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序章 問題の所在と研究目的 

 

Ⅰ．はじめに 

 

日本の組織間関係は，系列に代表されるように，長期継続的取引関係を基盤として，濃

密なコミュニケーションや資本・人的関係の構築などを通じて，信頼関係を築き上げる一

方で，焦点組織による複数企業への発注や，関係特殊的技能によるインセンティブの供与

などの競争を取り入れ，取引コストの削減や，他企業の積極的な協調的行動を喚起してき

た（浅沼 ,1990；Nishiguchi,1994；Helper and Sako,1995。この協調と競争の組み合わせ

が，品質改善での協力や，コスト低減などを可能とし，日本の自動車産業の競争優位に貢

献していると論じられてきた（浅沼，1997；Clark and Fujimoto，1991；The MIT Commissions 

on Industrial Productivity，1989）。 

しかし，1990 年代以降，市場のグローバル化の進展，技術の高度化と開発競争の激化な 

ど，ますます加速化かつ多様化する経営環境の変化に対応すべく，日産自動車（以下日産）

の系列解体に見られるように，長期継続的取引関係を見直し，能力や契約に基づく限定的

な信頼関係を積極的に構築して，短期的・限定的・一般的な相互コミットメントを新たな

協力関係のスタイルとする企業が現れる一方で,トヨタ自動車（以下トヨタ）のように，サ

プライヤーとの長期継続的取引関係をさらに発展させることにより，グローバル化に対応

する企業もあるなど,組織間関係は多様化してきている。 

若林（2006）が指摘するように，グローバルに競争する組織間ネットワークは，それぞ

れ独自の異なる構造特性や組織能力を，問われる時代に入ったといえる。それにも拘わら

ず，従来の議論では長期継続的取引関係を前提とした議論のため，組織間ネットワークの

中心に位置する焦点組織（＝自動車メーカー）が経営環境の変化に対応するために，自己

の戦略に基づき，どのように戦略と組織間ネットワークの適合関係を構築していくかにつ

いても充分に述べられていない。   

そこで，本論文では，日本の自動車産業を対象とし，近年，経営学においても注目され

ている社会ネットワーク論を用いて，焦点組織が環境変化に対し，自己の戦略に基づき，

組織間ネットワークの形成を通じて,この環境変化にいかに適応していくかについての考

察を行う。社会ネットワーク論は，情報や知識，人材，財務資源の交流するネットワーク

構造のあり方が，企業経営にとって重要な経営資源であること，すなわち企業経営に対し
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て社会関係からもたらされる資源である「ソーシャル・キャピタル」（social capital）で

あるという立場に立ち，ネットワークの構造分析という観点から組織間関係を分析してい

る。社会ネットワーク論では，企業は社会ネットワークに埋め込まれており，その行動は，

そこでの文化，価値，情報，規範に強く影響されるという前提に立ち，ネットワークの構

造の違いと，それがもたらす関係性の違いが行為者の選択に影響を及ぼすと主張している。

こうした観点から分析することにより，焦点組織に競争優位をもたらす組織間ネットワー

クのメカニズムを明らかにすることができると考えられる。また近年，ネットワーク研究

においても，環境の不確実性に適応したネットワーク構造の構築の必要性が認識され，ネ

ットワークの環境適応について論じられている。環境適応の概念を用いることにより，焦

点組織が組織間ネットワークをどのように環境に適応させていくかを明らかにすることが

できると考えられる。 

社会ネットワーク論を用いて，焦点組織が埋め込まれている社会ネットワークの性質と

それに対応するための焦点組織自体の戦略という視点から，組織間ネットワークの構造と

機能，環境の不確実性とネットワーク構造に言及することによって，焦点組織が自己の戦

略に基づき，どのように戦略と組織間ネットワークの適合関係を構築していくかを考察す

ることが，本論文の目的である。 

 

Ⅱ．研究の背景と方法 

 

1．日本の企業間関係における環境の変化 

この研究の背景には,1990 年以降の日本的な長期継続的取引に基づく組織間関係の優位 

性に対する揺らぎがある。日本の企業は，自動車産業の系列に代表されるように，自動車

メーカーと少数のサプライヤーとの長期継続的取引を基盤とした組織間関係が信頼を醸成

し，協調的取引関係を安定させる一方で，自動車メーカーによる競争の導入により，平均

費用 小の生産や技術進歩を可能としてきたと論じられてきた（浅沼，1997）。 

しかし，1990 年代以降，円高の定着とグローバル化の進展，国内市場の成熟化と新興国

市場の拡大など，ますます加速化かつ多様化する市場環境の変化に対応するために，日本

の組織間関係は大きく変化してきている。 

第 1 に，日産が再建計画のリバイバル・プランで打ち出した系列解体に代表されるよう

に，系列取引の見直しが進んでいる。かつて日本の自動車産業が欧米をキャッチアップす
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る過程では，「系列」は「資本・人間関係」，「長期継続的取引」，「濃密な情報共有」を背景

に，その強みをいかんなく発揮し，自動車メーカー，サプライヤー双方にとって経済合理

的なシステムであった。しかし，市場のグローバル化の進展に伴い,発注量をできるだけ大

きくしてコストを削減していくことが，競争を生き残っていくための必要条件となりつつ

ある中，系列外であっても高収益をもたらす技術や事業システムのイノベーションに応え

ることのできるサプライヤーと取引することが,競争優位を維持していく上で，重要な用件

となっている。 

 第 2 に，自動車メーカー主導による，グループ経営の再強化が進んでいる。トヨタグル

ープの系列企業間の合併や提携に見られるように,系列内の複数のサプライヤーが合併し

て経営の体力を高め，グローバル化に備えるケースや，自動車メーカーがサプライヤーの

海外投資支援のために増資を引き受け，出資比率を拡大するケースなどが出てきている。  

このように,日本の自動車産業の発展を支えてきた自動車メーカーとサプライヤー間の

長期継続的取引を前提とする部品取引関係は，経営環境の変化に対応するために，日産の

ように従来の組織間関係の見直しを行う企業が現れる一方で，トヨタのようにグループ経

営を再強化するという,相反する動きが見られるようになっている。こうした矛盾する動

きは,長期継続的取引という単一の概念では組織間ネットワークから得られる優位性が説

明しにくくなってきており,焦点組織が優位性を得るためには,目的に応じた組織間ネッ

トワークを形成することが必要であることを示していると考えられる。  

 

2．日本の企業間関係についての既存研究 

系列に代表される日本の組織間ネットワークは，取引を行う際に市場を介する取引でも

なく，または，企業内部の階層組織を通じた取引でもない中間的形態（中間組織）として

考えられてきた。中でも，日本の自動車産業に見られる一つの大企業を中核とする企業集

団の系列は，それぞれの企業がある程度の独立性を保つことから生じるフレキシビリティ

の利点と,そうした企業が互いに調整し合いつつ専門化することによる利点の両方を享受

しうるので， も効率的な組織形態である（Miles and Snow，1984）とみなされてきた。

系列では，特定の少数の取引相手が長期に渡って繰り返し取引を続けることによって双方

の当事者が取引を続けることの方が機会主義的，戦略的行動をとることよりも結局は自ら

の利益になる，という状況が存在しており，その下で安定的な取引が維持されてきた。さ

らに，長期的な取引関係のなかで情報の交換が進展し，取引条件の弾力的で迅速な調整や
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効率的な開発，生産が可能となっている（後藤，1992）と説明されてきた。 

取引費用経済学は,中間組織という取引形態の選択枠組みを示している。ここでは，取引

特定的投資と継続的な取引が必要であり，かつ取引の情報や条件が不完備な契約になる場

合には，組織同士が継続的な協力関係を構築し，事後的に問題解決や調整を行うと考える。

そうした関係においては，取引条件を１回ごとに細かく決めずに，長期契約という中間形

態を選択し，継続的な取引関係を行うとする関係的契約を結び，2 つの組織同士で事後的

に問題解決や調整をする方が効果的であると説明される。このように, 取引費用経済学は，

取引形態の選択の相違については有効なフレームワークであるが，Granovetter（1985）が

指摘するように，組織における個人的に志向された経済的インセンティブの役割を過大評

価し，社会的交換，互酬性，協力，信頼の重要性を過小に評価している。その意味で，協

調的関係構築のプロセスは明らかにすることができないという課題がある。 

組織間関係論の支配的理論である資源依存パースペクティブででは，組織間関係が，組

織の生存のための資源交換の必要性から形成されるが，組織のパワーを制御する上でその

管理が重要であることを示し,他組織からの協調について戦略的行動を議論している。この

ように，資源依存パースペクティブは，組織間関係のマネジメントについての解を与える

分析枠組みであるが，組織間関係を組織間の資源交換・依存関係を中心にとりあげている

ために，分析の対象が二者間（dyad level）の交換関係が中心となっており，対境担当者

間の戦略的行動がネットワーク全体に与える影響を把握することは難しい。 

  

3．社会ネットワーク論からの組織間ネットワークの環境適応の研究 

社会ネットワーク論は，分析対象である焦点組織（focal organization）に競争優位を

もたらすネットワークの効果は，行為者（actor）の属性ではなく，社会の関係構造が行為

者の行為選択に及ぼす影響からなる（安田，2001）という前提に立ち，「行為者の行為選択

に影響を及ぼすネットワークの構造特性」について分析をおこなっている。 

社会ネットワーク論による組織間ネットワークの研究では，組織間のネットワークの関

係構造の特性が，組織行動に直接影響するということを明らかにしようとしている。組織

は，関係のネットワークに埋め込まれているので，利害関心や能力を誘導することを通じ

て，その行為を促進させたり制約させたりしている（Nohira and Gulati,1994）。そのため

に，ネットワークの構造と関係特性が，組織に対してビジネスのチャンスや資源に対する

接近の可能性やその多寡に影響するのである。 
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社会ネットワーク論では,当該組織の行動に影響を及ぼすネットワークの構造特性につ 

いて,一般的にネットワークの構造に関る構造的次元（structural dimension）と,組織が

連結される紐帯個々の内容・質（強弱）に関る関係的次元（relational dimension）の 2

つの次元による分析を行っている（Granovetter，1973；Uzzi，1996，1997；Burt，1992； 

Coleman，1988）。 

構造的次元は，ネットワークの構造がもたらす情報や資源の流通構造の形態特性がメン 

バーの行為に与える影響について議論しており，関係的次元は，行為者間の相互作用が取

引関係に及ぼす影響について議論をしている。つまり，構造的次元は，取引費用経済学に

よる取引形態の選択を問題にしており，関係的次元は，組織間関係論における二者関係に

おける戦略的行動を問題にしているので，社会ネットワーク論を用いることにより，ネッ

トワーク全体の性質の解明が可能となる。したがって，組織間ネットワークが有する機能

を明らかにすることができるので，焦点組織に競争優位をもたらす組織間ネットワークの

メカニズムを示すことができると考えられる。 

 

Ⅲ．構成 

 

本論文は序章と終章を含む 7 章で構成されている。第 1 章から第 4 章では社会ネット 

ワーク論によって，日本の自動車産業における組織間ネットワークの環境適応を分析する 

ための枠組みについて，理論的に検討する。第 5章では，そうした分析枠組みに基づき， 

焦点組織による組織間ネットワークの環境適応について，実証的に検討する。そして終章 

はそれらをまとめ，今後の課題について検討する。 

第１章では，日本の自動車産業の組織間ネットワークの環境適応について考察すること 

の必要性を検討する。まず 1980 年代に論じられた日本の自動車産業における組織間ネット 

ワークの競争優位の諸要因を検証した上で，近年の環境変化に対する従来の研究の課題に

ついて考察する。日本の自動車産業は,系列に代表されるように,自動車メーカーとサプラ

イヤーとの間で長期継続的取引関係を結び，密接な関係を構築することにより,サプライヤ

ーとの信頼関係を築きあげる一方で,複数発注に見られるよう競争の導入を図ることによ

り，取引費用の削減やサプライヤーの積極的な協調的行動を喚起してきた。この長期継続

的取引関係を基盤とする企業間関係が日本の特性であり，競争優位であるとみなされてき

た。 
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しかしながら，近年の経済活動のグローバル化の進展や市場ニーズの多様化に対応する

ために，日産のように，長期継続的取引関係を見直す企業が現れるなど,組織間関係は多様

化してきている。このような状況は,日本の自動車産業における組織間ネットワークを長期

継続的取引がもたらす優位性のみで論じることの限界を示していると捉え，従来の研究の

課題について検討する。 

第 2 章では，日本の自動車産業における組織間ネットワークの多様化を捉えるために， 

社会ネットワーク論を用いて分析する意義について検討をしている。そのために，既存研

究として，取引費用経済学と組織間関係論における資源依存パースペクティブをレビュー

し，それぞれの理論の貢献と課題を検討する。前者は，日本の自動車産業の構造特性であ

る系列（＝中間組織）の選択について分析しており，後者は，他組織との協調的取引関係

の構築について分析している。両者の貢献と課題を明らかにした上で，行為者の属性では

なく，社会の関係構造が行為者の行為選択に及ぼす影響について考える研究アプローチの

社会ネットワーク論（Gulati and Gaugiulo，1999;金光，2003;安田，2001）による分析

の意義を提示する。 

第 3 章では，焦点組織に優位性をもたらす組織間ネットワークのメカニズムを明らかに 

するために，社会ネットワーク論において従来別々に論じられていた構造的次元と関係的 

次元を統合する必要性を検討する。前者は，ネットワークを構成する数多くの紐帯が,全体 

としてどのような構造特性を有しているのかを問題としており,後者は，個々の紐帯の内容 

や質を問題としている。その意味で，両次元は相互補完的であると考えられるので，2 つ 

の次元の相互作用を考慮することにより，組織間ネットワークの 4 つの類型を識別し，そ 

れぞれのネットワークの形態がもたらす機能を明らかにする。 

第 4 章では，焦点組織と組織間ネットワークの環境適応について考察する。 

環境適応には，環境決定論的傾向を前提にする状況適合理論と組織に合わせて環境を変 

える環境操作戦略がある。焦点組織と組織間ネットワークの環境適応において，状況適合

理論では環境の不確実性に適応するネットワーク構造を明らかにすることができ，環境操

作戦略では焦点組織による戦略に基づくネットワーク構造の形成プロセスを明らかにする

ことができると考えられる。本章では，3 章で提示した組織間ネットワークの 4 つの形態

と焦点組織の環境適応について，状況適合理論と環境操作戦略の視点から考察を行う。 

 第 5 章では，第 4 章で示した枠組みを用いて，近年の環境変化に対するトヨタと日産の

グローバル戦略と,それぞれの組織間ネットワークの形態の比較を行い，両者の異同を明ら
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かにする。 

終章は，全体の総括と今後に残された研究課題を示す。 

以上の点に言及し，加速化かつ多様化する市場環境の下で,焦点組織が競争優位を得るた

めに，経営環境と戦略目的に応じて，組織間ネットワークを構造的に変化させ，ネットワ

ークを構成するメンバー組織の行動をコントロールするかについて考察することが,本論

文の目的である。 
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第 1 章 日本の自動車産業における組織間ネットワーク 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 本章の目的は，日本の自動車産業における組織間関係の特性についての既存研究を整理 

することにより，1980 年代から 90 年にかけて国際的に注目され，論じられてきた日本の 

自動車産業の国際競争力の諸要因を検証し，その上で 1990 年以降に生じている経営環境の 

変化に対する従来の議論の課題を考察することである。 

日本の自動車産業は，戦後高度成長期から製造業の成長に伴って発展してきた。1950 年

代の世界の自動車生産台数における日本の自動車メーカーのシェアは，僅か 0.3%であった

が，1980 年代には，国内生産台数は 1,100 万台となって米国を追い抜き，自動車生産世界

ナンバーワンになった。そして，1990 年には日本の自動車生産は史上 高の 1,350 万台に

達し，日本車の世界シェアは，34.9%を占めるに至った。生産量のみならず，品質およびコ

スト競争力の面でも日本の自動車産業は世界をリードする存在に成長している。1980 年代

に顕在化した日本自動車産業の国際競争力の要因の一つは，これを支えるサプライヤー・

システムの強さであったという見解が定説化している（Womack et al．，1990；Nishiguchi，

1994；藤本・西口・伊藤，1998 ；The MIT Commissions on Industrial Productivity，1989）。

日本の自動車生産システムは，世界中から「グローバルスタンダード」とみなされるよう

になり，その競争力の源泉を探るべく多くの研究がなされた（浅沼，1997；Clark and  

Fujimoto，1991）。 

日本の自動車産業では，系列に示されるように，自動車メーカーと特定の少数の部品供

給サプライヤー（以下サプライヤー1））との間で長期継続的な取引関係を結び，その中で，

企業間で関係特殊的な物的資源・人的資源への投資やきめ細かい技術指導を行ったり，お

互いに緊密な情報交換や調整を行うことで信頼関係を築き上げ，コスト低減や品質改善な

どの深い協力を導き出してきた（浅沼，1990；Nishiguchi，1994；Helper and Sako，1995）。

この自動車メーカーとサプライヤーの協調的取引関係は，日本的な関係特性とみなされ

（Dore，1983；Sako,1992），多くの論者による研究がなされてきた。 

しかし，1990 年代以降，円高の定着とグローバル化の進展，国内市場の成熟化，地球規 

模の環境問題への対応などますます加速化かつ多様化する市場環境の変化に対応すべく，

業績不振に陥った企業を中心に，従来の長期継続的取引関係を見直す動きが見られるよう
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になってきた。それにも拘らず，自動車メーカーが，現今の環境の変化に適応するために，

サプライヤーとの取引関係をどのように構築していくかについては，充分に議論がなされ

ていない。 

 そこで本章では，1980 年代から 90 年にかけて国際的に注目され，論じられてきた日本 

の自動車産業における組織間関係の特性についての既存研究を整理することにより，競争 

優位をもたらした諸要因を検証し，その上で 1990 年以降に生じている経営環境変化に対す 

る従来の議論が持っていた問題点を考察する。 

 なお，本論文では，自動車メーカーに対して直接供給を行っているサプライヤー群（い 

わゆる第一次層のサプライヤー）のうち，頻繁に取引される部品を供給している諸企業と 

の間の組織間関係に焦点を絞る。 

 

Ⅱ.日本の自動車産業における取引関係 

 

 日本の自動車メーカーは，生産活動を営む上で，自社に対し部品や加工サービスを供給

する諸企業との関係を発展させてきた。日本の自動車産業に見られる自動車メーカーとサ

プライヤーとの部品取引関係は，多くの点で欧米のそれとは異なっており，この取引関係

の特性が，日本の自動車メーカーの高い国際競争力をもたらす要因とみなされてきた。本

節では，1980 年代に論じられた,日本の自動車産業における部品取引関係を分析し，自動

車メーカーとサプライヤー間の組織間関係の特徴を検討する。 

 

1．取引企業数 

 日本の自動車メーカー1 社当たりの部品調達先は，欧米に比べ著しく少数となっている。

1986 年の Big3 各社が直接取引するサプライヤーの数は，GM 約 5,500 社，フォード約 

2,500 社，クライスラー約 2,000 社であった。アメリカの自動車メーカーは，購入して 

いる部品の相当の部分を，アセンブリーの度合いが低い段階で購入しており，相対的に小 

規模でローカルな範囲でのみ供給を行っている企業が多数を占める取引構造となっている 

ため，取引企業数が多くなると考えられている（浅沼，1997）。 

他方，日本の自動車メーカーは，一般に自分が生産のために使用する中間生産物を外部

の企業から調達する場合，自分が組織した特定の諸企業のグループ，または自分が加入し

ている特定の諸企業のグループだけを調達先とする傾向が強い。トヨタ自動車（以下トヨ
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タ）に対するサプライヤーは，「協豊会」と呼ばれる協力会を組織しており，部品納入のシ

ェアの大半は，協豊会メンバー企業が占めている。協豊会の 1986 年におけるメンバー企業

数は 172 社であった。日産自動車（以下日産）に対するサプライヤーは，宝会と晶宝会と

いう二つの別組織に加入しており，1983 年の宝会のメンバー企業は 109 社，晶宝会のメン

バー企業は 54 社であった 2）。同年，日産は外部から購入した部品の金額のうち，約 55%を

宝会メンバー企業から，35%を晶宝会メンバー企業から購入していた。 

この自動車メーカーとサプライヤーのグループは「系列」と呼ばれる。浅沼（1997）は，

系列関係を通常の市場を介して成立する関係よりも,（1）長期的で，（2）緊密で，（3）閉

鎖的な関係と定義している。系列は，直接取引を行う少数の第一次層のサプライヤーと自

動車メーカーの強力な関係を中軸とし，以下第二次層，第三次層と続き，多数の中小零細

企業を底辺とする多層的なピラミッド構造を形成している（表 1-1）。 

 

完成車自動車メーカーA 社 

 

 

区分 
機関

部品 

電装 

部品 

 

駆動・伝導

お よ び 操

縦 装 置 部

品 

懸架・制

動 装 置

部品 

用品 

 

ｼ ｬ ｼ ｰ

用 部

品 

車 体

用 部

品 

そ の

他 
計 

一次  

二次 

三次  

25 

912 

4，960 

1 

34 

352 

31 

609 

7，354 

18 

792 

6，204 

18 

926 

5，936 

3 

27 

85 

41 

1，213 

8，221 

31 

924 

8，591 

168 

5，437 

41，703 

計 5，897 387 7，994 7，014 6，880 115 9，475 9，546 42，308 

 

表 1-1 自動車工業における分業構造―部品別下請事業所数（数字は述べ事業所数） 

注：1.事業所数は，一次サプライヤーについては実数であり，二次，三次については述べ事業所数であ

り，重複を整理すると二次下請 4，700 事業所，三次下請 31，600 事業所程度と推計される 

  2.事業所にはいわゆる協力工場などを含む 

資料：中小企業庁『分業構造実態調査（自動車）』1977 年。 
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このような重層的な垂直分業構造にあって，第一次層のサプライヤーが系列メンバーと

して，より技術集約度と生産性の高い重要な工程を担当し，第二次層・第三次層サプライ

ヤーは，生産性が低く労働集約的で，周辺的ないし特殊化された工程を受け持つという形

での分業関係が定着している。ピラミッド構造の頂点にある自動車メーカーは，クラスタ

ー管理（clustered control）と呼ばれる 上位の一次サプライヤーを直接管理することを

通じて，それ以下の全階層のサプライヤーをコントロールできる仕組みを構築している

（Nishiguchi，1987）。コントロールの手段として，自動車メーカーは，サプライヤーの株

式を所有したり，サプライヤーへ役員派遣等を行ったりして，密接な資本・人的関係を結

んでいる 3）。 

 

2．取引関係の継続性 

日本の自動車産業における組織間関係の特徴として，一般に認識されているのが取引の

「継続性」と「安定性」である。 

Asanuma（1989）によると，日本の自動車産業では，不景気になればすぐに部品を内製化

し，サプライヤーを切り捨てるといった能力バッファーとして利用する現象はあまり見ら

れず，自動車メーカーとサプライヤーの契約期間は，モデルチェンジがあるまで通常 4 年

間続き，この間に契約を打ち切ることはほとんどない。また多くのサプライヤーは，1 回

の契約期間だけではなく，継続的に部品を供給している。 

日本の自動車産業では，契約は「暗黙の合意」に基づいて行われるため，取引期間を定

めず，また単価も随時変更される。これは生産期間が長期化する場合に，学習効果による

コストダウンの利得を，自動車メーカーとサプライヤーが，状況に応じて折半しうる効果

を生んできた。日本における価格調整は，Williamson（1979）らが「価格の方は硬直的で，

調整は主として数量の次元で行われる」と実証しているように，長期継続的取引関係を前

提に， 低価格の確保が行われている。リスク負担に関しても，基本的には短期的な景気

変動のリスクについては，臨機応変にサプライヤーが分担し，それを自動車メーカーが長

期的に補填することによって，相互に利害を一致させてきた。 

 他方，欧米では，取引期間や発注内容等の取引条件は，あらかじめ契約書に明記されて

おり，取引期間は通常四半期からせいぜい 1 年程度である。部品の継続性には関係なく，

競争入札を通じて 低価格を確保することに関心がおかれているため，サプライヤーの入

れ替わりは激しいものになっている。たとえば GM では，購買担当者達に契約で規定されて
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いる 1 年が終わるごとに類似の部品の市場動向調査を行うことを促し，もし購買担当者が

その契約を希望する場合は，多くの場合，契約はその形式上の有効期間である 1 年が終わ

るときに，数年にわたって変わらない種類の諸部品についてさえも打ち切られることもあ

った。  

 

3．発注方式 

 欧米の部品の発注は，主に入札価格を基準に，複数のサプライヤーに発注するのが典型

的であるのに対し，日本では限られた数のサプライヤーの中から，自動車メーカーは「2

社発注」と呼ばれるように部品の発注を 1 社に限定せず，2 社以上に発注し，発注企業を

選択する方式を採ってきた。たとえば，トヨタ 80 部品とホンダ 92 部品についての納入者

数は，それぞれ 1 社（内製している場合には，それを 1 社と数える）から 7 社と分布して

いるが，主流は 2 社納入である（表 1-2）。 

 

表 1-2  部品納入者数の分布：トヨタとホンダ 

納入者数 トヨタ ホンダ 納入者数 トヨタ ホンダ 

1 社 22 34 5 社 4 1 

2 社 31 40 6 社 1 0 

3 社 15 14 7 社 1 0 

4 社 6 3 合計 80 部品 92 部品 

（出所：伊丹，1988） 

 

複数発注政策は，2 つの目的を持っている。1 つは，どれか 1 つの供給源からの納入が，

事故のために突然停止した場合に備えて，できるだけ速やかに，代わりの納入を行う能力

を持った供給源を確保しておくことである。もう 1 つは，サプライヤーに競争の圧力を加

えることによって，価格と品質の両面で，独占状態の場合に期待されうるよりも大きな協

力的態度を，サプライヤーから引き出すことである（浅沼，1997）。自動車メーカーからの

受注に向け，サプライヤー側は，単なる短期的な価格競争を超えた競争を繰り広げること

になる。 

サプライヤー側の改善努力に対しては，自動車メーカーは，サプライヤーが行うバリュ

ー･アナリシス（VA），バリュー・エンジニアリング（VE）などのコスト低減活動の成果す
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べてを，自動車メーカー側が独占することをせず，部品コストダウン実現後も一定期間部

品単価を据え置くことで，サプライヤーの改善努力に対するインセンティブにしている（浅

沼，1990）。 

 

