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『経営戦略研究』執筆要項

投稿は原則として経営戦略学会の会員であること。

原稿は未公刊のものに限る。

原稿には表紙をつけ、表紙に氏名、住所、所属機関、職位を記し、原稿本文には氏名

等を書かないこと。

投稿論文は、編集委員会の委嘱する査読者（レフリー）２名による審査を受ける。そ

の審査結果に基づき、編集委員会が論文掲載の採否を決定する。

採用原稿の校正は初校のみとする。

投稿原稿等は返却しない。

原稿の字数、締切日その他は、別に定める「執筆細則」による。

投稿原稿の送付先は、学会事務局『経営戦略研究』編集長宛てとする。
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執筆細則（制定：２００３年１０月１１日）

1．原稿は、原則としてワープロによる横書きとする。投稿は、プリントアウトされたも

のだけでよいが、査読のために３部提出すること（両面コピー可)。うち、表紙をつけ

るものは一部でよい。図表は一括して文末に添付し、本文中にはその挿入箇所を示すこ

と。

2．原稿の分量は20,000字以内を目安とする。

3．投稿原稿１ページあたりの字数は４０字×３０行の１２００字とする。用紙サイズは特に指

定しない。

投稿後査読を経て、掲載の通知があった後にＦＤおよびプリントアウトされたものを提

出するが、この場合、以下の細則を順守すること。

1．WindowsのＭＳｗｏｒｄのファイルを作成すること。

2．図表は、執筆者の責任によって作成する。

①本文とは別のファイルで作成すること。また、図表は本文にファイル上で貼り付けるこ

とが可能になるように、描画オブジェクトとして作成すること。具体的には、挿入→図

→描画オブジェクトを選択し、描画キャンパスの上に作成する。

②図表は刷り上がり時の寸法がＢ５版になることを理解し、作成すること。

③図表は一括して文末に添付し、本文（プリントアウトしたもの）に、図の挿入位置を赤

字で記入すること。

3．前項の通り図 表の作成については執筆者にゆだねられるので、図表における活字は特

にポイント、字体とも指定しない。

4．提出ファイルの字体は特に指定しないが、刷り上がりの本文、注、参考文献は９ポイ

ントのＭＳ明朝体、節見出しはＭＳゴシックの太字とする。

5．ＦＤの中身が査読を経たものと同一のものであるか確認すること。
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■論文

新しい製品アーキテクチャの倉１造プロセス・マネジメント’

－シャープのＰＤＡのケースー

1．はじめに

本論文の目的は､既存企業の新しい製品アーキテク

チャの創造プロセスを分析することにある｡具体的に

は､新しい製品のアーキテクチャ開発段階からドミナ

ント・デザインの定着段階までを対象に､既存企業が

ユーザー･ニーズの学習を通じて、新しいアーキテク

チャの創造に成功するプロセスを分析している｡その

分析のための事例として、本論文ではシャープの

PDA創造プロセスを取り上げる。

製品アーキテクチャとは､ある製品を開発する際に

想定される機能の束とその機能の束を実現する物理

的なコンポーネントのデザインと配置を意味する。

（U1rich，1995)。言い換えれば、製品アーキテクチ

ャとは､製品の機能を物理的なコンポーネントに配置

するスキーム、あるいは、デザイン・ルールであり、

機能とコンポーネントで構成されているヒエラルキ

ーともいえる（U1rich,1995;藤本,1997;Baldwin

andClark,2000;魂、2001c)。

製品アーキテクチャの創造とは、ドミナント・デザ

インが定着している既存製品に新たな機能とコンボ

１本研究は2003年度「中央大学（韓国）研究器材購

入支援プログラム｣の支援を受けて行ったものである。

中央大学（韓国）経営学科貌晶玄

一ネントを結合させることで､機能とコンポーネント

の対応関係が大幅に変化した新しいアーキテクチャ

を創造することを指す（魂、2001c)。

製品アーキテクチャと企業行動に関する先行研究

では､既存企業が組織の慣性や既存技術からの制約に

直面して､新しいアーキテクチャへの適応が極めて困

難であるという指摘が多い｡短期間で急速な技術変化

や製品変化が起こる場合に､既存企業が蓄積してきた

多様な資源は､競争優位の源泉から適応を妨げる障害

物に転化するからである（陸onard-Barton，1992；

Abemath肌1978；HannanandFrEeman，1977；

CohenandLevinthal,1990)。

例えば、Christensen(1997)、Chnstensenetaﾉ！

(1996）は、アメリカのハードディスク・ドライブ産

業の分析に基づいて､既存企業は従来の顧客の要求に

束縛されたため､新しいアーキテクチャのハードディ

スク・ドライブの創造に失敗したと結論づけている。

また、HendersonandClark(1990リは、情報フィル

ターと情報チャンネルの硬直を取り上げて半導体露

光装置における既存企業の失敗を、Andersonand

Thshman(1986）は､技術そのものの制約を取り上げ

て、既存企業の失敗を指摘している。

しかし、同じ既存企業でも新しいアーキテクチャ

『経営戦略研究』vol､2(2003）３



の創造に成功した企業も存在する。例えば、

Christensen（1997）の分析対象と同じハードディス

ク・ドライブにおいて、富士通は主要コンポーネント

であるヘッドの技術が薄膜式からＭＲ式に急激に変

化する状況に際し､新しいアーキテクチャの創造に成

功している（ChesbmughandKusunoki,1999)。

HendersonandClark（1990）が分析した半導体露

光装置の場合にも､キヤノンはプロキシミテイー方式

からプロジェクション方式､更にステッパーヘの変化

に適応した（福島，1999)。なお、デスクトップから

ラップトップ（ノート型ＰＣ）へのパソコン・アーキ

テクチャ変化にＮＥＣは、適応が可能であった（蕊，

2001ｂ;2001c)。

以上のような既存企業の成功要因として先行研究

は、主に開発組織を分離する組織デザイン上の対応

（Chnstensen,1997）と新しいアーキテクチャの登

場を妨害する知識を抑制する組織マネジメント上の

対応を取り上げている（魂,2003;2001c)。

しかしながら、先行研究では、新しいアーキテク

チャの創造プロセスにおいて不可欠になる学習の問

題を取り上げていない｡製品アーキテクチャの創造段

階に入ると、多様な製品が出現するようになる。この

段階ではまだ新しいアーキテクチャのドミナント･デ

ザインが確立されておらず､技術的な不確実性も高い。

このような状況下で､既存企業の開発組織は､市場で

多様な試行錯誤を経て学習を行い､新しいアーキテク

チャを進化させていかなければならない。つまり、学

習は新しいアーキテクチャの成功において極めて重

要である。

本論文は､既存企業シャープのＰＤＡ創造プロセス

の分析をふまえて､市場での学習を通じ新しいアーキ

テクチャを再構成することの重要性を示す６

４『経営戦略研究」vol､２（2003）

2．先行研究サーペイ

既存組織は新しいアーキテクチャの創造に失敗す

るケースが多い｡既存製品を通じて蓄積された多様な

知識や技術は､新しいアーキテクチャの創造を妨げる

ようになる。特に､既存製品が市場で支配的な地位を

占めている場合（魂2001a）や新しいアーキテクチ

ャの機能的パフォーマンスが既存製品に比べて劣る

場合(ChristelmsenandBower;1996)、既存製品がま

だ成長を続けている場合（魂,2001b）には、既存製

品を通じて蓄積された知識が新しいアーキテクチャ

の出現を抑制する可能’性が高くなる。

Chnstensen（1997)が指摘したように、このよう

な状況で｢断絶的な技術に直面した時に､既存企業の

経営者は､既存顧客中心､利益優先､合理的な資源の

配分というパワーに抵抗しにくい」（121頁）からで

ある。

そのような既存組織がもたらす制約を回避するた

めに､既存研究は組織戦略として既存の事業部門から

独立した新しい組織の設立を示している｡具体的には

新しい子会社や社内ベンチャーを設立して､独立性の

高い組織に新しい製品開発を任せる方法である｡換言

すれば､既存技術と適合している既存組織から離れた

新しい組織を形成して､その組織と新しい技術を適合

させることである。

HendersonandClark(1990）は、情報チャンネル

と情報フィルターの硬直がもたらす制約を克服する

ための組織分離を取り上げている｡新しい組織を作っ

て新しいアーキテクチャの製品を開発させると､既存

の情報チャンネルや情報フィルターの制約から逃れ

ることができる。つまり、新しい組織にはまだ特定製

品に適合した情報チャンネルと情報フィルターが形

成されていないために､新しいアーキテクチャに関す



る情報処理を可能にする新しい情報チャンネルや情

報フィルターが形成されやすいとしている。

Christensen（1997）とChristensenandBower

(1996）は、既存組織から独立した新しい組織を作る

か､あるいは､適度に小さな企業を買収することによ

って、既存組織からの制約が克服できると指摘した。

新しい組織は､既存の顧客中心､利益優先、合理的な

資源の配分という慣性から離れているため､新しいユ

ーザーと小規模の市場セグメントの開拓ができる。

熱（2003;2001ｂ;2001c）は、新しい製品アーキ

テクチャを創造する既存企業の組織マネジメントを

分析し､既存製品から技術と市場の面で新しい製品ア

ーキテクチャを創造するためには､既存製品で蓄積さ

れたアーキテクチャ関連知識の抑制が重要であると

指摘した｡具体的には､彼は既存アーキテクチャ知識

の抑制が可能な開発組織のタイプとそのマネジメン

トについて考察した。なお、魂（2001a）は、既存企

業が新しいアーキテクチャを創造するためには､組織

内部の各部門（事業部や工場､研究所）に製品開発機

能を与え､新しいアーキテクチャ開発を促進すること

が重要であると指摘している。

しかし、以上のような先行研究には、次のような限

界がある。それは､新しいアーキテクチャ開発の主体

（既存組織､あるいは、新しい組織)が行うべき学習

活動に対しては議論していない点である｡既存企業の

失敗の中には､新しいアーキテクチャの開発には成功

したが､その後の製品進化ができず失敗してしまった

ケースがある｡技術と製品変化の予測が難しい時期に

は､多様な技術と機能構成をベースにした様々なアー

キテクチャが出現するようになる。しかし、まだドミ

ナント・デザインは確立していないので､変化するユ

ーザー･ニーズを迅速に吸収して新しいアーキテクチ

ャを進化させることが企業にとって重要になる｡つま

り､学習プロセスのマネジメントは新しい製品アーキ

テクチャの創造に不可欠である。

以上のような技術や製品の変革期における学習の

重要性を指摘した研究としては、新宅（1994）と沼

上（1999）がある。新宅（1994）は、「急速な技術進

歩をリードするためには､技術進歩に応じて製品ライ

ンを変化させて行くダイナミックなフルライン戦略

が一つの有効な方法である」といい、次々と新製品を

開発することによる市場探索と学習の重要性を強調

した（頁230)。また、沼上（1999）は、進化の経済

という概念で､既存製品の生産工程と新しい製品の開

発工程間の相互作用による知識獲得の重要性を指摘

した｡つまり、ユーザーに関する情報を既存製品の生

産工程が市場での学習を通じて蓄積し､それを新しい

製品の開発工程が吸収していくことが重要だとして

いた。

新宅（1994）と沼上（1999)の問題意識は､Marcｈ

(1991)の探索による学習（leamingbyexploration）

論と関連がある。Ｍａｍｈ(1991）は、組織の適応にお

ける学習を探索による学習と活用による学習

qeamingbyexploitation）に区分し､探索による学習

は既存の領域ではない新しい領域で行われるため､そ

の学習から得られる知識の有効性が長期間維持され

ることは難しいと指摘した。

しかし、以上の研究は､技術と製品の変革期におけ

る学習の重要性は認識しているものの､組織が実際ど

のような学習を行ったか、さらに、その学習によって

組織あるいは､製品にどのような変化が現れたかまで

ふみ込んで究明していない｡先行研究の以上のような

問題点を踏まえて､本論文では製品アーキテクチャの

創造における学習プロセスの重要性を詳細な事例分

『経営戦略研究』vol､2(2003）５



析を通じて明らかにする。

3．分析対象：PDAアーキテクチャ

ＰＤＡとは、情報の携帯と送受信を主な使用目的に

している、小型情報端末機器である2.ＰＤＡは主に情

報の携帯を使用目的に開発された電子手帳に､情報の

送受信という新しい機能が結合して生まれた製品で

ある。ここで､情報の送受信とは､情報の内容が変容

されないまま､媒体と媒体の間を移動することを指すｂ

これは、吉田（1990）が言う記号変換のように、情

報を担う記号形態のみが変容して意味の変化はない

場合も含んでいる｡普通この情報の送受信という機能

を実現するためには、赤外線通信やＨｋｘモデム、有

無線電話などの通信ツールが利用され、ＰＤＡのよう

な情報機器間、あるいは、ＰＤＡとパソコン、プロバ

イダー、ｍｌｘなどの媒体の間で情報の変換が行われ

る。

電子手帳は、紙の手帳ほどの大きさで、スケジュ

ール管理や辞書､電話帳､電卓、メモ帳などの専用ア

プリケーション・ソフトをＲＯＭ化して､それを専用

２ＰＤＡの範囲の問題であるが、本論文では、東芝の

「リブレット」のような′｣型ノート型パソコン

（850ｇｊは､ＰＤＡのカテゴリーに入れていない。「リ

プレット」のような小型パソコンは､情報の携帯機能

という面ではＰＤＡと変わらないが、パソコンのハー

ドウェア設計とＯＳ、ソフトウェアをそのまま継承、

維持している点でＰＤＡと異なる。そのため、本論文

では､パソコンと同様のハードウェアとソフトウェア

を継承している機器は、ＰＤＡのカテゴリーから外し

た。

６『経営戦略研究』vol､２（2003）

のハードウェアに実装した機器である。そのため、本

体だけでも使えるが､その中には紙のシステム手帳の

ように、英和・和英辞書、占い、ゲーム、カラオケ歌

詞など、様々な種類のＩＣカードを電子手帳の本体に

差し込んで､補助メモリとして使える製品もあった3.

1980年代半ばから情報機器の間で情報を送受信す

るための､社会的なインフラの整備が始まった｡例え

ば、パソコン通信サービスがある。パソコン通信は

1984年７月､JAIj1ETによって無料サービスが始ま

って以来普及し始め、１９８７年当時にはサービス提供

会社が17社まで増加していた。パソコン通信は、電

子会議や会話､情報交換､データベース検索、オンラ

イン･ショッピングなどを可能にするインフラとして

注目されていた｡また､1988年には64kbpsのISDN

（IntegratedServicesDigitalNetwork,統合サービ

ス･デジタル･ネットワーク)サービスが始まり、1989

年にはその容量が1,500kbpsまで拡大されていた4。

このような通信インフラの整備は、情報の送受信

に対するユーザー･ニーズを刺激した｡言いかえれば、

情報端末機間、あるいは､情報端末機と他の媒体間の

情報移動に対するユーザー･ニーズを誘発した｡ＰＤＡ

は、このようなユーザー･ニーズに答えるために開発

された製品である。ＰＤＡは、情報の携帯を使用目的

とした電子手帳に､情報の送受信という新しい機能が

加えられて誕生した製品であった。

それでは、下のく図１＞を見ながら、電子手帳と

PDAのアーキテクチャを比較してみよう。

３『日経パソコン』（1988年12月２６日号)、p､193.

4『電子工業年鑑』（1990）ｐ,636。



く図１＞電子手帳とＰＤＡの製品アーキテクチャの比較

くＡ：電子手帳の製品アーキテクチャ＞
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く図１＞のＡは電子手帳の､ＢはＰＤＡの製品アー

キテクチャである｡電子ﾆﾘﾖ帳のアーキテクチャを見る

と､機能とコンポーネントが多対多の複雑な対応関係

になっていることが分かる。例えば、ＣＰＵ・グラフ

ィックチップ･メモリーを実装しているメイン･ボー

ドは､命令の実行､画像処理､情報の一時保存､情報

の携帯という４つの機能を実現している｡製品開発の

プロセスにおいてＩＣカードを除いた薄型キーボード、

メイン・ボード、ＬＣＤディスプレイは、互いに調整

が要求される。例えば、ＬＣＤは大きいほど見やすい

が、同時に重量と体稲の増加を伴う。そこで、ＬＣＤ

の画面を大きくするためには、メイン･ボードにある

LSIチップを統合して、なお､そのチップの高密度実

装化を行うことが要求される5．

一方、ＰＤＡのアーキテクチャでは、情報の長期保

存機能が抜けて､新たに情報の送受信機能が追加され

ている｡機能とコンポーネントの対応関係も変化して

いて､情報の入力機能を担当していた薄型キーボード

はなくなり、その代わりにタッチ型ＬＣＤが情報の入

力と出力機能をともに担当するようになった｡さらに、

PDAには情報の長期保存を実現していたＩＣカード

もなくなり、情報の送受信を担当する通信ISIチッ

プ（メイン・ボードの上）と通信モデムが新たに結合

している。

タッチ型LCD，メイン・ボード、通信モデムは、電

5つまり、電子手帳における体積と重量の制約は、コ

ンポーネント間の調整を必須にした。そのため､電子

手帳のアーキテクチャは､インテグラル･アーキテク

チャと言える。インテグラル･アーキテクチャに関し

てはU1rich（1995）、BaldwinandCla]ｋ(2000）、

蕊（2001c）を参照されたい。

８『経営戦略研究』vol,２（2003）

子手帳より一層厳しい体積と重量の制限があるため、

相互調整の必要性が高い｡例えば､電力消費の問題が

ある。ＰＤＡには、通信を行うための通信モデム、あ

るいは、通信用ISIが内臓されている。ＰＤＡでこの

ようなツールを用いて通信を行う場合には､電力消費

が大きくなるという問題が発生する。例えば､シャー

プの「テリオス（Tblios)ＨＣ･AJ1」というＰＤＡは、

非通信の時は８時間ほど使えるが､連続通信を行うと

4.5時間しか使用できない6。しかしながら、ＰＤＡは

重量の制限が厳しいため､重い大容量バッテリを搭載

するのも難しい。したがって、ＰＤＡに通信用コンポ

ーネントを搭載するためにはタッチ型ＬＣＤ、メイ

ン･ボードなど他コンポーネントの電力消費を抑制す

る必要がある。

通信コンポーネントの搭載は、体積上の問題を一

層厳しくする。ＰＤＡに通信モデムを搭載すると、体

積と重量の大幅な増加がもたらされる。例えは、シャ

ープの「Ｐ1.4000FＸ」に使用するＦｙｋＸモデム

「CEFＭ３」は、幅が120ｍｍ、奥行きが30ｍｍ、高

さは18.1ｍｍで、重量は359ある。通信モデムを除

いた「P1.4000FX」単体の重量は250gであるが、通

信モデムが結合すると、重量は285ｇまで増えてしま

う。ＰＤＡに通信モデムを装着すると、重景と体積の

大幅な増加がもたらされて､他の機能との調整が要求

されるようになる。

以上のような製品変化で、各企業は機能の構成と

その機能を実現rするコンポーネントを選択しなけれ

６このインタビューは、1999年８月２４ＡＭ１０:10～

PM12:40、生駒隆夫氏（情報システム事業本部情報

商品開発研究所主任研究員)を対象に東京大学大学院

経済学研究科で行われた。
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く図２＞多様なＰＤＡの登場
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4．分析方法と分析企業

