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戦略類型と企業業績

－ハートの研究にもとづいて－

与那原建

Ｉはじめに

本稿の目的は、経営戦略の形成モードを類型化し、それと企業業績との関

係を考察することである。周知のように、「戦略｣というコンセプトが経営学

に導入されてから、まだ30年ほどにしかならないが、この短期間で経営戦略

は経営学の中心的テーマの１つに位置づけれられるようになり、多数の研究

成果が蓄積されてきている。

しかし、短期間で急速に発展したということもあって、さまざまな研究者

が多様な視角から戦略形成を論じ、それぞれ独自の戦略モデルを構築してい

るため、戦略研究においては、多様なアプローチが混在し、一種の混乱状態

を示しているのが現状である。そうした状況を打開し、戦略研究を望ましい

方向で発展させていくためには、これまでに構築されてきた主要な戦略理論

や戦略モデルを比較・検討し、それらを整理・統合する必要があろう。

最近、そうした視角から、既存の多様な戦略モデルを整理・統合しようと

いう試みが少なからず見られるようになってきており(1)､本稿で取り上げるハー

ト（1992）の研究(2)もその１つである。彼は、まず既存の戦略モデル（理論）

を３つのテーマに整理する。第１は「合理'性」（rationality）であり、これは

戦略の決定者が高度の合理性を実現できるとみる合理的モデル、および決定

者は認知限界(cognitivelimit）をもっているため、達成できる合理,性は限ら

れているとする制約された合理性モデルとに区別して捉えられる｡第２のテー

マは､戦略形成における経営トップのシンボリックな役割を重視した｢ビジョ

ン」（vision）である。つまり、トップが戦略ビジョンをどれだけ明確にすべ
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きか､またそれによって組織メンバーをどれだけ動機づけることができるか、

に焦点をあてて構築された戦略モデルがそれに該当する。ところが、組織メ

ンバーの戦略形成へのコミットメントがなくては、ビジョンは意味をなさな

いため、「参画」（involvement)という第３のテーマが登場してくる。このモ

デルは、もちろん、戦略実施の中心となる組織メンバーの戦略形成プロセス

への参画の度合いとタイプを問題にするものである。

ハートは既存の戦略モデルを以上の３つのテーマに整理したうえで、戦略

形成は経営トップに限定されない、組織ぐるみの行動であるとの視角から、

トップと組織メンバーが戦略形成においてそれぞれ演じる多様な役割に着目

することによって、統合された戦略モデルを構築し、独自の戦略類型化を試

みている。具体的には、５つの戦略形成モードを識別しているが、単に類型

化にとどまらず、それらの効果的な組み合わせについても言及し、さらに状

況要因も加味しながら、それぞれのモードと企業の業績との関係をも検討し

ているところに、ハートの研究の最大の特徴がある。

そこで、以下では、まず既存の主要な戦略モデルをハートの整理したテー

マにしたがって検討したうえで、ハートの戦略類型を手がかりにして、企業

の戦略形成モードと企業業績の関係を考察することにしたい。

Ⅱ既存の戦略モデルとハートの戦略類型

１．既存の戦略モデル

ここでは、ハートが既存の戦略モデルについて整理した３つのテーマ、す

なわち(1)合理'性：合理的モデルと制約された合理`性モデル、(2)ビジョン、（３）

参画にしたがって、主要な戦略モデルをレビューすることにしよう。

(1)合理`性

経営戦略研究の出発点は、アンソフ（1965)、アンドリュース（1971)、

ホファーとシェンデル(1978)らによって展開された合理的モデル(rational
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model)である(3)。このモデルは、戦略の決定を行う前の、経営トップ主導