4．情報交換 

日本の自動車産業では，自動車メーカーがサプライヤーに対し，きめ細かい評価や技術

的指導を行うことで知られている。また，自動車メーカーとサプライヤーとの情報交換が

盛んで，日本の自動車企業が米国企業よりも多くの時間をサプライヤーとの対面コミュニ

ケーションに割く傾向があることが検証されている（Dyer，1994）。 

自動車メーカーとサプライヤーとの間では重層的な接触があり，開発においては初期の

段階より，サプライヤーの技術者が連携を取りながら自動車メーカーの設計・購買担当者

と頻繁に接触するのが通常のパターンであり，生産開始後も両企業の生産・開発担当者が

頻繁に往来している。部品の設計に関した情報交換としては，日本の場合，自動車メーカ

ーが示す仕様目標や基本設計に基づいて，サプライヤーが詳細設計や部品試作・実験を行

う「承認図（Drawings Approved）方式」と呼ばれる部品が多数を占めている。これに対し，

アメリカでは，自動車メーカーが詳細設計まで行う「貸与図（Drawings Supplied）方式」

が主流である。貸与図のサプライヤーは基本的に，取引される部品に関する製造能力だけ

を提供しているのに対し，承認図のサプライヤーは製品開発能力をも提供することになる。

Clark と Fujimoto が実施した 1980 年から 87 年の日・米・欧の三地域の新車開発プロジェ

クトの系統的調査によると，日本の自動車産業における承認図方式の部品が占める割合は，

部品費用にして 62%を占め，アメリカ（16%），ヨーロッパ（39%）よりも高かったことが確

認されている。貸与図方式の部品に関しては，日本が 30%だったのに対し，アメリカ（81%），

ヨーロッパ（54%）であった（Clark and Fujimoto，1991）。 

承認図の場合，基本的に技術をサプライヤーが持つ。承認のプロセスを通して，その技

術のある程度の部分は自動車メーカーとも共有されることになる。あるいは承認の際の改

善提案が自動車メーカーからサプライヤーに行われることもある。この開発の初期段階か

らの自動車メーカーとサプライヤーとの間の密な情報交換により，双方が問題点を早期に

洗い出して対策を施していくことを可能とし，製品開発の効率性が図られるのである 4）。  

貸与図の場合，部品の基本的な技術は自動車メーカーも持つので，そのノウハウが自動車

メーカーからサプライヤーへ流れることになる。こうした技術的指導や設計図のやりとり
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のプロセスは，情報交換と技術移転のプロセスをも形成している。情報交換は自動車メー

カーとサプライヤー間のみならず，サプライヤー間の技術比較や技術移転を自動車メーカ

ーが仲介する形で，サプライヤー間の情報交換と技術移転も起こることになる。情報の仲

介役としての自動車メーカーの役割は，部品の生産を競争的にし，かつ技術進歩への刺激

を与える上で，きわめて重要である（伊丹，1988）。 

 

5．部品取引関係の日米比較  

 表 1-3 は，従来の研究が明らかにした自動車産業における部品取引関係の日本と欧米の

違いを整理したものである。日本の部品取引が持つ特性として，少数の取引先と長期継続

的取引関係を結び，その中で濃密な情報交換がなされる一方で，発注に関しては，複数発

注を前提とすることでサプライヤー間の競争を促していることがあげられる。これらの特

性は，個々バラバラに存在するのではなく，全体が一貫したシステムとして高い生産性，

短い生産期間，高い品質，設計能力などに結びついている。 

 

表 1-3 部品取引関係の日米比較 

項目 日本 欧米 

取引企業数 少ない 多い 

取引の期間 長い 短い 

発注方式 複数発注 入札方式 

情報交換 多い 少ない 

開発における役割 重要 限定 

（出所：筆者作成） 

 

Ⅲ．日本の自動車産業の競争優位 

 

 本節では，前節で整理した日本の自動車産業の部品取引関係の特性がどのように国際競 

争力といわれる優位性に結びついたかについて検証する。 

 

1．協調的取引関係の構築  

日本の自動車産業における自動車メーカーと特定の少数のサプライヤー間の長期継続的
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取引がもたらす機能として，協調的関係（裏切りの防止）の形成と取引企業間の情報共有

があげられる（伊藤，1989）。長期継続的取引関係が，取引を続けることの方が機会主義的・

戦略的行動をとることよりも，結局は自らの利益になるという状況をつくりだすため，協

調的関係が安定的なものとなり，取引企業間の情報共有や企業間の問題解決メカニズムの

発達を促進することになるからである。   

Sako（1992）は，日本の自動車産業での長期継続的取引を基盤とした自動車メーカーと

サプライヤー間の濃密なコミュニケーションを通じた情報共有は，互恵的信頼関係を発達

させると論じた。信頼は，社会システムの重要な潤滑剤であり，取引を行う際に避けられ

ない費用や時間のコストはもちろん，自然に発生してくる取引主体相互の溝についても削

減し，取引を円滑に進めるものである（Arrow，1975）5）。企業間における信頼の存在は，

機会主義的行動や裏切りを統制することで市場や企業間での取引コストを下げ，交換を安

定させるとともに，互いのコミュニケーションを活性化して，知識の創出，移転，共有を

促進させると考えられている（Aldrich，1999）。  

Sako（1992）は，自動車メーカーとサプライヤー間の信頼を，「約束厳守の信頼

（contractual trust）」，「能力に対する信頼（competence trust）」，「善意に基づく信頼

（goodwill trust）」の 3 つのタイプに分類し，日本の自動車メーカーとサプライヤーの継

続的取引関係に見られる信頼関係は，欧米に見られるような契約関係の誠実な履行に対す

る信頼とは異なり，無限定的で個別的な協力関係を展開しており，「善意に基づく信頼

（goodwill trust）」が，その関係統治において大きな関係的基礎を与えていると指摘して

いる。 

約束厳守の信頼とは，取引パートナー双方が特定の書面または口頭の同意を堅く守るこ

とにより，普遍的な倫理基準を維持させることである（張，2004）。約束厳守の信頼は，長

期的・安定的な取引関係により形成される。約束厳守の信頼が形成されると，脅威や外的

制裁の現実的使用といった処置を取らずに約束を遵守させることができるので，価格，品

質，納品などの時期や取引の条件に関して合意に達するための交渉コストは低く抑えるこ

とが可能になる。 

能力に対する信頼とは，取引相手が役割を完全に果たすことへの信頼である。その裏付

けとなるのは，技術力と経営能力である。日本の自動車産業における高いレベルの能力に

対する信頼は，自動車メーカーによるサプライヤーへの技術的指導や情報交換によって維

持されている。これが，完全なジャスト・イン・タイム方式へのステップとして実践され
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る納品時の無検査（いわゆるカンバン方式）を可能にする 1 つの方法となっている。 

善意に基づく信頼とは，協力しあっている企業同士が互いに機会主義的に行動せずに，

公式の契約や合意に明記されていない事柄まで，共同発展のために無限定的に積極的に関

与することを相互に予期している状態である。そこには，「約束厳守の信頼」に見られるよ

うな，満たされると期待される明白な約束がなく，「能力に対する信頼」に見られるような，

達成されるべき決められたプロフェッショナルな標準もない（酒向，1998）。善意に基づく

信頼は，取引パートナー同士の長期にわたる緊密なコミュニケーションを通じて醸成され

る。善意に基づく信頼における非限定的なコミットメントは，ルーティン化した業務だけ

でなく，新たな状況へのダイナミックな対応においても高いレベルの努力行使を約束する

ものである。 

 

 

 

                   善意に基づく信頼 

              能力に対する信頼 

        約束厳守の信頼 

       （事前の信頼）       （事後の信頼）  時間 

 

図 1-1 信頼と継続性 

（出所：張，2004） 

  

このように，日本の自動車産業では，長期継続的取引関係を基盤とした互恵的な信頼関

係が機会主義を抑制し，取引コストを削減し，組織間での長期的な協調的取引関係を安定

させたために，組織間での共同のイノベーションを促進してきた。特に「善意に基づく信

頼」といわれる長期的で互酬的な信頼関係が，組織間での深い協力を容易にしてきたと考

えられる。 

 

2．競争促進効果 

 長期継続的な取引関係に立脚する状況においては，サプライヤーの側に独占レントが発

生することを避け，費用 小化を実現するメカニズムが必要である。これに対する 1 つの

信
頼
度 
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説明が，自動車メーカーによる少数者間の有効競争の導入である。伊丹（1988）は，日本

の自動車部品企業間の競争は，完全競争市場とは異なる形での競争であるとして，これを

説明するために，「見える手による競争」という概念を示した。見える手による競争とは，

（1）少数のお互いに「顔の見える」競争相手の間で，（2）参入・退出の自由が制約されて

おり，（3）退出ではなく告発によって取引相手の行動が規制されており，（4）売り手と買

い手が協調関係を結べば，技術や生産性を高めることができることを互いに理解しており，

（5）価格以外の情報を取引主体間で共有しており，（6）親企業による取引プロセスの多元

的なコントロールが行われる競争形態と定義される。また伊丹は，見える手による競争の

意義と貢献として（1）少数者間の有効競争の促進と潜在的な競争の確保による 小費用実

現と，（2）情報共有と技術開発のための協力インセンティブの提供による技術進歩の促進

を挙げている。 

 日本の自動車産業では，少数の取引先との協調的関係を構築してきたが，協調的関係を

継続するにはコストがかかる。第 1 に，特定のサプライヤーとの良好な関係の継続を優先

することにより望ましい取引相手をあきらめたり，取引委条件を悪化させる可能性がある。

第 2 に，特定のサプライヤーに依存しすぎることの問題がある。長期にわたる協調的関係

によって生み出される総利益が大きいとしても，サプライヤーの交渉力を高めてしまい，

結局利益のかなりの部分をサプライヤーに取られてしまう可能性がある（伊藤・McMillan，

1998）。これらのリスクを回避し，競争の有効性を高めるために，自動車メーカーは，第 1

の問題に対しては，複数発注に見られる代替的な供給能力を持つ顕在的競争者の確保を行

うことにより，サプライヤー間の競争を引き起こしている。第 2 の問題に対しては，自動

車メーカー側の情報活動が監視役の役割をし，また継続的取引関係が敵対的行動のインセ

ンティブを小さくしている。潜在的な競争が確保された市場を構築するためには，（1）技

術の利用可能性，（2）需要へのアクセス，（3）サンクコストの影響のなさの条件が満たさ

れる必要がある（伊丹，1998）。技術の利用可能性については，複数の企業からの部品の納

入をオーバーラップさせることにより，実際の納入では，顕在化した競合者の数は，少な

くとも潜在的に技術を持った企業は，それぞれの部品ごとに複数つくることができる。需

要へのアクセスについては，自動車メーカーが新規参入者を差別しない状況をつくること

を望めば容易に作り出せる。サンクコストの影響を小さくするためには，類似部品を作っ

ている自動車メーカーを作ることで，類似の部分がもたらしてくれる投資節約の分だけ小

さくて済み，サンクコストの影響は小さくなる。また長期継続的取引関係が構築されてい
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れば，参入投資は参入者にとって不利になるという影響は小さくなる。技術進歩の促進に

は，第 1 に濃密な情報交換がサプライヤーとの間に行われる必要がある。日本の自動車産

業では，自動車メーカーがサプライヤーに技術者を派遣するとともに，サプライヤーから

もゲスト・エンジニアとして自動車メーカーに常駐させており，こうした直接的な指導に

より，サプライヤーの技術向上を図っている 6）。第 2 に，技術開発のための協力インセン

ティブの提供が必要である。日本の自動車メーカーは，改善提案や技術革新に基づいて，

各サプライヤーに対する評価を積み重ね，それに依拠して発注比率や内容を変化させてい

る。評価が上がれば，発注比率が増えたり，より高度な任務を割り当てられるが，評価が

下がれば，以前のモデルに供給していた部品の契約を，次期モデルチェンジでもらえなく

なることになる（伊藤・McMillan，1998）。 

このように，日本の自動車産業は自動車メーカーによる少数者間の有効競争と新規参入

可能性を確保することにより，平均費用 小の生産を可能とし，情報共有やインセンティ

ブの供与を通じて，技術進歩を実現させてきた。 

 

3．日本の自動車産業の競争優位  

 日本の自動車産業では，継続的取引関係を基盤とした互恵的な信頼関係が機会主義を抑

制し，取引コストを削減したため，組織間での長期的な協調的取引関係を安定させた。長

期安定的な取引関係に加え，自動車メーカーによるサプライヤー間の競争を引き起こすこ

とにより，コスト低減や技術進歩を実現させてきた。このようにサプライヤー間の有効競

争と継続的取引の組み合わせが，取引の安定性と効率性をもたらすことになり，自動車産

業の競争力に貢献してきたと考えられる。 

 

Ⅳ．日本の自動車産業を取り巻く経営環境の変化 

 

 日本の自動車産業の発展を支えてきた自動車メーカーとサプライヤー間の部品取引関係 

は，1990 年代の自動車生産の不振，一部自動車メーカーの経営難，グローバル競争の激化 

などの環境変化により，激変の時代を迎えている。日本の自動車メーカーの中には，バブ 

ル期の拡大路線や設備投資，1980 年代までの右肩上がりの生産拡大を前提とした生産シス 

テムを維持するための諸費用が，生産低迷の中でコスト負担増となるところも現れた。さ 

らに，経済活動のグローバル化が急速に進展し，市場規模が全世界へと拡大していること 
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を背景に，国際競争が激化した。高度成長期のように，持続的に経済が拡大していく時代 

は既に終焉し，時々の情勢によって経営環境が変動する時代に変わり，企業間競争は熾烈 

の度を増すようになった。このような流れの中，日本の部品取引関係にも変化が起こって 

いる。 

本節では，1990 年以降に生じている自動車産業の経営環境の変化を整理し，環境変化が 

組織間関係にもたらした影響を検討する。 

 

1．自動車生産の不振 

 1990 年代以降，バブル経済崩壊後の日本経済は，低迷を続けることになる。自動車産業

においても，日本国内の自動車生産台数は，1990 年をピークに減少を続けた。バブル期に

拡大した需要の反動から，バブル崩壊後に需要が急減し，その後も，国内需要が高度成長

期以降 1980 年代までのような右肩上がりの成長を見せることはなかった（図 1-3）。 

世界における日本自動車メーカーの生産シェアも，1991 年では 37.4%であったが，98 年

には 30.3%に低下し，2001 年では 29.4%と 10 年間で 8％も減少した。 
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図 1-2 トヨタ・日産・ホンダの販売台数推移 

（出所：財部，2002） 

 

 日本の自動車メーカーの中には，バブル期の拡大路線や設備投資，1980 年代までの右肩
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上がりの生産拡大を前提とした生産システムを維持するための諸費用が，生産低迷の中で

コスト負担増となるところも現れ，自動車メーカー間の業績格差が顕著になった。このよ

うな流れの中，業績不振の企業を中心に，サプライヤーとの取引関係の見直しが行われる

ようになった。 

中でも，深刻な業績低迷が明らかになった日産は，1999 年に経営再建計画の「日産リバ

イバルプラン（以下 NRP）」を発表した。NRP は，（1）2001 年 3 月 31 日までの黒字化，（2）

2003 年 3 月 31 日までに営業利益率 4．5%以上の達成，（3）2003 年 3 月 31 日までに有利子

負債を 7，000 億円に削減，を必須目標に掲げ，主要リストラ策として，2002 年 3 月 31 日

までに購買コストを 20%削減し，サプライヤー数を現行の 1，145 社から 600 社以下に削減

するという活動内容が提示された。同時に，財務コスト削減の観点から，直系 4 社を除く

資本系列サプライヤーを売却する方針を提示し，サプライヤーの選別にあたっては資本関

係の有無を一切問わないことも明確にした。 

主要リストラ策で発表された株式の売却と子会社や関連会社との関係の再検討は，系列

解体を意味することになる。系列解体の動機は，日産が危機的状況の中で資金不足を補う

ための保有資産売却と，部品購買コストの見直しであるが，特に後者は，1 社への取引量

増加によるコスト削減を図ったため，発注サプライヤーの半減という決断を下し，またこ

れまで発注していた部品を系列外企業に切り替えるなど，系列を断ち切った動きと見られ

た。 

 

2．グローバル競争の激化 

 1990 年代以降，経済活動のグローバル化が急速に進展し，市場規模が全世界へと拡大し

た。自動車産業においては，先進国市場での自動車販売は市場の成熟がさらに進み，それ

まで日米欧などの先進国が中心であった市場が，中国，インド，ロシア，ブラジルなど新

興国へと移行しており，新興国向けの，エントリー・カーと言われる低価格帯の車種のニ

ーズが出てくるなど，市場は多様化してきている。また地球温暖化問題や原油価格の高騰

を背景に，エコカー（環境適応車）を先行して開発し，提供していくことは，先進国，新

興国を問わず求められている。 

このような状況に対応するために，自動車メーカーは，（1）次世代エコカー開発の膨大

なコスト負担能力，（2）世界的レベルの需給調整能力（グローバル製品市場戦略）を備え

る必要がある（土屋・大鹿，2002）。しかしながら，エコカーの開発コストは膨大であり，
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どんな技術が国際標準になるかが不透明なため，リスクが図りしれない。また各地域ニー

ズを取り込んだ製品を開発するにも，大規模なコスト負担とリスクが生じる。こうした状

況の中，研究開発から生産･販売という事業の流れを効率よくグローバルに展開させていく

ため，日産とルノーの提携をはじめ，フォードのマツダへの資本参加や，ダイムラーによ

る三菱自動車工業への経営参加 7）など自動車メーカー間の提携が国際的兆候となっている

（図 1-3）。 

   

技術共同開発合意 販売・技術協力

合弁企業NUMMI設立

(51.2) (33.8)

　フィアットから(5.0)　ＧＭから（20.0）

　　　　　　　　株式持合いで合意
　　日産保有の4.1％を
　　ＧＭが取得

　　　　　　　本田とGMは技術開発で部分的
　　　　　　　協力関係にあり、情報・放送分野
　　　　　　　で提携

ﾌｫｰﾄﾞとﾀﾞｲﾑﾗｰはﾊﾞﾗｰﾄﾞ社と組んでFCEVを共同開発

トヨタ フォルクス
ワーゲン
アウディ
R．ロイス

ダイハツ 日野

ＧＭ

オペル
サーブ

プジョー
シトロエン

いすゞ

スズキ

富士重工

本田技研

フィアット
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ

(49.0)

(10.0)

(20.0)

マツダフォード
欧州ﾌｫｰﾄﾞ
ジャガー
ボルボ

ダイムラー
クライスラー三菱

ルノー

ﾎﾞﾙﾎﾞﾄﾗｯｸ

日産

日産ﾃ ｨ゙ｰｾﾞﾙ
ローバー

BMW

(22.5)

(34.0)

(33.4)

(15.0)
部分売却

(22.5)

(36.8)

  

図 1-3 世界の主要自動車メーカーの関係図（2001 年 6 月現在） 

 （注 1）→印にある（ ）内の数字は出資比率を示す 

（出所：上杉，2001） 

 

自動車メーカーのグローバル化の動きは，スピード，広がりのいずれの面をとっても他

の業界を圧倒しており，自動車メーカーとサプライヤーによるものづくりの仕組みも，グ

ローバルな視点での見直しが必要となっている。 
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3．組織間関係への影響 

 1990 年代以降の経営環境の変化は，自動車メーカーとサプライヤーとの関係にも影響を

及ぼしている。自動車メーカーの中には，自らのリストラクチャリングのため，サプライ

ヤーにいっそうの役割分担を求める傾向を強める企業がある一方，従来の「系列的な関係」

としての長期継続取引を保証せず，欧米サプライヤーを含めた競争原理の重視へと転換す

る企業も出現してきている。日本のサプライヤー・システムの特徴である長期継続的な取

引関係や，自動車メーカーとサプライヤーの濃密な情報交換などの日本的サプライヤー・

システムを支える動きが変化し，取引関係のあり方が変化している。 

 第 1 に，日産が打ち出した系列解体に代表されるよう，系列関係の見直しが進んでいる。

かつて日本の自動車産業が欧米をキャッチアップする過程では，「系列」は「資本・人間関

係」，「長期継続的取引」，「濃密な情報共有化」を背景に，その強みをいかんなく発揮し，

自動車メーカー，サプライヤー双方にとって経済合理的なシステムであった。自動車メー

カーは，5 千種類，2 万点もの部品生産を一次，二次，三次等の多段階の分業システムに編

成することによって，継続的にコストダウンと品質向上を果たし，国際競争力を高めてき

た。他方，部品自動車メーカーは「系列」に所属していることで，中長期的にも取引が保

証され，また自動車メーカーからの人的，資本的な援助もあって，安心して設備増強や研

究開発体制強化等，経営体質の強化に取り組んできた。 

 しかし，グローバル化の進展により，自動車メーカーにとって新興国での現地生産が次々

に拡大すると，それぞれの国への部品調達体制づくりが必要となる。また新興国向けの低

価格車両提供のためには，一層のコスト削減が求められる。かかる状況下，発注量をでき

るだけ大きくしてコストを削減していくことがグローバル競争を生き残っていくための必

要条件となりつつあるので，系列外であってもそのようなニーズに応えることのできるサ

プライヤーとの取引が競争優位を維持していく上で，重要な用件となっている。そのため

に，取引関係をオープン化し，新たな国際調達システムを構築する動きが出てきている。 

第 2 に，自動車メーカー主導によるグループ経営の再強化が進んでいる。近年，新しい

製品やサービスを研究・開発・商業化するために必要とされる知識の量が，加速度的に増

加している（Badaracco，1991）。しかしながら，知識を単独で手がけることは負担が大き

いため，必要とされる知識を他組織から融通することが重要となっている。その結果，グ

ローバルな視点で自動車メーカーの技術開発のパートナーになりうるサプライヤーを育成

するために，自動車メーカー主導によるサプライヤー間での合併・統合や提携が行われ，
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サプライヤーの経営基盤を強化する動きが出てきている。たとえば，トヨタ自動車グルー

プでは，2001 年にデンソー，アイシン精機，住友電工のブレーキ事業を統合してアドヴィ

ックスが設立され，続く 2004 年には豊田紡織，アラコ，タカニチが合併し，トヨタ紡織が

設立，さらに 2005 年には豊田工機，光洋精工が合併し，ジェイテクトが相次いで設立され

た。 またトヨタや日産のように，明確な系列部品会社を組織してこなかった本田技研工

業においても，2000 年代に入り，サプライヤーへの資本の出資を拡大させている 8）。まず

2005 年 5 月には，骨格部品の菊池プレス工業への出資比率を 8．3％から 20．7％に高め，

筆頭株主になった。2006 年 3 月には，骨格部品の丸順の第三者割当増資を引き受け，出資

比率を 11．3％から 20．4％に引き上げるなど，次々に資本関係を強化している。さらに，

同年 11 月には，八千代工業に対して TOB（株式公開買い付け）を実施し，連結子会社とし

た。八千代工業は，本田の軽自動車の車体組み立てを担当しており， 近需要が拡大し，

燃費効率も高い，軽自動車事業の強化・拡大を目指した動きと見られている。 

 上述した通り，日本の自動車産業の発展を支えてきた，自動車メーカーとサプライヤー

間の長期継続的取引を前提とする部品取引関係は，1990 年代以降の経営環境の変化に対応

するために，従来の組織間関係の見直しを行う企業が現れる一方で，グループ経営を強化

する動きが見られるなど，多様化してきている。 

   

Ⅴ．経営環境の変化における従来の議論の課題 

   

多くの論者が、日本の自動車産業は，サプライヤー間の有効競争が継続的取引と組み合

わさることによって，自動車産業の競争力に貢献してきたと論じてきた。 

しかし，1990 年代以降の経営環境の変化に対応するために，高収益をもたらす技術や事

業システムのイノベーションを求め，従来の取引関係の見直しを図り，企業グループを超

えて短期的な企業間関係を結ぶ例が現れてきている。本節では、環境変化における従来の

日本の自動車産業の競争力に関する議論についての課題を考察する。 

 

1．既存研究への問題提起 

 日本の自動車産業における部品取引関係では，少数の取引先との長期継続的取引を基盤

とした自動車メーカーとサプライヤーとの互恵的な信頼関係が，協調的取引を安定させる

一方で，自動車メーカーによる競争の導入により，平均費用 小の生産や技術進歩を可能
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としてきたと論じられてきた。 

しかしながら，従来の議論では，自動車メーカーとサプライヤーとの強い紐帯によるメ

リットのみに注目しているため，二者関係的観点からの分析が主であり（近能，2002a），

系列システム全体からの分析はなされていない。つまり，どのような構造特性の組織間ネ

ットワークを構築することが，協調的取引の安定性と競争導入による効率性をもたらすの

かが明らかにされていない。そのため，トヨタグループと日産グループの相違について，

充分に説明ができないという限界がある。 

また分析対象が 1980 年代の自動車産業の部品取引関係となっているため，1990 年以降

の各社の戦略と組織間ネットワークの適合関係については充分に論じられていない。たと

えば日産では，リバイバルプランに見られるように長期継続的取引関係を見直し，能力や

契約に基づく限定的な信頼関係を積極的に構築し，短期的・限定的・一般的な相互コミッ

トメントを新たな協力関係のスタイルとしてきている。他方，トヨタでは，系列内の企業

同士の合併・統合，提携等を推進し，「グループ経営」の再強化を図っている。このように

各社ごとに相反する動きが見られるようになってきている。グローバル競争が激化する経

営環境の下では，企業はそれぞれ独自の異なる構造特性や組織能力を備えた組織間ネット

ワークを構築していくことが必要とされる（若林，2006）。それにも拘らず，従来の議論で

は，長期継続的取引を前提としているため，自動車メーカーが，環境の変化に対し，自己

の戦略に基づき，組織間ネットワークの形成を通じて，環境変化にいかに適応していくか

について，明らかにすることができないと考えられる。 

 

Ⅵ．小括 

 

 本章では，1980 年代から 90 年にかけて国際的に注目され，論じられてきた日本の自動 

車産業における部品取引関係の特性についての既存研究を整理し，競争優位の要因を検証

した上で，1990 年以降の経営環境の変化が部品取引関係に与えた影響に対する従来の議論

の課題を指摘した。 

日本の自動車産業における部品取引では，取引先数，取引期間，発注方式，情報交換に

おいて欧米と異なる点があることが確認された。日本の自動車産業では，少数の取引先と

長期継続的取引関係を結び，自動車メーカーとサプライヤーの間の濃密な情報交換を通じ

て，信頼を醸成し，協調的取引関係を実現する一方で，発注に関しては複数発注を基本と
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し，サプライヤー間に競争を引き起こしてきた。この継続的取引による協調とサプライヤ

ー間の競争の組み合わせが，コスト低減や技術進歩を実現させ，競争優位をもたらしたと

みなされてきた。 

しかし，1990 年以降の経営環境の変化に対応するために，日産の系列解体に見られるよ 

うに，新たなサプライヤーとの取引関係を模索する動きがある一方，トヨタのように系列

サプライヤーとの関係を強化するという，相反する動きが見られるようになり，部品取引

関係は多様化してきている。このような流れの中で，従来の議論の課題として，（1）ネッ

トワークレベルでの視点によるサプライヤーとの協調的関係をもたらす構造特性の分析，

（2）各社のグローバル戦略と組織間ネットワークの関係の分析の必要性を指摘した。 

次章において，これらの課題を分析するために，日本の自動車産業における取引関係に

関する既存研究を整理した上で，本論文で用いる分析理論を提示する。 

 

 

注 

1）「サプライヤー」と「下請け企業」は同一視されがちであるが，下請け企業という言葉は，日本では歴

史的事情により部品や加工サービスなどを供給する企業の全部を指すわけでなく，それらの企業のう

ち，買い手側の企業に対して取引上の地位と技術力の両面で著しく劣位にあり，従属的な関係にある

と認識されるものだけを下請け企業と呼ぶのが慣行的な用語用となっている。日本の主要自動車メー

カーでも下請け企業という言葉を使用しなくなっていることから，自動車メーカーから見て第一次層

にある部品供給企業のことを単に「サプライヤー」と呼ぶ。 

2）1991 年 6 月に宝会と昌宝会はそれぞれ解消され，新たに日産に対するサプライヤーの単一の協力会と

して日翔会に一体化された。その主な動機は，いわゆる系列の閉鎖性に対する国内外からの批判に対

応するためであった。従来の形態は，地域別の組織形態をとってきたトヨタの協豊会とは対照的に，

日産と密接で長期的な関係にあるサプライヤーが，日産との関係の歴史的由来に基づいて 2 つの会に

分かれ，会員資格に関する異なった規準に基づいて，2 つの会が別々に並列するものであったため「閉

鎖的だ」という批判をこうむりやすかった。尚，日翔会所属企業は 186 社（2004 年時点）である。                            

3）1968 年の中小企業庁による下請け構造調査によると，自動車産業では 54．5%が人的関係を構築してお

り，90．1%が資金援助を行っている。 

4）浅沼（1990）は，中核企業のニーズに対して効率的に反応するためにサプライヤー側に要求される技

能として関係特殊的技能（relation-specific skill）という用語を用いている。この技能を形成する
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には，サプライヤーが蓄積してきた基本的な技術的能力の基礎の上に，特定の中核企業との反復的な

