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戦略研究の資源視角

一企業の持続的な競争優位の源泉の探求一

与那原建

Ｉ序

「企業の持続的な競争優位の源泉は何か」を明らかにすることは、経営戦

略研究の中心的テーマの１つである。これについては、競争戦略論のパイオ

ニアであるポーター（1980）をはじめ、これまでに数多くの研究成果が公表

されており、そこでは、コストの優位'性か、差別化かの選択や、市場の範囲

を広くとるのか､限定するのかといった戦略的ポジショニングの問題が一貫

して重視される傾向にあったｌｏ

ｇ0年代に入り、経営戦略論の分野では、そうした戦略的ポジショニングの

選択の基礎になるのは､企業の保有する資源や能力であるとの認識が生まれ

てきた。このような戦略研究の分析視角は「資源視角」（resource-basedview）

と呼ばれ、最近の経営戦略研究の主流となっている。要するに、「資源視角」

とは、価値があり、稀少で、競争相手に簡単に模倣されず、かつ代替物も存

在しないような資源や能力が企業の持続的な競争優位の源泉になるという認

識にたち､それらの中核資源や中核能力に基礎をおいた戦略デザインを重視

する研究にほかならない。

これまでの戦略研究では、経営戦略を「組織の内部資源やスキルと、外部

環境の生み出す機会やリスクとを適合させるもの」２ととらえてきた。この

戦略の定義には､内的側面と外的側面が含まれていることに注意しなくては

ならない。そのなかで、戦略と外部環境（機会やリスク）とのリンク、つま

り「戦略の環境適合」に焦点を合わせるのが､８０年代の戦略研究の特徴であ

り､先述したポーターや収益性や成長性に影響を与える戦略要素の解明を目

指したバゼルーゲイル（1987)３などはその代表的研究といえよう。そこで
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'よ、企業の内的側面に注目する戦略、つまり戦略と組織の内部資源やスキル

とのリンクは相対的に軽視されてきた。しかし、現在のように企業間競争が

激化し、顧客ニーズも目まぐるしく変化している経営環境において、従来の

ような「戦略の組織適合」を軽視した外的側面重視の姿勢で戦略をとらえつ

づけると、企業はどうしても壁にぶつからざるをえない。そうした中で、企

業が競争優位を維持していくには、この外部環境重視の姿勢を改め、持続的

競争優位の源泉としての組織内部の資源や能力に注目し､自社の環境への適

応能力そのものを高めていかなければならない４．今「資源視角」がクロー

ズアップされている最大の理由は、この点に求められる。

本稿では、戦略研究の資源視角に焦点をあて、この分析視角の代表的研究

者であるグラント（1991），とバーニイ（1991；1992)６の所説を検討するこ

とにより、資源視角とは何かを具体的に説明し、そしてそれが経営戦略研究

においてどのような意義をもっているのかを考察することにしたい。

Ⅱグラントの資源視角モデル

１．グラントの分析視角

はじめに､戦略研究の資源視角にたつ代表的研究者の一人であるグラント

の所説をみることにしよう。彼は、現在台頭している資源視角が経営戦略の

基盤として企業内部の経営資源の役割に注目する点は評価しつつも､その多

くには、統合的・実践的枠組みが欠落しているという問題意識から出発し、

統合的な戦略策定の資源視角モデルを構築している（図1)。簡単に言うと、

このモデルは、企業の戦略策定を、自社の保有する資源の識別、自社の能力

の評価、資源や能力の利益獲得可能性の分析、戦略の選択、資源と能力の拡

大・グレードアップ、という５段階からなるプロセスとしてとらえようとい

うものである。
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競争優位

資源

図１戦略策定の資源視角モデル

出所:Grant（1991）ｐｌｌ５
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グラントのモデルでまず注目すべきは､企業の保有する資源や能力が経営

戦略の基本的方向を規定するというとらえ方であろう。戦略策定の出発点と

なるのは、「われわれの事業は何か」の問いかけに答えるドメインの定義で

あるが､これまでそれが市場軸を中心に行われていたことにグラントは疑問

を投げかける。つまり、「われわれの顧客は誰か｣、「われわれが充足しよう

としているのは、顧客のどんなニーズか」といった外部志向の定義は、現在

のように顧客ニーズが変化しやすく、またニーズを充足する技術も絶えず進

化しているような状況では、戦略策定の基盤とはなりえないとみるのであ

る。

かつて、レビット（1975）は、企業は自社のドメインを限定するのではな

く、広がりをもたせて定義すべきだ7と主張した。しかし､企業が顧客のニー

ズを充足する資源や能力を保有していなければ､このように標的市場を拡大

することは無意味であるといわねばならない。たとえば、レビットは鉄道会

社は自社の事業を鉄道ではなく、輸送とみなすべきだとしたが､そこで生じ

る疑問は､鉄道会社はそもそもトラック事業や航空事業などの輸送事業を展

開する資源や能力を保有しているのか、ということである。鉄道会社の資源

や能力は不動産開発や建設事業により適合しているかもしれない。とすれ

ば、グラントが主張するように、事業が充足しようとするニーズよりも、企

業の保有する独自の資源や能力に基礎をおいた「われわれは何ができるか」

によるドメインの定義が有効と思われる。実際、社内に保有している接着・

塗装技術を新製品開発に応用するという独自能力をベースにした絶えざる製

品革新によって持続的成長を実現している３Ｍ社や価値を生み出す独自のロ

ジステイツク・システムの構築という「能力に基礎をおく競争」(capabilities‐

basedcompetition）によってディスカウント業界で飛躍的成長を実現してい

るウオル・マート社の例から明らかなように、社内の能力をベースにして戦

略を策定･実施している企業のほうが､環境変化への適応に秀でているとい

えそうである８．
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グラントのモデルで第２に注目されるのが、ややもすれば混同されがちな