の体系的な環境分析、自社の強みと弱みの評価、明示的な目標設定、代替

的な活動コースの評価、目標達成のための包括的な計画の策定、公式的な

戦略計画システムの活用が戦略の成否のカギを握ると考えるものであり、

したがって、そこでは、戦略の策定と実施が明確に区別され、策定の主体

であるトップ・マネジメントがどれだけ高度の合理性を備え、戦略の策定

をどれだけ分析的に行えるかが重視されるのである(4)。

これに対して､戦略研究の進展とともに､不確実性という現実の状況では、

トップといえども認知限界をもっており､事前にすべてを見通すことはでき

ない､という考え方が台頭してきた｡これが制約された合理'性モデル(bounded

rationalitymodel)であり、戦略はトップの専有物でなく、複数の人間がお

りなす組織的プロセスの中から形成されるという考えに立つものである。

すなわち、現実の戦略の決定を、リンドブルム(1959)が指摘するように｢泥

の中をもがき出る様｣(muddlingthrough)と捉えるのである(5)。

クイン(1980)の｢ロジカル･インクリメンタリズム｣(logicalincrementalism）

というモデルもこの制約された合理`性という考えに基づいており、それに

よると、経営トップは最終的な戦略の厳密な方向ではなく、大まかな方向

しか予測できないため、トップが組織の進むべき大まかな方向を示すこと

が､戦略形成の理想型とされる(6)。要するに、経営トップの役割は合理的モ

デルの主張とは異なり、組織メンバーの行動を導く目的や方向づけの意味

を創造するために戦略ビジョンを提示することであり、これがハートのい

う第２のテーマとなる。

(2)ピジョン

クインの指摘によって､数多くの研究者が戦略形成プロセスにおけるトッ

プのビジョンとそれによって組織メンバーに共有された価値観、いわゆる

組織文化（organizationalculture）の重要｣性を主張するようになり、それ
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に基づいた戦略モデルを提起している｡例えば､ミンツパーグとウォーター

ズ（1985）のイデオロギー戦略（ideologicalstrategy）とアンブレラ戦略

（umbrellastrategy)、それにミンツバーグ(1987)の｢視角」（perspective）

という戦略の捉え方がそれに該当しよう(7)。これらのモデルは､いずれも戦

略のシンボリック・アプローチを反映したものであり、リーダーのビジョ

ンが組織メンバーのに共有された価値観を形成し、彼らの対応や創造活動

を規定するとの見方に立つものである。

ビジョンの意義は、それが組織にカオスと秩序の両方を造りだすことに

ほかならない。ビジョンは、組織メンバーに現状打破を求めることでカオ

スを生み出し、また彼らの短期的行動を導く１つのシグナルとしての長期

的方向を示すことで秩序を与えてくれるのである(8)｡ただし､そうしたビジョ

ンがトップからの一方的なものに終わってしまっては、全く意味をなさな

い。それは、あくまで組織メンバーの行動を動機づけるものでなければな

らない。そこで登場するのが組織メンバーの戦略形成への参画というテー

マである。

(3)参画

もともと、合理的モデルが主張するように、戦略形成はトップだけの仕

事と考えられてきた。しかし、既に見てきたトップの認知限界や環境の加

速度的変化、それに戦略実施の難しさなどの要因により、組織メンバーの

戦略形成への参画の必要性が重視されてきており、またイノベーションの

成功にとって社内企業家(intrapreneur)の存在が不可欠だとの研究結果も

報告されている(9)。

更に、組織メンバーの行動を｢誘導された戦略行動」（inducedstrategic

behavior）と「自律的な戦略行動」（autonomousstrategicbehavior）に

区別して捉えようという考え方もみられる('０)。前者が、トップ主導で形成

された戦略に従った行動であるのに対して、後者は組織メンバーが戦略計
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画に拘束されずに、自律性を行使し、改善の提案を行ったり、新たな事業