相互作用を通じての学習が付加されることを要すると説明している。 

5）Arrow（1975）は，「信頼」を一つの経済財とみて「市場で購入することは難しいが，それを得ること

により様々なシステムの効率が向上するような財」と定義し，「信頼財」と呼んでいる。 

6）トヨタではサプライヤーに技術者を派遣し，サプライヤーからもゲスト・エンジニアとしてトヨタに

常駐させている。こうした直接的接触により，サプライヤーのトヨタ生産システムに関する形式知と

暗黙知の学習が可能になる。 

7）ダイムラーは 2008 年に三菱自動車工業の経営から撤退，フォードもマツダの株式を持分法適用基準で

ある三分の一から少数株主に変更している。 

8）本田は，トヨタの協豊会のような協力会社組織は形成していないため，「系列」の概念が希薄と言われ

るが，購買の大半は関連会社が占めている。 
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第 2 章 社会ネットワーク論による日本の自動車産業の組織間ネットワーク分析の意義 

 

Ⅰ．はじめに 

 

本章の目的は，社会ネットワーク論を用いて，日本の自動車産業の組織間ネットワーク 

の特性を分析する意義を検討することである。 

日本の自動車産業における系列は，内部組織における取引と市場における取引との中間 

的な性格を持つ取引と位置づけられ，その優位性に就き，多くの論者により研究がなされ

てきた（今井・後藤，1977；今井・小池・伊丹，1982）。系列では，特定の少数の取引相

手が長期に渡って繰り返し取引を続けることによって，取引の双方の当事者が，取引を続

けることの方が機会主義的，戦略的行動をとることよりも結局は自らの利益になるという

状況が存在しており，その下でサプライヤーの協調的行動を喚起してきた。 

社会ネットワーク論では，ネットワークの構造の違いが他組織との協力関係に大きく影

響すると考えている。すなわち，社会ネットワーク論の視点は，系列が持つ協調的取引関

係の形成メカニズムを明らかにするといえる。 

社会ネットワーク論を用いた組織間の協調的取引関係についての分析が，従来の他の理

論パラダイムとどのように異なっているかを認識するために，他の組織間関係に関して先

行する主要な理論との比較を行う。その上で，社会ネットワーク論による日本の自動車産

業の組織間ネットワーク分析の意義を検討する。 

 

Ⅱ．主要な組織間関係の分析理論 

 

本節では，日本の自動車産業の組織間ネットワークについての既存研究として，第 1 に，

日本の自動車産業の構造特性といわれる市場と組織の中間領域における取引の選択につい

て，取引費用経済学を，中間領域における取引の優位性について，中間組織論を取り上げ，

それぞれの理論の貢献と課題を検討する。第 2 に，協調的取引関係をもたらす焦点組織に

よる組織間関係の形成について，組織間関係論の貢献と課題を検討する。 

 

1．取引費用経済学 

取引費用経済学では，取引コストの観点から中間組織の選択について議論している。取
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引費用経済学は，Coase（1937）の「市場という取引様式がありながら，なぜ企業組織とい

う全く別の取引様式があるのか」という問題提起に対し，Williamson（1975）が取引コス

トの発生という点から定式化した理論である。  

取引コスト（transaction cost）とは，市場を通じて行う経済交換における価格情報の

獲得，契約の交渉，契約の履行についての監査，紛争の解決を行う際に生じる費用であり，

これらのコストを，市場と組織を両極として図式化し，組織の存在について，経済活動が

市場よりも組織が取引コストを経済化できる場合に存在する，という観点から検討してい

る（Milgrom and Roberts，1992）。 

Williamson（1975）は，取引を分析の基本単位としつつ，企業という制度がなぜ市場の

中で成立するのかを説明する理論的枠組みを組み立てた。まず，市場か組織かの選択に影

響を与える要因として人的要因と環境要因をあげ，その組み合わせがもたらす効果を論じ

ている。人的要因とは，経済主体の行動に関する要因であり，「限定された合理性（bounded 

rationality）」と「機会主義（opportunism）」があげられる。環境要因とは，取引される

財やサービスの特性や取引が行われる状況特性を指すもので（渡辺，2007），「不確実性

（uncertainty）」」と「少数主体間の交換関係（small-numbers exchange relations）」が

あげられる。 

第 1 に，限定された合理性とは，Simon（1969）が経営行動の理論において説明した概念

であり，全ての経済主体は認知（情報処理）能力に限界があり，選択肢や選択肢に伴う結

果に関して入手できる情報が不完全であり，意思決定における合理性が制限される意思決

定者であることを意味する。限定された合理性が，不確実性という環境要因と組み合わさ

れると，将来において偶然生じるであろう事象を識別し，それに対する適切な対応を明確

に規定しておく費用が非常に高くなるため，契約を組織によっておきかえ，不確実性への

適応を図ることが必要となる。 

第 2 に，機会主義とは，取引に際して自己利益を高めるために，あらゆる機会を捉えて

約束違反を含めて様々な対応をとることである（若林，2006）。経済主体は，取引において

は，機会主義的に他者の犠牲の上に自己の利益を追求する傾向にある他の行為者と競争し

なければならない。取引主体が多数の場合は，入札者の間に競争原理が働き，機会主義的

な傾向は弱くなるが，少数の場合はより強くなるため，取引成立に関する市場取引のコス

トは高くなる。この点において組織は， 初の契約締結の局面および・あるいは監視の局

面において節約を実現する。 
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つまり，取引コストの点からみると，不確実性と限定された合理性，機会主義と少数性

という組み合わせによって，市場を通じての取引は非効率になるので，「市場の失敗」をも

たらすことになる。その代わりに，取引を内部化して意思決定を一連のプロセスに組み込

み，管理プロセスを利用して，これらの情報を利害関係者に伝える方が効率的であると論

じられる（岸田，2006）。 

しかし，企業組織の規模が拡大し多角化が進むと，異なる利害を持つ組織内のさまざま

な部門間の調整が複雑になり，経営者の調整上の負担と情報・指令が伝達する過程にノイ

ズが発生し，社内管理コストが上昇する。また市場競争にさらされないため，効率性を高

める努力はおろそかにされ，社内政治に奔走する部門も現れることになり，「組織の失敗」

をもたらすことになる。 

 

【人的要因】          【環境要因】 

      限定された合理性         不確実性 

 

                            情報の偏在 

 

         機会主義         少数性 

 

図 2-1  組織の失敗の枠組 

（出所：Williamson，1975） 

 

この「市場」か「組織」かの枠組みは，組織の存在理由を組織と環境の関係に求める視

点を提供したこと，ならびに企業がある取引を内部化するかどうかの理論的枠組みを提供

したことが評価できる。 

近年，日本の自動車産業における系列取引に注目が集まり，市場でも内部組織でもない

中間領域における取引の優位性が論じられるようになった。それに伴い，取引費用経済学

の「市場か組織か」の二分法的な視点では中間領域における取引関係の存在について説明

出来ないという批判が現れるようになった。この批判に対し，Williamson（1985）では，

市場･中間形態･組織という 3 分法に立ち，これら 3 つの形態からの取引の選択問題を議論

している。まず，取引を特徴づける要因として，（1）資産の特殊性 1），（2）不確実性，（3）
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取引頻度が設定される。取引を特殊化させる大きな要因は取引特殊な投資の発生である。

特定の取引のために，長期的な投資（=関係特殊的投資）が行われ，この投資が他の取引に

利用できないとき，資産の特殊性が存在する。この資産の特殊性を生むものは，長期的に

繰り返される取引のケースである。したがって，取引の頻度が組織形態の選択に影響を与

えることになる。関係特殊的投資を必要としない標準化された財及びサービスの取引の場

合，頻度いかんに拘らず市場を通じた取引がもっとも効率的である。逆に，関係特殊的投

資を伴う財やサービスの取引の場合には，長期的契約が効率的であるが，頻度が低ければ

機会主義的行動によって生じる紛争を調停する第三者を必要とし，頻度が高ければ取引を

内部化した垂直的統合組織が効率的である。そして，この二つの中間的な性格を持つ投資

の場合，頻度が高ければ長期契約という中間形態を選択するのが効率的であるとしている。

すなわち，長期契約という中間形態が選択されるのは，取引が継続的に行われ，取引の不

確実性が中程度で，しかも関係特殊的投資が中程度の場合である。 

 

表 2-1 中間形態選択の枠組み 

投資の特徴  

標準的 混合的 特殊的 

散 

発 

的 

標準的な物を買う 
注文に応じて作ら

れた物を買う 
設備を作る 取 

引 

の 

頻 

度 

頻 

繁 

的 

標準的な物を買う 
注文に応じて作ら

れた物を買う 

連続的な段階に

またがった中間

製品の場所的に

特殊な移動 

  （出所）Williamson（1985） 

 

Williamson（1985）は，資産の特殊性によって取引形態の選択の相違を説明しているが，

組織形態間の選択や効率性の問題は，代表的組織形態間の比較であり，同じ形態にある組

織間における効率の格差や競争力の格差が発生する理由は，充分に説明できないという課

題を残している。また Granovetter（1985）が指摘するように，取引費用経済学では，組
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織における個人的に志向された経済的インセンティブの役割を過大評価し，社会的交換，

互酬性，協力，信頼の重要性を過小に評価している。さらに，企業間の協調的取引関係に

ついて考える上でも，どのような相互作用の中で構築するかについての検討や，その関係

の質についての議論は余りなされておらず，協調的取引関係を支える心理的契約がどのよ

うなメカニズムで形成されるかについては，基本的に議論の主要な射程には入れられてい

ない。  

以上のように，取引費用経済学は，取引形態の選択の相違については有効なフレームワ

ークであるが，同じ組織形態をもつ企業の間で，効率や競争力に格差が発生する理由は充

分に説明できず，また協調的関係構築のプロセスは明らかにすることができないという課

題が残っている。 

 

2．中間組織論 

1980 年代に入り，日本の経済学者を中心とした研究を通じて，米国流の大企業よりも系

列を有する日本の経済組織の方が高い競争力を持つ場合のあることが，経済学的に明らか

にされた（若林，2009）。 

今井（1982）らは，Williamson の取引費用経済学の議論を発展的に修正し，日本の系列

取引における継続的な取引関係の経済性を明らかにする議論として，「中間組織論」を展開

した。中間組織とは，市場と内部組織との間にある中間的な取引形態であり，市場のよう

に 1 回ごとに見直される外部取引関係でも，内部組織のように経営者により継続的・一元

的に内部管理される取引関係でもない。今井ら（1982）は，中間組織の特徴を，「決定原理」

と「取引参加者のメンバーシップ」の観点から説明している。組織内取引には，権限によ

る指令に基づいた決定原理と取引参加者の間の固定的・継続的関係という特徴があり，市

場取引の決定原理は，価格ないしはそれに準じたシグナルを主な情報媒体とする各人の個

人的利益・効用の 大化を原理とする自由な交換であり，取引参加者のメンバーシップは

自由な参入・退出という特徴がある。中間組織の決定原理は，共同の利益を求めての協働

を目指すため，誰もいわゆる権限をもっているわけではなく，利害の対立の調整は当事者

同士の話し合いに任されるが， 後には「ラストボイス」としての調整約が，取引当事者

中の First among equal として存在することが多い（伊丹，1992）。取引参加者のメンバー

シップについては，固定的ではないが長期的で，かなり一定した継続的関係が原則となる。

このように，中間組織は，市場取引と組織内取引双方の特徴を有すると説明される。 
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表 2-2 中間組織の特徴 

項目 市場 中間組織 組織 

決定原理 個人的利益・効用の 大化  権限 

取引参加者の 

ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟ      

自由な参入・退出  固定的・継続的関係 

 （出所：今井･伊丹，1982 より筆者作成） 

 

今井ら（1982）は，中間組織の効率性を説明するために，組織と市場の主な長所と欠点

として，（1）取引当事者の間の情報の交換と蓄積の問題，（2）取引当事者の意思決定のイ

ンセンティブと視野の問題を挙げている。すなわち，情報の点では，取引参加者のメンバ

ーシップの特徴により，自由な参入・退出ができる市場取引関係では，情報交換の潜在的

範囲は広いが，固定的・継続的関係の組織ではそれが限られており狭い。しかし，情報の

蓄積は，市場取引関係では困難であるが，組織ではより容易である。意思決定のインセン

ティブでと視野の視点では，決定原理の特徴により，市場関係では個人の利益 大を目的

にするだけで個人のインセンティブは強いのだが，短期的な視野や狭い視野での決定にな

りやすい危険をもつ。組織では，インセンティブは市場よりも弱いかもしれないが，意思

決定の視野は長期的，総体的になりやすい。中間組織は，（1）社会的モニタリングと制裁

のシステムの利用と（2）競争（中間組織内の競争）の導入により，情報の交換範囲は組織

よりは広く，蓄積の可能性は市場よりも高い。そして意思決定の視野は，市場よりも広く

なり，インセンティブは組織より大きくなる。 

 

表 2-3 中間組織の効率性 

項目 市場 中間組織 組織 

情報の交換 広い やや広い 限定的 

情報の蓄積 困難 やや容易 容易 

意思決定のｲﾝｾﾝﾃ

ｨﾌﾞ 

強い やや強い 弱い 

意思決定の視野 短期的・狭い やや広い 長期的・総体的 

（今井･伊丹，1982 より筆者作成） 
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 中間組織論は，下請関係の搾取問題や系列の閉鎖性など，従来否定的な側面が強調されて

きた日本の企業間関係について新たな視点を提供し，その積極的な側面を明らかにした点で

は評価できる（後藤，1992）。 

しかし，中間組織＝系列と位置付けている観があり，他の中間組織の形態の戦略的提携な

どとの違いについては充分に説明できないという課題を残している。また中間組織を市場と

内部組織のハイブリッドとみなすのは一種の折衷論と捉えられかねず，市場原理・組織原理

のどちらに比重をおくべきかの問題に関しては，明確な選択肢が示されていない。 

 

3．組織間関係論 

組織間関係論は，組織間関係がなぜ生成し・維持され・発展していくのかという因果関

係を説明し解釈することを目的としている。組織間関係とは，ヒト・モノ・カネ・情報を

媒介とする組織と組織のつながりであり，いわば，組織間の資源・情報交換である。組織

間関係論では，価格によって調整される自律的な組織間関係や，公式権限によって組織内

部のように調整される階層的な組織間関係よりも，互いに自律的で，しかも異なる目標を

もちながら相互依存している組織間関係を主として取り扱う。その意味で，階層でも市場

でもない（neither market nor hierarchy）社会システム（federation and network）を

明らかにすることにつながる（今井･金子，1988）。  

組織間関係論では，組織間の資源・情報の流れがなぜ形成され・安定していくか，組織

間の協力体制がなぜ作られたのかといった問いに答えるだけでなく，組織間の資源・情報

の流れをいかに形成し，安定させていくのか，組織間の協力体制をいかに作り上げていく

のかが重要なことになる。組織間関係論は 2 つ以上の組織間関係といった広範な領域を取

り扱うため，多様な研究が存在しているが，本章では，支配的理論である「資源依存パー

スペクティブ 2」」に焦点を当て，その内容および含意を検討する。 

 資源依存パースペクティブは，Thompson（1967）によってその端緒が与えられ，Pfeffer 

and Salancik（1978）によって集大成されたパースペクティブである（山倉，1993）。ここ

では，組織の存続にとって重要なことは，資源を獲得し，維持していく能力であり，資源

獲得のためには必ず環境と相互作用しなければならず，そのために，組織を取り巻く環境

（すなわち他の組織）に適切に対処するときに，はじめて組織の生存が可能になると考え

られている。 

この理論は，2 つの大きな前提に基づいて構成されている。第 1 に，組織が存続してい
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くためには，外部環境から，諸資源を獲得・処分しなければならないということである。

ここでの，環境は他組織であり，何よりも資源の集合である。組織は，諸資源を所有し，

コントロールしている他組織に依存しており，こうした「依存」ゆえに，資源の獲得・処

分をめぐって組織間関係が形成・維持される。第 2 に，組織は自らの自律性を保持し，他

組織への依存を回避しようとし，また出来る限り他組織をして自らに依存させ，自らの支

配の及ぶ範囲を拡大しようとし，依存を受け容れざるをえないときには，それを積極的に

取り扱うという行動原理をもつ。この議論は，Emerson（1962）のパワー依存性理論 3）に

基づく権力分析に依拠しており，資源交換を行う社会関係への依存が，権力の発生源と考

えている。組織の他組織への依存は，（1）他組織が保有し，コントロールしている資源の

特殊性，（2）当該組織の資源への自由裁量度，（3）他組織以外からの資源の利用可能性（代

替源）によって変動する（小橋，2005）。すなわち，組織は他組織にとって稀少であり重要

である資源を保有していればいるほど，また資源を独占していればいるほど，他組織に対

するパワーを持つのである。 

このように，組織は一方で他組織への依存を回避し，他方で安定的な資源の獲得・処理

を追求するために，環境に対してさまざまな戦略を繰りだしていく（張，2004）。組織が他

組織との依存関係を処理する戦略には，依存の操作そのものの違いにより，（1）依存して

いる他組織との関係の必要性をなくす自律化戦略，（2）依存関係を認めた上で個々の組織

の利害を調整する協調的戦略，（3）当事者間で問題が解決できない場合など，これまで述

べてきた戦略を採用できない場合に，第三者機関を通じて依存関係を間接的に操作する政

治戦略がある（Pfeffer & Salancik，1978）。 

自律化戦略とは，依存している他組織との関係の必要性をなくすことである。そのため

の方策として，他組織との合併，既存の事業分野以外への多角化，内製化が含まれる。自

律化戦略は，他組織との関係を当該組織の内部に吸収する利点を持つが，同時にそれらの

関係を内部に吸収することによる組織全体の柔軟性の欠如や，吸収された異質な関係の調

整の困難性といった欠点をもっている。 

協調的戦略は，依存関係の部分的吸収であり，組織は依存関係を前提としつつ，互いの

自主性を維持していく。したがって，協調的戦略では，組織は他組織との折衝により，一

定方向の合意を形成し，他組織との安定的で良好な関係を作り上げる（山倉，1993）。 

協調的戦略には，暗黙の協調（規範），交渉・契約（bargaining・contracting），役員の

導入（co-opting），連合（coalition），戦略的工作（strategic maneuvering）が含まれ，
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依存性や不確実性の程度に応じて順次採用され，それぞれの戦略を採用するコストも順次

高くなる（岸田，2006）。協調的戦略を通じて，組織は，他組織への資源の接近や成果の安

定性や環境への支配力を増すことができる。 

政治戦略は，組織間の相互依存関係を当事者レベルで変えていくのではなく，第三者機

関の働きかけ，あるいは第三者機関への働きかけにより，間接的に操作していく戦略であ

る。自律化戦略や協調的戦略とは異なり，組織間関係は上位組織の働きかけ・介入によっ

て調整される。政治戦略は，組織が他組織との依存を当事者同士で対処することができな

いときに用いられる。組織間関係が政治戦略によって有効に対処できるかどうかは，第三

者の決定や行動が社会的に是認されているかどうか，第三者の決定によって影響を受ける

組織の利害がどの程度貫徹するのかと関係している。政府が社会規範と適合した行動を採

択しようとすることや，企業が自らに有利な方向で政府の行動を求めることがそれにあた

る。 

 

表 2-4 依存関係の操作戦略 

自律化戦略 依存関係の吸収・回避（eg.垂直的統合） 

協調的戦略 依存関係の容認・利用（eg.連合体形成） 

政治的戦略 第三者機関の導入（eg．ロビー活動） 

（出所：張，2004） 

 

 以上のように，資源依存パースペクティブは，組織間関係がいかに維持･展開していくか 

についての解を与える分析枠組みである。しかし，組織とそれと資源依存関係にある他組 

織との関係に注目し，組織の環境操作を重視する自己中心的視点に立った理論構成をして 

いるため（山倉，1993），分析の対象が二者間（dyad level）の交換関係が中心となってお 

り，他組織との協調について対境担当者間の戦略的行動がネットワーク全体に与える影響 

を把握することは難しい。そのため，系列とアライアンスとの協調関係の区別について充 

分に説明することができない。組織間関係の射程は，組織間の二者関係や組織と直接に関 

係のある諸組織とのネットワークに限定されない。より広い社会的ネットワークの特性と， 

そこでの戦略的な戦略を明らかにすることが必要である。 
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Ⅲ．社会ネットワーク論による組織間ネットワークの分析 

 

 社会ネットワーク論は，組織間のネットワークに関して，それが当該組織にとって重要

な経営資源であり，その活動を左右する重要なメカニズムであることを明らかにしてきた。

社会ネットワーク論が組織理論に与えた独自の分析視点は，情報や知識，人材，財務資源

の交流するネットワーク構造のあり方が，企業経営にとって重要な「経営資源」であるこ

と，すなわち，企業経営に対して社会関係からもたらされる資源である「ソーシャル・キ

ャピタル」（social capital）であることを明らかにしていることである（Adler and Kwon，

2002）。 

社会ネットワーク論において，組織が埋め込まれているネットワークは，当該組織が入

手することのできる情報の質や量を規定するため，ネットワークが機会主義を抑制する社

会メカニズムの役割を果たすだけでなく（Granovetter，1985），広範なビジネスの資源と

機会を流通させる機能を果たしていると主張される。社会ネットワーク論は，分析対象で

ある焦点組織（focal organization）に競争優位をもたらすネットワークの効果は，行為

者（actor）の属性ではなく，社会の関係構造が行為者の行為選択に及ぼす影響からなる（安

田，2001）という前提に立ち，「行為者の行為選択に影響を及ぼすネットワークの構造特性」

について，一般的にネットワークの構造特性に関る構造的次元（structural dimension）

と組織が連結される紐帯個々の内容・質（強弱）に関る関係的次元（relational dimension）

の 2 つの次元による分析を行ってきた（Granovetter，1973；Uzzi，1996，1997；Burt，1992；

Coleman，1988）。 

本節では，社会ネットワーク論の既存研究をレビューし，社会ネットワーク論を用いて

日本の自動車産業の組織間ネットワークの特性を分析する意義を検討する。 

 

1．構造的次元 

構造的次元は，ネットワークの構造特性が，情報や資源の流通構造に与える影響を問題 

としている。ネットワークにおいて行為者同士の関係が，どのくらい密接であるのかの程

度は，ネットワーク密度（network density）4）によって示される。メンバーが互いに直接

結合で関係し合っている緊密なネットワークは「密なネットワーク（dense network）」と

呼ばれ，直接的な関係は存在しないが間接的には関係し合っているようなメンバーを数多

く含み，内部の紐帯の密度の低い拡散的なネットワークのことは「疎なネットワーク
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（sparse network）と呼ばれる（近能，2002b）。 

 

（1）密なネットワーク 

 第 1 に，Coleman （1988）は，ネットワークから得られる効果を，「恩義と期待」，「情報 

チャンネル」，「社会規範」という三つの形態に分類し，このうち「恩義と期待」と「社会 

規範」の促進には，社会構造の閉鎖性が重要であると主張し，「ネットワーク閉鎖性」論を 

展開した。 

Coleman（1988）は，ダイヤモンド卸売市場において，高価なダイヤモンドを検査のため

に保険もかけずに相手に貸し出すという行為から，相互交流の頻度においても，民族的

（ethnic）な紐帯や家族的な紐帯においても緊密である卸売り商のコミュニティのネット

ワークの閉鎖性が，市場における取引を促進するのに必要な保証を与え，商売を容易に行

えるようにしていることを検証した。ダイヤモンド卸売に見られるネットワークは，メン

バー同士がお互いに直接結合で結びついている閉鎖的な構造（密なネットワーク）のため

（図 2-2a），もしメンバーの 1 人が機会主義的行動に走れば，すぐにネットワーク全体に

その情報が行き渡り，ネットワーク全体から何らかの制裁を受けることとなる。他方，非

閉鎖的ネットワーク（図 2-2b）においては，メンバーの結合が限定されている。 たとえ

ば，B が機会主義的行動をした場合でも，A は D にはその情報を伝えることができず，また

C・E には情報を伝達することはできるものの BC，BE 間に関係がない為，単独での制裁に

留まり，ネットワーク全体が力をあわせて制裁を加えることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （a）閉鎖的ネットワーク       （b）非閉鎖的ネットワーク 

図 2-2 閉鎖的ネットワークと非閉鎖的ネットワーク 

（出所：Coleman，1988 より筆者作成）  
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このように，密なネットワークでは，メンバー同士が直接・間接に結合しているため， 

情報がネットワーク全体に均等に分布する。この，万が一裏切りが発生した場合でもすぐ

に周知されて有効な制裁が下されるという状況は，メンバー間に協調的な行動をもたらす

こととなる（Rlowley et al．，2000）。協調的行動の恩義がいずれ報われるという期待から，

メンバー間に信頼性が高まり，結果として，ネットワーク自体に親愛感やアイデンティテ

ィを感じたり，あるいは「運命共同体的」な認識を抱いたりする傾向を生み出すこととな

る（Walker et al．，1997）。 

第 2 に，密なネットワークでは，行為者同士が直接・間接に結合しているので，行為者

の能力や成果についての評判や，それについての監視にかかわる情報が，メンバー全体に

行き渡ることになる。さらに，相互の直接的な結合関係により凝集性が高まるので，同質

化圧力が高まることになり（Friedkin，1998），ネットワーク全体に同一の規範や価値観の

共有が進むことになる。この同一の規範や価値観の共有により，協調的な行動が保証され

るため，機会主義的行動を心配することなく，機密性の高い情報をやり取りすることが可

能になる（Dyer & Nobeoka，2000）。 

反面，密なネットワークの中に埋めこまれたメンバー同士の間では，交換の社会的側面 

が強くなりすぎてしまうことによって，経済的合理性が無視されるようになってしまった

り，あるいは，お互いの信頼感やネットワーク内の暗黙のルールを裏切るような行為があ

った場合にとめどもない報復活動が生じてしまう恐れもある（Uzzi，1996,1997）。  

 

（2）疎なネットワーク 

 Burt（1992）は，社会構造の中で本来は分離されていたメンバー同士を結びつけること 

によって，情報の面及びコントロールの面で利益が生じると主張し，「構造的空隙論 

（structural hole）」を提唱している。 

構造的空隙とは，人と人との間の情報の流れを仲介できる機会であり，空隙の両側に位 

置する人々を結びつけようとするプロジェクトを制御できる機会である（Burt，2001）。 

たとえば図 2-3 の場合，ネットワーク内の 2 人のメンバー（B と C）は互いに関係を持たな

いため情報の交流がない状況にある。ここでは，焦点組織 A のみが構造的空隙を利用して

情報に接近できるので，機会主義を利用して，自らに有利な取引を成立することができる

5）。このような，構造的空隙によって分断されるメンバー間の競争関係からもたらされる

情報面およびコントロール面での利益を得る戦略を，Burt は第三者戦略（tertius  
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strategy）と呼び，戦略的行為が求められる状況においては，第三者戦略による利益を操

作することの重要性を唱えている（Burt，1990）。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

図 2-3  第三者戦略の構図 

（出所：安田，2001） 

 