コンセプトである資源と能力を明確に区別していることである。グラントに

よれば、「資源」（resource）とは、資本設備や個々の従業員のスキル、特許、

ブランド名、資金などの、生産過程へのインプットを意味している。ただ、

資源はそれだけでは生産的でないことに注意しなくてはならない｡生産活動

には、これらの資源の協働と調整が必要となる。これを行い、何らかのタス

クないし活動を遂行していく力が「能力」（capability）にほかならない。換

言すれば、能力とは、さまざまな資源を協働させ、それらを統合した結果、

生まれてくる物事をなし遂げることのできる力を意味している。要するに、

資源が企業の能力の源泉であるのに対して､能力は企業の競争優位の主たる

源泉になるといえる。

２．資源と能力の識別・評価

以上の、資源や能力にもとづくドメインの定義の必要性、それに資源と能

力との区別を念頭におきつつ、グラントのモデルを図１にしたがい、個々の

ステップごとに眺めることにしよう。

経営戦略の基盤になるのが資源と能力であるとすれば、それらの識別・評

価が戦略分析の出発点となろう｡企業が自社の保有する経営資源を識別する

には、まずそれを分類してみることから始めなければならない。グラント

は、経営資源を(1)財務的資源、(2)物的資源、(3)人的資源、(4)技術的資源、(5)

評判、(6)組織的資源の６つに分類しているが、なかでもヒトが担い手となる

無形資源、つまり伊丹（1984）のいう「見えざる資産」（invisibleassets）の

もつ戦略的重要性を強調している。こうした資源は、カネを出しても買えな

いことが多く、またつくるのに時間がかかり、しかもいったんできあがると

さまざまな形で多重利用が可能になりやすいために､競争相手との差別化の

源泉になりうるからである，。このことに留意しながら、競争相手との相対

的な強みと弱みを識別すべきであろう。さらに、資源の評価にあたっては、
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資源の有効利用によってどのような機会が生まれてくるかも検討する必要が

ある。とくに、有形資源については効率的活用が、また無形資源については

効果的活用がそれぞれ重要な評価基準となろう。

自社の能力の識別・評価がそれに続くことになる。グラントは、企業の能

力はＲ＆Ｄ、生産､販売といった職能ごとに識別･評価できるとしているが、

これらの職能ごとの能力の統合から生まれてくるものが企業にとって最も重

要な戦略的能力であるとしている点は傾聴に値しよう。たとえば、ファース

トフードの最大手であるマクドナルドが､製品開発や市場調査､人的資源管

理､財務管理､生産管理に関して卓越した職能上の能力をもっていることは

疑う余地がない。しかし、マクドナルドの成功にとって決定的に重要なの

は、そうした個々の職能上の能力ではなく、世界中に広がる店舗で製品・

サービスの一貫性をつくり出しているこれらの職能上のスキルを統合する組

織的能力なのである'０゜それは、組織の境界を越えて、あらゆる階層の人た

ちとあらゆる職能を巻き込んだ組織における集団的学習能力を意味してお

り、プラハラドーハメル（1990）の提唱した「中核能力」（corecompetence）

やネルソン＝ウインター（１９８２）の開発した「組織のルーチン」

(organizationalroutine）というコンセプトに対応するⅢ。そうした能力は、組

織文化やリーダーシップのようにヒト同士やヒトとその他の資源との複雑な

協働と調整を行う組織的能力であり、時間の経過とともに価値が低下してい

く物的資源と異なり、活用・共有されるにしたがって強化されるという特徴

をもつ'２．かくて、持続的競争優位の源泉になりうる中核能力、つまり組織

のルーチンとしての組織的能力の識別が重要なのである。

ただ、企業は、過去の栄光や将来への希望、願望にもとづいた思考の虜に

なる傾向があるため、自社の中核能力をどうしても過大に評価しがちであ

る。客観的な評価が行われなければならない。そのためにも、競争相手と比

較した相対的な能力評価が必要である｡そうした相対的な強みを活用する戦

略は成功の可能性が高く、逆に自社の能力範囲を大幅に超えて企業活動を拡

－６－



戦略研究の資源視角

大するような戦略は失敗につながりやすいといえよう。

３．資源と能力の可能性の評価

グラントは、資源と能力が企業にリターンをもたらしてくれるか否かは、

2つの要因によって決まると考えている。１つは､資源と能力の生み出す競争

優位の「持続可能性」（sustainability）であり、もう１つは、資源と能力から

得られた利益ルント）を企業が専有できるかどうかという「専有可能性」

(appropriability）である。

グラントによれば、まず競争優位の持続可能性を決定する要因には次の４

つがあるという。第１は「耐久力」（durability）である。これは、資源と能力

が減価ないし陳腐化する速度といってよい。資源についていえば､そのタイ

プによって耐久力はかなり違ってくるようである｡多くの資本設備や技術的

資源に比べ、ブランドや企業自体の評判(reputation）は耐久力があると考え

られる。強力なロイヤリティを得ているブランドの多く（バンド・エイドや

アメリカを象徴する世界的ブランドであるコカ・コーラ）は100年前後にわ

たって、市場リーダーの座を維持しているし、またゼロックスの質の高い知

を創り出す会社としての評判や顧客と親密な関係を築いている会社として知

られるＧＥ社にたいする評判も長きにわたっている'3．環境変化は多くの資

源の耐久力を短縮させるが、ブランド・エクイテイ（ブランドが持つ資産価

値)や企業自体の評判についてはそれを強化する方向に作用するのかもしれ

ない１４．－方、能力についてはどうだろうか。結論をいうと、能力の耐久力

は資源よりも大きいと思われる。実際、資源が使い尽くされたり、移転（ヒ

トの異動）したとしても、能力をしっかりと維持している企業は少なくな

い。たとえば、ロールスロイス社の高級車を製造する能力は数世代の社員

に受け継がれているが､これはヒトが代わっても新しく入ってくる社員に同

社の価値観を伝播し､その共有化を図っている同社の能力のマネジメントに

依るところが大きい１，．その意味で、組織文化は企業の持続的競争優位の源
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泉の１つといえよう。