機会を発見していくというものである。つまり、このモデルにおいても、

組織メンバーの自律的行動が戦略の変更につながると捉え、組織メンバー

の戦略形成への参画の必要'性が主張されるのである。

２．ハートの戦略形成の統合モデル

この節では、ハートが構築した統合モデルに基づいて、彼が識別した５つ

の戦略類型を紹介し、それぞれの特'性を明らかにしてみたい。ハートは、従

来の戦略類型モデルについての研究成果をふまえつつも、それらのモデルで

は、現実の戦略形成において経営トップと組織メンバーがそれぞれ演じる多

様な役割が十分に捉えられておらず、トップか、組織メンバーのいずれかの

役割に焦点があてられてきたとして、彼らの補完的で多様な役割を認識すべ

きだと主張する('1)。トップの担う役割にしても、戦略が組織の上層部で意識

的に策定される場合の強力なリーダーとしての役割から、戦略が組織の下位

レベルで創発されるように、それを支援していくだけという役割まで多様で

あり、また組織メンバーの演じる役割についても、トップの策定した計画を

そのまま指令どうりに実行する従属的な役割から、新しいイニシアチブを追

求するために自律的に行動するという企業家的な役割に至るまで多岐にわたっ

ている。つまり、そうしたトップとメンバーの戦略形成における多様な役割

をふまえて、戦略形成の類型化を行うべきだというのである。

したがって、ハートの類型化の基準は、「経営トップと組織メンバーが、ど

のような形で戦略形成に参画するのか」ということになる。その結果、彼は

「指令型｣(commandmode)､｢象徴型｣(symbolicmode)､｢合理型｣(rational

mode)、「交渉型」（transactivemode)、そして｢創発型」（generativemode）

という５つの戦略形成モードを提起するのである。

以下で､各モードごとに､戦略形成の全般的スタイル､経営トップと組織メン

バーがそれぞれ戦略形成において果たす役割を中心に説明することにしよう。
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(1)指令型

このモードは、経営トップないし少数のトップ・マネジメントが強力な

リーダー･シップを発揮して戦略をデザインし､組織の下層部がそれに従っ

て戦略を実行していくというトップ・ダウンの権威的な戦略形成スタイル

をとる。つまり、戦略形成はトップ主導型の意識的に統制されたプロセス

となり、彼らによって、戦略的状況の分析が行われ、代替案が検討され、

適切な戦略的行動のコースが決定されのである。そこでの戦略は意図的

(deliberate）なものとなり('2)、直ちに実行できるように完全な形になって

いる。指令型におけるトップの役割は、組織メンバーに対する命令と指示

が中心となる｢司令官」（commander)であり、組織メンバーには、トップ

の命令を遵守し、戦略を着実に実行していく「忠実な兵士」（ｇｏｏｄsoldier）

としての役割遂行が期待される('3)。なお、ハートはこのモードに該当する

企業家として、ヘンリー・フォードやＩＢＭのトム・ワトソン、アップル

社のスティーブ・ジョブの名前を挙げている('4)。

(2)象徴型

象徴型では、何よりも経営トップによる壮大なビジョンないし企業の明

確なミッションの提示が強調される。それによって、企業のさまざまな活

動に意味が与えられ、組織メンバーの一体感が醸成されるからである。し

たがって、このモードは、シンボルやメタファの使用を重視することにな

る。例えば、ＮＥＣの有名な「Ｃ＆Ｃ」というビジョンは、コンピュータ

とコミュニケーションの結合という技術的シナジーの重要'性を表した強力

なメタファである('5)。

かくて、象徴型における戦略形成は、トップが自社の目指す方向'性、言

い換えれば｢戦略的意図」（strategicintent）を提示することにより、組織

メンバーに価値観の共有を促す形で、進められる。小松製作所の「キャタ

ピラーを包囲せよ｣､キャノンの｢打倒ゼロックス｣､ホンダの｢第２のフォー
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ドを目指そう」などは、いずれも企業の戦略的意図、すなわちミッション