本論文は２段階の分析手順をとっている7．第一段

階は、製品トラジェクトリー（pruducttrajectory）

の分析である｡製品トラジェクトリーとは､企業によ

って時系列的に開発された複数の製品が表す製品戦

略の変化の軌跡である。トラジェクトリーという用語

は、Ｄｏｓｉ（1982）が初めで使用して以来、主に産業

レベルの企業行動と技術変化の分析に使われてきた。

しかし､本論文ではトラジェクトリーを個別の製品分

析に適用して､その製品トラジェクトリーを通じて表

れる企業戦略を分析している｡手順は次の通りである。

１．新しい製品の出現からドミナント･デザイ

ン誕生までの過程に開発､発売された全製

品の仕様と価格データを収集する。

２．回帰分析など、データの計量分析を行う。

それを通じて各コンポーネント間の関係

を導出する。この結果で機能とコンポーネ

ント間の関係を推定する。

３．２で得られた式に分析対象になっている企

業の製品を取り入れて､製品を図にプロッ

トする。

ＰＤＡの製品仕様データを収集し、その分布を調べ

た結果､情報の送受信ツールを多く搭載した製品ほど、

記憶容量が大きいことがわかった。なお､やはり情報

の送受信ツールが多いPDAは、カラー・ディスプレ

イで､ディスプレイが大きく、その結果､使用時間が

短く、重量が重くなるという共通点が見つかった。本

論文では､以上のような情報の携帯機能と各コンポー

ネントの関係を利用して、記憶容量、画面の大きさ、

７この分析方法は、蕊（2001b，2001c）で使用され

た分析方法と同一である。
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ＣＰＵの性能､画面（カラー)、バッテリーの使用時間

を各々点数化して､その合計が低いほど情報の携帯機

能に優れていると評価した。本論文ではＰＤＡのハー

ドウェア仕様の分析を通じて仕様情報の携帯機能を

表し､搭載した通信ツールの種類を測って情報の送受

信機能を測定している。これは、赤外線通信、ＨＩＸ

機能､パソコン通信､携帯電話との接続ツール、イン

ターネットとメールという５つの通信ツールがある

時には、５点を与える方法である。

回帰分析の結果､情報の携帯機能(Portability）と

情報の送受信機能(IYansportability)の間には､刀＝

0.932+0.852**☆Ｂｉ（Ｎ=１８、補正Ｒ２=0.687,

Ｆ=35.075…、…P<0.001）の関係があった。ここ

で、Ｐの数値は高いほどPDAは重くなり、携帯機能

が弱化することを意味する。つまり、ＰＤＡの場合に

は、情報の携帯機能が優れるほど（軽いPDAになる

と）情報の送受信機能が弱く、情報の送受信機能が優

れると､情報の携帯機能が弱まるという機能間のトレ

ードオフ関係が存在することがわかった。

ここで､携帯機能を計るために重量を代理変数とし

て使用していないのは理由がある。重量の場合､情報

処理の性能に関わるコンポーネントと情報の送受信

に関わるコンポーネントの両方が含まれてしまい､情

報の送受信ツールが増えると重量が増えるという当

然の結果を招くからである｡それを防ぐために本論文

では､情報処理の性能に関わるコンポーネントと情報

の送受信に関わるコンポーネントを分離して､それぞ

れ測定する方法をとった。

第二段階は、企業へのインタビュー調査である。

分析対象の製品を開発した開発組織の責任者､あるい

は､参加したエンジニア､意思決定を行った経営者を

対象にしてインタビューを行うことで､製品戦略や製



品仕様の変化プロセスなどが分析できるようになる。

本論文では、シャープのＰＤＡ開発に参加したプロジ

ェクト・リーダを含め、５人のエンジニアをインタビ

ューした。

分析企業はシャープである。本論文でシャープを

取り上げる理由は次の２点である。

第一に、既存製品である電子手帳事業で、市場の

半分以上を支配していた典型的な既存企業であった

からである。1989年時点で350万台規模であった電

子弓司隈市場でシャープは２０１万台で57.4％のマーケ

ット・シェアを占めていた。さらに、ＩＣカード型の

電子ﾆﾘﾖ隈ではシャープが７０％以上の圧倒的なマーケ

ット・シェアを占めていた8．

第二に、ＰＤＡの初期製品ではユーザーの支持が得

られず失敗したが､その後製品アーキテクチャの再構

成によってＰＤＡ市場を支配するようになったからで

ある。そのため､組織の学習プロセスと学習の結果に

よる製品変化が観察できると思われる。

5．PDAアーキテクチャの創造プロセス

製品アーキテクチャの創造過程は三つの段階で構

成される｡第一段階は新しい製品アーキテクチャを開

発､市場に発売する段階である。第二段階は市場で複

数のアーキテクチャが競争しながら、ユーザー･ニー

ズを吸収する学習段階である。第三段階はドミナン

ト・デザインが登場して、アーキテクチャが定着する

段階である（魂,1998)。

８『日本マーケットシェア事典』（1991）。

（１）第一段階：新しいアーキテクチャの誕生

１９８９年、東芝のノート型パソコン「Dynabook」

の登場により、ラップトップのドミナント・デザイン

は確立されるようになった（蕊,1998;2001a)。しか

し、「Dynabook」はＡ４サイズの大きさで重量は

2.7kgに及ぶため､常時換帯が難しいという問題を抱

えていた。さらに、ノート型パソコンは、電池の寿命

が２～３時間しか持たず使用時間が短かった。また、

電源スイッチを入れてから、ＯＳを起動してアプリケ

ーション・ソフトを開き、実際の作業に入るまで時間

がかかる弱点もあった。

そこで、情報（特に個人情報）の常時桟帯が可能

な製品に対するニーズが生じていた｡ノート型パソコ

ンより'１型､軽量で､電池の使用時間が長い情報機器

に対する潜在的なニーズが生じていたのである｡この

ようなニーズに対応した製品が電子ﾆﾘﾖ帳であった。

1983年４月、カシオによって日本市場最初の電子

手帳「データバンク・シリーズＰＦ･3000」が開発さ

れ、その後、１９８７年にはシャープによって、最初の

ＩＣカード型電子手帳｢Ｈｋ･7000｣が開発された。１９８９

年当時、国内・輸出向け電子手帳の市場規模は３５０

万台まで成長していた。

しかし、1990年を境に電子手帳市場は停滞し始め

る。電子手帳と電卓を合わせた統計を見てみると、

1990年に1,800万台に達した電子手1帳と電卓市場は、

1991年には1,750万台に､1992年には1,630万台に

減少している9・シャープの白石奈緒樹氏は電子手帳

がまだ成長していた、１９８０年代後半のシャープの状

況を｢そのうちに国内の電子三1ﾖ帳が「次はどうなるん

だ」という時期にさしかかってきました｡何でもそう

９日本事務機械工業会（1995）、ｐ､176
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ですけど､下り坂になってから考えていたのでは遅い

ですからね１０」と説明している。シャープは１９９０年

代に入ると､電子手帳事業の停滞に危機を感じ､ＰＤＡ

開発を本格化するようになった。

また、1980年代半ばから行われたパソコン通信や

ISDNなどの通信インフラの整備も､情報の送受信機

能に対するユーザー･ニーズを高めていた。このよう

な状況を背景に､当時電子手帳事業を担当していたパ

ーソナル情報機器事業部は､情報の送受信機能を取り

入れたＰＤＡ開発を計画した。この点に関して、羽田

勇氏は次のように語っている。

当時、NiftyServeやCompuserveなどのパ

ソコン通信が普及していたが、インターネッ

トはまだ普及していませんでした。このよう

な状況で、今後は通信が必要で、対応すべき

との判断をしていました。通信ツールを取り

入れた製品を開発しようとしたんです''。

既存の電子手帳を担当していたパーソナル情報機

器事業部は､開発プロジェクトを審査する総合技術会

1０ http:"met/SDhere・ne､ip/Newsm2kerから。

白石奈緒樹氏は､1999年９現在は携帯システム

事業部CVI5005プロジェクトチーム副参事で

あった。

'’このインタビューは、1999年８月１９日、

PＭ３:30～6:00､羽田勇氏(情報システム事業本

部携帯システム事業部､CVI5005プロジェクト

チーム・チーフ、当時情報システム事業本部パ

ーソナル情報機器事業部課長）を対象にシャー

プ奈良事業所で行われた。
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議にＰＤＡ開発企画を提出して、承認を得た。その結

果、ＰＤＡの開発組織は、パーソナノレ情報機器事業部

から分離されて､社長直轄の全社的プロジェクト組織

として活動を始めるようになった｡これがシャープ最

初のＰＤＡである、「PVF1｣を開発したプロジェクト

である。＜図３＞は新しいＰＤＡアーキテクチャであ

る「PVF1」を表している。

「PVF1｣の開発プロジェクトでは､上村進氏がリ

ーダーで､初期メンバーはパーソナル情報機器事業部

所属の８人のエンジニアであった。「PVF1」と電子

手帳との違いは､情報の送受信機能にある。「PvF1」

は赤外線通信を導入して､機器間及びパソコンとの間

で情報の発受信が可能になった｡赤外線通信を導入し

たきっかけについて、当時｢PVF1」から製品企画を

担当した名井哲夫氏は次のように語る。

個人から発信する情報をどのように周りの人

に繋いでいくのかが、我々に与えられた重要

な仕事だと思いました。ワープロで作成した

情報を周りの人に伝える、こうしたことを、

この草の芽的な「PVF1」で始めましょうと

いうことです。最初は、光（赤外線通信）だ

けと割り切りました。ところが、光一本を外

に出してみたら、プリンタでも、プリンタの

プロトコルで打てば、ケーブルで繋がらなく

ても印刷できるのではない力､とか、パソコン

でも、受け口のインターフェースを作って上

げれば、「PVF1」からでもパソコンのメー

ル・システムに入れるのではないかとか、い

ろいろな意見がありました。だから、最初に

「PVF1」をやった時には、相手の機器に独



自の口を設けてあげたら、何とか繋げるので

はないかということで､光を入れたんです'2。

＜図３＞PDAトラジェクトリー（第一段階）
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製品番号 発売時期

１ 1992年７月

ｌ２このインタビューは、1999年８月１９日、

PＭ１:00～3:30､名井哲夫氏(情報システム事業

本部パソコン事業部副事業部長、当時情報シス

テム事業本部パーソナノl情報機器事業部商品企

画部課長）を対象にシャープ奈良事業所で行わ

れた。

－－－－－_h

製品名 企業名

PVF１ シャープ

つまり、「PVF1」の開発組織は、情報を送受信す

る初めての一歩として、まずPDA機器間及び､ＰＤＡ

とパソコン間の情報の送受信を選択して､赤外線通信

ツールを取り入れたのである。
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（２）第二段階：製品進化のプロセス

しかし、シャープの初ＰＤＡである「PVF1」に対

するユーザーの評価は、それほど高くなかった。

「PVF1」には、特に価格と重量の問題があった。

「PVF1」の価格は128,000円で､４万円前後の電子

手帳と比べると、３倍以上高かった。なお、重量が

3709で、200g前後の電子手帳と比べると、やはり２

倍ほど重かった。このような価格と重量の増加(携帯

機能の弱化）は、赤外線通信の搭載、つまり、情報の

送受信機能の搭載がもたらした結果である。

ただし、「PVF1」のユーザーの中には新しい通信

機能の搭載に強い支持を示した人々も少なくなかっ

た１３｡そこで、「pVF1」を生産していたパーソナル情

報機器事業部は、ＰＤＡからの撤退ではなく、事業部

内部に開発組織を設置して、「PVF1」のアーキテク

チャの再構成作業に着手した。

当時掲げられた開発目標で「3つの２倍」と「3つ

の２分の１」があった。「３つの２倍」とは、光メー

ルや辞書などの機能アップやディスプレイ表示のス

ピード・アップ、操作性アップを意味する。「３つの

２分の１」とは、サイズ（77％）と重量（68％）の

削減、消費電力（単４本から単２本で同じ性能）の

削減､価格（128,000円から65,000円に）の低下を

意味した｡つまり、電子手帳に比べて犠牲になった携

帯機能の回復を目標にしたのである。

その結果開発された製品が｢PI-3000｣であり、「ザ

ウルス（ZAURUS)」と呼ばれるＰＤＡシリーズの最

初の製品であった。１９９３年１０月に発売された

「P1.3000｣は、「PVF1」と比較すると､重量が370ｇ

から2509に、使用電池は４本から２本に減って、価

'３名井哲夫氏とのインタビューより。

１４『経営戦略研究』ｖｏＬ２（2003）

格は128,000円から65,000円に下がっていた。

「P1.3000」は発売後６カ月で２０万台が売れて、新

しいＰＤＡ市場の開拓に成功した14・

シャープは、「PI-3000」の成功により、ＰＤＡ市場

の可能性を確認して､その製品を既存のパーソナル情

報機器事業部から分離して､新たに携帯システム事業

部を創設、ＰＤＡ事業を移転した。携帯システム事業

部は、「P1.3000」の次製品である「P1.4000FＸ」か

ら正式にＰＤＡ事業を担当するようになった。

シャープは、情報の送受信機能の強化も進めた。

「PVF1jに赤外線通信を取り入れ、同じＰＤＡ機器

間及び、ＰＤＡとパソコンとの間でのデータ交換を可

能にした｡それ以来、シャープは市場を通じてユーザ

ーの反応を確認しながら､次々と情報の送受信機能を

取り入れていった。例えば、1994年ISDN用公衆電

話が登場したことに合わせて、ＨＩＸ送受信機能が組

み込まれたPDA、「P1.4000FＸ」を発売した。シャー

プが漸進的に通信ツールを追加したのは､情報の送受

信機能は他機能とは異なり､社会的な通信インフラが

整っていないと使えないためであった。＜図４＞は、

シャープが発売した「P1.3000」から「PI-8000」ま

での６つのＰＤＡのトラジェクトリーを表している。

１４『プレジデント』（1996年７月号)、ｐ､150。



＜図４＞PDAの製品トラジエクトリー（第二段階）
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1997年１月

＜図４＞を見てみると、製品１（PVF1）から製品

２（P1.3000）に移動するプロセスで、情報の携帯機

能が向上していることが指摘できる｡これは前述した

ように、「PVF1｣に通信ツールを取り入れる過程で、

3.00 2.00 1.00 0.00

情報の携帯機能

製品名 企業名

ＰＶＦ１ シャープ

Ｐ1.3000 シャープ

PI-4000FX シャープ

Ｐ1.5000FＸ シャープ

P1.6000FＸ シャープ

PI-7000 シャープ

P1.8000 シャープ

相対的に犠牲になった携帯機能を向上させるプロセ

スである。製品３と製品４になると、シャープは情

報の送受信機能に対するユーザーの支持を確信して、

次々 と通信ツールを取り入れている。「P1.4000駆」
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(製品３）にはFykX送受信ツールを搭載した後に、

「P1.5000FＸ」（製品4）には､NIFTYServeを利用

したパソコン接続ツールをＰＤＡに内蔵するようにな

る。

シャープのＰＤＡは市場で成功を収め、「P1.3000」

から「PI-5000FX」まで累計で４０万台に達し、ＰＤＡ

の国内市場の70％以上を占めるようになった'5。

（３）ドミナント・デザインの出現

シャープは、ユーザーの支持を背景にく図４＞の

「P1.7000」（製品6)では､携帯電話との接続ツール

を、＜図５＞の｢皿．506DC」（製品8)ではインター

ネットとメール接続ツールを取りいれて､情報の送受

信機能の強化を計っていく。

＜図５＞の「皿．506DC」（製品８）には、本論

文で測定した通信ツール５種類全部（赤外線通信、

皿Ｘ機能､パソコン通信､携帯電話との接続ツール、

インターネットとメール)が搭載されている。これが

PDAのドミナント･デザインとなった｡｢皿-506DC」

（製品8)の登場後に､行われている企業間の競争で、

仕様のばらつきはあるものの､形状と情報の携帯機能、

情報の送受信機能で、大幅な相違はない。

「n皿・506DC」の後、掌に入る形状と2009前後の製

品重量､インターネットとメール送受信を始めとする

通信ツールの搭載がドミナントになった｡シャープは、

初のＰＤＡ「PVFl」を発売してから７年後にドミナ

ント・デザインである「皿･506DC」の発売に成功し

た。

シャープのＰＤＡトラジェクトリーの特徴は､まず

１５『プレジデント』（1996年７月号）、

pp､150-151.
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新しい機能である情報の送受信機能を強化して､次に

その過程で犠牲になった情報の携帯機能を回復させ

ることである。例えば、＜図４＞からわかるようにシ

ャープは､情報の携帯機能が弱化した「PVF1」を発

売して､次に情報の送受信機能はそのまま維持して情

報の携帯機能を強化したＰＤＡ「P1.3000」を開発し

た｡製品４と製品5,製品８と製品９でも同様のパタ

ーンが観察される。

このようにシャープは、まず新しい機能（通信機

能）を取り入れて、既存機能(携帯機能）が相対的に

低下したPDAを発売し､ユーザーの反応を探索した。

その後引き続き既存機能を強化したＰＤＡを発売する

という製品戦略をとったのである。

6．ディスカッション

本論文では、シャープを対象に電子手帳からＰＤＡ

アーキテクチャの創造プロセスを分析してみた｡シャ

ープはPDAという新しいコンセプト創造の初期段階

で失敗したが、その後製品進化の段階で学習を行い、

PDA市場の支配に成功した。

以上のような分析結果は、新しいアーキテクチャ

の創造における学習活動の重要性を示している｡先行

研究の中には､直接的に学習活動を分析しているわけ

ではないが､学習プロセスのマネジメントに失敗する

と､新しい製品アーキテクチャの創造ができなくなる

ケースを紹介している研究もある。

Chnstensen（1997）によると、アメリカのハー

ドディスク・ドライブ・メーカーの中には、新しいア

ーキテクチャの初期開発と発売はできたものの､その

後ユーザー・ニーズを吸収することができず､失敗し
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製品番号 発売時期 製品名 企業名