競争優位にたっている企業がそれを維持していくには､その戦略が競争相

手に模倣されないこと、具体的にいうと、成功した戦略の基盤になる資源と

能力が何なのかが競争相手に識別できないことが－つの条件となる。これが

競争優位の持続可能性を決定する第２の要因の「透明度」（tmnsparency)であ

る。つまり、資源や能力の透明度が低ければ競争優位は維持可能だろうし、

逆の場合は維持が困難となろう。ここで、透明度の低い能力というのは、前

述した組織的能力を意味している｡多くの資源の複雑な協働と調整を必要と

する組織的能力は競争相手からすれば､識別が困難なため、模倣は不可能と

なる。かくて、透明度が不完全な、「不確実な模倣可能性」（uncertain

imitability）の状況では、成功企業が「いかに行動したか」に関して不確実性

が高まるため、新規参入が阻止され､既存企業は当該市場で高い利益水準を

維持できるのである!`・

第３の要因は資源と能力の「移転可能性」（transferability）である。競争優

位を模倣するのに必要な資源や能力が競争相手に簡単に獲得できるなら､そ

の優位は持続しないであろう。したがって、競争優位を維持するには、優位

の源泉になる資源や能力が移転不可能であることが前提となる。しかし、現

実には移転コストや資源の価値評価の難しさによって､ほとんどの資源と能

力は移転が困難であるし、また移転できたとしても、その効果の面で疑わし

い。たとえば、評判という情報的資源を考えてみよう。この資源は、それを

確立している企業にとってのみ意味をもつ、いわば企業特異的な資源であ

る'7．買収によって、評判という資源が移転したとしても、それは所有権の

変更とともに減価してしまうであろう。また、先にみたように、上トいう資

源が移転したとしても、組織のルーチン（組織文化など）を通じて、能力は

維持・再生されていくという能力の固定的側面も見逃してはならない。

最後は、能力と資源の「模倣可能性」(replicability）である。ここで、模倣

が困難であることが持続的競争優位の決定因であることは言うまでもない。

－８－
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簡単に模倣できないのは、やはり組織のルーチンに基づく中核能力であろ

う。ヒトを動機づける能力や効率とフレキシビリティを両立させる生産能力

などがこれに当たるが、それらは「形式知」(codifiedknowledge）というより

も言語化困難な「暗黙知」（tacitknowledge）であるため、模倣が困難といえ

る。また、そうした能力の中には、一見単純にみえるが、実は模倣がきわめ

て難しいものもある。日本のオリジナルな生産管理システムである「ジヤス

トイン・タイム」生産方式と日本企業に広く浸透している「Ｑｃサークル」

は、その代表的なものといえよう。いずれも、精級な知識や複雑なオペレー

ティング・システムを必要としないにもかかわらず､欧米企業はそれらの効

果的運用に求められる協働の姿勢を実現できていない'8．システムを導入す

るのはたやすいが､それをうまく機能させるための意識改革はそれほど単純

な問題ではないのである。

資源と能力の可能性のもう１つの評価基準は、レントの専有可能性にかか

わっている。特に問題になるのが､企業の生産性における従業員のスキルの

貢献度の評価であろう｡従業員のスキルが圧倒的に重要なサービス企業の場

合、その貢献度は明確である。しかし、貢献度が暖味な場合、評価は企業と

従業員との交渉によって決まるといってよい｡従業員の貢献が明確に識別で

きず、そのスキルが企業特異的であるほど、企業は交渉を有利に進め、結果

的にレントを専有できることになろう。

以上の評価基準に照らして、グラントは、企業の最も重要な資源と能力

は、耐久力があり、その識別・理解が困難で、完全に移転できず、しかも企

業が明確な所有権を有するそれだと結論づけている。

４．戦略のデザイン

グラントによれば、耐久力、不完全な透明度と移転可能性、模倣困難とい

う４つの基準を充足している資源と能力こそが､企業の中核資源と中核能力

であり､企業はこれを最も有効に活用できるような戦略をデザインしなけれ
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ばならない。その好例として、彼はオートバイ・メーカーのハーレー・ダ