の表明である('6)。

ゆえに、このモードでのトップの役割は､例えて言うなら陸上競技の｢コー

チ」（coach）の如く、組織メンバーが挑戦的課題に取り組むよう、彼らを

動機づけ、鼓舞することになる。それは、すべて経営トップが組織の全メ

ンバーに共通の視角、すなわち生き生きとした企業文化の形成につながる

ようなビジョンや夢を提示できるかどうかにかかっているといえよう。

(3)合理型

合理型は、社内外のデータを収集・分析し、それを活用していく高度の

'情報処理能力をもつ企業を前提としており、そこでの戦略形成は、包括的

で詳細な分析と体系的な手続きによる計画立案という形をとる。つまり、

フォーマルな戦略的計画システムの下で、ポートフォリオ分析､業界分析、

競争分析といった戦略分析手法が大いに活用され、製品･市場のスコープ、

競争戦略､独自能力についての詳細な行動計画が作成されるのである｡1960

年代から70年代にかけてアメリカのＧＥ社が導入した精巧なまでの戦略的

計画システムは、こうした合理型の戦略形成の典型例であろう('7)。

このモードにおいて、トップは戦略的計画を効果的に実行するため、組

織メンバーの行動を注意深く監視し、コントロールしていく「ボス」（boss）

としての役割を果たさなければならず、またメンバーには、システムを受

入れ、ボスの望むように行動する｢部下」（subordinate)という役割が与え

られる。要約すれば、合理型では、戦略の形成にあたって、経営トップが

どれだけ多くのデータを考慮することができるか、その能力で戦略の成否

が決定するのである。

(4)交渉型

交渉型の本質は、指令型や合理型のようなトップ主導で事前に決定され
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た計画の実行ではなく、組織メンバーをはじめ、主要な利害関係者との相

互作用、およびそれに基づく学習を重視した戦略形成に求められる。換言

すれば、環境不確実性と認知限界により、トップ・ダウン型の戦略形成の

限界を認識した経営トップが、主要な利害関係者を戦略形成に参画させ、

かれらとの継続的な対話に基づいて調整を図りつつ、戦略を練り上げてい

くというのがこのモードなのである。したがって、組織メンバーも戦略形

成に参画する権限を与えられることになるため、彼らには、部署を越えて

互いに緊密なコミュニケーションを図りながら､戦略形成プロセスヘの｢参

画者」（participant)として、トップに改善提案を出すことが求められるの

である。

エクセレント・カンパニー論('8)の台頭以降､企業のなかに、組織メンバー

の経営参加、顧客への集中を推進しようという動きが活発化してきたが、

そうした動きに早くから取り組んでいるのが曰本企業であり、それはＱｃ

サークルに代表される小集団活動という形で実践されている。小集団活動

は、組織メンバーの自主,性を尊重することによって、創意工夫を発揮させ

ることを狙いとするものである('9)が、まさにそうした組織の下層部で生ま

れたアイデアをトップに提起し、組織全体としての学習能力を高め、戦略

形成に活かしていこうというのが、交渉型の１つのスタイルなのである。

(5)創発型

戦略形成の創発型は、社内企業家活動(intrapreneurship）と称される組

織メンバーの自律的活動に全面的に依存するところに最大の特徴があり、

このモードの企業は､たとえ大企業であっても､小規模な企業家ベンチャー

のごとく行動することでイノベーションを遂行していくのである。

例えば､アメリカの３Ｍ社は創造的企業として世界的に知られているが、

同社の「ポスト・イット」の開発は創発型の典型であろう。そのアイデア

は、「密造酒造り」（bootlegging)と呼ばれることからわかるように、科学
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者が余暇の時間に生み出したものであり、それがやがて組織の上層部に受