１ 1992年７月 ＰＶＦ１ シャープ

２ 1993年１０月 Ｐ1.3000 シャープ

３ 1994年５月 Ｐ1.4000FＸ シャープ

４ 1994年１１月 Ｐ1.5000FＸ シャープ

５ 1995年８月 Ｐ1.6000FＸ シャープ

６ 1996年２月 PI-7000 シャープ

７ 1997年１月 Ｐ1.8000 シャープ

８ 1997年７月 MI-506DC シャープ

９ 1997年１１月 Ｍ1．１１０ シャープ



たケースがあるという。その原因は､新しい製品コン

セプトの設定から製品戦略､開発組織のデザインにい

たるまでが特定のアーキテクチャを目標に策定され、

学習によるユーザー･ニーズの吸収と柔軟なアーキテ

クチャの再構成が困難であった点にある。例えば、

Christensen（1997)に記されているヒューレット・

パッカード（以下ＨＰ）のケースは、その例である。

1991年、ディスク・メモリ事業部によって3.5イ

ンチ・ハードディスク・ドライブを発売した1浬は、

次に1.3インチ・ドライブを開発するため社内にプロ

ジェクト・チームを設置した。そのプロジェクト・チ

ームは、綿密な市場調査を実施して、ＰＤＡ用のハー

ドディスク・ドライブ、Kittyhawkの仕様を決め、

製品開発に着手した。

しかし、ＰＤＡ市場は立ち上がりに失敗し、

Kittyhawkの販売も伸び悩んでいた。そのような状

況で、ビデオ・ゲーム機メーカーからハードディス

ク・ドライブの大量購買の注文が入ってきたが、ＨＰ

はその注文を受け入れることができなかった｡という

のも、KitWhawkの製品コンセプトからマーケティ

ング・プランに至る全てがＰＤＡに適合する形で形成

され、さらに､事前に予測された需要に合わせて生産

設備への膨大な投資も終了していたためである｡その

結果1994年､ＨＰはKitM1awkのアーキテクチャを

再構成することを諦め､結局市場から撤退してしまっ

た。

以上のようなＨＰの事例は、アーキテクチャ創造

の初期段階で新しい製品の開発には成功したが､その

後の製品進化段階で失敗したことで注目される。

ＨＰのKittyhawkハードディスク・ドライブは初

期製品の失敗という点でシャープのPDAと変わらな

い。しかし、両社には､新しい製品の発売後に行われ

１８「経営戦略研究』vol､２（2003）

る学習行動において決定的な差があった。Ｉ正は

Kittyhawk開発の初期の時点で後のアーキテクチャ

の進化可能性を想定していなかった。そのため、

Kittyhawkに対するユーザー・ニーズの吸収とアー

キテクチャの再構成ができなかった。ＨＰは、綿密な

市場調査によって定めた仕様の製品をいっきに普及

させ、それを１．３インチ・ドライブのドミナント・デ

ザインとして定着させようとしたのである。

本論文で分析したシャープもＨＰと同じく初期

PDAでは充分なユーザー獲得に失敗した。しかし、

その後の学習によって製品機能の構成を変更して､ユ

ーザー支持の獲得が可能になった｡このようなシャー

プのＰＤＡ事例は、新しい製品アーキテクチャの創造

において他社より素早く新しい製品を開発､発売する

だけではなく、不確実で変化しやすい（潜在的な）ユ

ーザー・ニーズを吸収して、アーキテクチャの再構成

を行うプロセスが重要であることを示している。

このような分析結果は、魂（2001b、1998）の分

析結果と整合的である。魂（2001b）が行ったＮＥＣ

のラップトップリ創造プロセスを見てみると、ＮＥＣも

やはりラップトッブリ創造の初期段階では失敗した。し

かし、その後市場での学習を行い、最後のドミナン

ト･デザイン段階でラップトップ市場を支配するよう

になった。

以上で考えると、既存企業にとっては学習する能

力は特に重要なことがわかる｡既存企業は新しいアー

キテクチャ創造の初期段階では組織の慣性や既存技

術の制約で失敗しやすい。しかし、ユーザー・ニーズ

を吸収する学習能力があれば､初期段階の失敗を挽回

することができる｡その点で既存企業にとっては補完

的な資源の吸収能力（CohenandLevinthal,1990）

や探索による学習能力（capabnityofleaminghom



exploration）qevittandMarch,1988）は重要と言

えるだろう。

7．結論

本論文では、シャープのＰＤＡ事業のケースを取り

上げ､既存企業の新しい製品アーキテクチャの創造プ

ロセスを分析した。シャープは、ＰＤＡ開発の初期段

階では失敗したが､その後の製品進化プロセスで学習

を行い、ＰＤＡ市場の支配に成功した。

従来Christensen（1996)や貌（2001c）などの先

行研究では､既存組織からの開発組織の分離やアーキ

テクチャ知識の抑制が可能な組織設計など､主に組織

のデザインに注目してきた。しかし、本研究では､既

存企業が技術的な不確実性が高い状態で新しいアー

キテクチャを創造するためには､多くの試行錯誤を克

服しなければならない点に注目している。つまり、既

存企業は新しいアーキテクチャ創造の初期段階で失

敗しても、次の製品進化段階で学習を行い、うまくユ

ーザー･ニーズを吸収すれば､市場支配が可能になる。

このように本論文は､シャープのＰＤＡアーキテク

チャの創造プロセスを分析し､ユーザー･ニーズの学

習による新しいアーキテクチャの進化が重要である

ことを明らかにした。しかしながら、本論文では、製

品進化の段階でどのような組織マネジメントで学習

を行うべきかは議論しなかった｡この問題が次の研究

課題になると思われる。
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１．はじめに

企業の資金調達手段が、金融機関の財務体質の脆弱

化による貸し渋りや貸し剥がしを背景に変貌を遂げ

ている。これまでの銀行中心の間接金融に偏重した金

融システムの機能が著しく低下するなかで､直接金融

あるいは市場型間接金融の重要性が非常に高まって

いる。このような状況下で企業の資金調達手段の主軸

となりつつあるのが資産の証券化である｡実績を見て

みると特債法')証券化実績は平成13年度で約４兆，

千億円(前年比十29％)2)、不動産の証券化の実績では

平成'３年度で約３兆円(前年比十59％)3)と急速に拡

大していることが分かる。

本稿においては､証券化の中でも対象を不動産証券

化に限定し、その基礎的構造の分析を行う。そして、

この不動産証券化を金融技術としての視点からでは

なくコーポレート･ファイナンスとしての視点から捉

え財務戦略上の目的と意義､並びに投資財としての特

徴を明らかにしたい｡また､不動産証券化の課題を提

言することで､今後の証券化市場の発展に寄与するこ

とを意図している。

２.不動産証券化の定義

本稿における不動産の証券化は､証券化される資産

のうち企業や金融機関が保有する賃貸オフィスビル

や賃貸マンション、ホテル、ショッピングセンターな

ど賃料収入からキャッシュフローがある「商業不動

産」をｓＰｃ４）や匿名組合、信託などの「器」
（投資ヴィークル)に移し、この資産から生まれる収

益を裏付けとして社債や株式、信託受益権を発行し

て、投資家から直接的に資金を調達する仕組みと定

義したい。

「商業不動産｣に対して分譲マンション､戸建て住宅

などの｢住居用不動産」は海外ＳＰＣを使って証券化

された例もあるが､キャッシュフローの発生が売却時

のみとなり汎用性がないため､本稿では定義から除く

ことにした。また、一般的に不動産といった場合、土

地を含めての総称であるが、「土地の流動化」といっ

た場合は､地価下落で処分がままならず塩漬けとなっ

た土地や､低未利用地の処分の意味合いが強いと考え

られるため､土地は証券化対象の不動産に含めないこ

とにする。

３．不動産証券化実施の条件と留意点

（１）証券化実施の条件

証券化が可能となるためには、その基礎となる資産

がキャッシュフローを生み出さなければならない。そ

のキャッシュフローの源泉として考えられるのは､資

産そのもの（エクイティ型）の証券化と資産を担保と

する債権（デッド型）の証券化がある。

資産そのものの証券化の一つは､不動産を売却する

ときの売却代金である。しかし、現在の環境下ではキ

ャピタルゲインは必ずしも見込めるとは限らない不

安定なものであり、これを投資家へ還元するための主

たる原資とすることは困難である。そのため、一般的

にはその不動産を運営して得られる、通常期における
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備およびそれに対する対処策が不可欠である｡前者は、

償還期日において必要な償還資金を確保するという

命題をいかにして満たして行くかということであり、

当該証券化の裏付けが賃料収入か不動産の売却益か

で異なる｡重要なことは､実勢価格を踏まえたキャッ

シュフローを見極めることである｡特に不動産の売却

に際しては､換価価値で売れるか､償還期日までに売

却できるかが重要となる。後者の法的問題では､主に

ＳＰＣ及び信託が不動産の所有権を有することによ

り生じる様々な負担やそれにかかる権利義務関係に

ついての整理が必要である5)｡不動産の証券化の場合、
維持管理事務が発生するため､ＳＰＣの導管性として

の意味が薄れる場合もある。しかし、ＳＰＣのバンク

ラプシーリモート性については､一般的な証券化と同

様に留意すべきである。

不動産の証券化を考える場合、社債の償還原資を

どこに求めるかによって信用補完処置の内容が異な

ってくる｡このキャッシュフロー源泉は賃料収入に

依存するものと不動産の売却価格に依存するものに

大別できる｡賃料収入を源泉とするスキームについて

は、借地借家法第３２条6)に基づく賃料減額リスク、
空室リスク、ビジネスインターラプションリスクにつ

｡●●｡｡･の●●.●●●“ﾛ･●●･◆●●●｡■●●“●●●◆●ｍｅ●●●●●e●●●●e１
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；オフィスビノレ

ｉ商業施設

｜発電所

｜マンション・ホテル

｜その他

キャッシュフロー（インカムゲイン）を原資とするこ

とになる｡収益不動産には､賃貸ビル､商業用不動産、

リゾート用不動産等様々である。収益があっても、そ

れが低ければ、また不安定であれば､結果として投資

商品の利回りは悪くなるため、どの様な不動産でも証

券化が可能ということではない。

不動産証券化を実施するためには､ま-龍投資家への

リターンの源泉となる不動産のキャッシュフローが

多いこと、及びそのキャッシュフローが投資家へ還元

される間に外部流出をできる限り少なくなる仕組み

を作ることで高い利回りを確保することが必要とな

る。

キャッシュフローの大小を決める要因には､賃料収

入の他に、必要経費､税金等がある。賃料収入が多く

ても経費が多大であれば､最終的な純収益は低くなり、

逆に賃料収入がさほど多くなくとも経費削減が進ん

でいれば､結果として良い投資商品に仕上げることが

できる。

（２）不動産証券化実施の留意点

不動産の証券化を行うに際しては､不動産の換価価

値についての配慮（信用補完処置)、法的問題点の整

(既存不動産湿券化）

(附緊翠而券化）

(Ｊ－ＲＥＩＴ）

売掛債権

リース債権

クレジット債権

将来債権

その他
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いて現金準備等の用意､損害保険をはじめとする不足

額の補填契約等の手当てが必要となる｡借地借家法は

借家人を保護するために規定されている｡これによる

と賃借人はいつでも賃料の減額請求が可能となって

いる。このため、賃貸人側7)では収入減となり社債
の償還原資が不足する可能性がある｡そこでこの賃料

減額リスクを排除しておく必要があり、この不足額を

予想･算定する際には､賃料等に関するヒストリカル

データを分析することが重要となる。

また、賃貸借契約締結にあたり、賃貸人は賃借人

から敷金や保証金を預かるのが通常であり、保証金

の金額が不動産価格に比べ相当大きくなるのが特徴

である。一般的には、敷金・保証金はオリジネータ

ー8)によって有利な資金調達手段として位置づけら
れているが、証券化を実施するうえでは弊害になり

うる。負債である敷金・保証金は、社債に優先する

債務として簿価のまま評価することになるため、敷

金・保証金の金額の分だけ社債の発行額が小さくな

ってしまう。一般的に使用してきた賃貸借契約では、

不測の事態や契約書で取り決めていない事項が発生

した場合は「誠意をもってその都度協議する」旨の

表現が多様されている。しかし、これではどのよう

に協議されるのか、協議した結果どうなるのか、協

議が不調だったらどうなるのか、等が予測し難い。

不動産を証券化する際には、とりわけ社債のタイム

リーペイメントの要請を満たすべく、こうした暖昧

な表現を排除し、誰もが明確に即座に判断できるよ

うに規定する必要がある。

一方､社債の償還原資が最終的に不動産の売却価格

に依存する場合の信用力評価は､不動産の実勢価格に

占める社債発行額の割合が一つの指標となる｡すなわ

ち収益還元法9)に基づく不動産価格に対する社債発

行額の割合が、ＬＴＶ'0)以下に収まるように社債の
発行額を抑える必要がある。ＬＴＶの設定に際しては、

主として当該社債の償還期日までの不動産の価格変

動リスク､物件の陳腐化リスク等のリスクが勘案され

なければならない。しかし、この値は裏付けとなる不

動産のタイプ'１)．物件数．物件所在地．物件の商品

性･不動産市況の先行き等、当該物件が有する属性お

よび市場動向等によって異なってくる。さらに､裏付

けとなる資産がシングルアセット型かマルチアッセ

ト型かによっても異なってくる｡マルチアセット型の

場合と比較するとシングルアセット型の案件は､地域

分散が効かず物件の買い手が限定される等のリスク

が排除できないため､厳しい値を適用されることにな

る。

４.収益還元法による換価価値の把握

物件の経済価値は、これまで主流であった取引事

例法ではそれほど差が生じないが､収益性に着目すれ

ば､その物件が生み出す収益が異なれば経済価値も大

きく異なってくる。

不動産の換価価値を収益還元法によって把握する

手続きは、当該不動産から将来得られる総収入と総

費用を適正に見積もることから始まる。例えば商業

ビルが生み出す主な収入としては、受取賃料、共益

費用収入、駐車場収入が挙げられる。さらに、将来

の賃貸市場の動向を保守的に予測した上での空室損

失とテナントの倒産等に備えた貸倒損失を計上して、

総収入を求めることになる。なお、テナントから敷

金を預かっている場合には、テナントの倒産時の賃

料不払いは、敷金を取り崩すことで賄うことができ

るため、貸倒損失を計上しない取り扱いも可能と考

えられる。

商業ビルの運営にかかる費用としては､維持管理費

用、公租公課､損害保険料､修繕費等が挙げられる。

損害保険については、証券化に際して地震保険を付

保する場合には、従来から支払っている保険料に加

えて当該地震保険に係る保険料も加える必要がある。

収益還元法の算定に際しては､いくつかの前提となる

パラメータがある。敷金・保証金の運用利回り、割引

率､最終還元利回りなどである。敷金･保証金の運用

利回りについては金融市場の市場実勢レートを､また

割引率と最終還元利回りについては､実際に商業ビル

に投資している金融機関等がどのくらいの利回りを
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追求しているかを参考にし､保守的に算定する必要が

ある。

５．コーポレート・ファイナンスと不動産証券化

（１）不動産証券化の財務戦略における目的と意義

不動産の証券化は、金融機関の担保不動産を流動

化する手段として開発されたが、現在では一般企業

でも頻繁に実施されている。それは、従来であれば

企業が資本市場を活用し資金調達を行う場合、自ら

の信用力に基づき調達の可否及び調達コストが決ま

っていたため、事実上資本市場を活用できるのはご

く一部の企業に限られていた。しかし、証券化にお

いては、自らの信用力ではなく自らが保有する資産

の信用力に基づいて資金調達が可能となるため、保

有資産を活用した証券化が活発化した。不動産証券

化においては、特に不動産自体の耐震性や通信設備

等のハード面と優良テナントというソフト面を兼ね

備えた優良不動産を保有している大企業の実施が主

要を占めている。企業の不動産証券化の目的は個別

企業の事情により異なるが、以下のように大別でき

る。

①リストラクチャリングの推進による遊休資産の

処理。

②リストラクチャリングの一時的な損失の償却資

金の捻出。

③資産のオフバランス化と有利子負債の削減によ

る財務体質の抜本的な改善も

④格付のランクアップによる資本市場での信用力

の強化及び調達コストの低減。

⑤資産価値下落リスクの回避｡

⑥不動産開発での開発コストの早期回収。

⑦金融機関などの不良債権（不動産担保付貸付金）

処理。

③金融機関が証券化にアレンジャーとして関わる

ことでの新たな収益機会の獲得も

などが挙げられる。

最近、頻繁に実施されているのが企業の本社ビル
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の証券化である。ＮＥＣ、東急電鉄、森永製菓、雪

印、マルハ、ＫＤＤＩ等々が有利子負債圧縮のため

に実施している。本社ビルは簿価が低い場合が多く、

含み益を活用する狙いもある。通常、オフィスビル

などは、そのままでは不動産市場での売買は難しい

ため、証券化により有価証券の形にすること及び小

口にすることで流動性が高まり、売買しやすくなる。

証券化の手法としては、ＳＰＣ方式を採用し私募の

形式で行われているケースが多い。また、スキーム

構築の段階からグループ企業がまとめて引き受ける

ことを前提として行われるケースも見受けられる。

また、流通企業等では店舗等の出店時に、ＳＰＣを

通じて店舗開発を行い、完成後は不動産ファンドに

一括して売却する。これにより開発コストの早期回

収により有利子負債を抑制し、同時に自前で店舗を

保有するリスクの軽減化を図っている。その際は、

開発の初期段階から投資家を呼び込む開発型証券化

が活用されている。

不動産の証券化の場合は､単独物件で行われるより

も複数の物件を組み合わせ調達ロットを大きくして

行われることが多い｡売掛債権やリース・クレジット

債権と比較し調達ロットを大きくできることが利点

と考えられる。売掛債権やリース・クレジット債権も

理論的には束ねる債権の数を増加させればいくらで

も調達ロットを大きくできるが､実務的には契約上譲

渡禁止条項が設定されているものや､支払いサイトの

相異､債権自体の信用力等の問題が絡み､貸借対照表

に計上されている額の一部を証券化できるに過ぎな

い｡一度の証券化における１社当たりの調達額では売

掛債権やリース・クレジット債権では40-50億円が

主流と見られるが不動産証券化では､100億円前後か

ら多いもので約1,500億円もの調達が行われている。

不動産という資産の‘性質にもよるが､鑑定評価による

客観的な価値評価が行われることや実物として肉眼

視が可能であるため､個人投資家を含めた幅広い投資

家層から資金調達が可能であることも重要な要素と

なっている｡一度にまとまった額の資金調達やオフバ

ランスが可能なことは､早急に抜本的な財務改善を行



いたいという企業ニーズに適合しているものと考え

られる。また、これは不動産証券化に限った事ではな

いが､信用力の低いもしくは資金調達環境の悪化等の

理由から資金調達に困難がある企業にとっては､資金

調達自体が必須の課題であるため､証券化がその信用

上の問題を解決することとなる。

また、Ｊ－ＲＥＩＴ（不動産投資信託)へ不動産を

拠出するケースも見受けられる。通常の証券化では

リファイナンスが不可能となる場合も想定され、オ

リジネーターが再度買い戻さなければならなくなる

可能性を否定できない。しかし、Ｊ－ＲＥＩＴを利

用すれば償還期限がないため、通常の不動産売却と

同様の効果が得られ、財務戦略上リファイナンス対

応を資金計画に織り込む必要がなく、優良な不動産

を保有している企業にとってはメリットが大きい。

金融機関などが不良債権処理の一貫として不動産

証券化を行う場合、投資ファンドに不良債権を売却

し､投資ファンドが証券化するケースがある。また、

最近では整理回収機構が「金融再生プログラム」を

受け破綻金融機関から不良債権を買い取りその処理

方法としても証券化が活用されている。不動産ファ

ンドなどは、不動産の処理にあたり証券化を組み合

わせることで低利の資金調達を実現し、買い取った

不動産を競売や任意売却により債権を回収し、回収

資金の一部を証券化の元利払いに充当し、差額を投

資収益として獲得するケースも見られる。

このように不動産証券化は、資金調達と収益機会

を同時に満たす手段として活用され意義あるものと

なっている。

（２）投資財としての不動産証券化

ここでは､運用サイドの視点から不動産証券化を運

用商品と運用形態に分け、その特徴を明らかにする。

不動産市場は､一般的には価格変動幅が大きくリス

クの高い市場とされている。このような現況の中、

市場変化に対応でき流動性が高くリスク分散が容易

となるものが求められる。このようなニーズに不動

産証券化は適応するものと考えられる。

企業は不動産から生み出される収益を源泉とする

証券に投資することで、これまで不動産の現物投資

に加えて、一般的な不動産に比べて透明性が高く且

つ小口化された投資手段を獲得することができる。

具体的には、実物投資以外の投資手段の選択が可

能になることや投資単位の小口化と集団投資の仕組

みの整備などにより個人投資家にも不動産投資の機

会が広がったことが挙げられる《不動産投資機会の

拡大・投資選択の多様化》･主なメリットを挙げると

以下のようになる。

①分散投資（対象資産、証券の種類、運用機関の

分散・選択）による投資リスクのコントロール

が容易になること。

②不動産市場や金融資本市場の見通しに対応した

柔軟な投資形態の選択が可能になること。

③実物投資と異なり保有資産の流動性リスクの低

減が可能になること。

④開示情報に基づく合理的な投資判断が可能にな

ること。

⑤不動産取引コストの低減・回避が可能になるこ

とｌ2)。

⑥レバレッジ効果の享受できること'3)｡《不動産投
資の高度化》

逆にデメリットとして認識しておかなければなら

ないことは、不動産の資産特性が希薄化し金融資産

としての特性が強まることである。具体的には

①償却資産保有による節税効果が期待できない

こと。

②金融資本市場との関連が強くなり、実物市場や

不動産自体のファンダメンタルズと異なる値動

きをする場合があること。

③証券化固有の仕組みリスクが生じる場合がある

ことl4)。
などが挙げられる。

次に不動産証券化を運用形態から分類すると､デッ

ト型証券とエクイテイ型証券に大別できる。デット

型証券は、不動産が産むキャッシュフローや担保不

動産に裏付けられた貸付債権の利払いを基に発行さ
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れ、期間・利子・償還金が確定されているが、エク