ビッドソンによる資源視角にたった戦略デザインを取り上げている１，．同社

は第二次世界対戦後には唯一のアメリカン･メーカーとしてオートバイ市場

に君臨していたが、その後ホンダ、ヤマハといった日本メーカーにシェアを

大きく奪われ、業績低迷を続けた。しかし、自社の中核資源に基礎をおく戦

略展開によって、奇跡の復活に成功したのである。改革の出発点となったの

は、ハーレーの耐久力があり、移転も模倣もされない唯一の資源は同社のブ

ランド､すなわちイメージとそれに付随したロイヤリティであるとする経営

トップの認識であった。実際、ブランド以外のコスト、品質といった面では

日本の競争相手に大きく遅れをとっていたため､経営トップは自社の劣って

いるところを極力小さくしながら､イメージに関する優位性に基礎をおいた

戦略を追求することによってのみハーレーが存続するチャンスが生まれてく

ると考えたのである。この間導入されたハーレーのニューモデルはすべて伝

統的なデザインにもとづいており、また「個性とタフネス」という同社のイ

メージの訴求を図り、それによって顧客層を拡げることがマーケティング戦

略の中心となった｡生産効率や品質の改善がハーレーの復活の一つの要因で

あることは間違いないが、それ以上に重要な成功要因は、何といってもハー

レーのブランドに基礎をおいた市場訴求能力の向上･拡大にあったといえよ
Ｌ２０

７。

ハーレーの事伊Ｉは企業がコアとなる資源と能力を保有している場合､それ

に基礎をおいた戦略の追求が成功につながることを､われわれに教えてくれ

ているが、そうでないケース、つまり競争優位の源泉である資源と能力が容

易に移転・模倣できるとしたらどうであろうか。この場合、競争優位の維持

が可能になるのは、その市場が小さくて魅力に乏しいか、または優位の存在

を隠し通すことができるケースに限定される2'。したがって、模倣が比較的

容易な製品･サービスの差別化によって競争優位を実現しているような企業

はその優位が模倣される前に､新たな優位の創造を可能にするような柔軟性
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と感受'性をつくり出すことを問題にしなければならないであろう。

５．資源ギャップの識別と資源ベースの開発

これまでの戦略分析では、企業の資源ベースは予め決まっており、その枠

内でレントを最大にするよう資源展開を行うことが重要と考えられてきた。

しかし、戦略研究の資源視角では、既存の経営資源の展開だけでなく、資源

ベースの開発も重視される。今日のように、顧客ニーズが進化し、競争も激

しさを増しているような状況では、これは当然かもしれない。そうした競争

優位の「グレードアツプ｣はポーターの最近の著作（1990)でも、中心的テー

マとなっている。ポーターによれば、国や企業が国際的な競争優位を確立・

維持できるかは、継続的にイノベーションを行えるか、または競争優位の基

礎を「基本的な」生産要素から持続的優位をもたらしてくれる「高度な」生

産要素へとシフトさせることができるかにかかっている22゜つまり、グレー

ドの高い中核能力を構築できるか否かによって、競争優位の確立･維持が可

能かどうかが決まるとポーターは言うのである。換言すれば、これは戦略的

アーキテクチャーを開発する必要性を示唆している。「戦略的アーキテク

チャー」（strategicarchitecture）とは、企業が今後どのような中核能力を構築

すべきかを指し示す一種のロードマップ､つまり戦略を設計するうえでの基

本思想を意味している。たとえば、ＮＥＣの「Ｃ＆Ｃ」は同社の中核能力を

表しているのではなく、まさに今後の成長経路を示した適切な戦略的アーキ

テクチャーであり、その表明によってＮＥＣは中核能力の構築・蓄積が可能

となったのである23．戦略的アーキテクチャーにもとづく、能力構築への執

念がビジネスの勝者と敗者の分かれ目になるといっても言い過ぎではあるま

い。

ただ、そうは言っても、既存資源の活用と将来に向けての資源と能力の開

発を両立させることは簡単な仕事ではない。そこでカギとなるのが、伊丹

(1984）の提唱する「オーバーエクステンション」戦略の実施である24．企業
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の戦略は自社の保有する能力につねにピッタリ合ったものであってはなら

ず、自社能力を少々オーバーするような、つまり苦しい競争をあえて自分に

強いるような戦略をとることが長期的には最適であることが多い｡そうした

背伸び戦略がオーバーエクステンションにほかならない｡オーバーエクステ

ンションは短期的には企業に不均衡を生み出す､いわば企業に無理を強いる

戦略といえる。そうした無理のもつ最大の効用は、それが企業に学習の場を

つくり、中核資源の形成につながっていくところに求められる。これは、現

在の戦略から生み出される資源と能力を将来の戦略がつかうという効果､す

なわち「ダイナミック・シナジー」を追求した戦略展開といってよい。この

ような無理は、たとえ事業そのものは失敗に終わっても、中核資源（たとえ

ば、発展性に富む技術的経営資源）を蓄積できれば、企業の中に今後につな

がる貴重な財産を残すことになる西。かくてグラントは、企業が自社の資源

ベースを拡大していくには､現在の戦略実施に必要な能力を熟達させるだけ

でなく、今後のチャレンジに対応するために必要な能力の開発も保証する

オーバーエクステンション戦略が不可欠であるととらえるのである。

以上が、グラントの構築した戦略策定の資源視角モデルの内容である。グ

ラントモデルの中心的アイデアは､企業の持続的競争優位の源泉はその保

有する資源と能力にあるとする点に求められる。したがって、そこでは、自

社のユニークな資源と能力を最も効果的に活用する戦略のデザイン､あるい

はそうした資源と能力のグレードアップや獲得･蓄積を目的にしたオーバー

エクステンション戦略の追求が重視されるのである。

Ⅲバーニィの資源視角モデル

１．バーニィの分析視角

戦略研究の資源視角のもう一つの代表的研究として､次にバーニイの所説

を取り上げることにしよう。バーニイも、グラントと同様､持続的競争優位
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の源泉として企業の保有する資源と能力に注目する。ただバーニィは、グラ

