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ウィリアムソンの取引コスト・アプローチ
ー曰本における商慣行分析のために－

知念肇

１．はじめに

日本市場は、閉鎖的でわかりづらいといわれる。また、日本の商慣行は、前近

代的で、不合理なものであるとの指摘もある。

ここで、１つの疑問がわく。それは、日本経済は世界一流の水準にある。また、

生産における効率性の追求は、どん欲とまで思われる日本人がなぜ商慣行につい

ては、不合理で、一見非効率とも思われる形態を取るのであろうか。一見非効率

と思われる取引形態に、実は効率的な面があるのではないか。それゆえに、日本

企業は、商慣行を旧来のままにしているのではなかろうか。

流通を研究する筆者が、ウィリアムソンの取引コスト・アプローチを取り上げ

る理由は、次のようになる。日本の商慣行は複雑で、効率性を見いだせないとい

うのは、従来の規模の経済性を主とする経済理論に当てはまらないだけではない

のかというものである。

海外の研究者に日本の商慣行を説明するのは骨が折れる物である。日本の取引

関係が理論化できるならば、海外の研究者との議論もより実のあるものとなると

考えられるのである。

取引のコストという概念は、日本の商慣行を理論化する上で大いに役立ってい

る。しかし、その取りあげかたは、ウィリアムソンの想定したものとは若干異な

るようである。本稿は、取引コストを日本の商`慣行分析に利用するまえの下準備

として、ウィリアムソンの取引コストの概念をリビューするものである。
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Ｉ曰本型商慣行と取引コスト・アプローチ

日本の商慣行は複雑であると言われる。それゆえに、外国企業が参入しづらい

市場といわれてきた。特に、系列内で行われる取引への批判が強い。主に系列は

図表ｌのように三つに分類できる。

図表１系列

形態

これらの系列のなかでは、リベートや株式の持ち合い、テリトリー制といった

商慣行が存在する。しかし、そのような類型化できる慣行は、海外でも程度の差

こそあれ、存在するようである。日本市場の特異`性は、それらの商慣行を通して

維持している取引関係にあるとされている。

すなわち、取引に際して日本においては、契約よりも個人的信頼関係が重要視

される。取引関係が一旦出来上がると長期継続的な関係になりやすいといったこ

－２１６－

形態 特徴 例

垂直的

系列

一般に巨大な製造企業が

部品供給業者を子会社や

関連企業として組織化す

る企業グループ。

トヨタ自動車や日産自動車等の製造会

社とその子会社との関係。

家電品メーカーと部品納入会社との関

係。

水平的

系列

異業種に属する大企業が

メイン・バンクや社長会

を中心に集団化する形態。

三井（二木会）２４社

三菱（三菱金曜会）２９社

住友（白水会）２０社

芙蓉（芙蓉会）２９社

三和（三水会）４４社

第一勧銀（三金会）４７社

系列

製造業者が製品の販売促

進やマーケティング政策

を徹底させるために流通

業者を組織化すること。

松下電器：系列小売店25,000店

東芝 系列小売店12,000店

資生堂：系列販売店25,000店

トヨタ：系列販売会社311社
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とがある。これらは、伝統的なものであり、外国企業には参入障壁となっている

ようである。（１）

例えば日本の流通についてゴールドマンは図表２における分類を使って特徴づ

けている。（２）

図表２小売システムの分類

小売形態の性格
流通システムの

内部政治経済の

性格
近代的伝統的

タイプ２タイプ１

くびれた近代化伝統的

伝統的

近代的

タイプ４タイプ３

伝統的近代化

出所：AriehGoldman，“Japan'sDistributionSystem:Institutional

Structure,InternalPoliticalEconomy,andModernization,，，

JournalofRetailing,VoL67，Ｎｏ．2(1991)，Ｐ１７０．

ゴールドマンによれば、日本の流通システムは、タイプ１とタイプ２からなる。

すなわち、タイプ１は、中小小売業者の多い日本の小売業者と卸売業者や製造業

者との取引関係が前近代的であるとしている。しかし、彼の興味はタイプ２にあ

る。
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すなわち、百貨店やスーパーといった近代的な小売業者が卸売業者やメーカーと