イティ型証券はデット型証券の利払い・償還や借入

返済後の利益に参加する参加権である。

デット型証券に投資をし､運用を行う場合は､収益

が減少したり不動産価格が下落して､エクイテイ型証

券の投資家の持分によっても損失を吸収できない場

合にはじめて損失を負う。つまり、不動産からの収

益獲得の権利が優先劣後関係に切り分けられた結果、

エクイテイ型証券はデット型証券の受け皿（リス

ク．バッファー）のようなものとなっている。

通常､エクイテイ型証券の払戻しは前述のように社

債の元利金払いに劣後するので､証券化終了時におけ

る不動産の実勢価格が証券化の開始時における実勢

価格を上回っていれば､エクイティ出資者はキャピタ

ルケインを得ることができる｡逆に不動産の実勢価格

が証券化の開始時における実勢価格を下回る場合に

は、キャピタルロスを被ることになる。

不動産証券化におけるエクイティ型証券としては、

劣後受益権､匿名組合出資、ＳＰＣ法上の優先出資の

３つが一般的である。これらはいずれも、信託、匿名

組合､ＳＰＣの段階でエクイテイの配当への課税がな

く導管として機能することから､エクイティ型証券で

の運用の際は税金による利回り低下を回避できるメ

リットがある。

劣後受益権は､単純な優先劣後の二つのトランシェ

ではなく、より優先劣後構造を複雑にして､弁済順位

の違うトランシェであるメザニン債を間に幾つか設

けることができ､企業の多様なニーズに応えることが

可能である。

６.開発型証券化によるファイナンスの論点

現存する不動産から得られるキャッシュフローを

裏付けとする証券化ではなく､建設予定の物件の販売

代金などを裏付けとした証券化への関心が高まりつ

つある。この開発型証券化は､既存の不動産証券化と

比較して開発(建築）に付随するリスクやヒストリカ

ルデータ等も存在しないことから、ここでは､開発型
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証券化を考える上での論点を整理する。

開発型証券化は､企業が不動産の開発資金を証券化

により調達するもので､将来生み出されるキャッシュ

フローに依存する将来債権の証券化に属する。

開発型証券化の実施時期としては､建築確認を正式

に取得した後に実施されるケースが多い｡建築確認取

得以前の実施であれば､建築確認取得の遅延リスクが

発生し､開発スケジュール事態の変動要因となるため

である。また､開発の障害となるような事象が発生し

ないように、環境調査等を通じ地盤･地歴・土壌汚染

の状況や埋蔵文化財の存在確認等を詳細に行うこと

によって､開発スケジュールの遅延や開発費用の増加

要因が事前に解消しておくことが当然ながら必要と

なる。

建築確認が終了し､無事に開発に着手できたとして

もその時点から完工リスクが発生する｡不動産物件の

建設期間中は工期の延長や不測の費用増加､建物性能

の未達などのリスクが発生する可能性がある｡これら

リスクの解消･軽減処置としては､請負契約にて想定

される事態を考慮し個別のリスク負担を明確に取り

決めておく事がポイントとなる。

通常は施工業者がリスクを負担するが､施工業者自

身がデフォルトを起せばその時点で工事が中断して

しまうということも想定されるため、施工業者が１

社の場合は､他の施工業者への引継ぎに伴う費用の増

加を見込み現金準備金等を予め設けておく事が重要

となる｡施工業者が複数であれば､各々の業者が他の

業者を補完することになり､デフォルトリスクは低く

なる。

物件が完成後にエンドユーザーに販売されるが､そ

の販売予測に関してはセラーが過去に手掛けた類似

物件の販売実績やセラーの手掛けた物件の特徴１５)及
び競合地域･競合物件の過去の事例･今後の傾向を十

分に鑑みる必要性ある。また、第三者'6)による客観
的な判断も有効である。さらに、セラーヘの報酬は、

販売状況に応じた出来高払いなどにし販売意欲を高

めておくことも一つの方法である。

エンドューザーへ物件を引き渡した後に発生する



ものに暇庇担保責任がある。通常､暇疲担保責任の引

き受けはＳＰＣとなるが､ＳＰＣは証券化プロジェク

トが終了すると清算されるためＳＰＣが暇庇担保責

任を負うことはできない｡そのため､実務的な対応と

してＳＰＣと当該案件の実質的な主体であるデベロ

ッパーが共同売主になるか､デベロッパーを一旦経由

させて販売することが行われている。

また､地震や天変地異･火災などへの対応も考慮が

必要である｡地震リスク評価報告書などにより物件の

竣工時および施工期間における推定最大損失を見積

もり、その対応も不可欠となる。一般的には保険の付

保が最も有効であると考えられている。

７.不動産証券化の今後の課題

ここでは､一般的な課題としての不動産鑑定評価の

あり方や税制といったミクロ的な視点ではなく、企業

のファイナンス手法としての不動産証券化をマクロ

的な視点で捉え､不動産証券化市場全体の発展に視点

を置き論ずる。

（１）流通市場の整備と活性化

不動産の証券化商品が幅広く投資家(運用サイド企

業)に受け入れられるためには、まず当該商品が高い

流動性を有することが必要である｡常に合理的な価格

における現金化の可能性が重要である。

不動産の証券化は､エクイテイ型とデッド型がある

と述べたが、これらの証券の流通市場との関係は､両

者を区別して考えることが適当である。

デッド型証券については､その債務不履行が優先的

に行われることやその'性格が社債や国債といった債

券と類似しているため､投資家にとっては需要がそれ

なりに存在すると考えられる｡このデッド型証券の流

動性は､その商品が多く発行され残高が積みあがれば

高まることが考えられる。また､債券市場が充実する

ことによって､不動産の証券化商品の流動性が高まる

ことも考えられる。そのためにも、債券投資のベンチ

マーク的商品である国債市場の活性化が図られるこ

とが急務である。

エクイテイ型証券に対しては､機関投資家の関心は

高いがデッド型証券に比べて需要はそれほど強くな

い傾向にある。それは､エクイティ型証券は、不動産

の価格変動リスクを被りやすいためである｡そのため、

これらは配当･利回りの設定水準等のマーケットメカ

ニズムを通じて商品設計の段階で何らかの工夫を加

える余地があるとも考えられる。

いずれにしても､例えばＪ－ＲＥＩＴの証券取引所

への上場といた最近の取り組みは､ベンチマークの確

立や情報開示にも資する動きであり､エクイティ型及

びデッド型双方の証券の需要拡大につながるものと

考える。

（２）情報開示の重要性

不動産については、個別性･地域性が強く、かつプ

ライバシー保護の要請が強いため､個々の情報開示は

進んでいないのが現状である。したがって、不動産を

ベースにした証券化商品についても同様のことが言

え､他の類似の資産に比べても情報の開示が進んでい

ない状況にあるといえる｡不動産の証券化商品の証券

性を高めるためには､不動産関連の情報ができるだけ

関係者に開示され､かつ一般に公開されることが望ま

しい。

ここ数年来､証券化商品を組成している不動産の情

報は､個別商品の投資家への情報開示においては､進

展したといえる。それは､資産流動化法に基づく証券

化の場合、「資産流動化計画」や「有価証券発行届出

目論見書｣等において対象不動産の詳細情報が開示さ

れている。これらの情報開示は､投資家保護の観点か

ら投資家に十分な情報を与えるという視点でなされ

ているものであり、それなりの役割を果たしている。

また､個々の不動産に関する情報のほか､不動産イ

ンデックスが重要になる。それは､不動産の証券化商

品を組成する際に活用し得るほか､投資家にとっても、

運用のパフォーマンス評価としても、また､投資家の

ポートフォリオの組成基準としても有効となるため

である。特に、年金基金等の機関投資家にとっては、
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各種の不動産インデックスとの対比において､その投

資対象とした特定資産への投資の適否を判断するこ

とができ､それをベースに運用受託者としての説明義

務を果たすことができる。したがって､不動産インデ

ックスの整備や公開は､不動産証券化商品への投資の

可能性をより高めるものであると考える。

（３）新たな関連事業の創出

不動産証券化の進展は通不動産の分野における機能

の分離を通じて､様々な事業の創出や既存の事業の拡

大をもたらすと考えられる｡不特定多数の投資家が不

動産投資･事業リスク負担機能を担うのに必要な､不

動産及び不動産証券化商品の特性を踏まえたサービ

スを提供できるような関連する諸機能の専門家､分化、

高度化が要請される。そして､不動産投資と運営管理

に関する様々な分野で新しい事業機会が創出され活

発化すると考えられる。具体的には､投資家の投資判

断に資する投資情報を提供するサービスや証券化対

象不動産の管理を行い当該不動産の価値を維持･向上

させるプロパティマネジメント、不動産の取得･管理

運営･処分などについて専門的な立場から助言し、ま

たはそれらを一任される不動産投資顧問会社などが

考えられる。

そして､前述の流通市場の活性化や情報開示の進展

とが相まって､今後の不動産証券化市場の更なる発展

につながると考える。

８.ケーススタディ

本稿では､ここまで不動産証券化を不動産証券化と

う枠組みがコーポレート･ファイナンスにおいてどの

ような位置付けであるかを中心に見てきたが､このケ

ーススタディでは不動産証券化を資本市場で流通し

ている証券化商品としての視点からその仕組みと投

資財としての商品性の考察を行う。

（１）スキームの概要

証券化の対象となる不動産は､住友生命保険相互会

社等（以下「オリジネーター」という）が保有してい
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る新宿住友ビル(通称：三角ビル、当該ビルの土地・

建物一棟全体を以下｢対象不動産」と総称する）の共

有持分（土地建物の40％相当、以下「ＳＳ共有持分」

という）である。

オリジネーターはＳＳ共有持分を住友信託銀行株

式会社(以下「ＳＳ信託受託者」という）に真正に信

託譲渡し、その信託受益権（以下「ＳＳ信託受益権」

という）を真正売買としてプライムクエスト・ツー特

別目的会社(以下｢プライムクエスト・ツー」という）

に譲渡する。このプライムクエスト・ツーは「資産の

流動化に関する法律｣に基づき設立された特定目的会

社であり、倒産隔離されたケイマンＳＰＣのニュー・

エスエスビー・ホールディングス・インクが特定持分

を譲り受ける。プライムクエスト・ツーはＳＳ信託受

益権を唯一の裏付け資産として特定社債券(Ａ～Ｃ号

の特定社債券、以下「本債券」という）を発行する。

本社債券には第三者保証等の外部信用補完および

流動性補完はなく､基本的にその利払いは証券化期間

中の賃貸収入等に､また元本償還の可能性はプライム

クエスト・ツーのリファイナンス或はＳＳ共有持分

（もしくはＳＳ信託受益権)の換価価値に依拠してい

る。

（２）発行債券

本債券は３つのクラスに分かれており（元本はＡ

号：２９１億円、Ｂ号：５９億円、Ｃ号：７３億円)、

Ａ，Ｂ、Ｃ号の順に優先劣後関係にある。また、Ｂ、

Ｃ号の利息は繰り延べ払いが可能である。

なお、プライムクエスト・ツーは、ＳＳ信託受益権

購入代金のうち本債券の発行代わり金で不足する部

分を、優先出資証券の発行により調達する。

（３）キャッシュフロー等

対象不動産の各テナントから支払われる賃料等は、

その全額が一旦エスエスビー･マネジメント株式会社

（以下「ＳＳＢＭ」という）の口座に振り込まれ、そ

の後，ＳＳ信託受託者、共有者､管理会社に配分され

る。ＳＳ信託受託者はＳＳＢＭから受け取った資金の



《新宿住友ビルの証券化》

図－２

産管理処分信託

信託受

定出資

特定社員

(ケイマン）

受託者

住友信託銀行

オリジネーター

住友生命、他

不動産賃貸借契約

一

不動産管理委託契約

;….……….………~….………………………；
；特定社債管理会社：

；三井住友銀行：

賃貸人

住友不動産

テナント

賃貸（

(出所：ＪＣＲニュースリリース2001.5を参考）
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うち信託報酬や修繕積立金等を控除した残額を､受益

者たるプライムクエスト･ツーに信託配当として支払

う。プライムクエスト・ツーはこの信託配当から本債

券の利息を支払う。

本債券の元本償還原資は､リファイナンスできた場

合の調達資金､あるいはＳＳ共有持分（もしくはＳＳ

信託受益権)の換価代金である。原則､他の共有者が

その持分を売却する場合にはＳＳ共有持分も同時に

売却手続きに入る仕組み上の工夫が図られており、ｓ

ｓ信託受託者は予め規定されている手順(以下｢売却

ルール」という）に従って売却活動を行い、その売却

代金をプライムクエスト･ツーに信託元本償還金とし

て支払う。

（４）対象不動産の分析

①対象不動産の概要

東京都新宿区西新宿所在の鉄筋コンクリート･鉄骨

鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下４階付52階建

ての事務所兼店舗ビル(貸室総面積の９割が事務所使

用)で都内有数のシンボリックな超高層オフィスビル

といえる。

②テナントとの賃貸借契約形態およびテナント分散

度合い

各テナントとの賃貸借契約は定期借家契約ではな

く、借地借家法に基づく賃貸借契約となっている。こ

の為、「賃料水準が変動するリスク」借地借家法３２

条（借賃増減請求権）による「賃料下落のリスク」が

内在しているといえる。

テナント数は全体で１６０テナントにのぼり、テナ

ントミックスの点でも比較的小口のテナントが多数

混在しているという特徴がある’7)。そのため、マー
ケット変動に応じて合理的なリニューアル･賃料調整

を実施し､テナントサイドのコストパフォーマンスを

ある一定水準確保し得れば､対象不動産は今後新築イ

ンテリジェンスビル等の競合ビルの出現があったと

しても大幅な空室増加の可能性は低いと考えられる。

③想定されるリスク

（信用補完の状況）
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優先劣後スキームによる信用補完がなされている。