Burt（1992）は，構造的空隙による情報上の利益は，アクセス，タイミング，照会によ

ってもたらされると説明している。 

アクセスによるメリットは，構造的空隙を埋めるメンバーが多様なクリーク（派閥）に

アクセスできるネットワーク上のロケーションにあるため，価値ある情報を受け取ること

ができることである。ネットワーク内の各クリークの中心組織は，他のクリークからの情

報を 初の段階で獲得する位置にあることからタイミングのメリットを得られる。照会の

メリットは，中心組織とメンバーとの接触が多様であるほど，新しい機会を利用できる可

能性が高くなるができることである。たとえば，図 2-4 において C は，クリーク 2 に唯一

アクセスできるロケーションにあるため，D を通じてクリーク 2 の価値のある情報を 初

の段階で獲得することが可能になる。また C は D を介して EFGH にコンタクトすることがで

きるため，多様な接触を通じて新しい機会を利用できる可能性も有することになる。また

自分の所属するクリーク 1 内にも構造的空隙が存在するため，クリーク 2 からの情報に対

する自身のクリーク内でのコントロール上の利益も有することができる。 

 

 

 

         A 

          

 

 

 

 

   B                    C 
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    A                           E       

                                                  F 

                C              D 

                                                G 

     

     

 B    構造的空隙        H 

     

図 2-4 ネットワークの空隙 

（出所：Burt，1992 より筆者作成） 

 

実際，Burt（1992）は，米国のハイテク企業の中間管理職を調査し，構造的空隙を有す

るパーソナル・ネットワークを持つ人物のほうが，昇進速度の速いことを検証している。

このような，構造的空隙を有するネットワークの中心に位置する組織は，分離されたメン

バー間の情報フローを仲介したり，あるいは分離されたメンバーをコントロールすること

によって利益を享受することが可能になる（Burt，1997）。 

しかし，疎なネットワークにおいて，構造的空隙による情報やコントロールの利益を獲

得できるのは，中心組織のみであり，また構造上メンバー間の紐帯が分断されるため，機

会主義を防ぐ有形・無形の社会的圧力は形成されにくい。そのため，機密性の高い情報は，

容易には流通しない可能性が高い。  

 

2．関係的次元 

関係的次元では，メンバー間の直接的な紐帯の果たす役割に着目し，個々の紐帯の内容 

や質を問題とする（近能，2002b）。紐帯の定義において Granovetter（1973）は，共に過

ごす時間量（period of time），情緒的な強度（emortional intensity），相互信頼感の高

さ（murual confiding），助け合いの程度（reciprocal service）の 4 次元を組み合わせた

もので個人間の関係の強さを計測していると主張している。 
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（1）弱い紐帯 

Granoveter（1973）は，局所ブリッジ（bridge）の概念を用いながら，弱い紐帯（weak tie） 

は新しい情報にアクセスするための水路であると主張した。ブリッジとは，ネットワーク

内の 2 点間をつなぐ唯一の経路（path）となるような紐帯のことである。 

Granoveter（1973）は，ボストン郊外の労働者を対象とした転職ネットワークの研究に

おいて，弱い紐帯は強い紐帯よりも多様な情報収集機能をもつことを提唱し，実際に弱い

紐帯を利用したメンバー組織が，望ましくかつ自分に有利な情報を得ていたことを実証し

ている。ネットワークを通じた転職者への調査では，知人を通じて仕事を見つけた人のう

ち，転職活動の際，知人と頻繁に会っていたのは（＝少なくとも週 2 回以上），16．7%に対

し，ときどき会う（=年に 2 回以上かつ週 2 回未満）は，55．6%，めったに会わない（＝年

1 回以下）は 27．8%であることが確認され（N=54），弱い紐帯は，強い紐帯よりも多様な情

報収集機能を持つことを検証した。強い紐帯で結ばれる人々は，同じ社会圏に属する狭い

範囲内の人々に限定されてしまうため，お互いで同じ情報を共有する傾向がでてきてしま

う。逆に弱い紐帯で結ばれる人々というのは，稀薄な関係性がメンバーの自律性を高める

ため，異なる社会圏に属する多様な人々との情報交流が可能となり，新しい多様な情報を

もたらすのである。このため，弱い紐帯は，新しい異質な（多様な）情報へ接近できる可

能性が高いといえるのである。  

しかしながら，弱い関係性しか有さない結びつきにおいては，高い頻度で直接に接触を

繰り返すことはできないため，メンバー間の関係性は弱いものとなり，機密性の高い情報

の入手は難しいという問題がある。 

 

（2）強い紐帯 

Rlowley.et.，al（2000）は，強い紐帯（strong tie）は質的情報や暗黙知の交換や，社

会的コントロール・メカニズムの共有に有利であると主張している。強い紐帯では，直接

的で高頻度な情報交換により感情的な結合が強まり，メンバー組織間に信頼が醸成される

（Krackhardt，1992）。こうしたメンバー同士の信頼は，機会主義発生の脅威を抑制したり

（Sako，1992；Uzzi，1996），あるいは，取引の互酬性を高め，長期的利益を確保しようと

する姿勢を生み，共同問題解決のための仕組みを作り上げることにつながる（Uzzi，1996）

6）。強い紐帯は，メンバーの同質化を進めて強い信頼感を生む効果を持つので，不確実な

状況に対応するために重要である。情報面においても，強い紐帯では，お互いに密な接触
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が保たれているので，きめ細かくてリッチな情報（fine-grained and rich information）

やネットワーク特有の暗黙知（tacit knowledge）の交換が促進されやすい（Uzzi，1996，

1997）。 

他方で，頻繁なコミュニケーションを通じて同じ情報が循環してしまう可能性が高いた

め，新たな情報へのアクセス機会を失う危険性がある（McEvilly and Zaheer，1999;Nahapiet 

and Ghoshal，1998）。 

 

以上述べた通り，ネットワークは，媒介（構造的次元）と結合（関係的次元）の 2 つの 

機能を持っている。前者は主に情報の量に，後者は主に情報の質とリッチネスに拘ってい

る。焦点組織は，特定のネットワーク内で，この 2 つの機能を利用して，情報の媒介やフ

ィルタリングを通じて不確実性を回避・削減して，有利に情報に接近したり，機会主義を

利用･抑制することができる。 

 密なネットワークでは，情報経路が豊富であり，情報の偏在とその均等な分布のために，

誰もが接近できる形式知的な情報を通じて，完全競争に見られるような謂わば自由な競争

が保障され，機会主義が抑制される。ここではまた，豊富な情報経路を通じて頻繁なコミ

ュニケーションが確保されるので，結果として，ネットワーク内に同一の規範が生み出さ

れやすい。 

疎なネットワークでは，情報経路が限定されているので，情報は偏在し不均等に分布し

ているため，焦点組織は，構造的空隙を利用して有利に情報に接近し，ネットワークをコ

ントロールする機会が与えられる。 

 弱い紐帯では，情報の質とリッチネスが低いため，結びつきは弱いが，メンバーそれぞ 

れの自律性が高いので，新しい多様な情報への接近が可能になる。 

 強い紐帯では，情報の質とリッチネスが高いので，ネットワークに特有な暗黙知的情報 

の交換が可能になる。また頻繁なコミュニケーションを通じて，メンバー間に信頼が醸成 

されるので，タイトな協力関係が維持される。 

 以上の議論をまとめると，表 2-5 のように示すことができる。 
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表 2-5 ネットワーク構造についての既存研究 

 ﾈｯﾄﾜｰｸ構造 長所 短所 

密なﾈｯﾄﾜｰｸ 
豊富な情報経路 

機会主義の抑制 

過度の同質化 構
造
的
次
元 

疎なﾈｯﾄﾜｰｸ 
情報の偏在 

コントロール上の利益の獲得 

機会主義の発生 

強い紐帯 
信頼の醸成 

価値ある情報や暗黙知の交換 

新規情報へのアクセスが困難 関
係
的
次
元 

弱い紐帯 
高い自律性 

新しい多様な情報の入手 

低い情報の信頼性 

（出所：筆者作成） 

 

3．社会ネットワーク論による分析の意義 

 

日本の自動車産業における系列取引は，サプライヤーとの協調的取引関係を構築するこ 

とによって支えられてきた。こうした組織間の協調的関係は，組織間の社会ネットワーク

に左右されるという経済社会学的な関心が持たれるようになった（Gulati and Gaugiuro，

1999）。 

組織間の協調について，取引費用経済学は，取引費用を削減するための取引形態の選択

枠組みを提示した。しかし，組織における個人的に志向された経済的インセンティブの役

割を過大評価し，社会的交換，そして互酬性，協力，信頼の重要性を過小に評価している

ため（Granovetter，1985），協調的取引関係が，どのような相互作用の中で構築されるか

についての検討やその関係の質については，議論がなされていない。組織間関係論では，

対境担当者の依存回避行為を通じた他組織からの協調について，さまざまな戦略的行動を

議論している。しかし，対境担当者間の二者関係の分析が中心であり，ネットワーク全体

の性質が何であるかについては，議論の射程に入っていない。 

これに対して，社会ネットワーク論は，組織間関係がネットワークにより構成されている 

と考え，ネットワークの構造特性がメンバーの協調的行為に与える影響（構造的次元）と， 

行為者間の相互作用が協調的取引関係に及ぼす影響（関係的次元）について議論をしてい 

る。つまり，協調的取引関係をもたらすネットワークの全体の構造特性と動態的な過程を 
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捉えることができるのである。したがって，社会ネットワーク論を用いることにより，取 

引費用経済学による取引形態（構造的次元）と組織間関係論における二者関係における戦 

略的行動（関係的次元）の双方の視点からの分析が可能になると考えられるのである。  

 

表 2-6 各理論の分析対象 

分析理論 分析対象 

取引コスト論 
市場，中間組織，（内部）組織における合理的選択の解明 

 

組織間関係論 
二者間関係における戦略的行動（環境操作戦略）の識別 

 

社会ネットワーク論 
ネットワーク全体の性質（関係と構造）の解明 

 

（出所：筆者作成） 

  

Ⅳ．小括 

 

 本節では，社会ネットワーク論を用いて，日本の自動車産業における系列取引の組織間 

ネットワークの特性を分析する意義を検討した。まず既存研究として，取引費用経済学と 

組織間関係論を検討した。取引費用経済学では，協調的取引関係が，どのような相互作用 

の中で構築されるかについての検討やその関係の質については，充分に説明が出来ないと 

いう課題がある。組織間関係論では，二者間関係とそこでの戦略的行動の分析が主であり， 

対境担当者間の依存回避の行為がネットワーク全体に与える影響を把握することが難しい。 

その点において，社会ネットワーク論の分析次元である構造的次元と関係的次元は，前者 

は，取引費用経済学が論じるネットワーク構造形態が個々の行為者に与える影響を分析し 

ており，後者は，組織間間関係論が論じる行為者間の結合の個々の関係がネットワークに 

与える影響を分析している。したがって，社会ネットワーク論を用いることにより，ネッ 

トワーク全体の性質を分析することができ，その枠組みの中で，取引費用経済学による取 

引形態の選択と組織間関係論における二者間の戦略的行動の意義を明確に位置づけること 

ができる。 

 しかし，構造的次元と関係的次元を別々に論じるのでは，ネットワークの構造形態の選 
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択と個別のマネジメント双方の視点からの焦点組織に競争優位をもたらすネットワークの 

構造形態を分析することは出来ない。そこで次章にて，従来別々に論じられてきた構造的 

次元と関係的次元の統合の意義を論じ，その上で，焦点組織に競争優位をもたらすネット 

ワークの形態について考察する。 

 

 

注 

1）Williamson（1985）は，取引特殊的資産として次の 4 つのタイプを挙げている。（1）立地特殊的資産：

在庫コストや輸送コストを節約するために，立地的な近接性が求められる資産。（2）物理的特殊資産：

ある特定の取引以外は非常に価値，機能の低下をもたらすもの。（3）人的特殊資産：取引をしていく

中で，「学習効果」が働き，企業に特殊な技能やノウハウが蓄積されるような場合，（4）専用資産：特

定顧客に対して将来にわたる相当量の製品販売を見込んで，資産に投資が行われる場合，言い換えれ

ば，あまり早く取引が停止されると過剰能力を抱えることになる場合である。 

2）組織間関係の現実が複雑かつ多面的であるがゆえに，組織間関係のパースペクティブにはさまざまな

ものが併存している。主なものには，組織セット・パースペクティブ（organization set perspective），

制度化パースペクティブ（institutional perspective），協同戦略パースペクティブ（collective 

strategy perspective）などがある。組織間関係論の様々なパースペクティブに関する詳しいレビュ

ーは，山倉（1993）を参照されたい。 

3）Emerson（1962）の定義に従えば，A 単位は（1）B 単位の要求を充足できる能力と，（2）この能力を独

占できる程度に応じて B 単位よりパワーを持つことになる。すなわち，A と B は互酬的関係

（reciprocity）にあるために，A が B に及ぼすパワー（したがって A の B への依存性）が存在する。

この両者の差がプラスの場合をパワー優位（power advantage），マイナスの場合はパワー劣位（power 

disadvantage）という。 

4）ネットワーク密度とは，当該ネットワークに属するメンバー同士で実際に結ばれている紐帯の数を，

当該ネットワークに属するあらゆるメンバー同士が紐帯を結んでいると過程した場合の紐帯の数で割

った値として操作化される概念であり，この値が大きいほど密なネットワークとなり，値が小さいほ

ど疎なネットワークに分類されることとなる（安田，2001）。 

5）Burt（1992）は，他者間の競争からもたらされる利益を「漁夫の利」と呼んでいる。 

6）Uzzi（1996）は，ニューヨーク市のアパレル企業の垂直的な分業を対象にネットワークの実証分析を

行い，強い紐帯で結合された取引ネットワークでは協調的志向が強いため，倒産しにくく，生き残り
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やすいことを検証している。 
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第３章 組織間ネットワークの形態と機能についての分析 

 

Ⅰ． はじめに 

 

本章の目的は，社会ネットワーク論の分析次元である構造的次元と関係的次元を統合し， 

焦点組織に競争優位をもたらすネットワークの形態について，考察することである。 

組織は，資源依存パースペクティブが主張するように，他組織とのかかわりがなくては

存続できない存在であるので，環境の不確実性を管理し，自己の資源を充足するために紐

帯を創出し，その結果，外的な制約をうまく扱えるような資源と組織能力をもつ他の組織

との紐帯を結ぶ（Gulati and Gaugiuro，1999）。 

社会ネットワーク論に基づく組織間ネットワークの分析は，企業間には企業が埋め込ま

れている社会ネットワークがあり，企業の経済的活動は，取引規範や資源動因についての

社会的文脈の影響を受けて左右されると考えている。つまり，組織間の社会ネットワーク

の構造と関係の特性が，組織行動に直接影響するということである。このアプローチでは，

組織は，関係のネットワークに埋め込まれているので，利害関心や能力を誘導することを

通じて，その行為を促進したり，制約したりしている（Nohira and Gulati，1994）と捉え，

そのために，ネットワークの構造と関係特性が，組織に対するビジネスでのチャンスや資

源に対する接近の可能性やその多寡について，制約しているとしている。具体的に，どの

ネットワークに属しているか，どのように関係しているかに応じて，経済行動に関する影

響の受け方が異なってくるのである。 

このように，社会ネットワーク論に基づく組織間ネットワークの分析は，ネットワーク

という分析単位を導入することに関して，組織間ネットワークごとに形態や業績が異なり，

組織も違ってくるのかという問題，すなわちネットワーク特殊性を構造的に明らかにでき

るのである（若林，2006）。 

そこで以下では 初に，既存研究における組織間ネットワークがもたらす効果と構造特

性の関係についての議論を整理する。次に，従来別々に論じられてきた社会ネットワーク

論の 2 つの分析次元の統合の必要性を指摘し，両次元の相互作用の観点から，組織間ネッ

トワークの形態と機能についての分析を試みる。それに基づいて組織間ネットワークを 4

つに分類し，1980 年代に競争優位とみなされた日本の自動車産業の組織間ネットワークの

形態を特定する。 
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Ⅱ.環境の変化と組織のネットワーク化 

 

組織の環境適応は，組織の存続と成長にとって，もっとも基本的な機能である。その場

合，組織は内部の各構成単位（organizational unit）を通じて，また組織全体としてみず

からの機能と構造の変革を行う。 

しかし，環境変化が一定のレベルを超えるようになると，もはや単一の組織だけでは，

適応が困難になる。こうした状況のもとで組織がとる代替的な戦略の 1 つが組織間ネット

ワークの形成である（寺本，1990）。 

 

1．組織間ネットワーク形成を促す背景 

組織間ネットワーク（interorganizational  network）とは，特定の関係によって連結 

された組織の集合（Aldrich，1999）である。近年，多くの産業において，自己が不足する

資源や能力を獲得するために，組織間ネットワークを構築することが重要視されている。

このように，組織間ネットワークが重視されるようになった背景には，近年ますます激し

さを増している経営環境の変化がある。 

第 1 に，近年の情報技術の急速な進展は，外部とのコミュニケーション環境を格段に向

上させている。企業活動を行っていく上で，顧客に対して製品やサービスをより早く市場

に供給することが必要とされるようになっている。迅速な環境適応が必要とされる中，単

独の組織で人的資源を調達し，内部成長させていくことは相当のコストと時間がかかるた

め，経営リスクになる危険性がある。そこで，必要な経営資源や能力に関して，すでに一

定の蓄積がある他の企業との組織間ネットワークに依存する方が，時間節約と集中による

効果によって有効であるという認識が広まっている。 

第 2 に，消費者嗜好の多様化に対応するためには，組織はできるだけ広い範囲にわたる

資源を保有することによって，新たな価値を創造していかねばならない。しかし，単独の

組織で広い範囲にわたる資源を保有するには，巨額のコストを負担する必要がある。そこ

で，できるだけ異質の資源をもつ企業と組織間ネットワークを形成し，異なる資源の結合

を促進することにより，新たな価値を創造していくことが必要となる。 

第 3 に，近年の技術の高度化に伴い，境界を越えた様々な技術を集約させた複合的な技

術開発の重要性が増している。こうした技術は，単独の組織だけで，網羅できるものでは

なく，従来の業界の垣根を越えた技術上の組み合わせを必要とするものである（石井，2011）。
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このような技術の複雑化に対し，単独の組織による技術開発は巨額な投資を必要とし，高

い不確実性が存在するため，経営リスクになる可能性がある。そこで，自社のコア・コン

ピタンスに経営資源を集中し専門性を高め，それ以外の分野では，外部の価値ある資源を

活用することにより，個別企業のリスクを軽減，分散する方が得策とする考えが浸透しつ

つある。 

 このように，近年の経営環境においては，迅速性，多様性，専門性の追求の必要性が高

まっているが，これらは密接に関連しており，それぞれが独立して企業経営に影響を及ぼ

すものではない。こうした相互に関連する状況が，経営環境の不確実性の増大をもたらし，

他組織の有する資源や能力を活用する必要性を高めているのである。 

 

2．組織間ネットワークの特徴 

組織間ネットワークの特徴として，第 1 にネットワーク内の組織間で経営資源の交換が 

生じることがあげられる（寺本，1990）。組織間ネットワークは，特定の目的を果たすため

に結合し，協同する組織の集合体であるので，ネットワーク内では一定の規範の下で経営

資源が交換されることになる。その意味で，市場取引や組織内取引とは異なる取引である。    

市場取引では，価格ないしはそれに準じたシグナルを主な情報媒体とする各人の個人的

利益・効用の 大化を原理とする自由な交換が行われ，取引への参加は自由な参入・退出

という特徴がある。それに対し，組織内取引では，権限による指令に基づいた交換が行わ

れ，取引参加者の間の固定的・継続的関係という特徴がある。組織間ネットワークの場合，

取引に参加するメンバーの範囲，資格要件，加入・脱退の条件などは，多くの場合，あら

かじめ決められている。その意味で，組織間ネットワークは，市場取引と組織内取引双方

の特徴を有する中間形態と捉えられている。日本企業が，内部化して垂直統合をせずに系

列取引に頼る理由は，ある程度中核企業がコントロールする点で効率的あり，しかも市場

メカニズムを系列内部の活動に展開できるからだとする（今井ほか，1982）。そのために，

ネットワークは官僚制組織を解決する 1 つの方法であり，「市場的」に自由な切り替えが容

易なために柔軟な取引ネットワークとしてイメージされている（今井・金子，1988）。 

第 2 に，組織間ネットワークは，個々の主体が「ルースに結合されたシステム」（loosely 

coupled system）という構造特性を持っている（寺本，1990）。組織には，タイトリー・カ

ップルド・システム（tightly coupled system）とルースリー・カップルド・システムと

がある。タイトリー・カップルド・システムとは，多数の共通変数か，あるいは強い共通
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変数によって結合されているシステムであり，大規模なタテ型の官僚制的組織は，タイト

な連結をベースにしている。官僚制組織とは，権力を持つトップにより管理され，タテの

階層組織を持ち，タテの指揮命令系統でまとまった行動をとる組織である。ここでは，組

織の効率が問題にされ，与えられた目標の下で基本計画が一義的に決められ，課業はルー

ティン化され，あらゆる資源は利用可能で，全ての結果は予測可能であることが前提とさ

れる。 

それに対し，組織間ネットワークは，ルースリー・カップルド・システムをベースとし

ている。ルースリー・カップルド・システムとは，少数の共通変数かあるいは弱い共通変

数によって結合されているシステムである（Weick，1979）。 

ルースに結合されたシステムの大きな特徴は，局地的適応である。ここでは，適応可能

性（柔軟性）と適応（安定性）が同時に確保されている。下位システムは，それぞれ別の

環境部分に対処するので，システムとしての多様性を保つことができ，対立する要求にも

別々の下位システムによって同時に対処できる。逆に，部分環境が変動しても組織は全体

として変化せず，安定的で適応している（岸田，1992）。このことは，個々の組織が相互に

一定の自律性や独立性を保ちながら，かつ一定の関係づけの中で，相互に存在している状

態を意味している。ルースリー・カップルド・システムにおける自律性・独立性の高さは，

多様性の高さにもつながるので，多様な知識・情報・ノウハウの組み合わせができやすく，

その中から創造的な解決法が生まれやすい。 

昨今の組織を取り巻く環境の変化が激しく，かつ不確実な状況では，ルースリー・カッ

プルド・システムの組織全体の柔軟性，各構成要素の自律性による環境適応が，タイトリ

ー・カップルド・システムに比べて優位になることが多いと考えられている。 

 

Ⅲ．組織間ネットワークの機能 

 

社会ネットワーク論において，組織間のネットワークは，取引相手に関する情報と取引

相手に関する能力水準や戦略意図についての情報の獲得を可能とし，市場での不確実性を

解決するために経済的に意義を持っているとされる（Gulati and Gaugiuro，1999）。また

組織間ネットワークは，企業の経済活動についても重要な意義を持っている。 

組織間ネットワークは，信頼構築を促す働きがあり，取引費用を削減する役割を果たす

メカニズムを提供する。これらの効果をもたらす要因として，ネットワークの関係性を強
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化する結合（bounding）機能と，経営資源の獲得を促進する媒介（bridging）機能があげ

られる（Powell，1990）2）。 

 

1．結合機能 

特定の目的によって連結された組織の集合である組織間ネットワークは，関係性を促

進・強化する機能を有するといわれる。これには，閉鎖的なネットワーク構造を良質なコ

ミュニケーション回路とし，その効果に力点を置くネットワークの閉鎖性の議論と

（Coleman，1988），高頻度で継続的な接触や親密さに基づく紐帯の強さを強調する強い紐

帯の強みの議論がある（Krackhardt，1992）。 

密なネットワークは，メンバー同士が直接・関節に結合しているので，情報の分布が対 

照的で，誰もが情報を利用することができる。ネットワークのメンバーは，取引相手に関

する情報と取引相手に関する能力水準や戦略意図についての情報の獲得が可能となるため，

機会主義が抑制されることになる。  

強い紐帯は，直接的で高頻度な情報交換を通じて感情的な結合が強まるため，メンバー

組織間に信頼が醸成されたり（Krackhardt，1992），社会的な文脈が共有されるので，メン

バー組織の行動を律する社会的統制メカニズムとしての役割を果たす。 

信頼とは，その交換相手は，自分の相手を犠牲にしてまで利己的に行動することはなく，

またリスクを計算してではなく，相手の動機や行動を解釈するときには， も好意的な仮

定をするというヒューリスティックにもとづき活動するだろうという信念であり（Uzzi，

1997），人々あるいは組織による社会関係の潤滑油であり，統治メカニズムである（Uzzi，

1996；山岸，1998）。信頼を基礎とした取引では，信頼が機会主義を減ずることによって，

取引コスト削減の効果があると考えられている（Helper and Sako，1995）。また取引関係

における信頼は，取引相手との関係を重視し，共存共栄を目標にすると考えられる。強い

紐帯では，直接的で高頻度なコミュニケーションがあるため，取引の互酬性を高め，長期

的視点に立った相互利益を重視する姿勢を生み，共同問題解決のための仕組みを作り上げ

る効果がある（Uzzi，1996，1997）。  

社会的文脈は，過去のインタラクションの経験の蓄積であり，将来の「期待」を形成す

るものになるものである（今井・金子，1988）。社会的文脈の共有は，組織活動の目的や手

段についての共通理解を促進する効果があるため，取引関係の予測可能性を高めることに

なる。取引関係での予測可能性とは，状況が変化したときに，他者がどのように行動する
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かが予測できる，ということを意味している。社会的文脈の共有が，取引における不確実

性を減ずることによって，取引コストが削減されると考えられている（Aldrich，1999）。 

 

2．媒介機能 

 個々の組織が相互に一定の自律性や独立性を保ちながら，かつ一定の関係づけの中で， 

相互に存在している組織間ネットワークに属するものは，ネットワークに属さないものに 

比して，経営資源にアクセスしやすく，外部環境への適応がスムーズになるといわれる 

（Dyer and Singh，1998）。情報は，ネットワーク内で交換されるもっとも基本的で共通 

性の高い経営資源である。経営資源は，なんらかの形で情報を媒介にしている。同時に， 

情報そのものがネットワークの参加者間で交換され，結合される重要な資源になりつつ 

ある。ネットワークを介した経営資源（情報）へのアクセスについては，新規情報へのア 

クセスへのメリットを論じる弱い紐帯の議論と，ネットワークにおける媒介的な位置のメ 

リットに重点を置く構造的空隙の議論がある。 

弱い紐帯からなる関係は，一般に一時的なものであり，感情的なつながりをつくる取組 

みを伴わないため，多くの関係を構築することが可能である。それゆえ，弱い紐帯では，

関係性のない第三者と弱い紐帯を通じて，新しい異質な情報を橋渡ししていくことができ

る可能性が高いのである。しかしながら，弱い紐帯では，関係性が稀薄なため，関係を通

じて得られる情報は形式知的色合いが濃く，きめ細かい情報を必要とする安定的な環境で

は逆効果となりうる問題がある。 

Burt（1992）は，情報の流れを考えたときに，紐帯の弱さよりも，むしろそれらの紐帯

が他の紐帯と冗長的関係でないかどうかの方が重要だと主張している。人々は類似した特

性や社会的位置を持つ人との紐帯をもつ傾向がある。同質的な人々からなるネットワーク

においては，１人が得た情報はすぐに他へと普及し，同じような方法で解釈されることと

なる。このように，似通った者同士の情報は冗長的なものであるため，新たな情報を獲得

するという点では，限定的な価値しか持たない。したがって，紐帯の多様性を持つことに

より，情報へのアクセスの機会を増加させていくことが必要になる。紐帯の多様性は，ネ

ットワークにおける構造的空隙（structural hole）の数に依存すると主張される（Burt，

1992）。構造的空隙は関係を分断するため，焦点組織は媒介的な位置に立つことになる。ネ

ットワークにおいて，関係が欠損している行為者たちや複数集団を結合したり，仲介した

りする行為者は，ブローカー（仲介者）として重要な役割を果たすといわれる。つまり，
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分断されている程度の高いグループの間では，数少ないブリッジ的な紐帯をもつブローカ