け入れられ、同社のＣＥＯがスポンサーとなって新製品開発とつながって

いった。それが、３Ｍにとって年間２億ドルのビック・ビジネスとなった

のである(２０)。

このケースからも明らかなように、創発型のトップの役割は、組織メン

バーの実験を促し、有望な新しいアイデアを承認し、支援していく「スポ

ンサー」（sponsor）にほかならない。このモードでは、新しいアイデアを

経営資源とリンクさせ､新規事業として展開できるようなプロダクト･チャ

ンピオンと呼ばれる「企業家」（entrepreneur）を識別し、彼らを動機づけ

ることが極めて重要である。かくて、創発型では、組織の下層部から創発

してくるイノベーションを受け入れるため、戦略は継続的に修正されるこ

とになる。

表１ハートの戦略類型モデル

指令型象徴型合理型交渉型創発型
戦略は組織メ
ンバーのイニ

シアティブに

より形成され
る

（有機的）

戦略は組織メ
ンバーなど利

害関係者との
調整により形
成される
（手続的）

戦略はフォー
マルな構造と
計画システム
により形成さ
れる

（分析的）

戦略はミッ
ションと将来
のビジョンに

より形成され
る

(カルチャー的）

戦略はリー
ダーないし少

数のトップ
チームにより

形成される
（権威的）

戦略形成
スタイル

承認と

支援
（スポンサー）

権限の付与
（推進役）

評価とコント
ロール

（ボス）

動機づけと鼓

舞
（コーチ）

命令と
指示

（司令官）

トップ･マネジ

メントの役割

実験とリスク

負担
（企業家）

学習と

改善

（参画者）

挑戦的課題へ
の対応

（プレーヤー）

システムの

受容

（部下）

命令の
遵守

（兵士）

組織メンバー
の役割

出所：Hart(1992)ｐ,３３４．

以上が、ハートの識別した５つの戦略形成モードの特徴である(表ｌ）｡た

だし、これらのモードが互いに排他的なものではないことに注意すべきであ

る。各モードの組み合わせも可能なのである。ハートは、そうしたモードの

組み合わせも念頭におきつつ、さらにモードと適合する状況要因も検討しな
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がら、戦略形成モードと企業業績の関係について考察しているので、以下で
それを見ることにしよう。

Ⅲ戦略類型と企業業績の関係

１．戦略形成モードと企業業績

まず、ハートは識別した５つの戦略形成モードのうち、指令型と創発型は

他のモードに比べ企業業績が低くなると考える。彼は、その理由を経営トッ

プと組織メンバーの戦略形成への参加の度合いに求めている。つまり、一方

の極（指令型）では、経営トップが組織メンバーに戦略の実行者以外の役割

を与えないまま、トップ・ダウンで戦略を指示することによって、彼らの行

動を全面的に規定してしまっているし、また、もう一方の極（創発型）でも、

トップがボトム・アップで提起されたアイデアを承認・支援し、結果的に戦

略を修正することによって、戦略的コントロールを放棄しているとして、こ

の２つのモードは組織の能力を十分に活用していないと捉えるのである(21)。

これに対して、象徴型、合理型、交渉型は、いずれもトップの意図と組織

メンバーのイニシアティブを接合したモードであり、トップはビジョンの提

示、戦略的計画システムの活用、交渉プロセスのいずれかの方法で戦略的方

向の意味づけを行い、組織メンバーも程度の差はあれ、戦略形成プロセスに

参画することになるため、指令型や創発型よりも高業績を達成できるとみな

される。そこで、ハートは以下のような仮説を提示するのである。

仮説ｌａ：戦略形成の象徴型、合理型、交渉型は、指令型や創発型より

も高業績を達成できるであろう。

また、企業の業績について検討する場合、どんな基準で業績を判断するか

を決定しておかねばならない。これに関して、ハートは次の３つの測定尺度

を設けている。第１は、「収益`性｣であり、これは売上高利益率、自己資本利

益率などで測定される。第２は、事業成果で、これについては現事業の売上
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高成長率や市場シェアを意味する「成長率・シェア」と多角化などに伴う企