本債券発行時のＬＴＶは、Ａ号：約44.4％、Ｂ号：

約53.4％、Ｃ号：約64.5％'8)。また、ＳＳ信託受託
者の信託勘定には一時的なキャッシュ不足に備えて、

修繕積立金口座の名目で予め現金準備金勘定が設定

されており、ＳＳ信託受託者にて分別管理されている。

また､マスターレッシーとなる住友不動産に倒産等

の事態が生じた場合､賃貸借関係が住友信託･テナン

ト間の直接契約に移行されており､その旨を全テナン

トに対して通知している上､大半のテナントからの承

諾を得ている。

加えて､賃料債権の差押さえリスク等を回避するた

め､当該債権には予め住友不動産からＳＳ信託受託者

に対する債権譲渡担保が設定されている'9)。
（キャッシュフローの安定性）

ＳＳ信託受託者の修繕積立勘定には､本債券の発行

日時点で､その後１年間に必要な修繕費が積み立てら

れており､本債券の発行日以降も純収益の一部が修繕

積立金勘定に充当されることから､十分な資金が確保

されている。

ＳＳ信託受託者の敷金返還準備勘定には､本債券発

行日時点で､敷令全額の40％が積み立てられている。

また､信託設定後にテナントの異動があった場合には、

同様の割合で敷金返還準備金が確保されている。

また､災害等による損害をカバーするため､対象不

動産に対して火災保険､利益保険（１年間分)等が付

保されている。

（共有者リスク）

対象不動産が共有物件であることから､いくつかの

法的問題をクリアしておく必要がある。まず､共有者

による「共有物分割請求｣の可能性が挙げられる。Ｓ

ｓ信託受託者は現在の共有者との間で分割請求を行

わない旨を合意しているが､共有者の倒産等のケース

ではその効力が及ばない可能性もある。本件の場合、

共有者から万一｢共有物分割請求｣がなされたときに

は､その時点から本債券の早期償還手続きに移行され

る。

次に､共有者の倒産等により、テナントから収受す



る賃料が第三者に差押えられるリスクが考えられる

が、設定されている賃料収受の仕組み20)によって、
このような問題が顕在化する可能性は低いと考えら

れる。

９．おわりに

日本において９０年代前半から徐々に発展を遂げ、

今日に至った証券化は､前述したように金融機関に留

まらず一般企業のファイナンスに必要不可欠なもの

となりつつある。これまでは､貸付債権やローン債権

など金融機関がオリジネーターとなって行うものが

中心であったが、不動産証券化においては､一般企業

の実施が際立っている。このような流れは､従来の間

接金融を主体としたファイナンスから直接金融を中

心としたファイナンスへの移行と同時に､不動産の証

券化が資金調達源の多様化ニーズ、財務内容の改善

（リスク資産の圧縮含む)といった企業の今日的課題

の早急な解決策の主流になってきていることを示唆

するものである。

また､不動産証券化の新しい位置付けとして､過去

の負の遺産処理ではなく、未来への前向きな経営戦略

の一環として､不動産証券化が中長期計画の戦略投資

における必要資金の安定化と低利調達手段として織

り込まれ重要な役割を担っていることも､不動産証券

化の重要性の高まりを示すものである。

不動産証券化を一言で表現すると｢保有不動産の固有

リスクを加工し、再配分を通じて、効率的に資本配分

を実現できる技術」と言える。ただ､留意しなければ

ならないのは､不動産証券化が一律に企業価値を増加

させるものではなく、不動産証券化自体が企業経営の

目的になりうるものでもないことを認識することも

同時に必要である｡そのため不動産証券化を行う際は、

その影響について十分な分析を行うことが肝要とな

ることを最後に付け加えておきたい。

【注】

(1)特定債権法の略ｂこの法律によって対象となる資

産は、リース債権・クレジット債権など。

(2)財団法人日本流動化研究所による試算。

(3)日本経済新聞社の試算（朝刊02.7.10)。

(4)SpecialPUrposeCOmpanyの略(特別目的会社)。

資金調達会社と証券化資産を完全に切り離し､真正売

買とするために､証券化資産を売却するペーパーカン

パニーも

(5)これまで、証券化スキームにおいて資産を移転す

る際の器としては､信託･ＳＰＣ・匿名組合などが利用

されるのが一般的であった。しかし、０２年４月より

中間法人法が施行され､証券化スキームに中間法人を

利用することが概ね了解された。これにより、証券化

コストがこれまでの10分の１程度にまで削減可能に

なると考えられている。

(6)借地借家法は借家人（社会的弱者と考えられる）

を保護するために規定されている。これによると、賃

借人はいつでも賃料の減額請求（妥当な水準に留ま

る）が可能となっている。このため、賃貸人（不動産

証券化案件では、ＳＰＣ又は信託)側では収入減とな

り、社債の償還原資が不足する可能性がある。もっと

も､この規定は社会的弱者の保護という公益目的を帯

びた強行法規であり、スキーム当事者の特約で排除す

ることは難しい｡そのため､我が国における不動産証

券化の大きなネックとなっている。

(7)不動産証券化案件ではＳＰＣ・信託。

⑧証券化により資金を調達する企業の名稚

⑨不動産収益の現在割引価値の総和を不動産価格と

考える手法。

(10）Loantovalueの略不動産の換価価値に対す

る融資の割合で｢融資比率｣や「ローン掛け目」とも

いう。

(11）商業用途なのか、住宅用途なのか等。

(12)登録免許税･取得税･譲渡益課税が証券取引税・

利子配当所得課税へ。

(13)エクイティ型証券投資の場合。

(14）タイムリーペイメント、コミングリスク等々 。

｢経営戦略研究』vol､２(2003）３３



(15）コンセプト・サイズ・立地・ターゲット・価格

戦略・販売手法・アフターサービス。

(1①市場調査会社等。

(17)テナントの業種も分散しており、賃室面積割合

でみると上位５テナントで約３割、上位10テナント

で約４割強を占める分散度合い。

(18）日本格付研究所より。

(１９)債権譲渡特例法に基づく第三者対抗要件｡

(20リＳＳＭＢを介して賃料収入が配分されることに

よって､キャッシュフローの明確化やコミングリスク

の最小化が図られる仕組みになっている。
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Ｉ．はじめに

企業は認識する環境に対して適応を行うと考えるな

らば､企業にとって､企業を取り巻く環境を認識する能

力は重要であり､それは企業の社会的責任問題や社会

貢献活動に関係すると思われる｡それでは､組織はどの

ようにして｢正しい｣認識を獲得し保持するのだろうかと

いう問題意識が生じる｡本稿では､組織の認識システム

を通じて､これらの問題を考察したいと考える｡ここでい

う｢正しい｣認識とは､社会意識に即した妥当性があると

いう意味での｢正しい｣認識を指する

認識とは､最も一般的には､｢認め知ること｣であり、

｢物事をはっきり知り､その意義を正しく理解する作用｣と

解釈され､哲学では､対象を感覚し知覚して､さらに記

憶･思考に至る意識の作用･働きを指す言葉である｡す

なわち､人間が情報を受容し､それを行為にまで結び付

ける全過程と定義される｡心理学的には､認知とは｢生

体みずからの生得的または経験的に獲得している既存

の情報に基づいて､外界の事物に関する情報を選択的

に取り入れ､それによって事物の相互関係､一貫性､真

実性などに関する新しい情報を生体内に生成･蓄積した

り､外部に伝達したり､あるいはこのような情報を用いて

適切な行為選択を行ったり､機能を行使するための生

態の能動的な情報収集･処理活動を総称していう言葉」

と解釈されている(佐伯､1981)。

認知諸理論においては認知に関して多様な定義が

されている｡Keissel<1976;邦訳1978)は､｢認知とは､知

ることの活動である｡すなわち､知識を獲得し､組織だて、

そしてそれを利用することである｣と定義し､大島尚

(1986)は､認知とは知識の獲得と利用のことを指すと述

べている｡加護野忠男(1988)は､認識という概念を広義

にとらえ､｢知識の利用と獲得にかかわる心的な活動｣と

とらえ､その例として､見る､感じる､考える､学ぶなどの

活動を挙げ､認識を知識の利用の過程と知識の獲得の

過程に分けて考察している｡本稿では､広義にとらえ、

認識とは､対象を知覚し取り入れ､それを行為にまで結

びつける全過程ととらえる｡また､認識は認知と同義に

用いられることが多いが､本稿では認識と認知の概念を

互換的なものと捉える。

Ⅱ、組織の麗職に関連する既存研究

Ⅱ－１．組織認識論の視点

本稿では組織の認識システムを考察するにあたり、

まず組織認識論における解釈過程や意味決定過程に

ついて概観する。

Ｋ､E,Weick(1979)やR､L､Dait(1984)らを代表とする組

織認識論は､情報に変わって意味を重要な概念とし､組

織における集合的な意味の創造､形成､共有過程に焦

点をあわせ組織現象を捉えるものである｡意味という概

念が重要になるのは､意味と情報､意味と行為が一対一

に対応していないからであり､受け取る情報が多義的で

あるということ､つまり､ある情報に複数の意味が存在す

るということを意味している｡組織認識論では情報､意味、

行為の間のゆるやかな関係が組織現象の複雑性をとら

えるカギと考えられており､組織は意図的に創造され持

続される社会的機関であり､組織内部でメンバーによっ

て意識的に調整された行為は限定された意図的な結果
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を生み出すことを目的としていると仮定されるOelineket

a1.,1994)｡従って､組織認識論では､認識活動は組織

的協働の根本的活動であり､組織の存続と成長にとって

重要な意味を持つものと位置付けられている。

組織認識論では､情報の解釈つまり意味決定は､受け

取った情報(フローの情報)を選択し､それを記憶の中

に蓄積された情報(ｽﾄｯｸの情報)と結び付けることによ

って行われる(加護野､1988)｡また組織認識論では､意

味の決定はフローの情報とｽﾄｯｸの情報との選択的な

連結の過程と捉えられ､フローの情報とｽﾄｯｸの情報と

を選択的に結び付ける情報はスキーマと呼ばれる｡スキ

ーマの概念については､｢過去のある反応あるいは過去

の経験の能動的な体制を意味する｣(Bartlett,1932)、

｢ある一定の刺激に対する体制化された知識｣(LoIdand

Foti,1986)のように定義されている｡一般的には､スキ

ーマは個人の知識として蓄積された体制化された情報

であり､情報を結びつけ関連づける情報と解釈される。

なお､本稿ではスキーマの定義としてHouandの｢記憶の

中にクラスタ－されてしまい込まれている外界について

の情報で､確かな推論と問題解決を可能にするもの」

(Holland,1986)という定義を用いることにする。

スキーマ再構成という学習がどの程度柔軟に行われ

るかに関しては多様な見解があり､スキーマの修正が柔

軟に行われるととらえる考え(Neisser､1976)と､スキーマ

は既存のスキーマが誤りであるという情報が与えられて

も変わらないほどの頑強性を持つ(LordandFbti､1986）

という主張がある。

しかし､組織メンバーが接触する情報によって､スキ

ーマの学習速度や学習の方向性に個人差が生じると考

えるなら､組織的協働を生み出すために組織による意

図的な認識共有のための行為が行われるのではないか

と思われる。

Ⅱ－２Ｐ､KManningの「意味の階層化」

Ｐ.K､Manningは｢組織とは、テクノロジー、規定の

コード(記号を生成するルール)、ルールの構造、およ

び解釈活動によって､多様な情報を文化的にパターン

化され制約されたメッセージへと変換するコミュニ
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ケーション処理システムである」と定義している

伽anning,1986)。Manningは警察組織の研究で､通報

の多義性を短い時間枠で削減するためにフォーマッ

ト(fbrmat)が使用され､それによって生産されるメッ

セージに一貫性が与えられ､組織内に安定性が生み出

されると分析している。しかし、Manningはメッセー

ジが組織のサブシステムの境界を越えて移動すると

き､次のような一連の現象が生起することを指摘して

いる。

（a)階層化された意味の発生

（b)意味作用の連鎖から構成される解釈､およびこ

れらの解釈の解釈から生じる反応としての行

動の発生

（c)潜在的に矛盾した複数の意味分野から成る一

つの領域の発生

このことは､サブシステムがそれぞれ独自の認識シ

ステムまたは解釈図式を持っており､行為に帰結する

までにメッセージ内容がサブシステムにおいて､つま

り、専門化から派生する解釈上の差異によって､それ

ぞれ異なるリアリティが作り出されるという事実を

示すものであり、前述のスキーマの学習の違いと関係

していると理解される。また､意味が階層化されると

いう指摘は､誰が階層化させるのかを考えると意味の

形成、つまり組織の認識過程に組織内外の権力または

何らかの力が影響を与えていると推測される。

Ⅱ-3.Ｎ・Luhmannの「複合性の縮減」と「複合性の保

持」

Ｎ､Luhmamは､組織は組織メンバーによってシステム

として体験され取り扱われる社会秩序ととらえている｡そ

して､人間の｢行動｣が､さまざまな可能性を含んだ環境

の中で選択され､１つの出来事を形成するとし､可能な

出来事の総体を｢複合性(または複雑性)｣と呼んでいる。

事象が複合的であるということは､複雑で異質で､矛盾

が存在し､そして可変性の高い要素を含むことをさして

いる｡Luhmannは｢意味とは､人間体験を秩序付ける形

式､すなわち情報の受容と意識的な体験加工にとって

前提となる形式であって､それは高度な複合性を意識



的に保持し縮減することを可能にする｣ものと定義し､複

合性に秩序を与える働きのことを｢複合性の縮減｣と呼ん

でいる｡その内容は選択を行うことであるが､意味の機

能には､縮減を通して秩序を生み出すだけではなく､選

択されなかったさまざまな可能性とその組み合わせを潜

在的な形で維持し接近できる状態で次の可能性に向け

て準備しておく｢複合性の保持｣の2つの機能があると主

張している(新､1984)｡従って､意味は､相互的な関係の

つながりに重要な結び付きを持つ､相互行為の不可欠

な条件と位置付けられる。

Luhmannの考えから推測すると､｢正しい｣認識が選択

されなかったという状況は､それに関連する情報は｢複

合性の保持｣により記憶され､適宜に呼び出される可能

性があったにもかかわらず選択されなかったと理解され

る｡選択されなかった理由の1つとして､人間の認識能

力の限界のほかに､何らかの形での権力の介入または

｢複合性の保持｣機能に対する影響の可能性が推測され

る。

Ⅱ－４．AGiddensの構造化理論

Giddensは､組織を｢相互行為のシステム｣と定義し､相

互行為の生産の基本的な3要素として､相互行為の、

｢有意味な｣ものとしての構成､道徳的秩序としての構成、

権力関係の作用としての構成､をあげている

(Giddens,1976;邦訳1987)。

Giddensは､有意味なものとしての相互行為の生産は、

コミュニケーションにおける理解の相互性に依拠すると

し､社会の｢相応な能力の｣成員であれば身につけてい

ると行為者が仮定するコミュニケーションを維持するた

めの自明視された知識を｢相互知識｣と呼び､相互知識

は､相互行為の中でコミュニケーションの文脈を創造し

維持する｢解釈図式｣の形で用いられると説明している。

また､道徳的秩序としての相互行為の構成は､権利

の実現および義務の遂行として理解されている｡すなわ

ち､相互行為の生産においては､すべての規範的要素

は｢要求｣とみなされ､その｢要求｣の実現は他の参加者

の応答を媒介とした義務の現実化の成功に左右される。

また､規範的秩序の生産は意味の生産と密接に関連し、

相互行為の参加者による規範の解釈および解釈を記憶

の中にとどめる能力は､行為者の道徳的要求への追従

と結び付いている。

一方､Giddensによれば､権力は｢手段｣を構成するた

めに資源を動員する行為主体の能力を意味しており､こ

の意味において｢権力｣は人間の行為の｢変換能力｣を

指している｡人間の行為作用が有する変換能力の意味

での｢権力｣とは､一連の出来事の経過を変更する目的

でそれら一連の出来事に介入していく行為者の能力とと

らえられている｡そして､Giddensは何が社会的現実とし

て認められるかは､権力の配分と直接的な関係にあると

指摘している。

社会的現実とは､人々の心的な表象を通じて作り出

されるものと解釈するならば､組織の認識過程において、

権力の配分による情報の｢意味の階層化｣や｢意味の書

き換え｣が生じる可能性を指摘することができるだろう。

またGiddensは､あらゆる相互行為は道徳的関係であり、

権力関係であり､集合体は成員間の相互行為からなると

主張し､社会的相互行為における構造の二重性

(Giddens,1976;邦訳1987）の説明により､すべての相互

行為はコミュニケーション､権力の作用､道徳的関係を

必然的に伴い､そして認知的及び道徳的秩序は､いず

れも権力システムと理解されている。

組織内の情報の解釈は､議論などを介して行われる相

互行為であり､そこに権力が介在することがGiddensの構

造化理論によって説明されることにより､意味の形成な

ど組織の認識過程における権力の存在が｢正しい｣認識

の選択に影響を及ぼすと推測される。

擁I蕊~≦雲霞
出所：Giddens’ん（1976)，別Ｍｅｎ'伽/ｅｓｏｆ､動rjoJq9J“/絵t力ou

Hutchinson(藤井達也･藤井達也･'1幡正敏訳(1987）『社会学

の新しい方法基準一理解社会学の共感的批1ヨト』而立書房、

ｐ､175)．

Ⅱ－５．HaberInasの「３つの妥当性」
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Habemlasはコミュニケーション的行為という概念を導

入し､行為者たちは自分たちの行為の意図および行為

の状況に関して了解を求めるため､解釈の中心概念は

合意できる状況の規定の取り扱い方に関係していると主

張している｡またHabeITnasは行為環境には､真の言明

が可能となる実在の全体としての客観的世界､すべての

正当的に規制される相互人格的な関係の社会的世界、

発話者だけが体験可能な自己の主観的世界があり､行

為者の行為の意味付けは､言語に基づく了解性を基礎

に､客観的世界については真理性､社会的世界につい

ては正当性､主観的世界については誠実性という､それ

ぞれの妥当性が要求されるとしている(HabeImas,1981：

邦訳1985)｡そして､言語の了解性を基礎として3つの世

界に関する妥当性が相互に組み合わさって存在し、日

常生活において､必要な場合にはそれぞれの妥当性要

求とそれらの組み合わせを批判し､論争することができ

るとしている(那須､1997)。

組織における｢正しい｣認識の内容を考えた場合、

Habermasが主張する3つの妥当性が含まれている必要

があると考える｡３つの妥当性のうちのどれかが欠けても、

組織の｢正しい｣認識として存在するのは難しいのでは

ないかと思われる｡従って､｢正しい｣認識が選択されな

い､または形成されないのは､認識過程において､この

3つの妥当性のうちいずれかが失われてしまうためと推

測される｡その原因の一つに､権力の存在が考えられ

る。

、、検証される諸仮説と調査・分析

Ⅲ－１．検証される諸仮説

これまでの考察をまとめると､個々のメンバーは記憶

の中に蓄積された多くのスキーマを持っているが､スキ

ーマを再構成する学習能力は個人差があり､またメンバ

ーは複数のリアリティー､つまり社会的現実を持つことが

できると思われる｡そして､意味の階層化や権力の介入

はメンバーが､どの社会的現実を選択するのかに影響

を及ぼすと考えられる｡個人が選択した社会的現実は、

個人の志向性に影響を及ぼし､情報の獲得や解釈にも
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関係するであろう｡さらに個人の社会的現実は組織の認

識過程に影響を及ぼすと推測される｡そして､情報が組

織のサブシステムを移動する過程で､権力の介入が、

｢正しい｣認識の獲得に必要な真理性･正当性･誠実性と

いう3つの妥当性のいずれかに好ましくない影響を与え

たり､変換させたり､損なったりするために､結果として、

｢正しい｣認識の獲得ができなくなるのではないかと推測

される｡また､意味の機能には､｢複合性の削減｣のほか

に｢複合性の保持｣の機能があると考えるならば､｢正し

い｣認識の獲得をもたらす情報は､｢複合性の保持｣によ

って記憶されていたにもかかわらず､何らかの理由で選

択されなかったということが考えられる｡その理由の1つ

として｢意味の階層性｣の発生が考えられる｡そして｢意

味の階層性｣が発生するために､時間的制約から解釈

プロセスを短縮しなければならなくなった場合､階層の

上位に位置する意味やなじみのある｢意味｣が選択され、

その意味が組織内で共有されていく可能性が考えられ

る。

以上から､本稿では､真理性･正当性･誠実性という３

つの妥当性をあわせて｢社会性｣と呼び､組織が｢正し

い｣認識を獲得･保持するためには､真理性･正当性･誠

実性という3つの妥当性､すなわち､｢社会性｣を保持す

る必要があるという前提にたち､次のような2つの仮説を

立てて調査･分析を行う｡ここで言う｢真理性｣とは、言

明の真理性であり、「正当性」とは法律・社会ルール

の遵守に関係する正当性であり、「誠実性」とは技術

の利用や業務に関わる誠実性である。また､｢社会性」

を客観的に評価するために､(1)利益vs法律､(2)利益ｖｓ

良心､(3)守秘vs公共､という3つの指標を､最大値6,最

小値1という6点スケールで回答してもらい総合すること

によって測定する｡そして､｢社会性｣の指標は次のよう

な計算式によって算出される。

「社会性｣＝(｢利益vs法律｣＋｢利益vs良心」

＋｢守秘vs公共｣)／３

Ｈ１:情報の収集とコミュニケーションが活発であ

るほど組織の「社会性」は上昇する。

組織メンバーが､他の企業と交流また情報交換する

講演会や見本市などに参加して収集する人的情報､新



問･雑誌･書籍などから収集する非人的情報､業務に関

連する情報を直接顧客から収集する直接的情報､そし

て外部のコンサルタント･研究所･大学などを利用して収

集する間接的情報などを活発に収集したり､部門内およ

び部門間で頻繁にコミュニケーションを図ることにより、

社会で確立される新しい行動規範､例えば雇用におい

て差別を禁止する法律の施行などが社会で確立され

たり、業務に関して行政指導される場合､そのような

新しい行動規範を組織に取り込み新しい行動規範や

指導に従うように､また法律の遵守を徹底するように

行動を変えるという考えを組織内部に広めることに

なり、その結果、組織の｢社会性｣は高まり組織の｢正し

い｣認識は獲得･保持される。

Ｈ２:組織の認織過程における｢複合性の保持｣機能

は組織の｢社会性｣にプラスの影響を与える。

意味の機能には､｢複合性の縮減｣だけではなく

「複合性の保持｣という機能があると考えるならば､双

方向のコミュニケーション活動においては､｢意味の

階層化｣によって構築された上位の｢解釈｣だけでは

なく専門化から派生する解釈上の差異が表出し､そ

れが相互行為の中で組織内部に広がり､組織の｢正

しい｣認識の獲得･保持にプラスの影響を与えると推

測される｡具体的には企業の目標､活動方針､今後

の計画を十分理解した社員が専門的な立場から発す

る意見や提案がどの程度尊重されるのかは｢複合性

の保持｣機能と関係し､組織の認識過程における｢複

合性の保持｣機能は組織の｢社会'性｣にプラスの影響

を与えると推測される。

図表２社会性

平均値 標準偏差

Ⅲ－２．調査の方法と結果

以上のような仮説を検証するために、2002年12月

に東京都及び埼玉県に本社がある情報処理産業およ

び電機･機械産業に属する中小企業に勤める51人から

のアンケート回答を資料として使用する。

アンケートにおいては、法律・社会ルールの遵守

に関係する正当性については｢利益の獲得」と「法律

への抵触」という問題(以後、「利益vs法律'」と略す）

に関する回答者の内面的なコンフリクトの度合いを

リッカードの6点尺度で調査した。同様に、技術の利

用や業務に関わる誠実性に関しては「利益の獲得｣と

｢自己の良心との矛盾｣という問題(以後､｢利益vs良’ぽ」

と略す)に関する内面的なコンフリクトの度合いを、

言明の真理性については業務上､知り得た秘密の｢守

秘義務｣と｢公共の利益｣という問題(以後､｢守秘vs公共

3｣と略す)に関する内面的なコンフリクトの度合いを

調査した。アンケートでは､さらに､内面のコンフリクトが

発生する認識過程段階､社員が一般道徳に反する行動

をとる理由､企業の経営資源､企業関連活動および職

場の現状などについて質問を行った。

(1)情報およびコミュニケーションと社会性

アンケート調査の結果によれば、調査対象者51人

の「社会性」の平均値は3.43となっているが、「利益

ｖｓ法律」と「利益ｖｓ良心」の２つの項目の合計点

から算出される平均値は3.75であり、「守秘vs公共」

を加えると平均値が0.31下がるという結果が得られ

た｡なお､図表2における理論上の平均値は3.5であり、

図表3の相関係数の算出はケンドールの順位相関係数

の算出方法を使用した。

社会性と｢他企業との交流｣｢他部門とのコミュニケーシ

図表３社会性との相関係数４

社会性との相関係数

社会性 3.745 0.989 他企業との交流 0.278＊

利益vs法律 3.82 1.495 他部門とのコミュニケーション 0.254＊

利益vs良心 4.06 1.311 ＊：ｐ<0.05

守秘vs公共 2.8 1.265
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図表４情報とｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝの関係

単相関 平均 標準偏差 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①醗書量 3．２１ 1.077 1.000