ーは，他のメンバー組織の相互作用を統制できるため，新しく異質な情報を獲得する上で，

有利な位置にあるのである。  

以上の通り、ネットワークは，関係性を強化することによって機会主義を抑制したり，

関係が欠損している行為者を結合することによって経営資源の獲得を促進する。つまり，

組織間のネットワークは，焦点組織に必要とされる資源や情報の獲得，および相手の協調

的な行動を引き起こすことによって，他組織から資源を安定的に確保できるという利益を

もたらすのである。 

 

Ⅳ．組織間ネットワークの分類 

 

1．社会ネットワーク論の問題点 

社会ネットワーク論には，ネットワークでの密度 1）などの全体構造に関わる構造的次元

と，個々の紐帯の質に関わる関係的次元の 2 つの次元があり（Granovetter，1973），それ

ぞれの次元から焦点組織に競争優位をもたらすネットワーク構造についての研究がなされ

てきた。 

構造的次元において，密なネットワークでは，ネットワークの閉鎖的な構造が同一の規

範や価値観を形成するので，協調的な行動がもたらされ，機会主義が抑制される。そのた

め，機密性の高い情報の交換が可能になる。疎なネットワークは，すべて中心に位置する

組織を経由したコミュニケーションをとる構造が，焦点組織に情報およびコントロール上

の利益をもたらす。関係的次元において，弱い紐帯は，関係性の弱さからメンバーの自律

性が高まるため，焦点組織は多様な情報を入手することができる。強い紐帯は，長期にわ

たる高頻度の接触が高い信頼関係を構築するので，暗黙知的情報やきめの細かい情報の交

換が可能になったり，互いに協力しようとする仕組みが生まれる。  

しかし，Granovetter（1985）が主張するように，経済的な行為および成果は，すべての

社会的な行為や成果と同様に，複数の関係から形成される総体的なネットワークの構造と，

メンバー同士の二者間の関係から影響を受けるものである。 

たとえば，ネットワークのメンバー間の結合によりもたらされる機会主義の抑制におい

て，強い紐帯と密なネットワークが有する関係性を強化する結合機能が統治メカニズムと

なりうると主張されるが，そのメカニズムには相違がある。Rowley et．，al（2000）は，
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パートナーの利益をすすんで気にかける「善意」（goodwill）と，ネットワークシステムが

計画どおりに機能するだろうという「期待」（expectation）を区別した上で，強い紐帯が，

メンバー間の直接的な結びつきによる信頼に基づいて，パートナー間に善意を生み出すの

に対し，密なネットワークは，評判情報が速やかに流通することを通じて，集合的な監視

と制裁，そして協力に対するインセンティブをもたらすことによって，期待を生み出すと

指摘している。したがって，強い紐帯は善意にもとづくダイアド・レベルの信頼を生み出

すのに対して，密なネットワークは，報酬と制裁にもとづくネットワーク全体の規範を生

み出すことになる。つまり機会主義の抑制は，メンバー同士が直接結合で密に結びついて

いるネットワークのメンバー間を結ぶ紐帯が強いものとなり，ネットワーク全体に協調的

行動がもたらされることで実現するのである。 

同様に，情報へのアクセスの容易さにおいて，Granovetter（1973）は，弱い紐帯は，新 

しい情報にアクセスするための局所ブリッジであると主張するが，弱い紐帯とは，弱い関

係性しか有しない結びつきのことであり，紐帯がブリッジであることの必要条件ではない

3）。弱い紐帯がブリッジになりうるには，紐帯の多様性（構造的空隙）を持つ疎なネット

ワークと結びつくことで情報へのアクセスの機会を増加させていくことが必要になる

（Burt，1990）。 

つまり，構造的次元では，構造特性からもたらされる情報や資源の流通構造の形態特性

が，関係的次元では，個別関係の強さである紐帯強度が，経済行動におけるビジネス・チ

ャンスや動員できる経営資源の多寡に強く影響すると考えている（若林，2006）。その意味

で構造的次元は，関係的次元の分析対象である個別関係で捉えきれないネットワーク全体

の構造を取り上げる一方で，関係的次元も，構造的次元の分析対象である全体構造で捉え

きれない個別関係を取り上げているのである。したがって，両次元は相互補完的であると

捉えることができるため，二つの次元の相互作用により，焦点組織に競争優位をもたらす

組織間ネットワークのメカニズムの分析が可能になると考えられる。 

ネットワークの構造においては，ネットワークの中心に位置する焦点組織と他のメンバ

ー組織の間がすべて連結されている密なネットワークと，焦点組織以外のメンバー組織間

に構造的空隙が存在する疎なネットワークが識別される。さらに，前者について，ネット

ワーク全体が弱い紐帯で結び付けられるネットワークと，強い紐帯で結び付けられるネッ

トワークが，後者については，焦点組織とメンバー組織との弱い紐帯と強い紐帯が識別さ

れる。 
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こうして，構造的次元と関係的次元の２つの次元に沿って，（1）密なネットワーク・弱

い紐帯，（2）疎なネットワーク・弱い紐帯，（3）疎なネットワーク・強い紐帯，（4）密な

ネットワーク･強い紐帯からなる４つのネットワークの形態を提示する（図 3-1）。  

 

 

構造的次元  

密なネットワーク 疎なネットワーク 

強
い
紐
帯 

 

④内部組織型 

 

③系列型 
関
係
的
次
元 

弱
い
紐
帯 

 

①市場型 

 

②アライアンス型 

 

図 3-1 ネットワークの４つの形態 

（出所:筆者作成） 

 

 

2．組織間ネットワークの 4 つの形態 

ネットワークは関係性を促進・強化したり，あるいは分断されている組織を媒介するこ 

とによって，焦点組織が必要とする資源や情報へのアクセスの手段としての役割を果たし

たり，焦点組織が入手できる情報や資源の質や量を規定することにより，焦点組織に競争

優位性をもたらす。 

媒介機能と結合機能において，構造的次元は，情報や資源の流通経路に影響しており，
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関係的次元は，メンバー組織の行動様式に影響している。つまり，構造的次元は，焦点組

織が必要とする資源や情報にアクセスできるかどうかを決めるが，関係的次元は，いかに

その資源や情報を入手するかに関わるのである（Nahapiet and Ghoshal，1998）。したがっ

て，焦点組織はネットワークを構築するに際して，（1）必要とする情報や資源の獲得経路

と（2）情報や資源を入手するためのメンバー組織の協調的行動という 2 次元を想定する必

要がある。 

そこで，以下では両次元を統合した 4 つのネットワークの形態の（1）情報の流通経路を

表す情報量，得られる情報の質に関し（2）情報の多様性と（3）情報の信頼性，資源や情

報の入手に関わる（4）機会主義の抑制についての機能を整理し，組織間ネットワークを分

類した上で，各ネットワークの形態が焦点組織にもたらす優位性について考察する。 

 

（1）密なネットワーク・弱い紐帯（市場型） 

 密なネットワークは，情報経路が豊富（all-channel communication）で，情報がネット

ワーク全体に均等に分布しているので，ネットワーク内のどのメンバー組織も情報に接近

できるため，機会主義が抑制される。弱い紐帯は，関係が稀薄でメンバー組織はそれぞれ

自律しているので，協調関係は形成されにくく，むしろ競争の側面が強い。ここでは，形

式知的情報の交換を通じて，ネットワークが維持される。したがって，密なネットワーク

と弱い紐帯で構成されるネットワークは，価格というシグナルを通じて競争を行うことに

よって，交換や取引が維持される「市場」に近い性質を持つ。 

このタイプのネットワークでは，自律した個々の組織は，豊富な情報経路を利用して個

別の情報収集を行うことができるので，全体として個々の組織の競争を通じて，機会主義

は抑制される。ただし，紐帯が弱く組織間関係は稀薄なので，一般的な形式知的な情報し

か得られない。焦点組織は，独立の企業として，たとえば価格という形式知的な情報を獲

得することによって，利潤の極大化を目指して競争を引き起こし，ネットワーク全体は維

持される。 

  

（2）疎なネットワーク・弱い紐帯（アライアンス型） 

疎なネットワークは，構造的空隙を有するため，焦点組織による情報の媒介を通じての

みネットワークが調整されるので，焦点組織以外のメンバー組織間の自由なコミュニケー

ションは阻害される。弱い紐帯の関係は稀薄であるため，機会主義の抑制は難しい。また



 57 

紐帯が弱いため，個々のメンバー組織の自律性は高く，新しい異質な情報は得られるが，

ネットワーク特有の暗黙知やきめ細かくてリッチな情報は，容易には流通しえない。ここ

では，メンバーの自律性の確保を通じて，ネットワークが維持される。ただし，弱い紐帯

の関係は稀薄なので，機会主義を抑制するためには，明示的な形で同意を取り決める必要

がある。したがって，疎なネットワークと弱い紐帯で構成されるネットワークは，独立性

を維持した企業同士が，戦略意図を実現するために協働する「アライアンス」に近い性質

をもつ。 

このタイプのネットワークでは，自律した個々のメンバー組織からの新しく異質な情報

が，焦点組織に集中する。焦点組織は，これらの情報を媒介することで，コントロール上

の利益を得ることができる。 

 

（3）疎なネットワーク・強い紐帯（系列型） 

強い紐帯では，情報の質が高くリッチな情報が得られるので，暗黙知的な特有の情報が

交換される。しかも疎なネットワークでは，この種の情報交換が焦点組織によって媒介さ

れるので，焦点組織は情報の収集はもとより，ネットワーク特有の情報を豊富に得られる

ので，支配的な位置につくことができる。ここでは，メンバー組織からの支持を得ること

でネットワークは維持される。したがって，疎なネットワークと弱い紐帯で構成されるネ

ットワークは，長期継続的な取引をめぐって生起する非対称な企業間の関係またはその固

定的な経路である（下谷，1993）「系列」に近い性質をもつ。 

このタイプのネットワークでは，焦点組織はメンバー組織との高頻度で直接的なコミュ

ニケーションを通じて関係性を促進・強化し，相互の信頼を高めることにより，業務遂行

に有益な，機密性の高い情報を入手することができる。 

 

（4）密なネットワーク・強い紐帯（内部組織型） 

密なネットワークは，メンバー組織の誰もが自由なコミュニケーションを通じて情報を

得られる。紐帯が強い場合は，情報の質とリッチネスが高いので，ネットワーク特有の質

の高い情報が得られる。密なネットワークと強い紐帯で構成されるネットワークは，強い

互酬関係を通じて価値や意味，暗黙知の同質的な共有を進めやすい（Kracuhardt，1992）。

そこでは，深い交流から，互恵的行動が促進される。したがって，このタイプのネットワ

ークでは，メンバーの誰もが自由な情報の交換を通じて，質の高いリッチな情報が得られ
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ることになる。これは個別の組織内で権限と階層を通じて行われるコミュニケーションに

類似している場合であり，ネットワーク自体が一つの組織として形成・維持される一体感

の強いケースである。 

このタイプのネットワークでは，焦点組織は濃密なコミュニケーションを通じて規範の

形成や同質化を進めることにより，共同目標を効率的に達成することができる。 

 このように，ネットワークの形態ごとに焦点組織にもたらす機能は異なる。密なネット 

ワークは，情報が遍在しており，誰もが情報に接近できるので，機会主義を抑制すること

ができる。疎なネットワークでは，情報が偏在しており，焦点組織だけが情報に接近でき

るので，他のメンバー組織に情報を隠すことによって，焦点組織だけが機会主義を利用で

きることになり，焦点組織のみがコントロール上の利益を得ることができる。弱い紐帯は， 

メンバー組織に自律性があるため，新しい多様な情報が得られるが，情報の信頼性は低い。 

強い紐帯は，全体としてのまとまりが優先されるので，信頼性の高い情報が得られる。さ 

らに，そこには，組織間ネットワークに特有の（idiosyncratic）暗黙知や価値ある情報が 

含まれる。 

密なネットワークと弱い紐帯から構成される（1）市場型ネットワークでは，焦点組織 

は，豊富な情報経路を通じて，形式知的情報をネットワーク内に分布することで競争を引

き起こし，利潤極大化を図る。疎なネットワークと弱い紐帯から構成される（2）アライア

ンス型ネットワークでは，焦点組織は，明示的な形で同意を取り決めた上で，自律性の高

いメンバー組織を構造的空隙によって分断することにより，メンバー組織間の競争関係か

らもたらされるコントロール面での利益を得る。疎なネットワークと強い紐帯から構成さ

れる（3）系列型ネットワークでは，焦点組織は直接的なコミュニケーションを通じて相互

の信頼を高めることにより，メンバー組織の協調的行動を引き起こし，価値のある情報を

得る。密なネットワークと強い紐帯から構成される（4）内部組織型ネットワークでは，強

い互酬関係を通じてネットワークの一体感が高まるため，ネットワーク全体で効率的に目

的を達成する。 

以上の議論をまとめると表 3-1 となる。 
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表 3-１ 4 つの形態のネットワークの特性 

形態 

特性  

市場型 

（密・弱い紐帯） 

アライアンス型 

（疎・弱い紐帯） 

系列型 

（疎・強い紐帯） 

内部組織型 

（密・強い紐帯） 

情報量 

（情報経路） 

ネットワーク内

で自由に交換 

焦点組織による

媒介 

焦点組織による

媒介 

ネットワーク内

で自由に交換 

情報の多様性 中～高 高い 低～中 低い 

情報の信頼性 低～中 低い 中～高 高い 

機会主義の抑制 個々の組織の競

争を通じて抑制 

明示的な同意を

取り決め抑制 

信頼の醸成を通

じて抑制 

強い互酬関係を

通じて抑制 

焦点組織の行動の

特徴 

形式的な情報を

分布することに

より競争を引き

起こし利潤拡大

を図る 

 

自律性の高いメ

ンバー間に競争

を引き起こしコ

ントロール上の

利益を得る 

各メンバー組織

との関係を強め

協調的行動を引

き起こす 

ネットワーク全

体の同質化を図

り共通の目標を

達成する 

（出所：筆者作成） 

 

3．日本の自動車産業の組織間ネットワーク 

日本の自動車産業における自動車メーカーとサプライヤー間の部品取引関係では，体系 

的な調整メカニズムを通じた競争力を持ってきたとされる（藤本，1997）。第 1 章で，日本

の自動車産業における部品取引関係には，2 つの競争優位性があることを示した。 

第 1 は，長期継続的取引を基盤とした協調的関係の形成である。日本の自動車産業では，

系列に示されるように，自動車メーカーと特定の少数の部品供給サプライヤーとの間で長

期継続的な取引関係を結び，その中で，企業間で物的資源・人的資源への投資やきめ細か

い技術指導を行ったり，お互いに緊密な情報交換や調整を行うことで（浅沼，1990；

Nishiguchi，1994；Helper and Sako，1995），信頼関係を築き上げ，コスト低減や品質改

善などの深い協力を導き出してきたと論じられてきた。このサプライヤーとの信頼関係は，

自動車メーカーによる強い紐帯のネットワークの形成によって，発達させられていると考

えられる。Sako（1992）は，自動車メーカーとサプライヤーの境界連結担当者の間におい

て，頻繁な相互連絡，技術的な研究・勉強会，サプライヤーの協力会での会合や，社交・
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接待などを通じて，高い頻度で幅広いコミュニケーションや社会的交換が行われていると

した。自動車メーカーとサプライヤーとの間における強い紐帯は，形式知のみならず暗黙

知の交換をも促進している。結果として，自動車メーカーの生産システムの普及や生産性

向上のための問題解決につながると同時に，組織文化や価値観の共有を通じて互いの信頼

関係を向上させることとなる（小川，1994）。 

 第 2 は，自動車メーカーによる競争の導入である。自動車メーカーは，長期継続的取引

関係を維持する一方で，複数発注に見られるように，サプライヤー間に競争を引き起こし，

コスト低減，品質向上を図り効率性を確保してきた。自動車メーカーは，改善提案や技術

革新に基づいて各サプライヤーに対する評価を積み重ね，それに依拠して発注比率や内容

を変化させているのである。この能力の多面的評価に基づくサプライヤー間の競争の仕組

みは，疎なネットワークの形成によって発達させられていると考えられる。自動車メーカ

ーは，ネットワークに構造的空隙を作り，サプライヤーに対する情報をコントロールする

ことでサプライヤー間に競争を引き起こし，資源獲得の効率化を図っているのである。 

こうした自動車メーカーによるサプライヤーの協調的行動をもたらすための各操作が，

取引の安定性と効率性の確保につながり，日本の自動車産業に競争優位をもたらしたとい

える。したがって，日本の自動車産業における部品取引関係の組織間ネットワークは，一

般に疎なネットワーク・強い紐帯からなる系列型ネットワークと考えられる（図 3-2）。 

 

 

           

 

 

図 3-2 日本の自動車産業の組織間ネットワーク 

（出所：筆者作成） 

 

  

  

  

  

  

強い紐帯 

 →取引の安定性 

構造的空隙 

 →取引の効率性 
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Ⅴ．小括 

 

 本章では，従来 1 つの枠組みで論じられてきた中間組織を，社会ネットワーク理論を用 

いることにより 4 つのネットワークの形態に分類し，それぞれのネットワークの機能につ

いて考察した。 

第 1 に，構造的次元と関係的次元は相互補完的であると捉えることができるため，2 つ 

の次元の相互作用により，焦点組織に競争優位をもたらす組織間ネットワークのメカニズ 

ムの分析が可能になると主張した。 

第 2 に，従来 1 つの枠組みで論じられてきた中間組織を，構造的次元と関係的次元の相 

互作用を考慮することによって 4 つの形態に分類し，それぞれのネットワークの形態がも

たらす機能を明らかにした。 

この中間組織の分類を用いて，第 3 に，1980 年代に日本の自動車産業の競争優位とみな

された自動車メーカーとサプライヤーとの組織間ネットワークは，焦点組織に資源供給の

安定性と効率性もたらす（3）疎なネットワーク・強い紐帯から構成される系列型ネットワ

ークであると指摘した。 

本章では，ネットワークを静態的なものとして捉えたが，ネットワークの特性は，普遍

的に有効なのではない。Gabbay（1997）は，成功した創業家の研究を行い，初期には構造

的な隙間を伴った強い結合でビジネス上有益であったネットワークが，将来の拡張のため

には有害となっていることを発見し，社会関係資本を生み出す社会構造を構築・維持する

ために，戦略に応じてネットワークを変化させることが必要だと主張している。 

したがって，焦点組織が，ネットワークから得られる優位性を継続的に 適化していく

ためには，環境の不確実性に対し，自己の戦略に基づいて組織間ネットワークを変化させ

ていくことが必要だと考えられる。 そこで次章では，焦点組織が環境変化に対し，自己の

戦略に基づき，どのように戦略と組織間ネットワークの適合関係を構築していくかについ

ての考察を行う。 

 

 

注 

1）密度は，ネットワークにおいてどの程度の割合で紐帯が存在して，行為者の間の関係が緊密であるか

を図る指標である。これは，存在する紐帯数を 大可能な紐帯数で割ったものと定義される（安田，
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2001） 

2）Burt（2004）は結合と媒介の 2 つの機能を，閉鎖性（closure）と媒介性（brokerage）とし，ともに

経営資源として再定式化している。 

3）安田（2001）は，紐帯の弱さは，紐帯がブリッジである必要十分条件ではないと述べている。なぜな

ら，組織同士に取引があれば，必ず情報交換を伴うとは限らず，それゆえ弱い紐帯であっても，ブリ

ッジではない紐帯が存在しうるからである。 

4）Badaracco（1991）は，移動型知識と埋め込み型知識の概念を対比しながら，形式知が移動型知識とし

ての，暗黙知が埋め込み形知識としての特性を持つと特徴づけている。 
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第 4 章 焦点組織と組織間ネットワークの環境適応 

                          

Ⅰ． はじめに 

 

組織は，その生存・成長のために，環境への適応を図る。組織の活動は，環境との交換

関係を通じて成り立っており，環境への適応は，組織が存続発展するために必要な資源の

獲得を左右する重要な課題であるからである。 

組織間ネットワークにおいても，焦点組織の活動は，環境との交換関係を通じて成り立

っているため，環境の不確実性に適応することで，ネットワークから得られる効果を 大

化させていくことが必要と考えられる。 

それにも拘らず，従来の研究では，ネットワークがもたらす効果について「静態的」な

考察にとどまっているため，焦点組織が経営環境の変化に応じて，どのように組織間ネッ

トワークを戦略的に変化させているかという問題についての考察を充分に行っていなかっ

た。そのため，日本の自動車産業における 1990 年以降の環境変化が，組織間ネットワーク

に与えた影響については，余り議論されていない。 

そこで本章では，組織と環境の間に焦点組織の戦略的決定があるという前提に立ち，組

織間ネットワークの環境適応について考察する。以下では第 1 に，組織の環境適応に関す

る既存研究を整理する。第 2 に，近年，論じられるようになってきたネットワークの環境

適応についての研究をレビューする。その上で，焦点組織が環境の不確実性に対し，どの

ように自己の戦略と組織間ネットワークの適合関係を構築していくかを考察する。 

 

Ⅱ．組織の環境適応についての従来の研究 

 

1．状況適合理論 

組織は，環境からインプット（資源）を獲得し，それらを変換してアウトプットを環境

へもたらすオープン・システム（open system）である。すなわち，組織の活動は，環境と

の交換関係を通じて成り立っている。それゆえに，環境への適応は，組織が存続発展する

ために必要な資源の獲得を左右しうる重要な課題である。 

1960 年代に，組織と環境との関係についての研究が行われるようになり， Lawrence and 

Lorsch（1967）によって，「状況適合理論（Contingency Theory）」と名づけられた。コン
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ティンジェンシー（contingency）とは，（1）不確実性（ある事象が生じるかどうか分から

ない），（2）条件性（A という事象が生じるなら，別の B という事象が生じる）という意味

である（岸田，2001）。 

 

（1）状況適合理論の特徴 

Galbraith（1973）は，状況適合理論の特徴を次のように述べている。第 1 に，「あらゆ

る組織に共通する唯一 善の組織化の方法（One Best Way to Organize）は存在しない」

ので， 善の組織化の方法は，組織のおかれている環境，あるいは状況によってその効果

は異なる。第 2 に，どんな組織化の方法も，それのもたらす効果は同じだとは限らない

（Galbraith，1973）」ので，組織構造と環境の不確実性の適合（fit）が組織に高業績をも

たらす。すなわち，組織にとって 適な組織構造は，組織がおかれている環境に依存

（contingent）するのである。 

状況適合理論では，環境（状況要因）と組織との適合について，大きく分けて，内部環

境（とくに技術と組織構造）と，特定環境（課業環境と組織過程）1）が問題とされてきた。

そこで，これらの状況要因と組織の適合について，既存研究をレビューする。 

 

（2）適合に関する既存研究 

1）技術と組織構造 

内部環境を問題とした議論では，内部環境要因である技術と組織構造の適合の重要性が

論じられている。 

Woodward（1965）は，1950 年代末にイギリスのイースト・サウス・エセックス地域にあ

る製造業の調査を行い，技術は（1）単品・小バッチ生産，（2）大バッチ・大量生産，（3）

装置生産の順序で発展し，次第に複雑に化していることを検証した。その上で，3 つの技

術類型と組織構造との間に，高い適合性があることを示した。（1）単品・小バッチおよび

（3）装置生産では，有機的組織を持つ企業に，（2）大バッチ・大量生産では，機械的組織

を持つ企業に高い業績を示す傾向が見られた 2）。これらの検証により，生産技術と組織構

造の適合性が業績に影響を与えると主張した 3）。 

Perrow（1967）は，技術を問題解決のパターンとして捉え，技術には機械の発展を前提

にして，例外を既存の実行プログラム内での修正で処理する（1）機械化と，人間の技能に

よる複雑の問題解決を前提にして，新たなプログラムの探索を必要とする（2）技能化の 2
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つの次元があり，機械化された技術に必要とされるルーティン化された業務のもとでは，

中央集権化のレベルが高く，技能化された技術に必要とされるノン・ルーティン化された

業務では，分権化のレベルが高いことを示した。 

 

2）課業環境と組織過程 

課業環境と組織過程において，Lawrence and Lorsch（1967）は，課業環境の不確実性に

応じた組織過程（分化と統合）の適合が高業績をもたらすと主張した。ここでは，環境に

関する情報が不確実性として，組織過程に与える影響が論じられている。組織は，分化と

統合によって，課業環境の不確実性や多様性に対処する。環境の不確実性が高くなるほど，

より複雑な分化が必要とされ，複雑な分化はより多くの統合努力を要求する。この統合の

ための手段が，統合メカニズムとコンフリクト処理である。彼らは，プラスチック産業（課

業環境の不確実性高・多様性高），食品産業（不確実性中・多様性中），コンテナ産業（不

確実性低・多様性低）の比較を行い，課業環境の不確実性に応じた組織過程（分化・統合）

を工夫した企業ほど業績が良いことを示した 4）。 

 

3）技術・課業環境と組織デザイン 

Thompson（1967）は，不確実性を生み出す源泉として技術と課業環境をあげ，不確実で

変動する環境に適合する組織をデザインすることで，技術的合理性を確保していくことが

必要と論じている。技術的効率性を 大にしたいなら，環境の変動を 小限に抑えねばな

らず，環境の変動に柔軟に対処するためには，技術的効率を犠牲にしなければならない。

安定的な環境では，技術的効率性が求められるため，本社が基本計画を通じて集権的に管

理することが効果的である（職能部門制組織）。動態的な環境では，環境の変動に対処する

ために，中核技術と対境単位とを，交互的相互依存性をもつ自己充足的単位へとグループ

化して柔軟に対処することが必要である（事業部制組織）。技術も環境も不安定な状況では，

職能別専門化に基礎をおきながら，プロジェクトのために人員を選抜して，タスクフォー

スが展開される。 

Galbraith（1973）は，課業の不確実性が大きいと，課業の実行の際に意思決定者の間で

処理しなければならない情報の量が多いという考えに基づき，課業の不確実性（課業の遂

行に必要な情報量と，組織がすでに持っている情報量の差）という点から，組織デザイン

戦略を体系的に展開している。課業の不確実性が増大する場合には，次の 2 つの戦略のい
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ずれかによって対処される。1 つめの戦略は，組織が処理する情報量を減少することであ

る。これには，在庫などによって，調整に必要とされる情報量を減少させるスラックの捻

出と，アウトプットに基づく構造へ転換する自立的な課業の統括がある。2 つめの戦略は，

組織の情報処理能力を，さらに増大させることである。これには，コンピューターなどに

よる大量の情報処理を通じて階層に上申される例外事項を減らす垂直的情報システムと，

当該の問題に直接関連する人々がグループを形成して，共同で問題解決にあたる水平的関

係の確立がある。Galbraith（1973）は，組織はより大きい不確実性に直面すると，上記の

戦略の 1 つを採用しなければならない，課業のために必要な情報と組織の情報処理能力は，

つねに適合する，そしてどの戦略が採用されるかは戦略の相対的コストに依存すると論じ

ている。 

 