業の「将来のポジショニング」に分けて考えている。そして、第３に、利害

関係者をベースにした組織有効性（organizationaleffectiveness）という測

度である。これも、品質とか組織メンバーの満足度を意味する「クオリテイ」

と最近、関心が高まってきている環境や地域社会に対する責任、すなわち｢社

会的責任」に区別される。

こうして、ハートは、収益性、成長率・シェア、将来のポジショニング、

クオリティ、社会的責任という測度を用いて､戦略形成モードとの関係を個々

に検討するのである。ハートの仮説は次のように整理される。

仮説ｌｂ：ミッションやビジョンを重視する象徴型は、将来のポジショ

ニングおよび成長率・シェアと正の関係をもつであろう。

仮説ｌｃ：フォーマルな計画とコントロール・システムを重視する合理

型は､収益性および成長率･シェアと正の関係をもつであろう。

仮説ｌｄ：フィードバックと学習を重視する交渉型は、クオリティおよ

び社会的責任と正の関係をもつであろう。

仮説ｌｅ：経営トップの全般的なコントロールを志向する指令型は、い

かなる業績測度も高くないであろう。

仮説ｌｆ：組織メンバーのイニシアティブに全面的に依存する創発型に

ついても、指令型と同じことがいえるであろう。

２．戦略形成モードと状況要因

戦略形成モードと業績の関係を考察する場合、忘れてならないのが状況要

因(contingencyfactor)の存在である。つまり、各モードがいかなる状況で

有効なのか、これを明らかにしなければならない。一般に、戦略形成に影響

を与える状況要因としては、環境、組織、リーダーシップ、そして戦略の志

向が挙げられる(22)が、ハートはリーダーシップについては、彼の構築したモ
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デルに包含されているとして、それを除いた３つの状況要因（ただし、組織

については、企業の規模と発展段階に分けて考察している）を取り上げてい

る。以下で、各モードに適合した状況を見ていくことにしよう。

最初に、指令型の戦略は、既述したように、トップ・マネジメントによっ

て形成されるため、環境が彼らに十分理解できるものであることが前提とな

る。したがって、このモードは環境の複雑`性が小さい状況でのみ有効に機能

するといえよう。同じ理由で、指令型は1人の人間が経営を掌握しているよ

うな小規模企業にみられることが多い。またハートは、このモードと企業の

発展段階および戦略の志向は結びつかないと結論づけている。かくて、次の

ような仮説を提示するのである。

仮説２ａ：指令型は、相対的に単純な環境にある小規模組織で最も有効

であり、こうした状況で高業績をあげるだろう。

次に、ビジョンやミッションの共有を重視する象徴型は、指令型と異なり、

小規模組織に限定されず、むしろトップの提示したビジョンに向かって急成

長しているような企業に多くみられると考えられる。また、変化の速い環境

では、トップに詳細なプランを作成する時間的余裕がないため、価値観の共

有によって組織メンバーが迅速かつ柔軟に対応できる象徴型が有効かもしれ

ない。さらに、このモードでは、変化のモティベーションが強調されるため、

積極的に新しい事業機会を探索する攻撃型(prospector)戦略か、比較的安定

したドメインと変動的なドメインで同時に活動している分析型(analyzer)戦

略(23)の追求が高業績につながりそうである。ゆえに、象徴型については、以

下のような仮説が提示される。

仮説２ｂ 象徴型は、変化の激しい環境において、攻撃的な戦略を採用

している急成長企業で最も有効であり、こうした状況で高業

績をあげるだろう。
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つづいて合理型であるが､それは一言でいうなら分析重視のモードであり、

そうした戦略形成プロセスは安定的で、予測が容易な環境で有効であるとい

う研究結果が既に報告されている(24)。それに、このモードにはトップに過大

な負担がかかるということや分析マヒのリスクが常に存在することを考え併

せると、変化が急激な環境には適合しないとみるべきであろう。また合理型

に必要とされる高度の`情報処理能力とそれに要する時間の長さに注目すると、

このモードは、大規模で、現在の戦略ポジションを維持しようとする防衛型

（defender）戦略を志向する企業で有効となろう。つまり、合理型について

は、次のことがいえる。

仮説２Ｃ：合理型は、相対的に安定した環境において、現在の戦略ポジ

ションの維持を志向する大規模企業で最も有効であり、こう

した状況で高業績をあげるだろう。

今度は、利害関係者を戦略形成プロセスに参画させ、かれらとの交渉に基

づいて戦略を形成していく交渉型である。この特徴から明らかなように、そ

れは多数の利害関係者の影響をうけるような業界に所属する企業やグローバ

ル企業に適合しよう。さらに、このモードの交渉プロセスに時間を要する点、

組織学習（organizationallearning）を志向した漸進的な性格を考慮すれば、

成熟業界にある大規模で、漸進的な変化を目指す分析型戦略を追求している

企業にとって、交渉型は有効となろう。したがって、以下の仮説が提示され

る。

交渉型は、利害関係者との複雑な相互作用によって特徴づけ

られる成熟業界において漸進的変化を志向した戦略を追求し

ている企業で最も有効であり、こうした状況で高業績をあげ

るだろう。

仮説２．

最後に､創発型について状況要因との適合関係を明らかにしよう。このモー

ドの戦略形成は組織メンバーの革新的活動に全面的に依存しており、トップ
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は戦略上のコントロールをほとんど行使しない。それゆえ、計画的な戦略形