ントと異なり、資源と能力を明確に区別しておらず､資源を能力も包含する

広いコンセプトとしてとらえていることに注意しなくてはならない。つま

り、資源とは、企業のコントロールできるあらゆる資産、能力、組織過程、

企業の属性、情報、知識などの総称である2`。そうした資源を活用すること

によって、企業は効率と効果を高める戦略を策定・実施することができる、

とバーニィは主張する。

まずバーニイは、その主張を展開するにあたって、２つの仮定から出発す

る。第１に、ある業界内の企業はそのコントロールできる戦略的資源に関し

て異質であるという仮定である。これは経営戦略を策定･実施するのに必要

とされる資源が企業間に異質な形で分布しているというものであり、簡単に

言うと、経営資源の,性格は企業ごとに異なるというとらえ方を意味してい

る。第２の仮定は、これらの資源は企業間で完全に移動することはないため、

資源の異質性は長続きするというものである。ゆえに、企業間の差異は時間

の経過とともに安定していくことになる。つまり、企業の保有するあらゆる

資源が競争優位の維持に貢献するわけではないため､企業としては優位の源

泉になりうる資源を識別しなければならない。そこで、この資源の｢異質'性」

(heterogeneity）と「固定性」(immobility)に注目し、それをベースにして、資

源が持続的競争優位の源泉となるための要件を探ろうというのが､バーニイ

の分析視角の１つの柱になっている。具体的には、そうした資源を識別する

ための評価基準として、資源の価値、稀少,性、模倣可能性、代替可能,性の４

つを挙げているが、これについては後述することにしよう。

また、持続的な競争優位の源泉となりうる資源として、バーニイが組織文

化、チームワーク、評判、信用といった組織的資源を重視していることも、

彼の分析視角の大きな特徴であろう。そうした組織的資源は企業の戦略策定

能力と戦略実施能力を大きく左右するため､それは持続的競争優位の源泉に

なると、バーニイは考えるのである。上で挙げた組織的資源はいずれも組織
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行動論の主要テーマであり、バーニイの主張が正しいとすれば､持続的優位

の源泉を明らかにするには､それらの組織的資源が競争にたいしてもつ意味

をどれだけ理解できるかにかかってくる。かくて、バーニイは戦略研究と組

織行動研究の統合の必要性を強調する。彼は言う。「われわれの研究目的は、

組織行動論の主たる研究対象である組織的資源が持続的競争優位の源泉とな

るための要件を充足しているため､それらの資源の組織行動論に基礎をおい

た分析が持続的競争優位を探求している企業にとって､戦略策定の中心的問

題となることを論証することである｣27と。バーニイの資源視角モデルでは、

組織行動研究との統合を志向した戦略研究がその分析視角の核をなしている

といえよう。

２．中核資源の識別

上述したように、バーニイは持続的競争優位の源泉となりうる異質で、固

定的な経営資源を識別するための評価基準として、資源の価値、稀少性、模

倣可能性、代替可能性の４つを挙げている。それぞれの基準に照らして、自

社資源を評価することによって､その資源が競争にたいしてもつ意味が明ら

かになるとともに､持続的優位の源泉となる中核資源を識別することができ

る（表1)。

表１経営資源の評価

価値があるか稀少か模倣が困難か代替物はないか資源が競争に
たいしてもつ意味

比較劣位

同位

一時的な競争優ｔｔ

同位

繍的底競争雛

Ｎｏ

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｎｏ

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｎｏ

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｎｏ

Ｙｅｓ

出所：Banney（1992）ｐ43.
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資源が持続的競争優位の源泉となるための第１の要件は、資源の「価値」

(value）である。資源の価値は、それが企業の外部環境に存在する機会を利

用可能にするか、または脅威を弱めることができるかによって決まる。換言

すれば､効率と効果につながるような戦略の策定・実施を可能にする資源が

価値のある資源といえる。確かに、価値という要件を充足できないような資

源では、競争優位はおぼつかないであろう。

しかし､単に価値ある資源というだけでは競争優位につながらないことも

事実である。そこで、次に「稀少性」（rareness)が必要となってくる。もし、

大多数の競争相手が自社と同じように価値ある資源を保有しているとすれ

ば、その資源を利用しても競争優位を実現できないであろう。その場合、せ

いぜい同等の競争ポジションを獲得できるにすぎない｡価値と稀少`性の両方

の要件を備えた資源は､少なくとも一時的な競争優位を生み出すことができ

よう。

価値があり、しかも稀少な資源によって生み出された一時的な競争優位が

持続的なものになるか否かは､競争相手がその資源を模倣可能かという模倣

の難しさにかかっている。これが第３の要件の「不完全な模倣可能性」

(imperfectimitability）である。バーニイによると、資源の模倣が難しいのは、

①資源がその企業のユニークな歴史に結びついた企業特異的な性格をもって

いる、②資源と競争優位とのあいだに因果暖昧性(causalambiguity)がある、

③資源が複雑な組織的資源である、という３つの場合である28゜つまり、優

位を生み出している資源がそれを保有している企業にしか活用できず､また

競争相手が資源と競争優位の因果関係を正確に識別できず､さらにそうした

資源が社内のマネジャー間の人間関係､組織文化､サプライヤーや顧客間で

の企業の評判などの「目に見えない複雑なもの」である場合、それは模倣が

困難な資源なのである。

ただ、上の３つの要件を充足している資源であっても、その代替物があっ

たり、それが稀少でなく、簡単に模倣できる場合は、競争相手に差をつける
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ことにはならず、たとえ優位を生み出したとしても、それは一時的なものに