行う取引も前近代的なものとして目に写ったのである。

ウィリアムソンの取引コスト・アプローチは、そのような複雑な日本市場の理

論化に大いに役立った。まず、日本市場を内部経済論的に考察したのが伊丹氏、

今井氏による中間組織論である。(3)彼らは、日本における取引が本来市場であ

る場においても組織の原理が浸透しているとして、それを中間組織として特徴づ

けた。

また、浅沼氏は、自動車産業の部品取引を取引コスト・アプローチに基づき分析

し、日本における垂直的系列の経済性を指摘している。(4)一方、田村氏は、日

本の文化や言語の違いが、外国企業に取引コスト上の不利をしいるものであると

の議論を行っている。(5)

これらの議論を通して推察できることは、日本においては、長期継続的な取引

関係を大切にする企業が多い。長期継続的取引においては、お互いの信頼関係を

確立することが重要である。それは、ウィリアムソンの言うところの人的資産の

特異性につながる。日本において取引関係か固定的なものとなるなら、それらへ

の投資も固定的となり、他社との取引に伴う人間関係から準レントが発生する。

その準レントこそ、日本企業の環境適応力の源となったと考えられるのである。

逆に、その投資は人間関係に基づき契約関係に基づくものでないのでサンク・コ

ストとなりやすく、外国企業にとっては投資しづらいものとなる。（６）

上記のような考察の基礎的な理論として、以下ウィリアムソンの理論について

レビューする。

１１ウィリアムソンの取引コスト・アプローチについて

１契約の複雑性について

ウィリアムソンは、取引コストについて論じる際の大前提として、下記の項目

をあげている。（７）

－２１８－



ウィリアムソンの取引コスト・アプローチ(知念肇）

(1)

(2)

機会主義(opportunism)は、取引コストの研究における中心概念である。

機会主義は鈩人的資本や物的資本における取引特有の投資を含む経済活動に

おいてとりわけ重要である。

情報の効率的な処理は重要で関連性のある概念である。

取引コストの評価は、比較制度的な課業である。

１
１

３
４
１
Ｉ

ウイリアムソンは、中間財を想定して理論を構築している。彼の問題意識とし

ては、なぜ多くの垂直的統合が存在するのか、またそれ以上になぜ多くの市場

(または準市場）が取引に介在するのかというものである。

取引コスト・アプローチは、取引を抽象的に提示し、最も経済的な制御機構を確

定しようというものである。大きく分けて、市場とヒエラルキーというのが２つ

の主な代替物である。そこには投資の特殊性という概念（後に資産の特異性とい

う言葉に置き換えられる）が重要になってくる。

ウィリアムソンは、まず初めに、契約関係の見方の変化について述べている。

それは、マクニール（IanMacneil）が契約法について考察したものによってい

る。

マクニールは、契約法の範蠕を古典的、新古典的、そして関係的なものの３つに

分けて、次のように特徴づけている。(8)

(1)古典的な契約法・・・交換を促進するのに個別性を強調し、明示性を強める

ことによって行おうとしている。

(2)新古典的な契約法・・・古典的な契約の将来的破壊に直面した場合、取引は

持続するが、追加的な制御機構をもたらす異なった契約関係を考案する。

世の中は複雑であり、同意は不完全なものである。また、いくつかの契約は両

方の集団が解決機構を信頼していなければ契約は達成されないとの認識が新古典

的契約法を特徴づけている。

(3)関係的な契約・・・契約の持続性と複雑性の漸進的な増加は、新古典的な調

－２１９－
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整過程でさえも、より大きく取引特殊な管理進行的種類のものに変わった。