成が全く困難になるような、複雑で、急速に変化している「乱気流」環境に

ある企業に有効であろう。社内企業家活動を志向する創発型では、当然なが

ら、攻撃型の戦略の追求がベストだと思われる。これを整理すると、次のよ
うになる。

仮説２ｅ：創発型は、競争優位,性の確立のために攻撃が重要となるよう

な複雑で、急速に変化している乱気流環境で活動している企

業で最も有効であり、こうした状況で高業績をあげるだろう。

以上の戦略形成モードと状況要因の適合関係を要約したのが､表２である。

表２戦略形成モードと状況要因との適合関係
状況要因指令型象徴型合理型交渉型創発型
環境 「単純」低レ

ベルの複雑'性
｢ダイナミック」
高速ないし急

進的な変化

「安定的」変
化の度合が小
さい

「複雑」多数

の利害関係者
の存在

「乱気流」ダ
イナミックで

複雑

企業規模小中一大中一大大

企業の無関連急成長安定成長成熟
発展段階

戦略の志向無関連積極的な変化現在の地位の継続的な改善
（攻撃型／分維持（分析型）
析型）（防衛型）

無関連

無関連

革新

(攻撃型）

出所：１６，K，ｐ､342

３．戦略形成モードの組み合わせと企業業績

先に述べたように、ハートが識別した５つの戦略形成モードは互いに排他

的なものではない。実際に、これまでの戦略研究においても、何人かの研究

者がそれぞれ識別したモードを組み合わせた考察を行っている。例えば、ノ

ナカ（1988）はトップがビジョンを創造し、夢を語り、そしてミドル・マネ

ジメントが現実と検証不能な夢との間にたって検証可能なコンセプトを創造
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し、上下左右を巻き込んで、それを実現していくという、トップダウンでも

ポトムアップでもない、「ミドル・アップ・ダウン」（middle-up-down）と呼

ばれる戦略形成プロセスの有効`性を主張している(25)。そこでの主役はミドル

であり、トップはカリスマ（トップダウン）でもなければ、スポンサー（ボ

トムアップ）でもなく、大まかな方向性を示し、戦略形成の場を整える「触

媒」（CatalySt）の役割を果たすという(26)。このスタイルは、ハートの象徴型

と創発型を組み合わせたものといえよう。

また、チャッフィー（1985）も、これまでの戦略研究を整理し、「直線型」

(linear）戦略（ハートの合理型に対応)、「適応型」（adaptive）戦略（交渉型

に対応)、「解釈型」（interpretive)戦略(象徴型に対応）という３つの戦略モ

デルを識別している。彼女の主張で注目すべきは、戦略モデルには上位レベ

ルの複雑なモデルが下位レベルのそれほど複雑でないモデルを包含するとい

う階層』性がみられるという点である。すなわち、最も単純な第１のレベルが

直線型であり、第２のレベルの適応型は直線型を包含し、最も複雑なレベル

の解釈型は３つ全部を組み合わせたものなのである(27)。

ノナカやチャッフイーと同様に、ハートも複数のモードを組み合わせる企

業が単一モードを採用する企業よりも高業績を実現できると考える(28)。とい

うのは、例えば、象徴型と交渉型を組み合わせた場合、それによって、共有

されたビジョンやミッションと学習する組織をリンクさせることができるか

らである。そこで、次のような仮説が提示される。

仮説３ａ：企業が組み合わせる戦略形成モードの数が多くなるほど、当

該企業の業績は高くなるであろう。

しかし、単純にモードを組み合わせればよいというものではなく、組み合

わせ方に留意する必要がある。そうしたモードの効果的組み合わせの手がか

りを与えてくれそうなのが､最近戦略論で注目されているパラドックス(paradox）

という視角である(29)。それは、一見相容れない、あるいは矛盾すると思われ
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るような組織能力、すなわち決断と思慮深さ、広範なビジョンと細かな注意、