すぎないと考えられる。この状況で、競争相手は、代替資源が稀少でなけれ

ば、それを使って戦略を展開できるし、また代替資源が稀少であっても、模

倣可能な場合は、それを獲得し、戦略を策定・実施できるからである。この

資源の「代替可能性」（substitutability）も見逃すことのできない、重要な評価

基準であり､資源の代替物が存在しないことが中核資源であるための最後の

要件となる。なお、このバーニイの資源視角モデルを要約的に示したのが図

２である。

価値

稀少性

不完全な

模倣可能性

一企業特異性

一因果暖昧性

一複雑`性

代替可能性

なし

経営資源

異質,性

固定'性 →恵
－＞

図２バーニイの資源視角モデル

出所：Banney（1991）ｐ､1１２．

かくて、持続的競争優位を探求している企業は、その源泉となりうる、価

値があり、稀少で、模倣が難しく、かつ代替不可能な資源を活用できるよう

な戦略を選択しなければならない。バーニイも、グラントと同じように、こ

れらの4つの要件をすべて充たしているのは､組織的資源であるとしている。

以下で、この組織的資源と競争優位の関係についてみることにしよう。

－１６－



戦略研究の資源視角

３．組織的資源と競争優位

前述したように、組織的資源には、企業の戦略策定・実施能力を高めてく

れるような、組織文化、組織内でのマネジャー同士の信頼と友好’性、マネ

ジャーと従業員のチームワーク､顧客の組織にたいする信用などの資源が含

まれる。これらの資源がなぜ持続的競争優位の源泉になりえるのかを、４つ

の要件に照らしてみてみよう。

まず、「価値」という要件であるが、組織的資源の価値は企業の競争環境

とのかかわりで評価されねばならない。たとえば､組織メンバーの自由や創

造力、イノベーションへのコミットメント（主体的関与）などを重視する組

織の価値観は製品差別化戦略を必要とする競争環境では有益かもしれない

が､低コスト戦略が必要な状況では意味をなさないからである。そうした状

況との適合関係には注意すべきであるが､やはり組織的資源は価値を生み出

しているとみなければならない。たとえば､現在のドメインの維持を最重要

課題とする「防衛型｣戦略の実施には現在の顧客と技術にたいする組織およ

びそのメンバーの強力な思い入れが､また積極的にドメインを拡大していこ

うとする「攻撃型｣戦略の実施には創造力やイノベーションを促進するよう

な組織文化がそれぞれ不可欠とされている２，゜そうした必要とされる組織的

資源がなければ､企業は戦略を上手に実施することはおろか、これらの戦略

を知覚することさえ困難になるであろう。その意味で､組織的資源は価値と

いう要件を充たしているといえる。

組織的資源の「稀少性」については、バーニイは業界によって異なるとし

ている。低コスト生産やクオリテイを重んじる組織の価値観は、ある業界で

は一般的であっても、他の業界ではそうでないだろうし、また自由な発想と

創造力を評価する価値観も同様だからである。彼は、組織的資源が競合して

いる企業間で一般化している場合､それは競争優位の源泉にはなりえないと

したうえで､組織的資源がすべて稀少であるとはいえないが､その多くは稀

少性をもちうるとみるのである。
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また、「模倣可能性」と「代替可能性」についても、組織的資源は模倣が

困難で、代替することも難しいととらえている。まず模倣が困難な理由とし

て、バーニィは、組織的資源の多くが企業特異性、因果暖昧性、複雑性とい

う特徴を備えていることを挙げている。これについては、先にみた通りであ

る。さらに、代替可能性に関しては、組織的資源が組織にたいしてさまざま

な意味をもつことに注目する。たとえば、企業の管理者のあいだで強力な

チームワークが形成されていることは、認知的な意味（グループの仕事は個

人の仕事よりも、細かく、複雑である）をもつだけでなく、社会的な意味(友

好`性や帰属感）や動機的意味（参加意識やグループヘの忠誠心）ももたらす

であろう。この場合、認知的な側面は組織の戦略策定に作用するだろうし、

社会的・動機的側面は戦略の実施に意味をもつことになる。このように、組

織的資源と戦略の策定・実施の結びつきが多次元的で、とらえがたいため、

バーニイはその代替物は存在しないととらえるのである。

かくて、価値を生み、稀少で、模倣が難しく、かつ代替物も存在しないよ

うな組織的資源こそが､競争優位の源泉であり、それに基礎をおいて戦略を

展開する企業だけが､持続的競争優位を享受できることになる。そうした優

位の真の源泉となる組織的資源は、組織行動論の主たる研究対象であるた

め、経営戦略研究は組織行動論との統合を志向しなければならない。それが

バーニイの結論である。バーニイによると、この戦略論と組織行動論の統合

がすでに実現している研究分野が3つあるという。つまり、組織文化の研究、

製造エクセレンスの研究、それに多角化の研究である。

(1)組織文化と競争優位

組織文化(organizationalculture）とは、「企業の事業のやり方を規定する価

値観、信念、仮定、シンボルの複雑な集合体｣30であり、簡単に言うと、組

織のメンバーが共有するものの考え方、i()のの見方、感じ方である。今でこ

そ、組織文化は企業の保有する「見えざる資産」として注目きれているが、
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経営戦略とのリンクを志向した組織文化の研究が本格的にスタートして、ま

だ10年ほどにすぎない。しかし、この間、そうした方向での組織文化に関す

る研究は大きな進展をみせており、この研究成果にもとづき、バーニイは持

続的競争優位の源泉としての組織文化の可能性を探っている。もちろん、そ

のためには文化が中核資源を識別するための評価基準に合致しなければなら

ない。つまり、価値を生み出すだけではなく、稀少で、模倣・代替が困難で

あることも必要である。まずバーニイは、企業の持続的な成功のかげには、

ほとんど常に、強力な文化が推進力として働いている３１として、それが企業

の戦略策定能力と実施能力に与えるインパクトの重要性を強調している

デイール＝ケネディー（1982）やピーターズーウオーターマン（1982)、そ

れに自らの研究（1986）を論拠として、組織文化を価値ある経営資源と評価

する。

さらに、組織文化の稀少`性は少なくともいくつかの組織に該当し、模倣と

代替の難しさはほとんどの組織に当てはまるというのが､バーニイの主張で

ある。とくに、模倣可能性と代替可能'性に関しては、リーダーの組織文化を

変革する能力に注目する。つまり、競争相手が優位を生み出している組織文

化を模倣したり、それに代わりうるものを創造するには、そのリーダーは自

社の文化､価値観､伝統といったものをすべて根本的に変革しなければなら

ない。テイシーーデイバナ（1986）はそうした抜本的変革を行いうるリー

ダーのことを「現状変革型リーダー」(transfOrmationalleaders）と呼んだ32が、

この種のリーダーは例外的存在であり、むしろ数多くのリーダーはそのよう

な能力をもちあわせていないとバーニイは考える。つまり、稀少な現状変革

型リーダーの存在なしには、文化の変革が困難であるという理由で､組織文

化は模倣と代替の難しい資源とみなされるのである。

ゆえに、バーニイによれば、組織文化は持続的な競争優位の源泉であり、

戦略の策定にあたって文化の分析を導入できないような企業は､組織文化が

つくり出してくれたかもしれない競争優位の機会をみすみす見逃すことに
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なってしまう。逆に、戦略の選択にさいして、文化という資源を活用してい