②他企業との交流 ３０６ 0.871 0.372蓉 1．０００

③顧客との意見交換 ４3２ 1.07 0.252率 0.376秤 1.000

④外部組織の利用 ２0４ 0.631 0.413韓 0.439秤 0.273。 1.000

⑤部門内会鰻への参加頻度 ５1８ 2.112 0.245. 0.412- 0.490.。 0.335. 1.000

⑥他部門とのCM充足度 ４6５ 1.082 0.244。 0.226 －０．０４０ 0.217 0.120 1.000
｡<０－０１車Ｄ＜０－［(注)ＣＭ:ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの略“ｐ<0.01車ｐ<0.05

図表５

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５ モデル６

従属変数 社会性 社会性 利益vs良心 利益vs法律 戦略の肯定 戦略の肯定

定数項 1.741 1.710 1.179 2.804 3.950 1.130

独立変数

読書量 0.039

他企業との交流 0.175 0.148

顧客との意見交換 0.271＃ 0.251 0.592＊＊

外部組織の利用 -0.015 0.321

部門内会継への参加頻度 -0.117 －０．１０６ －０．２４７＊

他部門とのCM充足度 0.344本＊ 0.339幸に 0.429＊

企業目標への理解 0.794本＊

社員の意見尊重 0.552＊

複合性 0.401＊

(注)CM:ｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝの略＊*:p<0.01＊:ｐ<0.05＃:p<0.1

ヨン｣でそれぞれ正の相関関係がみられた。次に､仮

説lを検証するために以下のような重回帰分析を行っ

た。

モデル1では従属変数として｢社会性｣を､独立変数と

して組織メンバーの｢読書量｣､講演会や見本市への参

加頻度を通じての｢他企業との交流｣､顧客と直接接触

する頻度を表す｢顧客との意見交換｣､外部のコンサル

タント･研究所･大学などの利用頻度をあらわす｢外部組

織の利用｣、｢部門内の会議への参加頻度｣､他部門との

コミュニケーションの頻度を示す｢他部門とのＣＭ充足

度｣という6つの変数を利用した。

モデル2では､独立変数の数を4つに減らして分析を

行った｡図表4は､これら6つの独立変数の相関係数を

示したものであり､図表5は各モデルの変数と分析結果

である。

モデルlは１０%水準で有意､モデル2は5%水準で有意

となり仮説1は支持された｡しかし､２つのモデルにおい

て｢部門内会議への参加頻度｣の符号は負であった｡さ

らに､情報及びコミュニケーションと｢利益vs法律｣｢利益

vs良心｣｢守秘vs公共｣との分析をそれぞれ行った結果、

モデル3で示すように｢利益vs良心｣を従属変数とする分

析において5%水準で有意な結果が得られた｡これらの

結果から､顧客と直接接触したり部門間でコミュニケー

ションを十分に行うことは､利益追求よりも｢誠実性｣にプ

ラスの影響を及ぼすという結果が得られた。

４０「経営戦略研究』ｖｏＬ２（2003）



図表８反道徳的行動をとる上位5位の理由8(ｶｯｺ内の数字は得点）

幹ｐ<0．０１＊p<０．０５

図表７内面のコンフリクトが発生する段階(複数回答)(ｶｯｺ内の数字は得点）

(2)｢複合性の保持｣機能と｢社会性」

図表6は､社員の専門的な立場からの意見が尊重さ

れる程度を表す｢社員の意見尊重｣､企業の目標や計画

への理解度を示す「企業目標の理解｣、企業の戦略へ

の肯定度を表す｢戦略への肯定｣の相関係数を示して

いる。

企業が業績を上げるためには組織メンバーは企業の

目標･活動方針･今後の計画などを十分に理解し､企業

戦略を積極的に遂行する戦略への｢肯定的｣な姿勢が

求められる｡その際に､組織メンバーの専門的な意見が

尊重されるということは､組織の認識過程において｢複合

性の保持｣機能が活性化されることを意味すると考えら

れる｡モデル5及びモデル6により､組織メンバーの企

業目標への理解度や組織内での社員の意見が尊重さ

れるほど戦略に対する肯定的な姿勢が高まることが明ら

かになった(それぞれ0.1%水準で有意)。しかし､｢社員

の意見の尊重｣｢企業目標の理解｣｢戦略の肯定｣の3つ

の変数は相関関係が強く､このまま独立変数として使用
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図表６

して重回帰分析を行うと多重共線性の弊害が生じる可能

性がある｡従って､これら3つを主成分分析の主成分得

点により一つに統合し｢複合性｣と名づけたのち､これを

独立変数とし｢社会性｣を従属変数として分析を行った。

その結果､有意な結果が得られなかったため､従属変

数を「利益vs法律」「利益vs良心」「守秘vs公共」に変

えてそれぞれ分析を行った結果、「利益vs法律｣と｢複

合性｣の関係で5%水準で有意な結果が得られた。

(3)｢利益の獲得｣と｢法律への抵触｣５

法律・社会ルールの遵守に関する正当性について、

「利益の獲得」と「法律への抵触」という問題に関す

る内面的なコンフリクトの度合いから考察を行う。

「利益VS法律｣と｢利益VS良心｣6との相関係数は

0.319(p=0.007)である｡また､「利益の獲得｣と｢法律への

抵触｣という問題が多く発生すると認識される段階は、

利益追求優先者と法律遵守優先者とではウィルコクソ

ンの順位和検定の結果､10％水準で有意な違いがみら

れた(図表７)。

1位 2位 3ｔ

利益追求優先者 外部から情報を収集すると

き(12）

外部

(１０）

へ情報を伝達するとき 情報

(6)

を解釈するとき

法律遵守優先者 外部へ情報を伝達するとき

(17）

情報

(11）

を解釈するとき 外部から情報を収集するとき(7)

単相関 平均 標準偏差 ① ② ③

①社員の意見尊重 3.88 1.070 1．０００

②企業目標の理解 3.63 1.311 0.414幹 1.000

③戦略への肯定 3.27 1.185 0.343梓 0.778幹 1.000

1位 2位 3位 4位 5位 6位

利益追求優先者 知

(12）

縄
⑫

､視野 利己

(9)

主義 自分本位

(8)

権威

(7)

追従 自己欺噺

(7)

法律遵守優先者 無知

(16）

権威追従

(１０）

狭１，

(8)

視 野 利己主義

(6)

自分本位

(6)

自己欺噺

(5)



次に､社員が一般道徳に反する行動をとる理由につ

いて､利益追求優先者と法律遵守優先者とでは認識に

統計的に有意な違いはみられなかったが､異なる傾向

がうかがわれた(図表８)。

（４）「守秘義務｣と｢公共の利益｣９

言明の真理性については業務上､知り得た秘密の

｢守秘義務｣と｢公共の利益｣という問題に関する内面的

なコンフリクトの度合いを調査することにより考察

を行う。

「守秘vs公共｣と「他部門とのコミュニケーション」

との相関係数は0.275巾=0.018)である｡守秘義務優先

者と公共利益優先者とでは他部門とのコミュニケー

ションの程度に10%水準で有意な違いがみられ､公共

利益優先者は他部門とのコミュニケーションが十分

に行われていると認識している傾向がある｡また､｢守

秘vs公共｣と｢外部の協力｣ICとの相関係数は-0.286

（p=0.02)であり､公共利益優先者は業務に関連する

外部からの協力は十分に得られてはいないと認識し

ているという結果になった。

Ⅲ－３．調査結果の考察

仮説lの検証において「部門内会議への参加頻度」

の符号が負であったことは部門内での会議に出席す

る頻度が高くなるほど｢社会性｣にマイナスの影響を

及ぼすことを示している｡これは顧客との意見交換や

他部門とのコミュニケーションが頻繁に行われると

｢社会性jにプラスの影響を与えるという分析結果よ

り､部門特有の専門化された解釈が認識バイアスを生

み､組織の「正しい」認識の獲得･保持にマイナスの

影響を与えることを示唆している。一般的に､会議に

出席する頻度は上級職になるほど増加し､他部門との

コミュニケーションは頻繁になっても直接顧客から

情報を収集する機会が減少することを考えると顧客

との直接的な意見交換は組織の｢社会性｣にとって重

要であることを示していると考えられる。

仮説2は､従属変数が｢社会性｣の場合は有意ではな

かったが､従属変数が「利益vs法律」の場合は有意な

４２「経営戦略研究』vol､２（2003）

結果が得られた。「社会性｣の構成要素の１つに｢利

益vs法律」が含まれていることから「複合性の保持」

は｢社会性｣にプラスの影響を与える可能性があると

推測される。

組織の認識システムが｢正しい｣認識を獲得・保持

するためには組織のメンバーが3つの妥当性を高い水

準で保持している必要がある｡調査の結果、「社会性」

を構成している3つの妥当性のうち言明の真理性、つ

まり｢守秘義務vs公共の利益｣をめぐる問題が｢社会性」

にマイナスの影響を及ぼしていることが明らかになった。

そして､｢守秘義務Vs公共の利益｣と正の相関関係があ

るのは｢他部門とのコミュニケーション｣であり､また､公

共利益優先者ほど､外部からの協力が得られていない

と認識している｡外部からの協力を得るためには双方向

のコミュニケーション活動を必要とするため､コミュニケ

ーション活動に認識システムが適用されることになる｡コ

ミュニケーション活動がより頻繁に行われ､社会意識を

取り込むコミュニケーション･チャネルがより豊かになり、

また｢複合性の保持｣機能が活発化すれば個人の認識

活動を通して､組織は｢正しい｣認識を獲得･保持するこ

とがより可能になると考えられる。

また､組織の認識過程における権力の介入は､社員の

意見が組織の中でどの程度認識されるかという問題と関

係しており､それは､社員の社会的現実の選択に､そし

てその結果､組織の認識システムに影響を及ぼすと考

えられる｡調査結果から､社員の意見が尊重されている

と認識している人ほど利益獲得よりも法律遵守を優先す

る傾向がある｡さらに法律遵守優先者が利益獲得行動と

の葛藤に直面する頻度は多い順に､｢外部へ情報を伝

達する時｣｢情報を解釈する時｣｢外部から情報を収集す

る時｣となっており､また法律遵守優先者は､社員が一

般道徳に反する行動をとる理由として多い順に｢無知」

｢権威追従｣｢狭い視野｣をあげている｡この結果から､例

えば｢情報を解釈する｣段階で､社員は自分の法律知識

などが不十分なため法を遵守しているか不安になり､権

力の介入に伴う｢権威への追従｣という､ある意味では情

報の解釈の放棄ともいうべき行動を選択する可能性があ

ると考えられる。



Ⅳ．おわりに

本稿では､組織はどのようにして社会意識に即した｢正

しい｣認識を獲得するのか､という問題意識を起点として、

組織の認識過程を既存研究に基づき考察した後､アン

ケートによる実証研究を行った｡まず､組織の認識過程

においては､権力の介入や意味の階層性が発生するこ

とを指摘した｡また､認識システムを相互行為システムと

捉えるならば､その構造はGiddensが指摘するように道

徳的関係と権力関係からなる二重構造と考えられる｡組

織が社会意識に即した｢正しい｣認識を獲得するために

は､認識システムの妥当性が保持されるとともに｢複合性

の保持｣機能が活発に働くことが重要と考える｡なお､本

研究ではサンプル数が少ないため今後､サンプル数を

増やすこと､また本稿では十分な考察を行えなかった

｢守秘義務｣と｢公共の利益｣の問題についてさらに考察

を続けるのが今後の課題である。

【注】

１利益vs法律：「利益の獲得」と「法律の遵守」が

矛盾をきたすような状況において､利益優先度が

高い場合：１，法律の遵守度が高い場合：６．

２利益vs良心：「利益の獲得」と「自己の良心」が

矛盾をきたすような状況において、利益優先度
が高い場合：１，自己の良心の優先度が高い

場合：６．

３守秘vs公共：「守秘義務」と「公共の利益｣が矛

盾をきたすような状況において､守秘義務の優先

度が高い場合：１、公共の利益の優先度が高い

場合：６．

４「他企業との交流｣：回答者が他の企業と交流ま

たは情報交換する講演会や見本市などに参加する

頻度であり、ない場合：１，常に参加する場合：

６。

「他部門とのコミュニケーション」：社内での他の

部門とのコミュニケーションの程度であり、全く

行われていない：１、常に行われている：６。

「販売・マーケティング活動」：自社の経営資源と

して回答者が競合他社に対して強み持つと認識す

る程度であり、全く強みを持っていない：１、十

分な強みを持っている：６。

「環境意識の啓発」：企業が環境問題について社員

の環境意識を啓発している程度であり､全く行わ

れていない：１、常に行われている：６

５「現在の法律は実情にあっていないので、利益を
上げるためには法律に抵触してもやむを得ない

場合がある」という項目に対し､全くそう思う：

１，全くそう思わない：６．

６「利益を上げるためには自己の良心に反しても仕

方がない」という項目に対し、全くそう思う：

１、全くそう思わない：６．

７この質問への回答は「外部から情報を収集する

時」「情報を解釈する時」「外部へ情報を伝達
する時」「社内の他の部門へ情報を伝達する時」
「上司に報告する時」の５段階から複数回答で

行われた。

８「一般道徳に反する行動をとる理由」は以下の語
句と対応している。

利己主義:自分だけ得したいと考えるため

意志薄弱:正義を実行する勇気に欠けるため
無知:法律などをよく知らないために判断を誤

るため

自分本位:その業界では誰もが自分と同じように考
えると思うため

狭い視野:物事の一面だけを見て他の事を忘れて
しまうため

権威追従:上司や経営者など権威者にすがり自ら
の判断を放棄するため

集団思考:組織への忠誠を第一に考えてしまうた
め

自己欺踊：自分にとって都合の良い言い訳を考
えて自らを偽るため

９「業務上､知り得た秘密の｢守秘義務｣と｢公共の利

益｣という問題について､顧客の利益を守るために、

公共の利益よりも守秘義務を優先する｣という項

目に対し、全くそう思う：１，全くそう思わな

い：６．

１０「業務に関連して外部の研究所、大学、NPOな

どから協力が得られている」という項目に対し、

全く行われていない：１、常に行われている：

６。
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■ 論文

DescriptiveStakeholderTheoIy

inRevisedOrganizationalLifKycleApproach：

TowaIdsFutureEmpiricalResearch

GraduateScho0l0fC0mmerce，WaSedaUnive歴ity，ＪｕｎｉｃｈｉＹＡＭＡＮＯＩ

1.ｍＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮ

Ｏｖｅｒｔｈｅｐａｓｔｆｉｅｗｄｅｃａdes，many

scholaIBhaveconductedstudiesonstakehoIder

theoIy・Sincel984,whentheinfluentialbookby

E.F1℃eman,ＳＩ７ｍｅｇ1℃ﾉM上腕qgE碗e耐.･ASmAE-

加雄MZ2pmacﾉiwaspublished,theconceptof

stakehoIderhasdIawnaltentionofnotonlyschol‐

arsbutofbusinesspeIsons,ａｓwell・Ｔｂdate,the

concepthasbecomeoneofthecentemsofaca

demicthemes・ReflectingtheincIEaseinschol-

arIyconcem,sevemlsiglificantstudiesonstake-

holdertheoIyhavebeenconducted・Howevenin

spiteofanumberofpape応,fbwattemptshave

beenmadeatintegmtionofthestudies・T11elack

ofabasisfbrstakeholdertheoIyhashindeにdem-

piricalにsea1℃honthesubject;asaIEsultﾗthethe‐

oryhasnotdevelopedenough，Tbovercomethe

di価cultyofconductingstudiesofstakeholder

theo恥inthispapeI;Ifimst妃viewsomesignificant

studiesonstakeholdertheorytointegIntethem・

Then,IindicatethenewflnamewoIkofstakeholder

theoryinsocialscienceperspective．The

fiameworklshowistheimpmvementindescrip‐

tivestakeholdertheoIyasJawaharandMclaugh‐

lin(2001）indicated・Thedescriptivestakeholder

theoIyofJawaharandMclaughIindoesnottake

庇芯ﾉｔｅ"yjm"〃e"rintoconsidelation・Ishowthe

defもctsoftheirmodel,andcomplementitthmugh

newmodel・Finally§IpIEsentpIopositionsofthe

theoIybasedonmyfameworkandthepossibility

fbrfiltu１℃にsea１℃h・InthispapeI;Ｉｄｏｎｏｔｅｘａｍ‐

inethepmpositionsindetailthloughstatistical

analysis・HoweveI；despitethelimitofthe

model'svalidity5theywillenhancethedevelop‐

mentofthetheorybecauseofthenovelviewpoint．

2.ＬｒＴＥＲＡｒＵＲＥＲＥＶＩＥＷ

ＳｉｎｃｅＦＩＢｅｍａｎ，sseminalwork,SI7zJIE‐

帥Ｍ２ｍｑｇＥ腕e"『:ASItzAEhoﾉﾋ左咽ﾒﾘpmacﾉ1,stake‐

holdertheoIyhasquicklydevelopednotonlyin

academiclitematulEbutinIEalbusiness,ａｓwell・

ThelEasonwhystakeholdertheoIyhasbuIgeoned

isthatithasthepowertointemIEteventsbetween

firmsandstakeholdels〃7ｚｑｒｉｓｓｍ舵hokたｒ

油eo〃？Ｔｈｅsimpleanswertothisquestionis

‘‘StakeholdertheolyisaboutmanagingpotentiaI

conflictfi℃mdiveIgentinte1℃sts"(Fmoman,1999)．

StakeholdertheoIyisthefi応tofitskindthatpm‐

videdthecomprehensivefiameworktounder‐

standandtomanagetheinfluencesofstake-

holdersonolganizations，ThetheolybuIgeoned

becausescholal君andbusinesspel1sonsneededa
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ＣＯmpIEhensivefnmeworktointerp妃ｔｔｈｅ肥la‐

