かまたは部門別組織を用い

て行なうのである。機械的組織を用いると非常

軌的仕事や構造化されない仕事について非能率

であったり，処理できなかったりして，意思決

定費用がかさむ。他方有機的組織は意思決定の

遅れやコントロール・ロスそれに経営者の能力

を節約でき，有効な経営活動にその能力を振り

33) Kay, N. M., ibid. p. 135-136. 

向けることができる。したがって技術変化の増

大に対応して機械的組織から有機的組織の意思

決定プロセスの変化を示すことができる。この

図では環境の技術変化の水準に応じて企業が戦

略を採用するので，環境が戦略を決定すること

を示している。チャンドラー，ウィリアムソン，

アンソフは戦略が構造を決定すると述べている

が，ケイはそれに加えて環境は，他の構造要素

つまり機械的組織と有機的組織をも決定するこ

とを主張している 34)。第13図は第12図を組み込

んだものであり第 I象限の高水準の技術変化に

対しては有機的な M型組織が適切であり，低水

準の技術変化には第III象現の機械的 U型組織

が適切であることを示している。技術変化の中

間的な水準ではII, N象現の組織が生じる。し

たがって第13図は技術変化の多様化， M型組

織，有機的組織および安定的技術，専門化， U型

組織，機械的組織の関連を示している。ルーメ

ルトは構造と多様化の関係を専門化率を用いて

分析したが，ケイの主張する戦略的カテゴリー

を専門化率に置き換えるならばより構造選択の

予測能力は増すかも知れない35)0 

ま とめ

経済活動において組織が市場にとって代わる

理由としてコースは市場に取引費用が生じるこ

とに求めた。ウィリアムソンは取引を市場で行

なうか組織内で行なうかはその効率性に依存す

るが，取引を妨げる諸要因は，市場と組織では

34) Chandler, A., Strategy and Structure, New 
York, Doubleday, 1966. Williamson, 0. E., ibid. 
1970. Williamson, 0. E., ibid. 1975. Ansoff, H. I., 
ibid. 1965. 

35) Rumelt, R. P., Strategy, Structure and Eco-
nomic Performance, Harvard Business School, 
1974. 
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違った現われ方をするが，どちらの場合にも制

約つき合理性，機会主義，不確実性と複雑性，

少数性，情報の偏在，雰囲気が考慮されねばな

らないと考えた。これらの諸要因は相互に組み

合わさって取引費用を生じる。アンソフによっ

て開発されたシナジーの概念は部分の総計より

も大きな企業の資源と結びついた報酬を生産し

うる効果と定義される。かかるシナジーを利用

した企業の取引活動に機会主義，制約つき合理

性，情報の偏在性の入り込む余地がある。それ

は操業シナジー，販売シナジー，投資シナジ一

を利用した契約にもとづく取引を行なう際に生

じるものである。かかる接近方法はシナジーの

観点からの取引費用に関する考察であるが，シ

ナジ一概念は活動のつながり (links)を，考慮

しているので市場活動に不安定な状態が発生す

れば企業は契約による市場取引を放棄し企業内

にシナジーを可能な限り取り込む戦略をとるの

である。そこで，環境の不確実性を考慮した技

術変化とシナジーと関連する活動のつながりの

状態によって効率的な採用すべき組織形態が決

定されると考えるのである。組織形態には U型

組織と M型組織，そしてその混合形態がある。

かかる形態は活動の関連性の強弱によって決定

される。しかし外部からの破局 (catastrophe)

からの脅威の存在を考慮して企業はシナジーか

ら最大利益を得るような組織形態は採用しない。

企業の組織内にシナジーの共有要素が多いと破

局が生じた場合に企業の柔軟性を損ない生き残

れない可能性が高くなるからである。したがっ

て企業形態は環境に応じて決定されるのである。

ケイはこの二変数間の関係により採用すべき戦

略を決定するモデルを定式化した。さらにバー

ンズーストーカーによる機械的組織と有機的組

織をこれに組み込み四つの象限のカテゴリーか

第 55巻第 6号

ら成る組織を考案した。さらに M型組織と U

型組織およびそれらの中間形態の形成基準を活

動のグループの組織化のあり方に置いた。また

機械的組織と有機的組織の形成基準を意思決定

プロセスに置いた。この接近方法からは環境が

高水準の技術変化の状態にあるときには戦略と

して低い関連性のある活動を考慮して M 型組

織が採択されさらに高い技術変化を考慮して非

構造的問題に対処できる有機的な M 型組織が

採択され，逆に環境が低水準の技術変化の状態

の場合には戦略は高い関連性のある活動を選択

することによって機械的 U型組織が採択され

る。
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