る企業は、持続的競争優位を実現できるであろう33。

(2)リーン製造能力と競争優位

組織文化の研究につづいて､バーニイが戦略論と組織行動論の研究が統合

されている研究分野として注目しているのは､企業間の生産性とクオリテイ

の差異の分析をテーマとする製造エクセレンスの研究である。彼は、最近関

心が高まってきた製造エクセレンスの研究の中から、特に、自動車(量産車）

製造工場の生産性とクオリテイに関する国際比較研究を取り上げている弧。

そこでは、重要な研究結果が報告されている。第１に、生産性とクオリテ

イに基づいて製造工場の成果を比較した結果、それぞれの次元について､工

場間に明確な差がみられたことである。ある業界の中で競争している企業

(この場合は工場）間で成果に大きな差がついたということは、成果（競争

優位)の源泉となる資源について差があったことを意味しており、したがっ

てバーニイが先に掲げた､業界内の企業はそれぞれ異質な経営資源を保有し

ているとの仮説の正しさを証明していることになる。この点で興味深い。

さらに重要なのは、成果の差異を生み出している原因が､技術と作業組織

の両方に求められるという発見である。具体的には、作業チームの結成、

ジョブ・ローテーションの実施、作業者へのコントロール権限の委譲、作業

者の問題解決への参画、業績に基づく報酬、高度の訓練、作業者と管理者と

のオープンなコミュニケーションを重視した作業組織が最新の製造技術と結

びついた時､生産性とクオリテイは最高だったのである。そうした特徴をも

つ作業組織と技術をリンクさせるスキルは１つの組織的能力であり、とくに

｢リーン製造能力」（leanmanufacturingcapabilities）と呼ばれるが、それはコ

アとなる技術と学習する組織の二つを結びつける能力にほかならない３，．

バーニイはこの能力も持続的競争優位の源泉になりうるとみている。

その論拠をみておこう。まず、リーン製造能力が高い生産性とクオリテイ
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をもたらしたという意味で、それが価値を生み出していることは間違いな

い。稀少性についてはどうだろうか。バーニイの取り上げた国際比較研究に

おいては､研究対象となった70の工場のうち、生産性もクオリティも高かっ

たのは、わずか６つの工場だけであった。高生産’性と高クオリテイの同時達

成が技術と作業組織のリンクにかかっていることを考えると、リーン製造能

力は稀少と評価してよさそうである。また、その能力の模倣可能性と代替可

能性について、バーニイは次のようにとらえている。このリーン製造能力を

模倣したり、それに代わるものを生み出すには、職務遂行についての個人的

認知から、作業者間の関係や作業者と管理者との関係、さらに組織文化に至

るまで、実質的に組織の全側面を抜本的に変更しなければならず、それはき

わめて困難なタスクとなる。ゆえに、リーン製造能力は模倣が困難であると

ともに、その代替物も存在しないということができよう。

以上のことから、リーン製造能力が企業に持続的競争優位をもたらしてく

れる組織的資源の１つであることは明らかである。この資源をもたない企業

が競争劣位になることは必至であり、またこの資源を保有しているものの、

それを活用していない企業は競争優位の格好の機会を放棄しているといわな

ければならない。

(3)多角化のマネジメント能力と競争優位

周知のとおり、「多角化」（diversification）はアンソフ（1965）の先駆的研

究を端緒として、それ以来､経営戦略研究の中心的テーマとして位置づけら

れ､今日まで多角化に関して数多くの研究成果が蓄積されてきている。にも

かかわらず、これまでに実施されてきた研究の多くが多角化のタイプ(関連

型または非関連型）に関係なく、どの企業も多角化のマネジメント能力を等

しくもっていると仮定してきた。これは非現実的な仮定であり、これまでの

研究には企業ごとの能力の差異によって多角化の成果のちがいを説明すると

いう視点が欠落していたと、バーニイは批判する。たとえば、関連型多角化
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の研究においては、シナジー効果の重要,性が強調されるが、そうしたシナ