すなわち、取引の種類により、契約法方はケース・バイ・ケースで変わるように

なった。

マクニールの議論から、契約は、一般に考えられているよりも複雑であるこ

と、さらには制御機構一取引が協議され、実行される制度的マトリックスーは

取引の性格により異なることが予想される。

２特殊'性の経済

取引を特徴づける３つの決定的な次元は(1)不確実'性、(2)取引が繰り返される頻

度、(3)永続的な取引特殊な投資がなされる程度である。

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。例えば、購買

者が供給者に取引特殊な専門化された物的資本の投資を生じさせる時がある。こ

の資本の他の使用における価値が専門化された使用より大変小さいなら、その供

給者はその取引にかなりの程度取り込まれていることになる。

取引特殊な人的資本への投資というのも一般的に生じる。特別な訓練や製造活

動での実践学習からの経済性が特徴的である。セットアップ・コストから生じ

る利益（準レント）は、中間財の購買者と販売者の関係が長く続く時にのみ実現

される。

購買者と供給者間の接触面で生じる追加的取引特殊な節約性がある。ここでは

親しさがコミュニケーション上の経済性を生み出す。制度的そして個人的な信頼

関係ができあがると、取引当事者の機会主義的な行動を抑制する作用がある。す

なわち、組織的な性格をもちはじめる。特殊な財やサービスの場合、双方独占的

関係になることがある。

ウィリアムソンは事例的考察を次のように行っている。専門化された物的資本

というのは、以下のような例がある。

(1)外部の供給者から特別の成分を買う場合。

(2)専門化されたプラントの立地がよく、そこが重大な投入をおこなっている

－２２０－
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下位の加工段階に密接に関係している場合。

よって、次のことが仮定される。

(a）問題の成分を作るには、特別の目的を持った設備が必要とされる。（その次

に良い代替的な利用でその設備の価値は大変低い｡）

(b）規模の経済性は、莫大で分離した投資がなされることが必要である。

(c）そのような成分に対する代替的な購買者はほとんどいない。（産業組織や特

別なデザイン上の特性のために｡）

購買者と販売者が交換関係を継続していく利益は、上記のような状況の下で大き

くなっていく。

人的資本における特別な投資は、多くの点でより利益があるが、物的資本にお

ける投資よりもはっきりしない。

３．営利的な契約

営利的な取引を組織するための基準は、コストの経済性であるが、これは生産

コストの経済性と取引コストの経済性の二面がある。

取引コストが無視できる程度までは、作るよりも買う方が一般的に最も費用効

率的な手段である。外部的な調達は、多くの官僚的な内部調達の危険性の多くを

排除する（しかし、その危険性は取引コストそれ自体である｡）ので、外部的な

調達が明らかに正当化される。

取引コストにおける経済的節約は、必然的に抑制された合理`性の上での経済的

節約を減じるが、一方では同時に機会主義の弊害に対して問題の取引を保護する。

制御機構の構造は、主に機会主義の問題の一部とみなされている。

取引をいくつかに分類し特徴づけるために、ウイリアムソンは、不確実性を中

間的な程度とし、取引の頻度と取引特有の支出が含まれる程度の二つの尺度を使

って特徴づけている。

頻度は、一度、時々、頻発というふうに特徴づけられる。ウィリアムソンは一

度限りの取引と時々の取引はほぼ同じと見て、一度の頻度は考察からはずしてい
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る。投資は、非特殊、ある程度特殊、特殊なものに分けられる。さらに、単純化

のために、次のような仮定をしている。

(1)供給者は、ビジネスを継続性の下で行いたいと思っている。よって無責任な

企業によってもたらされる特別な弊害はない。

(2)あらゆる所与の要求物に対しても供給者は多くいる。それは、特別な資源の

所有における事前の独占がないと想定されている。

図表３営利的取引の例

出所：０.EWilliamson，“TransactioncostEconomics:TheGovernanceof

Contractual,，，JournalofLawandEconomics,Ｎｏ．22,ｐ247.(1979）
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投資の特徴

非特殊 ある程度特殊 特殊

頻
度

時
々

頻
発

標準的な物を買う

標準的な物を買う

注文に応じて作られ

た物を買う

注文に応じて作られ

た物を買う

設備を作る

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
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(3)頻度の次元は、その市場での購買者の行動を示している。

(4)投資の次元は、供給者によってなされる投資の特徴を示している。

上記の仮定の下で想定される取引が図表３に例示されている。

４．制御構造について

上記のような取引に対して、三つの一般的な制御構造のタイプが考えられる。

(1)取引特殊でないもの、(2)ある程度特殊なもの、(3)高度に特殊なもの、である。

制御構造に関しては、次のような前提が考えられる。

(1)高度に標準化された取引は専門化された制御構造を必要としないようである。

(2)頻発する取引のみが高度に専門化された制御機構を支持するであろう。

(3)専門化されていない時々の取引といったものは、取引特殊な制御構造を支持

しないが、にもかかわらずそれらは特別な注意を要する。

上記の議論から、下記の三種類の制御構造が考えられる。

市場による制御：古典的な取引

市場による制御は、間欠的な（時々の）取引と頻発的な取引で専門的でない取

引の主な制御構造である。

第三者による制御：新古典的な取引（ヒエラルキーの発生）

第三者による制御が必要とされる二つのタイプの取引は、ある程度特殊な間欠

的（時々の）取引と高度に特殊な間欠的取引である。

取引特殊な制御：関係的取引

専門化された制御構造が一般的に示されている二つのタイプの取引は、ある程

度特殊な頻発的取引と高度に特殊な頻発的取引である。
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(a）双務的制御：義務的契約