（3）状況適合理論への批判 

状況適合理論は，組織の環境適応という視点を明らかにしたが，そこには状況変数が組

織構造を制約し，それが直接業績水準を決めるという環境決定論的傾向がある（Child，

1972）という批判があらわれた。 

Child（1972）は，「環境条件が，組織構造における多様性を生み出す直接の源泉である

とは考えられない。重大なつながりは，組織が，環境においてどのような位置にあるのか

という意思決定者の評価，そして，その結果，組織の構造について，どのような行為を遂

行するのかである」と述べている。すなわち，環境や技術は所与ではなく，経営者，特に

組織を動かすパワーをもった支配的な連合体の戦略選択（strategic choice）に基づいて，

組織構造は形成される。しかし，分析の焦点は単一の組織体であり，組織内の諸要素の相

互作用のあり方が問題であったため，環境それ自体がどのような要素から構成され，それ

らがどのような関連をもつのか，あるいは組織が自らの環境要素に働きかけ，自らの環境

システムをどのように形成していくかについては触れられていない。組織から環境への影

響を扱うためには，個別組織の戦略形成に即して，組織間関係システムの形成のプロセス

を説明する必要がある。 

 

2．環境操作戦略  

 組織はその生存，成長のために，環境への適応を図る。状況適合理論では，環境から組

織への影響を重視されてきたが，環境をいかに解釈し，それに適応していくのかは組織の
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主体的要因である。その意味で，組織はどの環境部分に注目するかを選択できるので，環

境に組織を適応させるのではなく，組織の能力に適応するよう環境を変えるという可能性

を展開することができる（Pfeffer and Salancik，1978）。 

環境操作戦略では，外部環境への依存関係を組織自らが操作する，すなわち，組織に合

わせて環境を変えるという問題を取り上げている。環境操作戦略において，他の組織は重

要な環境である。組織は一方で他組織への依存を回避し，他方で安定的な資源の獲得・処

理を追及するために，環境に対して様々な戦略を練りだしていく。焦点組織はその存続・

成長のために取引を行う一群の環境グループ（供給者，利用者，競争者，監督官庁等）へ

の依存性をコントロールすることで不確実性を削減し，環境に適応していかねばならない。   

当該組織が，環境に直接働きかけて，依存性を管理する戦略には，組織自身の資源や手

腕に頼って，当該組織の意思決定プロセスの中に環境要素を取り入れずに，自律性を維持

して，不確実性・依存性を減少させる自律化戦略と，共同の問題を解決するために，2 つ

あるいはそれ以上の数の組織の活動を調整し，環境の諸要素と明示的・暗示的に協調する

協調的戦略がある（Galbraith，1977）。 

自律化戦略は， 自社に固有の能力を伸ばすことによって，他組織への依存性を回避する

方法で，社会の支持を求めての競争，PR 活動，自発的対応（社会的責任を果たすことによ

って，さまざまな利害者集団，福祉のための運動，社会問題に参加し，これに影響を与え

ること），制度化が含まれる。  

協調的戦略は，自律化戦略のように他に依存せず自己統制を通じて，環境の統制を可能

にするのではなく，他組織との相互依存性を認めた上で，互いの自律性を尊重しつつ，折

衝によって，協力関係に関する合意を形成し，良好で安定した共生的相互依存関係を構築

することにより，相互依存関係を部分的に取り込もうとする戦略である。その意味で協調

的戦略は，柔軟性の点で自律化戦略よりすぐれているといえる。協調的戦略は，組織にと

って他組織の取引が重要であり，しかも必要なとき，あるいは他組織との競争が不確実で

問題となるときに形成される。 

協調的戦略には，暗黙の協調，交渉・契約（bargaining･contracting），役員の導入

（co-opting），連合（coalition），戦略的工作（strategic maneuvering）が含まれる。 

暗黙の協調とは，一定の状況において主体間で共通の期待を作り出すことであり，行動

がパターン化され，予測可能であり，他組織との調整は行われても，調整のためのコミュ

ニケーションや明示的・公式的な試みのないときに採用される 5）。契約とは，将来の活動
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の不確実性を処理するために，財，用役，情報，特許などの交換を通じて，一定期間相互

依存する当事者の間で，明示的な形で同意を取り決めることである。このための交渉には，

明示的な協調へと至る当事者間の直接の接触や同意に達するための対話，情報交換，取引

が含まれる。支持を与える能力が少数の環境要素に集中しており，この支持能力が集中さ

れた需要とつり合っている時に，契約が交わされる（Thompson，1967）。役員の導入は，組

織の安定性を維持したり，その生存への脅威を回避したりするために，焦点組織のリーダ

ーシップや政策形成に，課業環境から新しい要素を吸収して，それと引き換えに支持を得

る方法である。役員の導入には，一方的に役員が派遣される場合と，相方の役員が共に役

員を兼ねることがある。前者は支配目的と結びつき，後者は組織間調整手段と結びついて

いる。連合は，2 つあるいはそれ以上のグループが，一定期間ある問題に関して合体して

共同で行動することであり，環境要素の支持能力が集中しており，集中された需要とのバ

ランスはあるが，契約によって得られるパワーでは不充分な場合には，連合が行われる

（Thompson，1967）。戦略的工作は，課業環境の重大な要素を吸収する戦略で，（水平的）

合併，垂直統合，多角化が該当する（Galbraith，1977，Pfeffer and Salancik，1978）。

戦略的工作は，依存性を管理するのではなく，これを削除し，課業環境そのものを変えよ

うとする試みである。このように，焦点組織は，環境操作戦略を用いることで，他組織へ

の資源の接近や成果の安定性や環境への支配力の増大を図る。 

以上の議論から，組織の環境適応には，2 つの側面があることが示された。 

1 つは，状況適合理論のもつ環境決定論的傾向を前提にする環境→戦略→組織構造→組

織過程→業績，という因果関係を内包するモデルである。もう 1 つは，組織に合わせて環

境を変える環境操作戦略である。岸田（2006）は，両者の関係は次のように考えることが

できると述べている。環境の質的変化においては，あるいは少なくとも長期的には，環境

の影響力が決定的な意味をもち，それに見合った戦略と組織構造・組織過程をとることが

効果的であるが，環境の量的変化に対して，あるいは短期的には，そこでの依存性や不確

実性はなんらかの環境操作戦略によって，適応を図る方が，組織構造の再編成よりも容易

である。 

焦点組織と組織間ネットワークの環境適応において，状況適合理論では，環境の不確実

性に適応するネットワーク構造を明らかにすることができ，環境操作戦略では，焦点組織

による戦略に基づくネットワーク構造の形成プロセスを明らかにすることができる。した

がって，2 つの側面から分析することにより，ネットワークの構造がメンバー組織に与え
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る影響（マクロ）と，焦点組織の個々の戦略がネットワークに与える影響（ミクロ）の両

側面からの分析が可能になると考えられる。 

 

Ⅲ．組織間ネットワークの環境適応についての研究 

 

 社会ネットワーク論の既存研究では，ネットワーク構造は焦点組織が入手できる情報の 

質や量を規定するため，焦点組織のパフォーマンスに影響を与えるという考えに基づき， 

焦点組織が競争優位を得るためには，どのようなネットワーク構造を構築することが望ま 

しいのかについて，異なる結論を導き出してきた。たとえば，ネットワークの密度におい 

て，Coleman（1988）は，密なネットワークが望ましいと主張するが，Burt（1992）は逆に 

疎なネットワークが望ましいと主張している。同様に紐帯の強度において，Granovetter 

（1973）は，弱い紐帯の強さを主張するが，Krackhardt（1992）は，強い紐帯の強みを主 

張している。 

こうした議論の対立は，ネットワークが置かれる環境を視野に入れていないことが要因 

と考えられる。組織の活動は，環境との交換関係を通じて成り立っており，環境への適応

は，組織が存続発展するために必要な資源の獲得を左右する重要な課題である。つまり，

ある特定のネットワークは，普遍的に有効なのではなく，むしろ特定の課題に対して効果

的なのである（Handerson et al.，2001）。こうした環境への適応という考えに基づくこと

で，従来の社会ネットワーク論における議論の対立は解消することができると考えられる。 

組織間ネットワークにおいても，焦点組織の活動は，環境であるメンバー組織との交換

関係を通じて成り立っているため，環境の不確実性に適応することで，ネットワークから

得られる効果を 大化させていくことが必要といえる。 

 

1．ネットワークの状況適合理論の展開 

近年，ネットワーク研究においても，環境の不確実性に適応したネットワーク構造の構

築の必要性が認識され，ネットワークの状況適合について論じられるようになってきた。

以下にて，3 つの既存研究を概観する。 

 

（1）課業環境とネットワーク構造 

Rowley et．，al．（2000）は，半導体産業と鉄鋼業の分析を行い，組織に利益をもたらす
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ネットワーク構造は， 産業ごとの課業環境に応じて異なると主張している。組織は，存続

のために，新しい知識の探索（exploration）や既存の知識を活用（exploitation）するこ

とによって，環境の不確実性に対応しなければならない（March，1991）。 

半導体産業は，市場の動きが早いため，既存商品の売上を正確に予測するのは困難な状

況にある。 製品や市場の方向性を見極めることは難しいため，新技術の可能性や多種多様

な既存技術の組み合わせによる技術向上を図るための調査や，市場のモニタリングが常に

必要とされる。半導体産業の活動において，新しい技術の探索は不可欠なものであり， 彼

らの調査でも R&D の 98．0％がプロダクト・イノベーションで占められているのに対し，

プロセス・イノベーションは 36．6%であった。 

半導体産業では，新しい知識を探索することによりプロダクト・イノベーションを行っ

ていくことが必要となる。そのためには，焦点組織は，多様な情報を収集しなければなら

ない。多様性のある情報は，弱い紐帯を通じて獲得することができる。弱い紐帯では，異

なる社会圏に属する多様な人々が結び付けられる傾向があるので新たな情報を橋渡し

（bridging）できる可能性が高いからである（Granovetter，1973）。またネットワークに

構造的空隙を作ることにより，焦点組織は異なる情報フローに置かれたメンバーから多様

な情報を入手することができる。 

Rowley et．，al．（2000）の分析では，新しい知識の探索を要求される環境にある半導体

産業における戦略的提携相手との弱い紐帯の数は，業績と正の関係が検証されたが， 密な

ネットワークと強い紐帯は，業績と負の関係が示された。 

半導体産業とは対照的に，鉄鋼業の製品と市場は相対的に固定的であり，製品イノベー 

ションや新規参入もほとんど見られない。鉄鋼業における R&D の大部分は，コスト削減の

ためのプロセス・イノベーションに費やされる。 彼らの調査でも R&D の 100%をプロセス・

イノベーションが占めていたのに対し，プロダクト・イノベーションは 27．7%であった。

鉄鋼製品のほとんどは汎用商品であるので，生産コストの削減は企業にとって大きな価値

があり，競争優位となりうるからである（Von Hippel，1988）。結果として，鉄鋼業では新

たな技術を探索するより，既存の技術を改善することが重要視される。 

 鉄鋼業では，コスト削減や効率化などのプロセス・イノベーションが必要となる。その

ために，特定の情報を収集することにより，既存の技術・技能・情報を利用して，それを

精緻化していかなければならない。特定分野の深い知識は，強い紐帯を通じて獲得するこ

とができる。強い紐帯は，高頻度の情報交換により，信頼を醸成し，協働して問題を解決
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する仕組みを作り出すので（Uzzi，1996），メンバーの持つ暗黙知的情報をも得ることが可

能となるからである。また既存の技術を精緻化していくには，ネットワーク全体が同一の

志向を持つ必要がある。密なネットワークでは，メンバー全体が繋がっているので，焦点

組織は，ネットワーク内で評価された情報を収集し，高度な知識を得ることができる。 

Rowley et．，al．（2000）の分析では， 鉄鋼業は，半導体産業に比べ，業績に対する密

度の影響が大きいこと，また強い紐帯を有する方が業績に影響を及ぼすことが示された。

すなわち，産業（環境）と，そこに相応しいネットワークの組み合わせがあることが明ら

かになった。 

 

（2）情報とネットワーク構造 

Koka and Prescott（2002）は，ネットワークは 3つの情報上の利益をもたらすと述べて

いる。情報には （1）量（volume），（2）多様性（diversity），（3）リッチさ（richness）

のディメンションがあり， それぞれのディメンションに対応したネットワークを構築する

ことが，高業績に繋がると主張している。 

情報量は，焦点組織がネットワークを通じてアクセスし，獲得できる情報の量を指す。

ここでは，焦点組織が有するパートナーの数と，各パートナーとの紐帯の数に焦点が置か

れている。Coleman（1988）は，ネットワークを形成するメンバー間の密な相互作用が， 焦

点組織に情報をもたらすと主張している。メンバー同士が直接結びついている密なネット

ワークでは，情報の交換と普及に要する時間とコストが削減される。また密な相互作用に

より，信頼が醸成されるので，効率性と生産性を向上させる既存の知識の活用に有効な

（Levinthal and March，1994），機密性の高い情報や暗黙知的情報を交換することができ

る。他方， 密な相互作用により，全てのメンバーの同質化が進むと，同じような情報ばか

りが共有され，新しい付加的な情報を得ていくことが難しくなる恐れがある。 

情報の多様性は，焦点組織が，メンバーとの関係を通じてアクセスできる情報の範囲と

多様性を指す。ここでは，焦点組織が有するパートナーの数に加え，各パートナーの特性

や彼らとの関係性に焦点が置かれている。彼らは，多様性のある情報は，次の 2 つの方法

で獲得できると述べている。第 1 に，情報の多様性は，疎なネットワークをデザインする

ことで獲得できる。密なネットワークにおけるメンバー同士の間では，頻繁な情報交換を

通じて，同じ情報が循環してしまう可能性が高いが，疎なネットワークでは，構造的空隙

により，メンバーが分断されるため，冗長性のない新しい情報にアクセスできる可能性が
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高いからである。第 2 は，紐帯の多様性を持つことである。焦点組織は，異なる種類の情

報を所有している社会圏に属しているメンバーと紐帯を結ぶことで，多様性のある情報を

獲得できる。情報の多様性は，焦点組織に各メンバーが所有する知識を活用することで，

新たな知識を習得する機会をもたらす（Levinthal and March，1994）。 

情報のリッチさは，焦点組織が関係を通じてアクセスできる情報の質を重視する。ここ

では，焦点組織の全てのアライアンスの経験と，メンバーとの歴史に焦点が当てられる。

焦点組織のアライアンスの経験は，理解度を向上させるので，アライアンスの能力を高め

ることになり，情報へのアクセスの有効なステップやプロセスを発展させるからである

（Eisenhardt and Martin，2000）。またアライアンスの経験は，ノウハウの公式化と内部

化を可能にするため，焦点組織のアライアンスのマネジメント能力の向上に繋がり，結果

として，良質でリッチな情報が入手可能となる。この情報の流れは，メンバーとの歴史を

共有したときに強化される。強い紐帯は，外部からは不透明とされるメンバー間の共有語

を創造し，互いの動機，過程やルーティンについての理解や知識を増大させる。強い紐帯

が密なネットワークと結びついた場合は，信頼のメカニズムとして作用する（Gulati，1995）。 

メンバーが確信をもってリッチな情報を共有するのは，信頼が相互依存の規範に対し違反

があった場合の制裁メカニズムとなるため，機会主義的行動が弱まるからである。Uzzi

（1996，1997）は，アライアンスにおけるメンバー間の信頼の発展は，情報の性質に変化

を与えると述べている。 密なネットワークと強い紐帯で結ばれたメンバー間では，頻繁な

コミュニケーションが行われるため信頼が醸成され，暗黙知や機密性が高い重要な情報の

共有が可能となり，双方のメンバーが共同で問題解決にあたるメカニズムを形成すること

になるからである。 

以上の議論から，情報の量と多様性には，ネットワークの構造が影響し，リッチさには

焦点組織とパートナーの間の関係性が影響すると考えられる。（1）の情報の量に関しては，

場合によっては，冗長的な情報のみを共有するというデメリットも有しているものの，密

なネットワークが優位であると考えられる，（2）の情報の多様性については，疎なネット

ワークが，（3）の情報のリッチさについては，強い紐帯が優位だと考えられる。このよう

に，ネットワークの構造特性によって，得られる情報は異なるため，焦点組織は必要とす

る情報のタイプに応じてネットワーク構造を構築する必要がある。 

また彼らは， 1980 年から 94 年にかけての日・米・欧の鉄鋼メーカーの国籍とアライア

ンスに求める情報のタイプについてのデータ分析を行い， 必要とする情報によって異なる
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形態のネットワークを構築することが高業績に繋がることを検証した 6）。 

日本の企業では，情報量と多様性が企業業績に影響を与えるという結果が出た。 日本の

市場規模には限界があるため，他の市場への参入を余儀なくさせる状況にある。したがっ

て， 多くの情報を収集し，広範囲の企業と多くの紐帯を構築することが必要である。日本

企業の戦略は，他の市場への経路となりうる企業とのネットワークを構築することであり，

分析においても，さまざまな国の企業との多元的なアライアンスを形成している企業の業

績は高いことが示された。 

他方，アメリカの企業は，情報量と情報のリッチさが企業業績に影響を与えるという結

果が出た。アメリカの市場は十分な規模を有しているので，企業は，競争優位性を保つた

めに，継続的に鋳造技術を向上させることのみに焦点を当てている。そのため，アメリカ

の企業は，技術力を有する多くの日本企業とのアライアンスを構築している。ヨーロッパ

では，国家が制度的にアライアンスを推進しているため，全ての社会関係資本についての

相関は示されなかった。 

以上の議論から，環境の不確実性に応じて必要とされる情報の特性と，ネットワーク構

造の適合が，高業績をもたらすといえる。 

Rowley et．，al．（2000）の研究では，課業環境の不確実性に応じて必要とされるイノベ

ーションは異なるため，それぞれのイノベーションのタイプに対応する情報をもたらすネ

ットワークを形成することが高業績につながることが明らかにされた。既存の知識を精緻

化し，効率性を高めるプロセス・イノベーションが必要とされる場合は，機密性の高い情

報の交換ができる「強い紐帯」および情報の共有化と共通目的を有することができる「密

なネットワーク」が相対的に有利となる。 逆に，新しい知識を探索し，新たな製品を開発

するプロダクト・イノベーションが必要とされる場合には，新しい情報への橋渡しの可能

性をもつ「弱い紐帯」および多様な情報へのアクセスを可能にする「疎なネットワーク」

が相対的に有利になる。 

 Koka and Prescott（2002）の研究では，必要とする情報のディメンション（情報量・

情報の多様性・情報のリッチさ）に対応したネットワークを構築することが，高業績に繋

がることが明らかにされた。情報量が必要な場合は，密なネットワークが相対的に優位で

あり，情報の多様性については疎なネットワークが，情報のリッチさについては，強い紐

帯が優位になる。 

両者の議論を統合すると，プロダクト・イノベーションが要求とされる状況では，新し
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い知識の探索（exploration）が必要となり，プロセス・イノベーションが要求される状況

では，既存の知識を活用（exploitation）が必要となる。新しい知識の探索には，情報の

多様性をもたらす疎なネットワークが有効であり，既存の知識の活用には，情報量をもた

らす密なネットワークと，情報のリッチさをもたらす強い紐帯が有効であると考えられる。 

 

2．ネットワークの環境操作戦略 

Gabbay（1997）は， 社会関係資本（social capital）を生み出すネットワーク構造を 

構築・維持するためには，ネットワークを変化させ，メンバーをコントロールすることが

必要であると主張している。 

彼は，アメリカにおけるネットワーク・マーケティングの検証を行い，成功する創業家

は，必要とする情報や資源に応じて，戦略的にネットワークを変化させていることを検証

した。ネットワーク・マーケティングでは，商品の販売と，新たな顧客の獲得が成功の鍵

となる。創業メンバーがもつ 初のネットワークは，商品説明会に出席した多くの潜在顧

客との密なネットワークと弱い紐帯である。密なネットワークと弱い紐帯から構成される

ネットワークでは，メンバー間の関係に格差はない。そこで，成功する創業メンバーは，

顧客になる可能性が高い参加者に電話などでアプローチをし，多くの顧客との弱い紐帯を

形成する。この時点のネットワークは，創業メンバーを中心とする各顧客との疎なネット

ワークと弱い紐帯から構成されるネットワークである。創業メンバーが，自らのパフォー

マンスを高めるためには，獲得した顧客を通じて，さらにネットワークを広げる必要があ

る。そこで次に，創業メンバーは，獲得した顧客との紐帯を強化する。強い紐帯は，2 つ

の効果をもたらす。1 つは信頼関係の構築であり，もう 1 つは相互にコミットメントを認

識させることである。創業者は，疎なネットワークと強い紐帯から構成されるネットワー

クを形成することにより，各顧客の協調的行動を引き起こし，自らのネットワークを拡大

し，さらなる利益を得ることになる。 

このように，成功する創業メンバーは，ビジネスの各段階で自らのパフォーマンスを高

める得るために，ネットワークを戦略的に操作していることが確認できる。 
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Ⅳ．焦点組織と組織間ネットワークの環境適応に関する考察 

 

前節の議論から，組織間ネットワークの環境適応においても，状況適合理論と環境操作

戦略の 2 つの側面があることが確認された。本節では，3 章で提示した組織間ネットワー

クの 4 つの形態（市場型ネットワーク・アライアンス型ネットワーク・系列型ネットワー

ク・内部組織型ネットワーク）と焦点組織の環境適応について，状況適合理論と環境操作

戦略の視点から考察を行う。 

 

1．焦点組織とネットワーク構造の環境適応 

ネットワークの状況適合理論では，環境の不確実性に対応しうる情報の特性と，ネット

ワーク構造の適合が必要となることを示している。組織は存続のために，新しい知識の探

索や既存の知識を活用することによって，環境の不確実性に対応する（March，1991）。 

新しい知識の探索には， 多様性のある選択肢を得るために，広い範囲から多くの新しい

情報を集めることが大切になる。多様性のある情報は，ネットワークに構造的空隙を作る

ことにより，異なる情報フローに置かれたメンバー組織を通じて入手することができる。 

また弱い紐帯は，異なる社会圏に属する多様な人々が結び付けられる傾向があるので，新

しい異質な情報を橋渡し（bridging）できる可能性が高い（Granovetter，1973）。しかし

ながら，弱い紐帯では関係性が稀薄なため，入手できる情報の信頼性は低い。 

したがって，付加的な新しい情報を広く入手していくためには，メンバー組織が，多様

なメンバーと幅広くコンタクトする機能を有する，疎なネットワークと弱い紐帯から構成

される「アライアンス型ネットワーク」が有効であるが，メンバー組織の関係が稀薄なた

め，入手できる情報の信頼性が低いという問題を有している。信頼性の高い情報や暗黙知

的情報を入手するには，メンバーとの信頼を醸成し，互酬性を高める機能を有する疎なネ

ットワークと強い紐帯から構成される「系列型ネットワーク」が有効であると考えられる。 

既存の知識の活用には，特定の情報を収集することにより，既存の技術・技能・情報を

利用してそれを精緻化していくことが大切となる。特定分野の深い知識は，強い紐帯を通

じて獲得することができる。強い紐帯は，高頻度の情報交換により，信頼を醸成し，協働

して問題を解決する仕組みを作り出すので（Uzzi，1996），メンバー組織の持つリッチでき

め細かい情報や暗黙知的情報を得ることが可能となる。また既存の知識を精緻化していく

には，ネットワーク全体が，同一の志向を持つ必要がある。密なネットワークでは，メン



 76 

バー全体が繋がっているので，ネットワーク内で評価された情報を収集し，高度な知識を

交換することができる。 

したがって，機密性が高く内容の濃い情報や暗黙知的なノウハウを交換するためには，

メンバーとの間で緊密にコンタクトすることにより，規範の形成や同質化を進める機能を

有する密なネットワークと強い紐帯から構成される「内部組織型ネットワーク」が有効で

あるが，交換すべき情報が限られている場合は，形式知的情報がネットワーク内に分布す

る，密なネットワークと弱い紐帯から構成される「市場型ネットワーク」が有効であると

考えられる。 

以上をまとめると，市場型ネットワークでは，形式知的情報がネットワーク内に分布す

るので，限られた範囲の情報をネットワーク全体で交換する場合に有効である。アライア

ンス型ネットワークは，疎なネットワークにおいて，弱い紐帯で結ばれたメンバー組織が

広い範囲で展開するので，焦点組織が付加的な新しい情報を獲得する場合に有効である。

系列型ネットワークは，強い紐帯が，メンバーとの互酬性を高めるので，焦点組織が信頼

性の高い情報や暗黙知的を獲得する場合に有効である。内部組織型ネットワークは，密な

ネットワークと強い紐帯により，同質化を進めたり，暗黙知的な知識やルーティンについ

ての情報を共有するので，機密性が高く内容の濃い情報や暗黙知的なノウハウを，ネット

ワーク全体で交換する場合に有効である（表 4-1）。 

  

表 4-1 組織間ネットワークの状況適合 

ネットワークの形態 もたらされる情報の特性 

市場型 形式知的情報をネットワーク内で等しく交換 

アライアンス型 焦点組織による新しい異質な情報の獲得 

系列型 焦点組織による価値ある情報や暗黙知の獲得 

内部組織型 価値ある情報や暗黙知をネットワーク内で等しく交換 

（出所：筆者作成） 

 

このように，焦点組織と組織間ネットワークの状況適合理論では，組織間ネットワーク

の形態ごとに得られる情報の特性が異なることを，明らかにすることができた。その意味

で，組織間ネットワークの構造がメンバー組織に与える影響，すなわち，ネットワークの

マクロな側面からの分析が可能になったと考えられる。 
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2．焦点組織によるネットワークの環境操作戦略 

焦点組織による環境操作戦略は，他組織との資源の依存関係から生じる相互依存性が，

組織の存在を不確実にする場合に採用される。 

組織が他組織に依存していることは，他組織が組織にパワーをもっていることを意味し

ている。パワーとは，なんらかの望ましい目的あるいは結果を達成しようとして，ある 1

人の社会的行為者が抵抗を排除する能力である（岸田，2006）。相互依存性と不確実性の問

題に対する典型的な解決は調整の増加であり，それは他者の活動に対する相互のコントロ

ールの増大を，言い換えれば，社会的主体の行動上の相互依存性を増すことを意味する。 

依存関係の管理において協調的戦略は，次の４つの利点を焦点組織に与える（山倉，1993）。

（1）他組織の活動についての情報を獲得することができる。（2）依存している他組織に対

して情報を伝達する経路を確保することができる。（3）重要な他組織からの支持を獲得す

るための一歩としての意味を持つ。（4）組織を正当化することに対する価値を付与する。

これらは，組織間ネットワークがもつ（1）学習効果，（2）社会での正当性の調達，（3）不

確実性の低減，（4）取引費用削減効果，（5）経済活動での主体性（Podolony and Page，1998）

の利点と共通しており，したがって，協調的戦略の枠組みを適用することによって，焦点

組織が競争優位を得るために，どのように組織間ネットワークを変化させるかを明らかに

することができると考えられる。協調的戦略は，対処すべき依存性や不確実性の増大の程

度に応じて，暗黙の協調→契約・交渉→役員の導入→連合→戦略的工作の順序で採用され

る。 

焦点組織のメンバー組織に対する依存度は，メンバー組織に依存する（1）資源の特殊性，

（2）資源への自由裁量，（3）資源の代替源の数に応じて決まってくる（小橋，2005）。 

資源の特殊性が低く，資源への自由裁量が大きく，代替数が多い場合は，焦点組織によ

る調整が行われなくても，自律した個々の組織が，豊富な情報経路を利用して個別の情報

収集を行うことができる「市場型ネットワーク」を採用する。市場型ネットワークにおい

て焦点組織は，密なネットワーク内で弱い紐帯を通じて，形式知的情報を獲得したメンバ

ー組織に自律的に行動させて，ネットワーク内に競争を引き起こし，利潤の極大化を目指

すことができる。 

資源の特殊性が高くなるにつれ，代替数は少なくなるため，資源への自由裁量は小さく

なる。環境の変化に対し，既存の構造では充分に適応できない場合，組織とその環境との

間の均衡を回復するために，構造変革が必要とされる（Galbraith，1977）。環境への依存
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度の増加に対し，焦点組織は，構造的空隙による垂直的分散（vertical disintegration）