ジーを活用する能力やまた多角化の運営に必要な集権と分権のバランスをと

る能力に関して､企業間に差はないとの前提で議論が展開されてきたという

のである。また、非関連型多角化の研究においても同じことがいえるとして

いる。つまり、多角化のマネジメント能力についても、当然のことながら、

企業間に明確な差異がみられ､そうした能力のちがいが競争優位の源泉にな

るというのが、バーニイの基本的分析視角なのである。

最近の多角化研究はバーニイの主張を裏づけているようである。たとえ

ば、プラハラドーハメル（1990）は関連型多角化戦略の成功は企業が関連性

というコンセプトを自社の中核能力の観点からとらえることができるかにか

かっているとして、自社を「事業のポートフォリオ」ではなく、「能力のポー

トフォリオ」とみなすべきだ36と述べている。とすれば、従来の「規模の経

済」や「範囲の経済」にもとづいて関連型多角化を考える企業は競争優位を

実現できないことになる。なぜなら、このとらえ方は大多数の競争相手にす

でに浸透しているからである。これにたいして、自社を能力のポートフォリ

オととらえ､複数の事業にまたがる中核能力に基礎をおいて関連性を規定し

ている企業は、そうした能力が競争相手に認知されにくく、模倣や代替が困

難であれば、競争優位を確立する可能性が高いといえる。

多角化のマネジメントが単純で､機械的な問題であれば､それが競争優位

の源泉になることはない。しかし、それは決して簡単な問題ではなく、組織

内部の個人や集団すべてを巻き込む複雑なプロセスを必要とする。それゆ

え、多角化のマネジメント能力が価値を生み出し、稀少で、模倣や代替され

る心配のない組織的資源であることは、疑う余地がない。そうしたユニーク

な能力を保有している企業は、それを駆使することによって、持続的競争優

位を実現できると思われる。
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Ⅳ結び

以上、本稿では、最近の経営戦略研究の新潮流である「資源視角」と呼ば

れる分析視角に注目し､この視角にたつ代表的研究者のグラントとバーニイ

の所説を検討することによって､資源視角の内容と分析上の特徴をさぐって

きた。最後に、この資源視角の経営戦略研究にたいする貢献を整理し、若干

の課題を指摘することで、結びとしたい。

戦略研究の資源視角とは、簡単に言えば､戦略が組織を決定するのではな

く、組織が戦略を決定する、すなわち「戦略は組織の独自能力に従う」とと

らえ､持続的な競争優位の源泉として企業が保有する資源や能力に注目する

研究である｡この分析視角は経営戦略研究においてどのような意味をもつの

であろうか。第１は、ともすれば外部環境との適合関係を重視しがちであっ

た従来の経営戦略研究に問題提起を行ったことである。もともと、経営戦略

は自社の保有する資源や能力の「強み」（strengths）や「弱み」（weaknesses）

を識別・評価し、それを外部環境の生み出す「機会」（opportunities）と「脅

威」（threats）に適合させるものと考えられてきた。とすれば、経営戦略の策

定にあたっては、この４つの要因全部の分析が必要になってくる。これは分

析要因の頭文字をとって、「ＳＷＯＴ分析」と呼ばれる37が、そこには強みと

弱みの分析という内部要因の分析と､機会と脅威の分析という外部要因の分

析が含まれているのである。にもかかわらず、これまでの戦略研究は主とし

て外部要因を中心に展開されてきた。もちろん外部分析は重要であるが、そ

こにとどまらず､これまで軽視されてきた企業内部の強みと弱みの分析に光

をあてるとともに、それらの接合を意図して、企業の環境適応能力に注目す

るところに、資源視角の大きな特徴がある（図3)。これは、資源視角の経営

戦略研究にたいする最大の貢献といわねばならない。
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資源視角モデル 従来の戦略分析モデル

図３資源視角モデルと従来の戦略分析モデルの比較

出所：バーニイ（1991）plOo．

第２は、持続的競争優位の源泉となりうる中核資源や中核能力が何なのか

を明らかにしたことである。本稿で取り上げたグラントも、バーニイも、企

業の保有する資源や能力が持続的な競争優位の源泉になるための要件を提示

している。そうした資源や能力を識別するための評価基準として、グラント

は耐久力、透明度、移転可能性、模倣可能性を、バーニィは価値、稀少性、

模倣可能性、代替可能性をそれぞれ挙げている。表現こそちがえ、彼らの共

通の結論は、企業に持続的な競争優位をもたらすのは、企業特異的で、因果

暖昧性が大きく、組織全体を巻き込む複雑な組織的能力だということであ

る。具体的には、組織文化、リーン製造能力、多角化のマネジメント能力が

それに当たるが､これらはいずれも競争相手が簡単に模倣することのできな

い中核能力なのである。

また、中核能力の識別にとどまらず、そうした能力のベースとなる経営資

源の蓄積について言及している点も興味深い。そのために、グラントは、

オーバーエクステンション戦略の実施を提唱している。これは、自社の保有
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する能力を少々オーバーするような背伸び戦略を意味しており、それを通じ

て、企業は今後のチャレンジに対応するために必要な資源を獲得．蓄積し、

能力の開発、すなわち能力のグレードアップを図ることができるのである。

第４は、今後の戦略研究の展開方向を提示していることである。企業の持

続的な競争優位の源泉になるのは組織的能力であることから､戦略研究の資

源視角では、経営組織研究との統合が志向される。企業の戦略展開の核とな

る組織的能力を解明していくには､組織現象を研究対象とする組織論の助け

が不可欠であろう。バーニイによると、組織文化や多角化の研究など少数の

分野では統合努力がみられるものの、全体的にはまだまだこれからである。

中橋（1994）が指摘しているように、今後の経営戦略研究は経営組織研究と

ますます緊密な関係をもって展開されねばならないであろう38。

ただ､経営戦略研究と経営組織研究の統合を図り、組織的能力と競争優位

との関係をより明確化するにあたっては､克服すべき課題もいくつか残され

ている３，゜たとえば、戦略類型の精繊化や例外に注目したアプローチの必要

`性などを指摘できる。つまり、経営戦略の類型化をこれまでのような広範

で、一般的なやり方で行うのではなく、組織的能力と戦略的行動の複雑なつ

ながりを解明できるようにタイポロジーを精繊化すべきである。また平均的

で､平凡な資源や能力が競争優位につながらないことを考えると、これまで

研究対象の「一般的傾向」に注目しがちであった戦略研究は、組織的能力の

解明を意図して、稀少で、特異な「例外」に注目したアプローチを採用する

ことが必要となってこよう。われわれは、そうした課題の克服を念頭におい

て、経営戦略の研究を進めなければならない。
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