tionshipbetweenfimlsandstakeholdeIsthat

FIEeman(1984)mentions･

ＩｔｉｓｒＥａｓｏｎａｂｌｅｔｏＩＥｇａＩｄＦＩＥｅｍａ､，s

workastheinceptionofstakeholdertheoIybe‐

causeofhiscompIBhensivefnameｗｏｒｋａｎｄｃｏｎ‐

cept、Befb1℃FrEeman(1984)ｐ1℃sentedhissigp

nificantwork,theword,‘stakeholder，ｈａｄactually

appeaIEdinsomewolks(e､9,Ansoff(1965);Ｄｉｌｌ

(1975))．Inaddition,similarconceptsofstake‐

holdeI;whichｗｅ妃notIEp１℃sentedasthewoId，

‘stakeholder，,appea１℃dinacademicliteIatuIB(e､９，

Bamald(1938);PfbHbrandSalancik(1978))．

Despitethefhctthattheconceptofstakeholderdid

notoriginatewitｈＦＩＥｅｍａｎ（1984),ｈｉｓworkis

considerEdtheoriginofstakeholdertheoryfbrtwo

rEasons:fi唾FIEeman(1984)paidattentiontoα〃

stakeholdeI3，ｎｏｔ”〃tothemostimportant

stakeholder:stockholder;second,hebrieflyclassi‐

fiedtheconceptofstakeholdeE

Freeman（1984)ammtedtheattention

ofnotonlyscholaIsbutalsoofbusinesspersonsto

theallstakeholdeIB・Asdescribedabove，the

concemfbrstakeholdelswasinacademicpapeIs

befbreF1℃eman，sinsistenceonthetheme・

Howeventheconcemfbrstakeholde応wasonly

fbrstockholdems,whooftenhadageatdealof

influenceonfirms・AsFIEeman(1984)pointed

outｩtheenvimnmentoffirmsbecamemolEtul岩

bulent(EmelyandT1risL1965),soanewappmach

ofmanagingthe1℃Iationshipwiththeenvironment

wasnecessalyfbrfirmstolastintheenvimnment・

Besides,inhiswork,Ｆ１℃emandefinedandclassi‐

fiedstakeholde応indetailfbranalysis、Byhis

definition,‘stakeholde喝，ａ1℃‘‘any９℃uporindi‐

ｖｉｄｕａｌｓｗｈｏｃａｎａｆｆｅｃｔｏｒｉｓａｆｆもctedbythe

achievementofthefirm，sobjectives"(F１℃eman，

1984),肥佑mngtothedefinitionofStanfbldRe‐

４６「経営戦略研究』ｖｏＬ２（2003）

sea1℃hlnstituteinl963，‘‘thosegmupswithout

whosesupporttheoIganizationwouldceaseto

exist.'，Inadditiontothedefinition，FrEeman

classifiedstakeholdersintocertaingmupsde-

pendingonthepmpertyofthosestakeholdems：

owne応，cusmmems，supplie崎，employees，gov-

emments,politicalgoups,mdeassociations,ａｎｄ

soon(F肥eman,1984:55)．

AlthoughFneeman(1984)actuallyhad

alaIgeimpactonacademiesand１℃albusiness,the

theorEticalfi日mewolkisnotsorigidbecauseof

the６，画ｓｃｏｐｅｏｆｌｈｅｆｉａｍｅｗｏｌｋＨｉｓｎｅｗ

ｆｎｍeworkwasenoughtodmwaltentionto

stakeholdeIs,butnotenoughtoestablishthebasis

fbrfUrtherempiricalIEsea1℃h・Ａｓａ１℃sultぅ‘‘the

conceptうｓ此zAE〃o此紘ｓｊＺｚＡＢﾙoﾉﾋﾒｇｒ碗odbいjZzAE‐

ｈｏ』dｾγ耐a71qg匂"e"2§ａｎｄｓｍＡＥﾉＩＣ此妙吻eoりﾉalE

explainedandusedbyvariousauthorsinveIy

diffもrEntwaysandsupported(orcritiqued)ｗｉｔｈ

dive応eandoftencontmdictoIyevidencean．錘

guments”（DonaldsonandPmeston，1995：６６)．

Althoughscholal3conductedag℃atamountof

empiricalにsea１℃honstakeholdertheoIytoclanij′

theIclationshipbetweenfi1msandstakeholdems，

theydidnotnecessarilyfimherstakeholdertheoIy

becauseofthevaguetheoIEticalbasis・

FbrthepuIposeofelabomtingstake-

holdertheoIy;ｓｏｍｅscholalsconductedstudiesto

integatｅｔｈｅｄｉｖｅ旧seconceptsandappmaches

adoptedi、stakeholdertheoIyblnparticulaI；

DonaldsonandPIEston（1995）indicatethe

well-definedtypologyofstakeholdertheoIyb

Theycategorizethestudiesonstakeholde応ac-

coIdingtotheappmachadoptedinthosestudies・

ThetheoriescategorizedbyDonaldｓｏｎａｎｄＰ１℃‐

ston（1995）ａ１℃‘たs”，､ﾉc，ﾉﾝ２Ｓ碗””“ａｎｄ

"oﾉ7?7”vgsjzzAE力o雄ｒ肋eoりﾉ.Descγﾘp"vEsInkE‐

ｈｏﾉﾋたﾉ‘肋eo〃is“usedtodescribe,ａｎｄsometimes



ｔｏexplain,specificcoI1polatechamcteristicsand

behavioIg，（DonaldsonandPIEston，1995：７０)．

〃zsm”e"”ﾉsjZmAgho雄γ的eo〃ｉｓ‘1jsedtoiden‐

tifj/theconnection,orlackofconnections,ｂｅ‐

tweenstakeholdermanagementandtheachieve‐

mentoftmditionalcorpomteobjectives(e,9,prof

itabili呪growth)"(DonaldsonandPIBston,1995：

71)．Thelastone,"oﾌ"α､ﾉesjZzAEﾉ２０雄r的eりりﾉ，

is‘‘usedtointeIpIEtthefimctionofthecorpomtion，

includingtheidentificationofmoralorphiloso‐

phicalguidelinesfbrtheopemtionandmanage-

mentofcorpomtions”(DonaldsonandPIEston，

1995:７１)．InshorLdescriptivestakeholderthe‐

oIyexplains‘‘””?，’Insnrumentalstakeholder

theoryexplains‘‘”Jr鞭'，Normativestake‐

holdertheoIyexplains“〃71αｒｓﾉzo邸”'’１n

DonaldsonandP1Eston（1995),theauthorscon‐

cludethaLcompaIcdwiththeweakjustificationof

descriptiveandinsmlmentalstakeholdertheory6

normativestakeholdertheoIyisstmnglyjustified

andoccupiesthecemerofstakehoIdertheoIy(see

Figu1℃l)．

FIGURE1

ThreeAspectsofStakeholderTheory

inDonaIdsonandPreston(1995）

DonaIdS0nandPreston(1995:７４）

ReflectingthetaxonomiesofDonaldson

andPIEston(1995),JonesandWicks(1999)tIyto

integmateinstrumentalandnoImativestakeholder

theoIybAlthoughtheiraltempthasnotcom‐

pletelysucceeded(FIEeman,1999;TiEvinoand

Weaven1999),thefameworksuggestedbyJones

anｄＷｉｃｋｓ（1999）probablybmadensscholarly

horizons・Theauthomsmakeadistinctionbe-

tweendEscγipmﾉeand施腕””“and"o""αjjye

basedontheorientationofthetheories・

ＩｎＪｏｎｅｓａｎｄＷｉｃｋｓ（1999),thethIEe

stakeholdertheoriesaIEclassifiedintotwocatego‐

ries:stakeholdertheoIyassocわﾉ“た"ｃａｓａｎｄａｓ

"”"α1ｶﾉＥｅ吻極（seeTabIel)．Thescholans

orientedtowaIdthefbＩｍｅｒｐｅ応pectiveview

‘‘stakeholdertheoIyasapotentialfbundationfbr

thegmwthofsocialscience-basedIEsea1℃h，，

(JonesandWicks，1999:206)．Ontheother

hand,thescholaIBorientedtowaldthelalterpe限

spectiveview‘‘stakeholdertheoIyasanumbIdla

termdescribingaclassofnanativeaccounts,each

basedonitsownmoIalprinciples''(Jonesand

Wicks，1999：206)．InshorLthestakeholder

theoristsinthesocialsciencepeIspectiveにgaId

stakeholdelsas‘meanstoends,，whilethetheo‐

ristsinnormativeethicspeIspectiverEgaIds

stakeholdeIsasjust‘ends.，
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m4BLE1

Classificati0nofStakeholderTheowbyJonesandWicks(1999）

Desc吻伽ｅ 肋s〃"伽e"〃ノ ﾉV〃"2α"ｼｅ

SocialScienceperspectlve

′nlisdistinctiondescribedbyJonesand

Wicks(1999)issiglificantbecauseitshedslight

onthediffも1℃nceoffimdamentalassumptionsofa

soumeofthestakeholdeIs，influence・Both

gmupsoftheoristsag℃ethatpowe7I,definedas

"thepmbabilitythatoneactorinasocialmelation‐

shipwillbeinapositiontocanyouthisownwill

despiterBsistance,肥gaKilessofthebasisonwhich

thispIobability1℃sts,，(Webel;1947:152),isthe

importantattributeofstakeholdelstoinfluence

fimls(Fmoman,1999)．HoweveI;thosegmups

donotnecessarilyagEewithanothersignificant

atlributeofstakeholdeIs:ノピg”?“γ、LegjtimaCy

isdefinedas‘‘ageneIalizedpe1℃eptionorassump‐

tionthattheactionsofanentiWal巳desilable，

pmpeI；orappmpriatewithinsomesociallycon-

structedsystemofnorms，values，belie侭，and

definitions，，(Suchman,1995)．Insocialscience

pemspective,mostschoIamsconsiderthalpoweris

themostimportantattribute,andthatstakeholders，

powerdependsomEsoz"℃G9thatthe

IThedefinitionandexplanationofthetemlisin
EmeIBon(1962)indetail、Ｂａmes(1988)alsopに一
sentstheIwiewoftheterm．
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NormativeEthics

perspectIve

stakeholde応possess(Fmoman,1999)2．Onthe

olherhand､innormativeelhicspe応pective,most

scholaIsconsiderthatlegitimacyisthemostim‐

portantattribute・Thenextsentenceclearly

showsthepositionofnormativeethicspe応pec-

tive:"fiImsoughttotr℃atstakeholdeIsas‘ends，or

oUghttoviewlheinte肥stsofstakeholde喝ashav‐

ingintrinsicvalue，'(JonesandWick,1999:209)．

AccoldingtoJonesandWicks(1999),it

isvalidtoacceptlheirdistinctionofstakeholder

theoIyfbrtworeasons，FiIBLnomlativestake-

holdertheolydoesnotaccur3telydescribeevents

in妃albusiness(Berman,eta1.,1999)．Allhough，

fil5tly§themotivetodevelopstakeholdertheory

wastoseekasoundにlationshipbetweenbusiness

andsociety(EvanandFIBeman,1983),ｔｈｅｎor‐

mativetheoIydoesnotnecessarilyhavengid

theorEticalgDundsfbrtheexplanationofIEaI

business、Berman,etal.（1999)showthatman‐

２Ａ企wscholamsinsocialsciencepe応pectiveinsist
thatasoumeofstakeholders，powerdependson
otherthan1℃soumesstakeholdemshave・Forexam-

ple,Rowley(1997)suggeststhatthenetworkslmc‐
tumeoffirmsandstakeholde応decidesthepowerof
stakeholde応．



ageIsdonotnecessarilyactinthewaythatno限

mativeethicspeIspectiveexplainstheyshouldact・

AssocialsciencepeInspectivepointsoutぅmanagems

tendto1℃galdstakeholde応as‘meanstoends.，

Second，nomlativeelhicspe応pective

onlyindicates,‘‘Whats加2J〃fimlsdo?，，Itdoes

notadequatelyexplain，“Ｈｏｗdostakeholdems

influencefirms?，，ａｎｄ“Inwhatsituationdostake-

holdeI9sinfluencefirms?，，NoImativeethics

pelﾖspectivedoesnotclearlyexplicatｅｔｈｅｒｄａ戸

tionshipbetweenfirmsandstakeholdeIsThe

onlyissuewhichnormativeethicspeIspective

describesistｈｅｊｄｂａﾉIElationship,notthe花α/one・

Ontheotherhand,socialsciencepeI3pectiveis

orientedtodescribethe花α/1℃lationshipbetween

firmsandstakeholdeIs・

InsummaIy6socjZzﾉｓｃｊｅ"ｃｅｐｅ笥ｐＥｃｍﾉE

mostlydi舵1ｓ釦、〃o"刀afjiﾉee吻趣ｐｅ７国pecmﾉ巴．

3.ＡＲＧＵＥＭＥＮＴ

ＴｈｒｏｕｇｈｔｈｅｌｉｔｅｍｔｕＩｅ1℃view；itis

reasonabletosaythatsocわ/Ｓｃ”1cepexSpecmﾉE

hasthepotentialfbrthedevelopmentofstake-

holdertheoIybecausethepeIBpectivehasastmng

theorEticalbasis・Asstatedabove,1heperspec-

tiveI巳lieson“o”℃astoexplaintheinfluencesof

stakeholdems・nleoIganizationtheoIyconsideF

ingにsoumestobethesignificantelementstode‐

scribetheにlalionshipbetweenfirmsandenvi-

ronmentsisnamed'鰹so"℃e卿e肱わ煙肋eoﾉﾌﾉ．

StakeholdertheoIybasedomEsou1℃edependence

theoIyIEgaldsIEsou1℃esofstakeholdeIsasa

sou1℃eofpowertoinfluencefirms・InrEsoume

dependencetheo恥itisfUndamentallyassumed

thatnooIganizationisselfe6ficient，soitmust

dependontheenvimnmentうwhichsupplies肥一

souncestotheoIganization(HIEbiniakandJOyce，

1985；Ｐ企錠I；1981,1982；ＰｆもffbrandSalancik，

1978；T11ompson，1967)．T11eauthoIsofthe

theoIyassumethatitisnecessaIyfbrfilmstogain

resou1℃esinenvimnmentstolastAnempirical

studyshowsthaLas妃soumedependencetheoIy

p1℃dicts,oIganizationstendtobeconcemedwith

thecrucialIEsou1℃esinordertosuwive(Tblbertう

1985)．

StakeholdertheorybasedonIEsou1℃e

dependencetheoIyexplainshowstakeholde応

influencethedecision-makingoffirms(Fmoman，

1999)3．Stakeholderscanchangethepolicyofa
ceItainfiImbymanipulatingtheflowof１℃sou１℃es・

Stakeholde応,whopmviderEsoumesnecessaIyfbr

firmstosuwive,ｈａｖｅｍｏ1℃powerthanthosewho

prDvideunnecessalyrEsoumes・ＩｎＫＩ巳inerand

Bhambri(1991),itisshownthamIganizationspay

moにaltentiontopublicpolicyissuesofstake-

holdeIswhoaI巳ｍｏ肥powerfUl・Thepowerlhat

stakeholdeIshaveincIEaseslheirsalience，‘‘the

degEetowhichmanagelsgiveprioritytocom‐

petingstakeholderclaims"(Mithchell,etaLl997)．

Agle,etal.(1999)showthaLthemorepowerthe

stakeholde応have，ｔｈｅｍｏ妃clearlymanageIs

pemeivethestakeholdelBassalient・

Consideringl巳Ｓｏｕｌ℃edependencethe-

oIythebasicfiameworkofstakeholdertheoly；

JawaharandMclaughlin(2001）developedDe‐

scrjpﾉﾊﾉesIZzAgﾉ7o雄rz7Ieo〃腕ohgz”zz郡iりｼ'zIノ

L旅ＱﾉｃﾉＭｎｐｍＱｃｈ(SeeFiguIE2)．Ｔｈｅａｐ‐

pmachoftheautho応istoanalyzefirmsand

stakeholdemsineachli企Cyclestageofthefirms：

３TheassumptionofthetheoIyisthatamanagerora
goupofmanagemsplayacentmalmleindeci-
sion-making・ThjsassumptionismostIyvalidbe-
causeofagenCytheoIyHillandJones(1992)｡e‐

veloptheirstakeholdertheoIybasedonagencythe-
oIy
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siz”やｓ此嘩,Ｅ腕e7g加９８７℃w的ｓｊｚｗｇＦ,ﾉMhrz"℃

s趣99,ａｎｄＤｅｃﾉﾙ1e/7此郷姉〃皿琴．Although

JawaharandMclaughlin，s(2001)sUggestionh躯

notbeenfilllyacceptedthmughemp耐cal1℃sea1℃h

yetうitmaydeepentheunde耐standingoftheIda戸

tionshipbetweenfiImsandstakeholde応．Their

appIoachassumesthatfirmstendtoseekthemost

important紀sou1℃estosurviveineachstage・Ｆｏｒ

example,ｉｎstar卜upstage,firmstendtope1℃eive

securingfinancialrBsou1℃esasacrucialpmblem

(Kazanjian，1988)．Besides，Jawaharand

MclaughlinassumethaLaccoIdingto侭mspgcノ

耐ｇｏ〃(KahnemanandTVe応駆1979),abehav‐

iomldecisiontheoIy5thelifもcyclestagesinflu‐

encethe妃企1℃ncepointsofdecision-makers，

‘‘whichdeteImineswhethertheoutcomesare

evaluatedinteImsofgainsorlosses'，(Jawahar

andMclaUghlin,2001:402)．

Ｐmspectlheorysuggeststhatanindi‐

viduarsestimateofthepsycholOgicalvalueofan

optiondi錠応Systematically師mlheactualvalue

ofthatoption・Thevaluefimction,Kahaneman

andTveIsh/(1979)p１℃senいs"normallyconcave

fbrgains，commonlyconvexfbrlosses，andis

geneIallysteeperfbrlossesthanfbrgains，，(263)．

Insho唾peoplealElikelytoberiskave応eingain

domain，butriskseekinginlossdomain・Ｔｈｅ

紀企にncepointofadecision-managerdetermi-

natesthedomain，

AsaresultoftheinfluenceoftheoF

ganizationallifもcyclestageontheimportanceof

妃soumesandthemanager，ｓ１℃企紀ncepoinLthe

manager，ｓｐｅｍｅｉvedsalienceofstakeholde応is

decidedThemanager，sdecision-makingde-

pendsonhispemeivedsalienceofstakeholde応．

JawaharandMcIaughlin(2001）pmposethaLin

thestalt-upanddecline/tmnsitionstage,theに企IL

encepointisalossfiamewolk,andthatamanager
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adoptsrisk-seekingstmtegies；theauthoIsalso

pmposethatうincontlast，ｉｎｔｈｅｅｍｅｌｇｎｇｇｍｗｔｈ

ａｎｄｍａｔｕ１℃stage,１ｈｅに企妃ncepointisagam

fiamewoIk,andheadoptsrisk-ave応estIntegies・

I、summalxinJawaharandMclaughli、(2001)，

themanager，spe１℃eivedsalienceofastakeholder

dependsontheimpoltanceofthestakeholder'ｓ

妃sou1℃es,whichinc１℃asesordec1℃asesdepending

onamanager，ＳＩＢ企IEncepoint;anoIganizational

lifecyclestagehasaneHectontheimportanceof

stakeholder，sIEsou1℃esandthemanager，ｓ1℃企r‐

encｅpoint・

JawaharandMclaughlin，ｓａｐｐｍａｃｈ

(2001）maydescribethe1℃lationshipbetween

firmsandstakeholdelsmoIEclearlythantheex‐

istingliteIatuIedoes、Howevel；Jawaharand

Mclaughlin(2001）ｄｏnot妃galdaspmblematic

thetaskenvmnmentoffbcaloIganizations,which

isdefinedas“consistingofcompetitolns,custom-

ers，suppliers，ａｎｄthoseIBgulatorybodieswith

whomanoIganizationmustintelactandwhose

actionsdiIEctlyaHectoIganizationalgoalattain-

menf，inDill(1958)．T11eyassumethatallfirms

inthesaｍｅｌｉｆｂｃｙｃｌｅｓｔａｇｅｎｅｅｄｔｈｅｓａｍｅｒＥ－

ｓｏｕｍｅｓｔｏｔｈｅｓａｍｅｄｅｇ巳e，TheirtheoIEtical

assumptionisnotrigid・MillerandFriesen

(1984)，thestudyonoIganizationallifもcycle

whichJawaharandMclaughlin紀免rto,doesnot

takeuptaskenvimnmentindetail4・T11ecriteria

adoptedtorEcogllzeoIganizationalphasesaIE

yealS，

4AlthoughinMillerandFriesen(1984),theyclas‐
siiyorganizationalli企cyclesinto5vephases,Jawa‐
harandMclaughlin(2001)adoptfburphasesas
statedabovebecauseofDrazinandKazanjian(1990)．

Analy画ngMillerandFriesen(1984,)DIazinand
Kazanjian(1990)concludethatfbuI塔phasemodel
suppoItstheolganizationallifbcyclehypothesis
moにthanfive-phasemodeldoes．