を実行し，それぞれのメンバー組織と相互依存関係を結び，直接的な交渉を通じて，明示

的な形で同意を得ることにより，将来の活動の不確実性を処理し，資源を獲得する「アラ

イアンス型ネットワーク」を採用する。アライアンス型ネットワークにおいて焦点組織は，

構造的空隙の利用により，自律性の高いメンバー組織間の競争を引き起こし，コントロー

ル上の利益を得ることができる。 

アライアンス型ネットワークは，個々のメンバー組織の自律性が高く，メンバー間の関

係も稀薄であるため， 環境への適応は部分的効果しかもたない。そこで焦点組織は，各メ

ンバー組織と強い紐帯を結び，関係性を促進・強化し，目的や手段についての共通理解を

深めることにより自らのパワーを確保し，メンバー組織からの支持を得る「系列型ネット

ワーク」を採用する。系列型ネットワークにおいて焦点組織は，紐帯を強めることにより，

メンバー組織からの支持を得て，協調的行動による利益を獲得することができる。 

さらに資源の特殊性が高くなり，代替数が減少し，自由裁量が小さくなる場合，焦点組 

織は，メンバー組織間を強い紐帯で結び，同質化を進め，ネットワーク全体の意思統一を

図ることにより，依存性を吸収する「内部組織型ネットワーク」を採用する。内部組織型

ネットワークにおいて焦点組織は，強い互酬関係を通じて一体感を高めることにより，ネ

ットワーク全体で利益を追及することができる。 

このように，焦点組織は，ネットワークの構造や関係性の強弱の変化を通じて，ネット

ワーク内のメンバー組織の連結を強化したり，強い相互依存性を生じさせることにより，

環境への依存性の減少を図っていく。焦点組織による環境操作戦略では，メンバー組織に

対する依存度の増大に比例し，市場型→アライアンス型→系列型→内部組織型の順序で採

用される。 

以上をまとめると表 4-2 のようになる。 
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表 4-2 焦点組織による環境操作戦略 

環境への依存度 採用されるネットワーク 戦略効果 

資源の特殊性－低 

資源への自由裁量－高 

代替源の数－多 

市場型ネットワーク 

ネットワーク全体に競争を引き起

こし利益を獲得 

 

資源の特殊性－中－ 

資源への自由裁量－中

－ 

代替源の数－中－ 

アライアンス型 

ネットワーク 

 

メンバー組織間の競争上の利益が

焦点組織に集中（個々の組織の自律

性が高い） 

資源の特殊性－中＋ 

資源への自由裁量－中

＋ 

代替源の数－中＋ 

系列型ネットワーク 

メンバー組織からの協調の利益が

焦点組織に集中（グループとしての

まとまり，共同利益） 

資源の特殊性－高 

資源への自由裁量－低 

代替源の数－少 

内部組織型 

ネットワーク 

 

ネットワーク全体の利益を追求 

 

（出所：筆者作成） 

 

このように，環境操作戦略により，状況適合理論で論じた，特定の課題に対応しうる情

報の特性とネットワーク構造の適合を達成するために，焦点組織が，環境（メンバー組織）

をどのように操作していくかについてのプロセスを明らかにすることができた。その意味

で，焦点組織の個々の戦略がネットワークに与える影響，すなわち，ネットワークのミク

ロな側面からの分析が可能になったと考えられる。 

 

Ⅴ．小括 

 

ネットワークの効果は普遍的ではなく，むしろ個別の課題に適合したネットワーク特性

がある。それぞれに向いたネットワーク特性があるので（Lazer & Friedman，2007），組織

間ネットワークが環境に適応していくために，焦点組織は個別の課題に対応する情報や資
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源を入手することが必要となる。 

本節では，こうした考えに基づき，焦点組織が環境の不確実性に対して，どのように組

織間ネットワークを適応させていくかについて状況適合理論と環境操作戦略の観点からの

考察を行った。 

状況適合理論では，環境の不確実性に応じた情報の特性と組織間ネットワーク構造の適

合が必要であると主張し，組織間ネットワークの 4 つの形態と，それぞれがもたらす情報

の特性について検討を行った。環境操作戦略では，焦点組織が必要とする資源を得るため

に，メンバー組織への依存性をどのように操作していくかについて検討を行った。 

このように，状況適合と環境操作戦略の両側面から，組織間ネットワークの環境適応を

検討することにより，ネットワークのマクロの側面（ネットワークの構造がメンバー組織

に与える影響）と，ミクロの側面（焦点組織の個々の戦略がネットワークに与える影響）

両側面からの分析が可能になったと考えられる。 

次節において，本節で提示した枠組みを用いて，1990 年以降のトヨタと日産の組織間ネ

ットワークの比較を行い，環境変化に対する両社の戦略と組織間ネットワークの適合につ

いて分析する。 

 

 

注 

1）環境概念は（1）組織内の個人あるいやグループに焦点をあてた内部環境，（2）ある 1 つの組織に焦点

をあて，当該組織とその外部環境を問題とする特定環境，（3）ある一定の全体環境に焦点をあて，社

会システムとしての環境を問題にする全般環境の 3 つのレベルからなる（岸田，2005）。 

2）有機的組織-機械的組織は，Burns and Stalker（1961）が提唱した組織概念である。有機的組織では，

企業の全体目的と全体状況に応じて専門的な活動が統合され，その相互作用を通じて，課業が常に再

定義される。機械的組織とは，専門職能別に分化され，権利・義務がそれぞれ明確に規定された組織

形態である。Burns and Stalker は，組織構造と環境の特性の間には適合性があり，安定した環境では

機械的組織が有効であり，市場や技術の変化が早い環境では有機的組織が必要とされることを明らか

にした。 

3）Woodward はこの関係を協和仮説と名づけている。 

4）プラスチック産業において高い業績をあげた組織は，高い分化レベルと高い統合レベルを持つ組織で

あった。変化の速度が速いプラスチック産業の組織では，部門間の分化が も高度に進展し，部門間



 81 

の統合の問題が生じるので，紛争解決のために精緻な公式的手段を発達させて組織が高いレベルの統

合を達成し，その結果，高い業績をあげたのである。 

5）たとえば，プライス･リーダーシップや管理者間の価値規範の共有（いわゆる“good business practice”

の確立）がこの例である（岸田，2006）。 

6）Koka and Prescott（2002）は，鉄鋼業界紙の American Metal Market（AMM）に掲載された 1980 年か

ら 94 年の間の 706 件アライアンスデータを用いて分析を行っている。このデータには 48 カ国・422

の企業が含まれる。 
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第５章 日本の自動車産業の環境変化と組織間ネットワーク 

    －トヨタグループと日産グループの比較－ 

 

Ⅰ．はじめに 

 

本章では，これまでの議論に基づき，焦点組織が競争優位を得るために自らの戦略に基

づき，どのように組織間ネットワークを適応させているかを，実証的に検討する。そのた

めに，近年の環境変化に適応するための，トヨタ自動車（以下トヨタ）と日産自動車（以

下日産）のサプライヤー戦略を整理し，各社が自己の戦略応じて，どのように戦略と組織

間ネットワークの適合関係を構築しているかを検証する。 

  

Ⅱ．経営環境変動の下での自動車産業の部品取引関係 

 

日本の自動車産業における部品取引関係では，少数の取引先との長期継続的取引関係を 

基盤とした自動車メーカーとサプライヤー間の強い紐帯が信頼を醸成し，協調的取引関係

を安定させる一方で，自動車メーカーによる競争の導入により，平均費用 小の生産や技

術進歩を可能としてきたと論じられてきた。 

しかし，1990 年代の自動車生産の不振，一部自動車メーカーの経営難，グローバル競争

の激化などの環境変化により，自動車産業は激変の時代を迎えている。日本の自動車メー

カーの中には，バブル期の拡大路線や設備投資，1980 年代までの右肩上がりの生産拡大を

前提とした生産システムを維持するための諸費用が，生産低迷の中でコスト負担増となる

ところも現れた。さらに，経済活動のグローバル化が急速に進展し，市場規模が全世界へ

と拡大していることを背景に国際競争が激化した。自動車産業においては，先進国市場で

の自動車販売は市場の成熟がさらに進み，それまで先進国が中心であった市場が，新興国

へと移行しており，新興国向けの，エントリー・カーと言われる低価格帯の車種のニーズ

が出てくるなど，市場が多様化してきている。また近年，エコカー（環境適応車）など自

動車技術の開発競争は激化の一途を辿っており，ほとんど全ての自動車部品について，新

素材の開発と利用，小型・軽量化，電子化・情報化，などといった技術革新が急速に進展

している（近能・奥田，2005）。 

このような環境変化に対応するための自動車メーカーの課題として，（1）世界各地への
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供給可能性，（2）各市場へ上多様な製品を供給するための製品フルライン化，（3）競争上

の優位を確保するための製品開発，（4）研究開発全体の巨額化に対する高い開発効率性，

（5）価格競争力を確保するための生産コストの低減があげられる（土屋・大鹿，2010）。 

日本の自動車産業では，第１章で示したように，長期継続的取引関係を前提にした 低

価格の確保と，開発における初期段階からのサプライヤーとの協業による効率性の実現に

より，製品の競争力を支えてきた。しかし，近年の市場環境の変化に対応するために，サ

プライヤーとの長期継続的取引関係を見直す動きも活発化してきている。したがって，近

年の自動車メーカーによる，グローバル市場に対応しうる低コスト体制の構築と技術力確

保に向けたサプライヤーに対する取組みを検証することにより，焦点組織と組織間ネット

ワークの環境適応が，明らかにできると考えられる。そこで次節以降で，トヨタと日産の

購買戦略と技術戦略遂行に向けたサプライヤー政策を比較し，それぞれの戦略に対応する

組織間ネットワークの比較を行う。 

 

Ⅲ．トヨタ自動車のサプライヤー政策 

 

1．トヨタ系列 

トヨタは，サプライヤーとの関係を高度成長期の初期から重視し， も効率的なシステ

ムを形成し（植田，2001），その後も強固なサプライヤー群を維持し，発展させてきた。ト

ヨタとサプライヤーによる取引関係の特徴の一部は，トヨタ生産方式，リーン生産方式

（Lean Production）1）などと呼ばれ，トヨタの先進性や優位性が論じられてきた（Womack，

Jones and Roos，1990；藤本，1997）。 

トヨタの場合，多くの系列サプライヤーは，本体から分離・再編成される形で誕生して

いる。たとえば，デンソーは戦後の「過度経済力集中排除法」2）によってトヨタの刈谷南

工場の電装品やラジエータなどの生産を引き継ぐ目的で，1949 年に設立されている。トヨ

タではサプライヤーに対して，品質活動の水準を一定以上にする体制を指導したり，問題

が発生した場合には迅速に連絡を取り，問題解決に協力したりすることにより，高い品質

の製品・サービスの提供を可能にしてきた 3）。緊密な関係を構築する一方で，系列サプラ

イヤーに対して，系列外の自動車メーカーやサプライヤーとの取引を推奨している。たと

えば，デンソーのトヨタへの依存度は，50％に留まっており，同社とトヨタの競合先であ

る本田技研との年間取引高は，1 千億円を超えている。このような，系列外取引を推奨す
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る狙いは，量産効果による高いコスト競争力の確保であると見られている。 

トヨタの系列取引では，トヨタがサプライヤーを絶えずモニターし，サプライヤー間の

競争を促しながら，トヨタとサプライヤーの「緊密な協力関係」を構築し，サプライヤー

各社と連携して高い技術と品質，コスト競争力，世界 適調達力を向上させてきた。その

結果，生産規模・効率，環境技術，収益力全ての面で，世界自動車ナンバーワンの地位を

獲得した。 

 

2．トヨタの購買戦略 

トヨタでは長年にわたり，グループ企業をはじめとするサプライヤー各社と連携して大

規模なコスト低減活動を推進してきた。 

2000 年から実施された新原価低減活動「CCC21（construction of cost competitiveness 

21）」では，173 品目の部品を対象とし，トータルコスト 30%（約 1 兆円）提言を目標に掲

げ，トヨタの技術部門，生産技術製品部門，調達部門，サプライヤーが四位一体となって

活動を推進，2002 年度末にほぼ全品目で目標を達成し，世界的にも 高の低コスト体制を

確立した。 

2003 年からは「ゼロからの積み上げ方式」を導入し，「何％削減するか」ではなく「い

くらで実現するか」という視点でのコスト削減活動を開始した。2005 年には VI（バリュー・

イノベーション）活動を展開，トヨタとサプライヤー，素材メーカーが，製品の設計段階

から連携し，部品の共通化や製造方法までの抜本的な見直しを実施した結果，2006 年度ま

でに年間 3，000 億円規模のコスト低減を実現した。  

またグループ全体でコスト削減に取り組むべく，2009 年には原材料のグループ一括調達

への切り替えを実施するとともに，サプライヤー支援の円滑化と情報共有度の向上を図る

ことを目的に，購入部品技術室を調達本部内に設置，同年「ものづくり改善推進チーム」

も発足し，各サプライヤーの製造現場におけるコスト低減活動を支援している。 

 このように，トヨタではサプライヤーとのコミュニケーションの濃密化により，サプラ

イヤーとの関係をさらに強化し，サプライヤーと一体となってコスト低減活動に取り組ん

でいることが確認できる（表 5-1）。 
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表 5-1 トヨタの購買戦略 

年度 主な施策 

2000 年～ 

 2004 年 

ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ 30％低減（約 1 兆円）を柱とした「CCC（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ｵﾌﾞ・ｺｽﾄ・

ｺﾝﾍﾟﾃｨﾃｨﾌﾞﾈｽ）21」を実施→02 年度末にほぼ全品目で目標達成 

2005 年 VI（ﾊﾞﾘｭー･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）活動を展開 

→06 年度まで年間 3，000 億円規模のｺｽﾄ低減を実現 

2006 年 仕入先品質向上分科会の設置 

2008 年 緊急 VA 活動（半年間）→08 年度 3，400 億円の原価低減を実現 

2009 年 「BR-VI 室」設置 

原材料のグループ一括調達への切り替え 

（出所：トヨタ広報資料より筆者作成） 

  

3．トヨタの技術戦略 

トヨタでは，品質向上に向け，サプライヤーと一体となって，品質保証体制の強化を推 

進している。まず 2006 年に，サプライヤーに供給する部品についての品質管理データの提

供を求める方針を固めた。これは，部品と品質管理データを同時に受け取ることによって，

データ活用により，工程内での不良品の早期発見や追跡調査に役立てる狙いがある。また

同年よりサプライヤーの品質向上への取組みの一環として，「パートナー工場制度」の導入

を開始した。これは，トヨタの工場とサプライヤーが原則として一対一でペアを組み，品

質や生産技術におけるトヨタの指示を一本化する方針である。 

 新技術の開発については，サプライヤーとの協業を積極的に推進している。近能（2007）

は，先行開発分野における自動車メーカーとサプライヤー間の協業の実態を分析し，トヨ

タでは，他の自動車メーカーと比較して，積極的に主要サプライヤーと先行開発段階から

共同開発プロジェクトに取り組んでいることを検証した。 

彼は，日本の特許庁が発行している特許公開広報の 1993 年から 2004 年にかけての自動

車メーカー9 社が出願人となっている特許出願を検証し，トヨタが他の自動車メーカーと

比べて，明らかにサプライヤーとの共同特許数の比率が高いことを検証した（図 5-1）。 
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図 5-1 各社共同特許数の推移 

（出所：近能，2007） 

 

 さらに彼は，1993 年から 2004 年にかけての自動車メーカーが 3 社以上で共同出願した

特許出願数全体に占める比率を検証した（図 5-2）。3 社以上で共同出願した特許とは，自

動車メーカーとサプライヤーとの一対一（dyad）の関係に留まらない，サプライヤー間の

水平的な関係をも含んだ開発協業の存在を推定することができるからである。 

  図 5-2 

各社 3 社以上の共同特許数推移 

（出所：近能，2007） 

このように，トヨタでは，サプライヤーとの一対一の関係のみならず，ネットワーク全
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体で先行開発における協業を推進していることが確認できる。 

またトヨタでは，2000 年代に入り，系列企業同士の合併や提携など，旧来の部品系列の

改革に乗り出している（図 5-3）。これは，トヨタと連携して世界生産をできるようなティ

ア 1（Tier1）4）の育成を目指した動きであり，系列内の企業同士で合併・統合・提携等に

より，グループ経営を再強化する動きと見られている。たとえば，トヨタ紡織では，2000

年 10 月にフロアカーペット・メーカーのトヨタ化工を吸収・合併し，2004 年 10 月には，

トヨタ自動車系のアラコの内装部門，タカニチの 3 社の間で合併，統合が実行された。そ

の結果，トヨタ紡織の事業領域は，ドアトリム，天井，カーペットなどの内装全体に拡大

し，トヨタのグローバル展開に対応できる開発力と経営の体力をも備えた企業となった。

またデンソーは，2007 年に豊田自動織機より愛三工業の株式の公開買い付けを実施し，第

2 位の株主となった。デンソーでは愛三工業に対するインジェクタースロットルボディの

開発協力を行っており，系列企業間でも先行開発の強化が図られていることが確認できる。 

　　　　　4.9%(2001)
アイシン精機(23.14%)

ﾌﾞﾚｰｷ合弁 　　　　　ﾋﾟｽﾄﾝ提携強化 　　　（豊田自動織機)
2001.7設立

2.35%
(豊田自動織機)

8.62% 9.95%
　

　ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰｽﾛｯﾄﾙ

　ﾎﾞﾃﾞｨ開発協力

9.1%

2004.10

吸収合併

業務提携 ｴｱﾊﾞｯｸ主体開発 ｴｱﾊﾞｯｸと防振ｺﾞﾑを相互譲渡

(2001.11) (2001.10)

6.19%

ｼﾞｪｲﾃｸﾄ(22.88%)

ｱｰﾄ金属工業(19.2%)

ｱﾄﾞｳﾞｨｯｸｽ(20%)
ﾌｧｲﾝｼﾝﾀ (ー20.8%)
(旧東京燃結金属)

デンソー
(24.93%)

豊田自動織機
(24.81%)

トヨタ車体
(57.02%)

豊田合成(43.25%)

東海理化(31.16%)

7.85%

タカニチ(79.94%)
(旧高島屋日発工業)

トヨタ紡織(39.59%)

日本粉末合金

ｺｯｸﾋﾟｯﾄﾓｼﾞｭｰﾙ
協同開発

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ主体開発

東洋ｺﾞﾑ工業(4.56%)

車両部門合併

(2004.10)

ｱﾗｺ(81.35%)
内装部門合併

(2004.10)

5.0% 20%

2.0% 6.6%
5.4%

5.51%

豊田化工

吸収合併
(2000.10) 富士機工

光洋精工(24.9%)

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾗﾑ事業で提携

(2001.5)33.4%

樹脂燃料ﾀﾝｸ合併
2002.2設立

ｴﾌﾃｨｴｽ(20%)
50%

堀江金属工業**(52.2%)

吸収合併

(2008.10予定)30%

豊田工機(24.6%)

吸収合併

(2006.1)

愛三工業
(32.77%)

3.1%
吸収合併
(2002.10)

 

注）社名につづく括弧内はトヨタの出資比率。 

 

図 5-3 トヨタ自動車系列提携関係（2008 年） 

 （出所：FOURIN） 

 このように，トヨタでは技術面においても，サプライヤーとの協業体制を強化している
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ことを確認した。品質面では，サプライヤーとの紐帯を強化することにより，サプライヤ

ーと一体となり品質向上に向けた取組みが行われている。技術開発面では，サプライヤー

と積極的に先行開発段階から協業体制を組んでいる。協業体制は，トヨタとサプライヤー

の 2 社間のみならず，トヨタが間に入り，複数サプライヤーとの先行開発の協業ネットワ

ークが形成されている。またサプライヤーの開発力強化のために，トヨタ主導による系列

内の企業同士の合併・統合・提携が積極的に推進されている（表 5-2）。 

 

表 5-2 トヨタの技術戦略 

主な施策 内容 

品質保証体制の強化 サプライヤーに対し，供給する部品についての品質管理

データの提供を要請 

パートナー工場制度の導入 トヨタの工場とサプライヤーが原則として一対一でペ

アを組み，品質や生産技術におけるトヨタの指示を一本

化 

系列の再編 系列内の企業同士で合併・統合・提携を推進 

サプライヤーとの共同開発 サプライヤーとの共同開発，複数サプライヤーとの共同

開発の推進 

（出所：トヨタ広報資料より筆者作成） 

 

4．まとめ 

 トヨタでは，コスト削減・技術面の効率性を達成するために，サプライヤーとの協業体

制を強化していることが確認された。 

コスト削減では，サプライヤー支援の円滑化と情報共有度の向上を図ることを目的に，

「購入部品技術室」を調達本部内に設置するなど，紐帯をさらに強化していることが確認

できた。サプライヤーとの紐帯を強化し，暗黙知レベルの情報を交換することで，目的や

手段についての共通理解を深め，サプライヤーからの協調的行動を引き起こしていると考

えられる。 

技術面では，パートナー工場制度の導入に見られるよう，紐帯を強化するとともに，複
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数サプライヤーとの共同開発の推進やトヨタ主導による系列内企業間の合併・統合・提携

など，サプライヤー間の紐帯も形成されていることが確認された。技術面では，機密性の

高い情報の交換が必要となるため，サプライヤー同士を結び，密なネットワークを形成す

ることにより，機会主義を回避し，ネットワーク内での情報の共有を通じて，グループが

一体となり，技術面での効率性を実現していると考えられる。 

 

Ⅳ．日産自動車のサプライヤー政策 

 

1．日産系列 

日本の自動車メーカーにとって，高い品質，優れた生産効率，強力なコスト競争力を維

持するために欠かせない機能を果たしてきたといわれる系列取引であるが，硬直化した購

買プロセスにより，コスト競争力が落ちるという二面性を持ち合わせている。この系列の

負の部分に陥ってしまったのが日産だった。 

日産では，高度経済成長のころから，必要な部品を優先的に調達し，拡大する市場に絶 

え間なく自動車を供給していく量産体制を磐石なものとするために，多くのサプライヤー 

に，資本参加してきた。たとえば，カルソニックカンセイの母体となった旧カルソニック

は，日産が日本ラジエーター製造に資本参加する形で誕生している。また旧カンセイは，

計測器メーカーだった英工舎の赤羽工場を譲り受けて子会社としている。日産では，資本

参加した企業に，長年にわたり本体からの人員派遣を行っており，このことが硬直的な購

買関係に陥ってしまい，仕入価格の下方硬直性を招くこととなった。全コストの 6 割を購

買コストが占めているにも関わらず，日産の購買コストは非効率であったといわれる。日

産リバイバル・プラン（以下 NRP）策定時，日産の購買コストは，ルノーより 20～25％も

高いものとなっていた。 

1990 年代に深刻な業績低迷が表出した日産では，1999 年に経営再建計画の NRP で，3 年 

間で，20%の購買コストを削減することを目標に掲げ，サプライヤー数を現行の 1，145 社

から 600 社以下に削減するという活動内容が提示された。同時に，財務コスト削減の観点

から，直系 4 社を除く資本系列サプライヤーを売却する方針を提示し，サプライヤーの選

別にあたっては，資本関係の有無を一切問わないことも明確にした。系列解体の動機は，

日産が危機的状況の中で，資金不足を補うための保有資産売却と，部品購買コスト高の見

直しの 2 つがあった。特に後者は，1 社への取引量増加によるコスト削減を図ったため，
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発注サプライヤーの半減という決断を下し，また発注先として残ったサプライヤーにも，

これまで発注していた部品を系列外企業に切り替えるなど，「系列」を断ち切った動きが見

られた（表 5-3）。 

表 5-3 日産リバイバルプラン（NRP）概要 

コミットメント 

（必達目標） 

1．2001 年 3 月 31 日までに黒字化を達成 

2．2003 年 3 月 31 日までに営業利益率 4．5％以上を達成 

3．2003 年 3 月 31 日までに有利子負債 1 兆 4，000 億円を 7，000

億円に削減 

主要リストラ策 4．2003 年 3 月 31 日までに総労働力の 14％にあたる 2 万 1，000

人を削減 

5．2002 年 3 月 31 日までに車両組立工場 3 ヶ所とパワートレイン

工場 2 ヶ所を閉鎖し， 国内余剰生産能力の 30％を削減，車両

プラットフォーム数を現行の 24 から 15 に削減 

6．2002 年 3 月 31 日までに購買コストの 20％を削減し，サプライ

ヤー数を現行の 1，145 社から 600 社以下に削減 

7．ノンコア・ビジネス系列会社の株式および資産の売却 

資源の再配備 8．2000 年度から 2002 年度にかけて新製品 22 車種を売り出し，ブ

ランドのパワーの再建に努める。テクノロジーへの再投資を行

う 

9．年間投資額を 2，100 億円から 3，100 億円に増やす 

（出所：日産報道資料をもとに筆者作成） 

  

2．日産の購買戦略 

日産は，2000 年以降，「日産リバイバル・プラン」「日産 1805）」などの中期計画を展開 

し，部品調達先の削減や販売台数増によるコスト削減を目標として，それぞれ 20％，15％

の原価低減を達成し，経営体質の強化に結び付けた。NRP 以降，日産では，ルノー（Renault）

との共同購買の推進，系列の解体，コスト重視を調達方針の中心としている。 

ルノーとの共同購買については，2001 年 4 月にフランスにルノーとの共同購買会社

Renault Nissan Purchasing Organization（以下 RNPO）を設置した。サプライヤーの選定

は，ルノーと日産が市場におけるベンチマークにより定めた評価基準である QCDDM
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（Quality，Cost，Delivery，Development）に基づき，候補サプライヤーを部品ごとに選

定している。設立時点の RNPO の共同購買比率は，約 30%を占める程度であったが，プラッ

トホームの共通化を進めると共に，購買対象品目や対象地域を広げ，2004 年には，約 70％

に達した。その後も順次対象品目を拡大し，2009 年には全ての部品・部材・設備に拡大，

アライアンスにおける RNPO の共同購買比率 100%を達成し，規模の拡大による両者のコス

ト低減を実現している（表 5-4）。 

 

表 5-4 RNPO による共同購買額と共同購買比率推移 

時期 共同購買額 共同購買率 その他 

2001 年 4 月 150 億ドル 30％ 146 のサプライヤーを選定。対象品目は 17 品 

2002 年 6 月 210 億ドル n.a. パワートレイン分野での共同購買の推進により増加 

2002 年末 215 億ドル 43％  

2004 年 4 月 330 億ドル 70％ 購買対象品目を機械設備，物流関連にも適用。RNPO

の管轄地域を従来の西欧，日本，北米から日産・ル

ノーが生産を行っている全地域に拡大 

2007 年度 915 億ドル 83％ 共同購買の対象を鉄鋼，樹脂，コクピットモジュー

ル，内装品に拡大 

2008 年度 947 億ドル 90％ 補修部品を共同購買の対象に加えた 

（出所：日産広報資料より筆者作成） 

 

2005 年からスタートした日産バリューアップでは，Renault とのアライアンスをさらに

強化し，部品共通化・共同購買，コスト競争力の高い新興国からの部品調達，生産拠点の

相互利用などを加速した。 

新興国向けの対策としては，価格競争力の高い部品を生産する LCC（Leading Competitive 

Company）からの部品調達の拡大が行われている 6）。QCD（Quality，Cost，Delivery）競争

力の高い LCC からの部品・サービスの調達を拡大し，コスト削減につなげることが狙いで

ある。2006 年には部品調達の 15%を LCC から調達し，その後も順次拡大している。日産で

は，LCC において現地で生産する製品向けに高い現地調達を実現することにより，コスト

競争力，品質の両立を図る方針である（表 5-5）。 
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表 5-5 日産の購買戦略 