大胆な動きと漸進的な調整などをバランスさせたり、同時にコントロールす

ることが高業績につながるという考え方を指す(30)。つまり、パラドックスを

巧妙に利用するのが有効な戦略とみるのである(31)。

この視角に立つと、矛盾すると思われるようなモードの組み合わせが高業

績と結びつくであろうし、逆に類似したモード同士の組み合わせでは業績が

低下することになる。具体的に言うと、トップと組織メンバーそれぞれの役

割が類似している交渉型と創発型の組み合わせでは､高い成果は期待できず、

むしろ指令型と創発型のような組み合わせが有望だということである。した

がって、モードの効果的組み合わせについては、以下のように要約すること

ができよう。

仮説３ｂ：高業績企業は相容れない、あるいは矛盾すると思われるよう

な戦略形成モードを組み合わせるであろう。

仮説３ｃ：低業績企業は類似した戦略形成モードを組み合わせるであろ

う。

Ⅳ要約と展望

以上、本稿では、ハートの研究に基づいて、彼が識別した指令型、象徴型、

合理型、交渉型、創発型という５つの戦略形成モードの特性、および各モー

ドと企業業績との関係について考察してきた。

ハートの研究は、経営戦略研究において多様なアプローチが混在し、混乱

状態にある現状をふまえ、既存の多様な戦略モデルを整理・統合する必要が

あるとの問題意識から出発している。彼の手法は、既存の研究を丹念にサー

ベイし、そこから共通のテーマを導き出し、その検討によって戦略類型化の

手がかりを得ようというものであった。類型化にあたって、ハートが重視し

たのは、戦略形成においてトップと組織メンバーがそれぞれ演じる役割の多
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様性である。トップの役割については、ワンマン・スタイルの司令官からメ

ンバーの自律'性に全面的に依存したスポンサーまで、またメンバーについて

もトップの描いた戦略デザインをそのまま実行する兵士の役割から、リスク

を恐れず積極的に実験に着手する企業家としての役割に至るまで、まさに多

様な役割を識別している。そうした役割に着目した類型化によって、われわ

れは実際の戦略が組織の中でどのように形成されていくのかを知ることがで

きる。これはハートの大きな貢献だといわねばならない。

また、単に類型化にとどまらず、それと企業業績との関係を考察している

点も評価されるべきであろう。その際に、環境、企業規模、企業の発展段階、

戦略志向という状況要因の作用も考慮し、それらと戦略形成モードとの適合

関係を明らかにしている点も見逃せない。また、モードの効果的な組み合わ

せも検討しており、パラドックスという新しい視角を導入して、一見矛盾す

るような組み合わせが有効だと結論づけていることも興味深い。このモード

と業績の関係については仮説という形で提示されているが、それらは有効な

戦略形成プロセスの在り方を示唆しているように思われる。例えば、ハート

は、トップと組織メンバーの合意に基づいて形成された戦略の有効'性を主張

しているが、この戦略が企業内部の多くの人びとを巻き込んだ組織的な思考

の産物であるという捉え方(32)は、戦略形成プロセスを考察していくうえで、

極めて重要な視角であろう。

したがって、今後の研究課題として、ハートの提示した仮説の検証を挙げ

なければならない。ミドル・マネジメントの戦略形成への参画と企業業績の

関係については既に実証研究が行われ、彼らの参画が高い成果につながって

いるという研究結果が報告されている(33)が、ミドルのみならずロアーの管理

者、さらには末端の従業員まで含めた戦略形成への参画のレベルと業績との

関係を扱った実証研究は、残念ながらまだ行われていない。そうした組織メ

ンバーの参画のレベルを正確に捉えたうえで戦略形成プロセスの類型化を行

い、それと業績との関係を実証する必要があろう。
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