ＦＩＧＵＲＥz

TheModelofOrganizationalLi舵CycleApproach

byJawaharandMclaughlin(2001）

oIganizationalstructuIE,ｓａｌｅｓｇｍｗｔｈ,andsoon

EachoIganizationallifもcycledoesnotnecessarily

lEpにsentthetaskenvimnmenttowhichtheoト

ganizationalli企cyclebelongS．MorEoveI；

Dodge,etal.（1994)showthatpmblems,which

manage応insmallbusinessespemeive,。i齢rde-

pendingonthelevelofthecompetitioninthetask

envimnment・Besides，althoUghKazanjian

(1988)positstherElationshipbetweenstagesof

gmwthinfiImsanddominantpmblemsineach

stage，ｔｈｅｆｉｍlsinthestudyalEalltechnol‐

ogy-basednewventulEs・Thetaskenvimnments

ofthefirmsa1℃veIysimilar；consequently5the

eHもctsoftaskenvimnmentalEnotcertain・We

caneasilyfindacasethatimpliestheeffbctsof

taskenvimnment，Ｆｏｒexample,somespin-o侭

ofbigcompaniesdonotneedfinanciaｈesources

Manager，s

PerCeivedSalience

ofStakeholder

asmuchasventu1℃businessesdo,despitethefhct

thatthebothfiImsａ1℃inthestart-upstage・

TheIEfbIも,JawaharandMclaughlin'sappmachis

notstmng,thoughitcontributestotheexplanation

ofeventsin配albusiness,becauseitmostlydis‐

missestheinfluenceoftaskenvimnment・

Asdescribedabove，tocomplement

JawaharandMclaughlin，ｓｗｏｒｋ（2001)，we

shouldtakethediffeIEnceoftaskenvimnment

intoaccount．

4.ＰＲＯＰＯＳＩＴＩＯＮＳ

Ａｓｓｔａｔｅｄａｂｏｖｅ,althoughthefiame-

workp妃sentedbyjawaharandMclaughlin

(2001）hasapotentialfbrthedevelopmentof

stakehoIdertheoIy6theirappｍａｃｈｉｓｎｏｔｃｏｍ‐
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pletelyflawless・Theirapproach,whichdoesnot

IegaIdtaskenvimnmentpmblematic，doesnot

accumtelyshowtheIdationshipbetweenfirms

andstakeholde応．

Inthisalticle,toimpIoveJawaharand

Mclaughlin，s6amework，ＩａｄｏｐｔｔｈｅｅｎⅥｍ､‐

mentaldimensionsbyDessandBeald（1984)．

DessandBeaId(1984)codifiedtheenvimnmental

dimensionsandclassifiedthemintothIEeO/pes：

Ｍｉ"旅ellcaq"1z刀"”,andCb"ﾘﾌﾉどx妙．‘Ｍｕ‐

nificence，means‘‘theextenttowhichtheenvi-

mnmentcansupportsustainedgmwth'，(StaIbuck，

1976)．‘Dynamism'isdefinedas‘‘the庇lteof

changethatishaldtop応dictandthatheightens

unceItaintyfbrkeyoIganizationalmembe応”

(DessandBeald，1984)．‘ComplexiW，means

"thehetemgeneityofandIangeofanoIganlza‐

tion'sactivities，，(Child,1972)．Thoseenvimn‐

mentaldimensionsidentifythedi碇IEnceoftask

envimnmentsofolganizations・

InamunificentenvimnmenMirmscan

gowveIystably5bydefinition・Thegowthand

stabilityintheenvimnmentallowfimlstogeneF

ateslackIEsou１℃eｓ（CyertandMamh，1963)．

TheslackIEsoumes,whichfirmsrBserve,ｂｕ舵r

thescamityofthelEsour℃esnecessalytosurvive・

Ａｓａ紀sultぅtheimportanceofstakeholder，sme‐

soumeswill妃lativelydec妃ase・The1℃fb肥，l

pmposethefbllowing．

Ｐﾉ'６pos"わ〃Ｉ.．

”e腕c''9ａｓｅﾉ〃加岬批醗ｃｅｑ/、SAe"v”"‐

加”『α７℃z"'zﾉａｃｅ”加ｏﾉgzI"””〃ｗ〃ん”

の肋ｅｄｂｃ'Ｅａｓｅ加吻ｅ”o"ｎ７１ｃｅｑ/Wult2‐

AC雄γ§趣oz"℃as,”､｡！“α郷脚ﾉﾉＷ､"zzgg7F’

〆肥eivE℃ﾉ”舵"Ｃｅ”肋esjzzABho雄ｒｗ〃叱一

α℃aSe･

InadynamicenvimnmenLasdefined,ｉｔ

５２『経営戦略研究』ｖｏＬ２（2003）

ｉｓｄｉ価cultfbrfirmstopIEdictthefi』tuIaFimls

shouldp1℃palもfbrfilturBIadicalchange・They

aIEnotabIetomaketheirstmtegiesclearlyandto

p1℃dicttheIEsou1℃estheyneedintheenvimnment．

ＡsalEsulLtheimpoItanceofstakeholder，sre-

sou１℃eswillinc1℃ase妃latively･Ｔ１ｌｅ妃fb1℃，I

pmposethefbllowing．

PmpusjMjb"2..

７７１e加c'ぜ"e伽か…”q/mskem’j>り'7"'e"／

αりz"ｄａｃｅ、伽ｏﾉgz刀7izaio〃ＷｉＺ/た“わ的ｅ

〃'cグゼ“ｅ加的ｅｊ>'1ｐｏ'、"ｃｅｑ/WzzAピルoﾉﾋｫｾｒｂ

唖ozmcasbq”リ“α'１as批加ａｍｇａ窓'ｐｇ泥

ＣｅﾊﾉＥｄｓﾛﾉｉＥ"ｃｅｑｆ的ｅｓ庇施ﾙｏｋだ『wjZ/腕一

C71eZZSe．

ＩｎａｃｏｍｐｌｅｘｅｎｖｉｍｎｍｅｎＬ‘‘oIganiza-

tionscompetingininduspPiesthatIEqui1℃many

di舵rentinputsorthatpmducemanydi能にnt

outputsshouldfindIEsoumeacquisitionordis‐

posalofoutputmoIEcomplexthanorganizations

competinginindustrieswilhfewerdi錠１℃ntinputs

andoutputs"(DessandBea1.,1984)．Becauseit

isassumedthatpemsonalrationalityisbounded

(Simon,1945),themoにdiveIsethekindsoflE‐

soumesbecome,theha1dermanage応willfindit

toobtainappmpriateIEsou1℃es・TheIEfb１℃，I

pIoposethefbllowing．

丹qposj伽〃３：

７７ｉｅ加恥“ｅＪ〃ＣＯ"ﾘﾌﾉごxjりﾉｑ/､ｌｚｚｓｋｅ"vj>'o"‐

胴”/〃りz"1zﾉα“'沈加agzz"”"”wjZﾉﾉｾαノ

ゎ肋ｅ加醍“ｅ加咋”o､"ｃｅｑ/WZzAE‐

〃o雄rb“０２"℃es,α"CjI“α睡城〃α"α99応，

ｐｅ'℃ejygzﾉsα”?“ｑ/jhgs化mAE力０ｋたｒｗ〃腕一

Ｃ閃gZZSe．

FiguIE3showsthe１℃visedmodelcon‐



sideringtaskenvimnmentproblematic・Ｔｈｅ

ｍｏｄｅｌＩｓｈｏｗｄｉ錠lBfmmthatofJawaharand

Mclaughlininoneaspect・Mymodelreflectsthe

effi3ctsoftaskenvimnmentontheimportanceof

stakeholder，ｓ1℃soumes・Thedimensionsoftask

envimnmentwillclari6/the１℃lationshipbetween

fiImsandstakeholdeｌｓ
ＦＩＧＵＲＥ３

ＴｈｅＭ⑪del0fRevisedOrganizatiOnalLifeCycIeAppmachofDescriptiveStakeholder

Theo可

TもLskEnvimnment

ＭｕｎｉｆｉＣｅｎｃｂ ｎａｍｌＳｍ ＣｏｍｐＩｅｘｉｔｙ

ー

Importanceof

Stakeholder，ｓ

Ｒｅｓ⑪ｕ1℃eｓ

＋ ＋

＋

+/と

Manager，ｓ

Ｒｅ企1℃ncePoint

十/－

Organizational

LifECycleStage

Manager，s

PerceivedSalience

ofStakeholder
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5.ＣＯＮＣＬＵＳＩＯＮ

Ｉｎｔｈｉｓａｒｔｉｃｌｅ，tofimherstakeholder

theoIybIsurveythesiglificantlite蘭atuIBofstake‐

holdertheo恥ａｎｄｃａｍｅｕｐｗｉｔｈｓｏｍｅｎｅｗｐｍｐｏ‐

sitionsofstakeholdertheolyfbrfUtuneempirical
research

ThmughJonesandWicks(1999),itis

IEasonabletodividestakeholdertheolyintotwo

categories:normativeethicspemspectiveandsocial

sciencepeIBpective・Althoughthosepelspec‐

tivesdealwiththesametheme:theIElationship

betweenfimlsandstakeholde喝,theyadoptthe

di錠肥ntwaysofdealingwiththetheme・ＮＣ限

mativeethicspeIspective妃gaIdsstakeholdemsas

just‘ends,，whilesocialsciencepeIspectiveに一

galdsstakeholdeIsas‘meanstoends.，Ｉｎａｄｄｉ‐

tion,nomlativeethicspelnspectivedoesnothavea

rigidtheo妃ticalbasistoexplaintheinfluencesof

stakeholdeIs・Ontheotherhand,socialscience

peIBpectiveIegaIds1℃sou1℃ｅｓａｓａｓｏｕ1℃eofthe

influences・ThetheoIybasedonsocialscience

pelspectiveisprobablycentmltothestudyof

stakeholdertheolyb

Consideringtheinfluenceoftaskenvi‐

mnmenLIIEvisedthemodelofJawahaｒａｎｄ

Ｍclaughlin(2001),oIganizationallifbcycleap‐

pmachofdescriptivestakeholderlheoIybAl-

thoughtheauthoIs，modelmaydescribetheIda-

tionＳｈｉｐbetweenfilTnsandstakeholdersmoに

clearlythantheexistinglite蘭aturEdoes,because

JawaharandMclaughlin(2001)fbcusonlhein‐

fluencesofanolganizationallifbcyclestageon

theimportanceofstakeholder，ｓにＳｏｕｌ℃esandthe

manager，sIEfelEncepoint,theirappmachisnot

perf9ct・Theinfluenceoftaskenvimnmenton

theIdationshipisnottrivial,soweshouldtakethe

taskenvimnmentintoconsidemtion・RefbITing

tothethIEedimensionsoftaskenvimnmeｎｔｂｙ

５４『経営戦略研究』vol､２（2003）

DessandBeald(1984),Iindicatedth1℃epmposi‐

tionsandthemodelofstakeholdertheoIy

T11emodelandthepmpositionｓｌｐＩＥ‐

sentedaI巳hypothetical,thoughtheyaI巳fbunded

well・Howevenwhatseemstobelackingofmy

modelandtheexistinglitelatuI巳isalongitudinal

viewMostempiricalrEseamhonstakeholder

theoIyhasdmwnoncrDss-sectionalan副ysis,ｄｅ‐

spitethefactthat妃sea1℃heIsIEcoglizethatlongi-

tudinalanalysisissuitablefbrthe1℃sea1℃h・The

IElationshipbetweenfirmsandstakeholde応。e‐

velopsdaybydayｳandisnotstatic・TheIBhave

beenfbwstudiesonthechangesintheIElationship・

Thelongitudinalanalysisfbrthechangesinthe

IBlationshipwillexpandtheundelnstandingof

stakeholdertheolyb

Stakeholdertheoryhasg℃atpotential

fbrtheexplanationoffiIms・HoweveI;thethe-

oIyhasnotbeensuHicientlydevelopedyet、My

attempttofimherstakeholdertheoIyisnotfUlly

achieved,eithemlonlyshowapmmisingmodel

todescribetherElationshipbetweenfirmsand

stakeholdeIs・Ahhoughthemodelhasnotfillly

shoｗｎｉｔｓｅＨもctiveness，Ｉ，mconfidentlhatthe

modelwillpmvideuswithanunder5tandingof

theIElationship・lhopethatsomeempirical妃一

seamhwilljustifythepmpositｉｏｎｓｌｐ妃sented

helE,andelabomatestakeholdertheoryinthefU‐

ture．
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■書評

｢ベンチャー企業の成長と戦略」

井上善海著（中央経済社刊２００２年）

早稲田大学大学院商学研究科石毛昭範

１°はじめに

本書は、ベンチャー企業の戦略について、理論･実

証の両面から考察を試み､かつ今後のあるべき方向に

ついての提言を示した書である｡本書の優れたところ

は､その問題意識およびこれに基づいて設定されてい

る本書全体を通した考察の柱のすばらしさと､理論展

開と実証の織密さであると思われる。

２．本書の問題意織および考察の柱

本書の考察の柱は２つある。第１はベンチャー企

業におけるバリュー･マネジメント、すなわち企業の

持つ価値観を具現化した概念に基づく戦略の分析で

ある。第２はベンチャー企業が継続的･安定的に成長

していくための戦略要素の分析である。

この２つの柱について､評者からみた感想を述べた

い｡かつての小規模企業をめぐる議論といえば､１９５０

年代後半から登場したいわゆる二重構造論が知られ

ている。つまり、わが国においては、大規模企業と小

規模企業との間の技術や生産性､賃金などに大きな格

差が存在し､この構造が再生産されてきたというもの

である｡そしてこの二重構造が小規模企業自身はもち

ろん､日本経済全体の成長を妨げている原因の１つで

あるとされた｡この議論は小規模企業を弱者と捉えて

これを保護しようとする政策の有力な根拠であり

（2000年の改正前の中小企業基本法はこの立場であ

った)、今日でもなお一定の影響力を有しているとい

た小規模企業論においては､企業自身がいかにして競

争を勝ち抜き､成長を遂げていくかという視点はほと

んど見られなかった。関心の対象も、既存の企業に向

く傾向が強かったように見受けられる。

しかし今日､小規模企業はその規模ゆえに保護され

るべき存在というよりは､活発な起業あるいは経営革

新によって､日本経済を発展させる源泉として位置づ

けられるようになっており、政策もそういった方向に

焦点があてられつつある｡従って小規模企業をめぐる

議論も､起業や経営革新の理論的あるいは実証的分析、

さらには小規模企業が競争を勝ち抜き､成長していく

ための戦略のあり方などに向けられる傾向が強くな

ってきている｡昨今のベンチャー企業に関する研究の

隆盛は､こういった文脈の中で捉えることができよう。

本書の考察の柱の背景にある筆者の問題意識もこ

の点に存している。すなわち、第１の柱に関しては、

ベンチャー企業が成長していくためには経営者の企

業家精神や信念を具現化したミッションやフィロソ

フィーに基づいた戦略を構築し､展開していくことが

必要であるとし、その実態を探ろうとしている。第２

の柱に関しては､ベンチャー企業の創出は経済発展の

要因となり、経済活性化につながるのであって、この

ことを踏まえて､ベンチャー企業が継続的かつ安定的

な成長を遂げるための戦略を実証的に分析している。

さらに､これらベンチャー企業の戦略に対する深い考

察と前提として､ベンチャー企業に対する支援のあり
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方について議論を展開している｡いわばベンチャー企

業の戦略というミクロ面を踏まえたうえで､これに対

する支援というマクロ面にまで及んでいるというの

は､従前の類書には例がないのではないかと思われる。

つまり､本書はベンチャー企業のあるべき戦略像に

迫ることにより、これからの企業革新の進展､ひいて

は日本経済の成長にまで寄与しうるものであり､その

意味で実に時宜を得た好著であることが首肯されよ

う。

３．本書の理論展開と実証

さて次に､本書における理論展開と実証の繊密さに

ついて、本書の内容に即して見ていくこととする。

本書の構成は以下のとおりである｡まず序章で問題

提起を行い､第１章～第３章でベンチャー企業･経営

戦略といった概念を整理し､ベンチャー企業の戦略の

特質を理論的に明らかにしている。そのうえで､第４

章～第５章ではベンチャー企業に対するアンケート

調査の内容および結果を示し､第６章では前２章で示

したアンケートによる分析の補完として４つの企業

を対象としたケース分析を行っている｡そして第７章

～終章で前各章での考察を整理し､これに基づく提言

および今後の展望などを述べて締めくくっている。

この中で､第２章～第３章の理論的整理は見事であ

る｡ベンチャー企業に関する先行研究および経営戦略

に関する先行研究を詳細に検討し､ベンチャー企業の

成長のために不可欠な戦略要素として｢バリュー｣(価

値観に基づく経営）「コア・コンピタンス」（独自の技

術やスキル）「マネジメント機能」（事業遂行のための

諸機能)があることを示している。この３要素自体は

必ずしも目新しいものではないが､その抽出過程にお

ける繊密な論理構成は特筆すべきものがある｡学術研

究としてのベンチャー企業論としての本書の特徴を

よく現しているといえよう。

また､第４章～第５章のアンケートと第６章のケー

ス分析であるが､筆者も述べているとおり、このアン
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ケートとケース分析は補完関係にある｡実証研究とい

えば､ともすればアンケートの結果の分析を行い理論

との整合性を確認することで終わることが少なくな

いが、本書はあえてケース分析にも取り組んでおり、

筆者の熱意が感じられる。企業の経営理念とコア・コ

ンピタンスが結びついた事業運営や､スピーディな事

業展開がコア･コンピタンス維持に果たす役割の大き

さなど､アンケートだけでは明らかにならなかった可

能性のある事実が示されている｡こういった事実の発

見には､筆者のコンサルタントとしての豊富な経験の

裏づけがあることはいうまでもなかろう。

このように､本書は理論的な考察の織密さと、実証

における熱意が見事に結実しているといえる。

４．おわりに

これまで述べてきたように、本書はベンチャー企

業に関する類書には見られない特徴があるが､最後に

もう１点付け加えたい。

これからのわが国の担い手である若い世代に対し

て行われてきた経営教育に､ベンチャー企業あるいは

起業そのものに関する内容を加えている教育機関が

増えてきている。このこと自体は喜ばしいことである

が､現状ではベンチャー企業の経営者の講演などが多

いようであり、自ら起業する、ベンチャー企業を支援

する､あるいはベンチャー企業と取引を行うといった

将来に向けての教育として十分な内容が提供されて

いるところはまだ必ずしも多くないように感じられ

る。

こういった状況にあって重要なことは、よい教材

を作るということである。その意味で､本書は大学学

部･大学院などにおいてベンチャー企業の戦略に関す

る教材として好適な書であると思われる｡ぜひ多くの

読者を得られんことを切に願うものである。
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■編集後記

２００１年に設立された経営戦略学会も学会誌を２号

まで刊行できることとなりました。まずは会員のみな

さまにお礼を申し上げるとともに、その発展を慶びた

いと思いますも

しかしながら、学会誌編集においてもいくつかの問

題が明らかになってきました。まず学会誌発行までに

かかる時間が長すぎることです6今号に関していえば、

最初の原稿が届いたのは昨年ですも最初に投稿してい

ただいた会員の方を、ずいぶんと長い間お待たせして

しまったことになります６予算と投稿本数のかねあい

から、年１回の発行ペースは変えられないものの、査

読-斗編集作業の時間を最大限短くするような努力の余

地は残されておりますも

その努力の方向が版下づくりの省力化を目論んだ執

筆細則の整備ですｂ「別に定める｣とある執筆催促が整

備されていなかったため、投稿される論文のフォーム

が様々で､版下づくりと執筆者･作業者間のやりとり

に時間がかかっておりました。次号からは、執筆催促

に則って投稿していただくことにより、編集の時間を

短くすることが可能だと考えておりますｂ窮屈に感じ

られるかもしれませんが、どうぞご理解くださ1,％

、〃_せ、

今号は掲載本数は論文４本､書評１本とボリューム

自体は前号よりも小さくなりました。しかしそれを補

ってあまりある力作揃いであると思いますもまた、内

容も理論研究から精綴な実証分析まで多岐にわたって

おります６

今後とも質、量ともに水準を超えた学会誌を発行し

て参りたいと思いますｂ会員のみなさまの投稿と、査

読へのご協力を引き続きお願い申し上げます６

値）

２ 2003年１０月３１日発行

編集兼発行人経営戦略学会

〒169.8050東京都新宿区西早稲田１－６－１

早稲田大学商学部小林俊治研究室内

Tbl&FａｘＯ３（5286）１２６８

編集長小林俊治

編集委員常任理事

大月博司坂野友昭潜道文子高須雄一郎威恵善藤田誠山口善昭

（幹事日野健太）
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