年度 主な施策 

1999 年 日産リバイバル・プラン発表 

直系 4 社を除く資本関係の解消，サプライヤー数 1，145 社→600 社へ削減 

2002 年 Renault・日産 BV（本社オランダ）設立 

共同購買会社「Renault-Nissan Purchasing Organization（RNPO）設立 

→共同購買率は 02 年 30%→09 年全ての部品・部材・設備に拡大 

「日産 180」開始→15%の原価削減に成功 

2005 年 「日産バリューアップ」開始→Renault とのアライアンス強化 

LCC からの部品調達の拡大  

2008 年 「日産 GT2012」開始 

（出所：日産広報資料より筆者作成） 

 

 このように，日産では，コスト重視の購買を進めるため，調達先の多様化を図り，コス

ト低減を実現していることを確認した。 

 

3．日産の技術戦略 

日産は，NRP によってサプライヤーとの資本関係を解消したが，特徴的な技術を持って

いるなど，重要なサプライヤーとの関係の見直しが進んでいる。たとえば，NRP 実施にあ

たり，工場内の敷地を一部借りて日産車のコックピットなどをシステムで納入する重要な

サプライヤーであるカルソニックカンセイの保有株式を一部売却し，出資比率を 27．6%に

まで下げた。しかし，2004 年に，同社への出資比率を再び 41．7%に引き上げ，連結子会社

化とした。これは，カルソニックが有する電子化の先端技術を囲いこむのが目的と見られ

ている。 

さらに 2005 年からは，技術力のあるサプライヤーを商品開発の早い段階で参画させるこ

とを目的に，プロジェクト・パートナー制度を導入。この制度により，サプライヤーの固

有先進技術の活用が可能となり，新技術を車両への適用に必要な水準にまで進化させるた

めの時間の確保，日産とサプライヤーとの協力によるさらなる技術の進化が期待される。 

2007 年には，日産の先進技術開発拠点の「日産先進技術開発センター」が完成。同セン
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ター活用によるサプライヤーとの共同開発を進めている（表 5-6）。  

 

表 5-6 日産の技術戦略 

年度 主な施策 

2004 年 カルソニックカンセイの連結子会社化 

→出資比率を 27.6％→41.7％に引き上げ 

2005 年 プロジェクトパートナー制度の導入 

→技術力の高いサプライヤーとの長期に渡る協力関係の構築 

2007 年 先進技術開発拠点である「日産先進技術開発センター」を設立 

→サプライヤーとの共同開発を推進  

（出所：日産広報資料より筆者作成） 

 

 このように，日産では，技術的側面においてはサプライヤーとの関係を見直し，協業体

制を構築していることが確認された。  

 

4．まとめ 

 日産では，サプライヤーとの取引関係を多様化させていることが確認された。 

コスト削減では，NRP による特定のサプライヤーとの紐帯の解消後は，RNP0 の QCDDM に

基づき，候補サプライヤーを部品ごとに選定している。また新興国対策においては，LCC

からの部品調達を積極的に推進している。このように，日産ではサプライヤーとの取引関

係を，従来の長期継続的な関係から，能力や契約に基づく限定的な関係へと変化させてい

ることが確認された。日産では，コスト削減のための新しい情報を数多く集めるために，

多数のサプライヤーと弱い紐帯を構築し，日産のベンチマークに基づき，サプライヤー間

の競争を引き起こすことでコスト削減を図っていると考えられる。 

 技術面では，カルソニックカンセイの連結子会社化やプロジェクト・パートナー制度の

導入に見られるよう，技術力を有するサプライヤーとの関係を 強化している。技術開発

には，機密性の高い情報の交換が必要となるため，サプライヤーとの紐帯を強くして関係

強化を図ることにより，機会主義的行動を回避していると考えられる。 
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Ⅴ．トヨタグループと日産グループの組織間ネットワーク比較 

 

次に，アイアールシーによる 1996 年と 2010 年における自動車メーカーからサプライヤ

ーに対する役員派遣状況と資本参加状況調査結果を利用して，焦点組織が戦略に基づき，

どのように組織間ネットワークを操作しているかを検証する。役員派遣は，コミュニケー

ション頻度の増加を示すので，紐帯の強度の確認に有効であり，資本参加は，株式による

部分的な所有を示すので，紐帯の有無の確認に有効であると考えられるからである。 

 

１．トヨタの組織間ネットワーク  

（1）人事・資本交流 

トヨタから役員派遣および資本参加がある企業 41 社を検証した 7）。 

トヨタからサプライヤーへの役員派遣は，1996 年にはデンソーを除く 8）40 社に行われ

ていた。2010 年は，38 社に行われていたが，3 社が合併･統合 9）により対象企業数が，38

社に減少しているため，1 社の増加と従来からの派遣継続が確認された。資本参加につい

ても同様の数字が確認されており，サプライヤーとの強い紐帯が継続されていることが検

証できる。さらに近年では，前節で示した通り，トヨタ主導によるサプライヤー間の資本

参加も行われており，サプライヤー間にも紐帯が形成されている（図 5-4）。 

         
1996 年のトヨタのネットワーク        2010 年のトヨタのネットワーク 

 

図 5-4 トヨタの組織間ネットワーク 

（出所：アイアールシーのデータをもとに筆者作成） 

トヨトヨ
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（2）トヨタの組織間ネットワーク 

トヨタでは，系列システムを中心とした「グループ経営」を強みとしており，グループ

経営による「ものづくり組織能力」の持続的向上が競争力の源泉となっている（土屋，2008）。 

トヨタグループの場合，デンソー，アイシン・グループ，豊田自動織機を筆頭に，コス

ト対応力・技術力を備えたサプライヤーを数多く有しており，競争優位を保つためには，

サプライヤーとの協力体制を強化していくことが有効と判断される。  

トヨタによるサプライヤー政策では，（1）コスト低減目標達成に向けた協調的行動を引

き起こすために，サプライヤーとの紐帯を強化して，信頼関係や相互理解を深めているこ

と，（2）技術面の優位性を得るために，ネットワーク内で各サプライヤーがもつ技能や能

力に関する情報が循環する構造を構築し，自らの能力を拡大していることが確認された。

ネットワークにおける紐帯についても，トヨタとサプライヤーとの紐帯の強化に加え，サ

プライヤー間の紐帯も形成されつつあることが確認された。 

以上の議論から，トヨタでは，紐帯の強度と密度を発達させることにより，同質化を進

め，機密性の高い情報や暗黙知的ノウハウの交換を促進することでネットワーク内の相互

信頼を深め，サプライヤーと共同でネットワーク全体の利益を獲得しようとしていると考

えられる。 

したがって，トヨタでは組織間ネットワークを，疎なネットワークと強い紐帯から構成

される「系列型ネットワーク」から密なネットワークと強い紐帯から構成される「内部組

織型ネットワーク」の方向に移行させていると考えられる。 

 

2．日産の組織間ネットワーク 

（1）人事・資本交流 

日産から役員派遣および資本参加がある企業 36 社を検証した 10）。 

日産からサプライヤーへの役員派遣は，1996 年には，31 社に行われていたが，2010 年 

には，7 社に減少していることが確認された。資本交流についても 1996 年は，36 社に行わ

れていたが，2010 年は，7 社に減少している。7 社の内 4 社は，NRP でも株式売却が見送ら

れた直系企業 4 社である。 

一方で，前節で示した通り，RNP0 による共同購買や LCC からの部品調達など，新たに弱

い紐帯を多数構築している。このように，日産では，役員派遣・資本参加ともに減少して

おり，従来のサプライヤーとの紐帯を解消していることが確認された。  
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  1997 年の日産のネットワーク         2010 年の日産のネットワーク 

 

図 5-5 日産の組織間ネットワーク 

（出所：アイアールシーのデータをもとに筆者作成） 

  

（2）日産の組織間ネットワーク 

日産では，硬直化した購買プロセスを柔軟化させる課題に面しており，そのために新た 

な選択肢を得る必要があった。 

 日産によるサプライヤー政策では，（1）購買プロセスの合理化を図るための多角的取引

関係を樹立していること，（2）技術力確保のための重要性が認められる一部のサプライヤ

ーとの関係性を再強化していることが確認された。ネットワークにおける紐帯についても，

従来の取引先との紐帯は著しく減少していることが確認された。このように，日産では，

コスト重視の購買を進めるため，紐帯の多様化を積極的に推進する一方で，技術的側面で

は，サプライヤーとの高精度の情報共有が必要なため，紐帯の強化が図られている。した

がって，日産の組織間ネットワークは，一部の部分で疎なネットワークと強い紐帯から構

成される系列型ネットワークへの回帰の動きが見られるものの，全体的には疎なネットワ

ークと弱い紐帯から構成される「アライアンス型ネットワーク」の方向へ移行していると

考えられる。 

 

 

日産  
日産  
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Ⅵ．小括 

 

本章では，トヨタと日産の組織間ネットワークの環境適応について検証した。 

トヨタでは，グループ経営強化の動きが見られた。コスト削減面においては，トヨタに

よるサプライヤーへの暗黙知的情報の提供や現場レベルの協業など，紐帯のいっそうの強

化が見られた。技術面においては， 先端技術の流出を防止し，自社の技術開発の迅速化

に繋げるため，サプライヤー間の提携や合併など，機密性の高い情報の交換が可能な密な

ネットワークへの動きが見られた。このように，トヨタではグループが一体となって目的

を追求するために，組織間ネットワークを疎なネットワークと強い紐帯から構成される「系

列型ネットワーク」から密なネットワークと強い紐帯から構成される「内部組織型ネット

ワーク」の方向に移行していると考えられる。 

他方，日産では系列解体後は，ルノーとの協同購買や価格競争力の高い部品を生産する

LCC（Leading Competitive Company）からの部品調達など，従来のサプライヤーとの長期

継続的取関係から，市場原理に基づく購買を推進するために，新たなサプライヤーとの弱

い紐帯を多数構築し新しく異質な情報を集める動きが見られた。このように，日産では競

争上の利益を得るために，組織間ネットワークを疎なネットワークと強い紐帯から構成さ

れる「系列型ネットワーク」から疎なネットワークと弱い紐帯から構成される「アライア

ンス型ネットワーク」の方向に移行していると考えられる（図 5-6）。 

以上の議論から，焦点組織は自己の戦略と組織間ネットワークから得られる情報の特性

との適合を図るために，ネットワーク構造を戦略的に操作して，ネットワークから得られ

る効果を 大化させていく必要性があることが確認された。 
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構造的次元  

密なネットワーク 疎なネットワーク 
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①市場型 

 

③アライアンス型 

 

図 5-6 組織間ネットワークの動態 

（出所：筆者作成） 

 

  

注 

1）リーン生産方式は，1980 年代にアメリカのマサチューセッツ工科大学（MIT）で日本の自動車産業にお

ける生産方式（主にトヨタ生産方式）を研究し，その成果を再体系化・一般化したものであり，生産

管理手法の一種である。 

2）過度経済力集中排除法は， 日本の財閥解体の一環として、大企業の経済力の集中を排除し分散  

させるために、昭和 22 年（1947）に制定された法律。GHQ 占領政策の転換で徹底せず、昭和

30 年（1955）に廃止された。 

3）和田（1991）は，トヨタを中核とした階層的な企業間関係は 1970 年代初頭に形成されたと述べている。

トヨタとサプライヤーの部品取引では，トヨタがサプライヤーを絶えずモニターし．サプライヤー間

の競争を促しながら，トヨタとサプライヤーの「緊密な協力関係」を実現したことが，機会主義の発
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生を防ぎ，トヨタの部品外製率を高めることを可能にし，階層的な企業間関係を成立させた重要な要

件であると述べている。 

4）ティア１とは，自動車メーカーと直接取引をする一次下請の部品メーカーを指す。ティア（Tier）は

階層，段階を意味しており，自動車産業の部品取引構造は，ティア１メーカーを頂点としてティア 1

に部品を納めるティア 2，ティア 3 と垂直統合型のピラミッド構造になっている。 

5）2002 年 4 月からは「日産 180」と呼ばれる新しい 3 ヵ年計画へと移行した。日産 180 では，（1）今後 3

年間で売上高営業利益率を NRP の 4.5％以上を業界 高の水準である 8％まで引き下げる，（2）購買コ

ストを NRP で計画した 20％削減に加えて，さらに 15％引き下げる，（3）有利子負債の 1 兆 4，000 億

円を NRP では 7，000 億円まで下げるとしたが，さらにゼロにするという目標が掲げられた。 

6）LCC として中国，タイ，ベトナム，インド，メキシコ，ブラジル，アルゼンチン，ハンガリー，ルーマ

ニア，エジプトなどを想定している（FOURIN，2008）。 

7）対象となる企業は以下の通りである。アイシン AW，アイシン軽金属，アイシン精機，アイシン高丘，

アドマテックス，アラコ，愛三工業，愛知製鋼，エフイーシー，関東自動車，キャタラー工業，岐

阜車体，協豊製作所，共和，小糸製作所，ジェコー，セントラル，タクティ，ダイハツ，大豊工業，

高島屋，中央精機，中央発條，津田，デンソー，トヨタ車体，トヨフジ海運，トリニティ，東海理

化，豊田工機，豊田合成，豊田自動織機，豊田スチール，豊田鉄工，トヨタ紡織，豊田メタル，豊

臣機工，富士通テン，豊生ブレーキ，豊精密。 

8）デンソーに対しては，1999 年より役員派遣が行われている。 

9）アラコは，トヨタ車体・トヨタ紡織に吸収合併，高島屋は，トヨタ紡織に吸収合併，豊田工機は，ジ

ェイテクトに吸収合併されている。 

10）対象となる企業は以下の通りである。アルファ，愛知機械工業，池田物産，市光工業，エヌディシー，

エクゼティ，大井製作所，カルソニック，カンセイ，河西工業，鬼怒川ゴム，桐生，佐賀鉄工，ザ

ナヴィ，ジャトコ，シンニッタン，自動車電機工業，タチエス，中央電子，土屋製作所，トーソク，

栃木富士産業，ナイルス，日産工機，日産車体，日本気化器，日本ブラスト，橋本フォーミング，

フジユニバンス，富士機工，山川工業，大和工業，ユニシアジェックス，ヨコキ，ヨロズ，リズム 
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終章 結論と今後の課題 

 

Ⅰ．はじめに 

  

後に，社会ネットワーク論に基づく組織間ネットワークの環境適応についてのこれま

での議論の要約を行い，そこで得られた知見を示した上で，今後の課題を論じる。 

 

Ⅱ．経営環境変化における日本の組織間ネットワーク 

  

 近年の経営環境変化の下，日本の企業間における取引関係に変化が生じている。日本の

長期継続的取引に基づく取引関係を支えた組織間ネットワークは，協調的行動をもたらす

独特の関係特性を有していた。中でも日本の自動車産業の「系列」に代表される企業間の

取引関係においては，長期継続的取引，技術移転や共同設計開発を通じた濃密なコミュニ

ケーションが，企業間相互の信頼を高め，関係の安定性に寄与してきた。他方で，能力の

多面的評価に基づくサプライヤー間の競争の仕組みは，関係の柔軟性をもたらす役割を果

たしてきた。この 2 つの相異なる特性の共存こそが，取引の安定性と効率性をもたらし，

日本企業の競争優位に結びついたと理解されてきた。 

しかし，1990 年代後半の経営環境の変化に適応するために，日産自動車の系列解体に見

られるように，従来の長期継続的取引関係を見直して，新たな取引関係を構築する企業が

現れるようになった。この動きは，長期継続的取引を前提として競争優位を論じることの

限界を示しているといえる。グローバル競争が激化する経済環境の下では，企業はそれぞ

れ独自の異なる構造特性や組織能力を備えた企業ネットワークを構築していくことが必要

とされる（若林，2006）。したがって，組織間ネットワークごとに異なるネットワークの特

殊性を捉え，ネットワークの中心に位置する焦点組織（＝自動車メーカー）が，環境変化

に対し，自己の戦略に基づき，どのように戦略と組織間ネットワークの適合関係を構築し

ていくかについて考察する必要があると考えられるのである。 

 

Ⅲ．社会ネットワーク論による日本の組織間ネットワークの分析 

 

 以上のような問題意識に立って，日本の組織間ネットワークについて，これまで議論し
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てきた点を，まず分析枠組みにおいて要約する。 

 日本の自動車産業における系列取引は，市場と組織の中間的取引形態である中間組織 

と位置付けられ，その特性について議論されてきた。取引費用経済学は，取引費用を削

減するための取引形態の選択枠組みを提示しているが，日本の組織間ネットワークの競争

優位の要因であるサプライヤーとの協調的取引関係が，どのような相互作用の中で構築さ

れるかについての検討やその関係の質については，充分に説明が出来ないという課題があ

る。組織間関係論の中核理論である資源依存パースペクティブは，対境担当者の依存回避

行為を通じた他組織からの協調について，さまざまな戦略的行動を議論しているが，二者

間関係とそこでの戦略的行動の分析が主であり，対境担当者間の依存回避の行為がネット

ワーク全体に与える影響を把握することが難しい。 

これらの議論に対し，社会ネットワーク論は，組織間関係がネットワークにより構成さ 

れていると考え，ネットワークの構造特性がメンバーの行為に与える影響（構造的次元） 

と，行為者間の相互作用が取引関係に及ぼす影響（関係的次元）について議論をしている。 

つまり，ネットワーク全体の性質（関係と構造）の解明が可能となり，その枠組みの中 

で，取引費用経済学による取引形態の選択と組織間関係論における二者間の戦略的行動の 

意義を明確に位置づけることができるのである。 

 しかし，構造的次元と関係的次元を別々に論じるのでは，ネットワークの構造形態の選 

択と個別のマネジメント双方の視点からの焦点組織に競争優位をもたらすネットワークの 

構造形態を分析することは出来ない。そこで 3 章において，両次元の統合の必要性を検討

した上で，4 つの組織間ネットワークの形態を示し，2 つの次元の相互作用が焦点組織にも

たらす効果について考察した。 

（1）密なネットワーク・弱い紐帯から構成されるネットワークでは，自律した個々の組織

は，豊富な情報経路を利用して個別の情報収集を行うことができるので，全体として個々

の組織の競争を通じて，機会主義は抑制される。これは価格というシグナルを通じて競争

を行うことによって，交換や取引が維持される「市場」に近い性質をもつので「市場型ネ

ットワーク」と呼ぶ。市場型ネットワークにおいて，焦点組織は，形式的な情報を分布す

ることにより，競争を引き起こし，利潤拡大を図ることができる。 

（2）疎なネットワーク・弱い紐帯から構成されるネットワークでは，自律した個々のメン

バー組織からの新しく異質な情報が，焦点組織に集中する。ただし，弱い紐帯の関係は稀

薄なため，明示的な形で同意を取り決める必要がある。これは，独立性を維持した企業同
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士が，戦略意図を実現するために協働する「アライアンス」に近い性質をもつので「アラ

イアンス型ネットワーク」と呼ぶ。アライアンス型ネットワークにおいて，焦点組織は，

自律性の高いメンバー間に競争を引き起こしコントロール上の利益を得ることができる。

（3）疎なネットワーク・強い紐帯から構成されるネットワークでは，焦点組織はメンバー

組織との高頻度で直接的なコミュニケーションを通じて関係性を促進・強化し，相互の信

頼を高めることにより，業務遂行に有益な，機密性の高い情報を入手することができる。

これは，長期継続的な取引をめぐって生起する非対称な企業間の関係またはその固定的な

経路である（下谷，1993）「系列」に近い性質をもつので「系列型ネットワーク」と呼ぶ。

系列型ネットワークにおいて，焦点組織は，各メンバー組織との関係を強めることにより，

協調的行動を引き起こすことができる。 

（4）密なネットワーク・強い紐帯から構成されるネットワークでは，メンバーの誰もが自

由な情報の交換を通じて，質の高いリッチな情報が得られることになる。これは個別の組

織内で権限と階層を通じて行われるコミュニケーションに類似している場合であり，ネッ

トワーク自体が一つの組織として形成・維持される一体感の強いケースである。したがっ

て，このネットワークを「内部組織型ネットワーク」と呼ぶ。内部組織型ネットワークに

おいて，焦点組織は，ネットワーク全体の同質化を図り共通の目標を達成することができ

る。 

このように，構造的次元と関係的次元を統合することにより，ネットワークの形態ごと

の機能を明らかにすることができた。 

しかし，ネットワークのもたらす効果は，焦点組織が，置かれる環境に応じて異なる。 

組織の活動は，環境との交換関係を通じて成り立っており，環境への適応は，組織が存続

発展するために必要な資源の獲得を左右する重要な課題である。 

第 4 章では，焦点組織と組織間ネットワークの環境適応についての考察を行った。 

組織の環境適応には，環境決定論的傾向を前提にする状況適合理論と組織に合わせて環 

境を変える環境操作戦略がある。前者は，環境の不確実性に適応するネットワーク構造を

明らかにすることができ，後者は，焦点組織による選択したネットワーク構造の形成プロ

セスを明らかにすることができる。 

焦点組織と組織間ネットワーク構造の状況適合では，特定の課題に対応しうる情報の特 

性とネットワーク構造の適合が必要となる。 

（1）市場型ネットワークでは，形式知的情報がネットワーク内に分布するので，限られ
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た範囲の情報をネットワーク全体で交換するのに適している。（2）アライアンス型ネット

ワークは，疎なネットワークにおいて，弱い紐帯で結ばれたメンバー組織が広い範囲で展

開するので，焦点組織による付加的な新しい情報の獲得に適している。（3）系列型ネット

ワークは，強い紐帯が，メンバーとの互酬性を高めるので，焦点組織による信頼性の高い

情報や暗黙知的情報の獲得に適している。（4）内部組織型ネットワークは，密なネットワ

ークと強い紐帯により，同質化を進めたり，暗黙知的な知識やルーティンについての情報

を共有するので，機密性が高く内容の濃い情報や暗黙知的なノウハウを，ネットワーク全

体で交換するのに適している。 

焦点組織による環境操作戦略は，他組織との資源の依存関係から生じる相互依存性が， 

組織の存在を不確実にする場合に採用される。環境操作戦略はメンバー組織に対する依存 

度（資源の特殊性，資源への自由裁量，資源の代替源の数）により変化する。ここでは， 

焦点組織が競争優位を得るために，組織間ネットワークをどのように操作していくかにつ 

いて検討した。 

環境操作戦略において，焦点組織は，ネットワークの構造や関係性の強弱の変化を通じ

て，ネットワーク内のメンバー組織の連結を強化したり，強い相互依存性を生じさせるこ

とにより，環境への依存性の減少を図っていく。 

焦点組織による環境操作戦略では，メンバー組織に対する依存度の増大に対し，市場型

→アライアンス型→系列型→内部組織型の順序で採用されることが明らかになった。それ

ぞれの組織間ネットワークを採用することにより，焦点組織は，以下の戦略効果を得るこ

とができる。（1）市場型ネットワークでは，ネットワーク全体に競争を引き起こし，利益

を獲得できる。（2）アライアンス型ネットワークでは，メンバー組織間の競争上の利益が，

焦点組織に集中する。（3）系列型ネットワークでは，メンバー組織からの協調の利益が，

焦点組織に集中する。（4）内部組織型ネットワークでは，ネットワーク全体の利益を追求

することができる。 

このように，状況適合と環境操作戦略の両側面から組織間ネットワークの環境適応を検

討することにより，ネットワークのマクロの側面（ネットワークの構造がメンバー組織に

与える影響）とミクロの側面（焦点組織の個々の戦略がネットワークに与える影響）両側

面からの分析が可能になったと考えられる。 
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Ⅳ.日本の自動車産業における環境適応 

  

第 5 章では，焦点組織と組織間ネットワークの環境適応について，トヨタ自動車と日産

自動車の事例を用いて，実証的に検討している。 

トヨタでは，グループ経営強化の動きが見られた。トヨタではグループ全体で目的を追

求するために，組織間ネットワークを疎なネットワークと強い紐帯から構成される系列型

ネットワークから密なネットワークと強い紐帯から構成される内部組織型ネットワークの

方向に移行していると結論づけた。 

他方，日産では，ルノーとの共同購買や価格競争力の高い部品を生産する LCC（Leading 

Competitive Company）からの部品調達など，従来の長期継続的取引から市場原理に基づく

購買へとシフトするために新たなサプライヤーとの弱い紐帯を多数構築する動きが見られ

た。日産では競争上の利益を得るために，組織間ネットワークを疎なネットワークと強い

紐帯から構成される系列型ネットワークから疎なネットワークと弱い紐帯から構成される

アライアンス型ネットワークの方向に移行していると結論づけた。 

本論文での議論により，焦点組織による組織間ネットワークの環境適応について，以下

の点が明らかになった。 

第 1 に，組織間ネットワークがもたらす効果は，ネットワークの形態（市場型・アライア

ンス型・系列型･内部組織型）ごとに異なる。焦点組織は，直面する環境の不確実性に応じ

て，自己の目的に応じたネットワークを形成することが必要である。 

第 2 に，環境の不確実性に応じて必要とされる情報の特性は異なるため，焦点組織は，

特定の課題に対応しうる情報の特性と組織間ネットワークの適合を図る必要がある。 

 第 3 に，焦点組織は，上記適合（特定の課題に対応しうる情報の特性と組織間ネットワ 

ークの適合）を達成するために，環境操作戦略を用いて環境（メンバー組織）を操作し， 

ネットワークを変化させて，競争優位を得る。 

 

Ⅴ.今後の課題 

 

第１に，焦点組織と組織間ネットワーク構造の状況適合について，特定の課題に対応 

する情報の特性とネットワーク構造の適合の必要性を指摘したが，本論文における考察は，

情報の特性とネットワーク構造の分析に留まっており，状況要因との適合については論じ
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られていない。そのため，特定の課題と組織間ネットワーク構造の適合については言及で

きていない。本論文で示した 4 つのネットワークの形態がどのような状況要因に適合する

かについてさらに研究する必要がある。 

 第 2 に，焦点組織による環境操作戦略について，本論文では，メンバー組織への依存度

に応じて，市場型→アライアンス型→系列型→内部組織型の順序で採用されると論じたが，

トヨタと日産の比較において，日産では系列型からアライアンス型へ移行していることが

確認された。組織は，環境操作戦略を通じて，他組織への資源への接近や成果の安定性や

環境への支配力を増すと説明されるが，系列型からアライアンス型への移行は，日産の支

配力を減少させているとは言い難く，逆に本論文で示したように，コスト低減においてア

ライアンス型に移行することにより，競走上の利益を獲得している。つまり，各社の戦略

により，採用される環境操作戦略も異なると考えられる。各社の戦略と採用される環境操

作戦略の適合について，研究する必要がある。 

第 3 に，実証面でも大きな課題が残されている。近年の自動車産業におけるエレク

トロニクス化の進展という技術革新により，自動車メーカーとサプライヤーの取引関

係に変化が生じている。自動車のエレクトロニクス化の進展により，従来の機械制御

による部品と様々な点で異なる電子制御による部品の比率が高まるとともに，その重

要性も増している。電子制御部品については，サプライヤーの技術水準が自動車メー

カーをしのぐ場合が多いと言われる。その中で，自動車メーカーはサプライヤーに対

する交渉力の確保を図る必要性に迫られている。 

このように，技術革新が進む中で，本論文で示した焦点組織の環境適応のフレーム

ワークが適用できるのか，実証的な研究の蓄積を進めることにより，有用性を検証して

いく必要がある。 
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