高度に特殊な取引は、生産に際して人的そして物的資産が必要とされるもので

あり、大変専門化されたものである。したがって、企業間の取引を通して明らか

な規模の経済性が実現されるものではない。購買者（または販売者）は垂直的統

合を通しても規模の経済性を実現することはできない。よって長期継続的な取引

となる。

(b）統合された制御：内部組織化

取引へのインセンティブは、取引がより特殊なものになるにつれ弱くなる。そ

の理由は、特別な人的そして物的資産は一つの使用のために、より専門化してく

るので、規模の経済性は外部の供給者と同じように購買者によっても完全に実現

される。

営利取引のタイプに対応した制御構造は図表４に示されている。ウィリアムソ

ンは、一般に投資の特殊性が高まれば取引の危険性も増すとしている。

－２２４－
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図表４営利的取引に対応した制御構造

出所：０.EWilliamson，“TransactioncostEconomics:TheGovernanceof

Contractual,”JournalofLawandEconomics,Ｎｏ．22,ｐ,253.(1979）

５．資産の特異性と取引コスト

ウィリアムソンは取引コストが増えるのは、投資する資産の特異性にあるとし

ている。資産の特異性とは、下記のものである。(9)

(1)立地的特殊性（sitespecificity）

連続した立地が互いに在庫や輸送の費用において経済性を発揮するほど密接
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非特殊 半特殊 特殊

頻
度

時
々

頻
発

市

場

制

御

￣、

古

典

的

契

約
、－〆

第三者による取引制御

(新古典的契約）

双務的な

取引制御

統合された

取引制御

(関係的な契約）
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を関係にある場合。

(2)物的資産特殊性（physicalassetspecificity）

ある構成部分を作るのに特別な型が必要とされる場合。

(3)人的資産特殊性（humanassetspecificity）

それは、実務経験上の学習から生じる。

それでは、どのような取引を内部化し、また、どのような取引を外部化するの

であろうか。それについて、ウィリアムソンは次のように図示して（図表５）考

察している。（'0）

核となる生産段階をＳ1,ｓ2,ｓ3とし、これらを長方形で囲む。原料はＲで示さ

れ円で囲んである。企業が構成部分を買う場合、構成部分の供給はＣ１－ＢＣ２－

Ｂ,Ｃ３－Ｂ,で示され、企業が内部で生産する場合はＣ１－ＱＣ２－Ｏ,Ｃ３－０，で示さ

れる。これらは、三角で囲んである。そして、企業が市場を通じた流通を行う場

合はＤ－Ｂ,自らの流通経路を使う場合Ｄ－０，とする。これらは正方形で囲んで

ある。直線は、現在取引が行われていることを示し、点線は潜在的な取引である。

そして、曲線で囲んであるのは、現在その企業が行っている活動である。

図表５効率的な範囲

△|△|△Ｃ２－０

、-０

の
Ｓ３Ｓ２Ｓ１

、

三三~諄曰
、

Ｗ/ Ｗ／マフ
出所： ０.EWilliamson，“TheEconomicsofOrganization：TheTransactionCost

Approach,”AmericanJournalofSociology,Ｖｑ８７,No.３（1981）ｐ,557.
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これらの活動のどれを内部化し、どれを外部より調達するかの基準は、以下の

通り、その取引の性格による。

(1)いくつかの部所一核一の一般的所有は、注意深い比較検討が必要でないこと

は十分明らかである。（立地の特異性は、しばしばこれらの取引を特徴づけて

いる｡）

(2)自社で供給するのがあきらかに非経済的な第二の取引群がある。ゆえに市場

取引が支持される。（多くの原料がこれにあてはまる｡）

(3)作るか買うかの意志決定が代替的な方法での変形や取引コストの結果を評価

したあとでしかできない第三の取引群がある。

問題となるのは、第三の取引群であろう。ウィリアムソンは第三の取引群の問

題「生産するか、購入するか｡」について、以下のように単純化して図表６のよ

うに図示している。（ウイリアムソンは頻度が頻発で危険度が中程度の場合を想

定している｡）

生産コストの違いと制御コストの違いは、資産の特殊性（Ａ）の関数として示

される。関連する費用の関数は次のようになる。

(1)△Ｃ＝ｆ（Ａ）：内部組織と市場との生産コストの差。

(2)」Ｇ＝９（Ａ）：対応した制御コストの差。

(3)」Ｃ＋」Ｇ：上記したコストの差の和。

(1)と(2)の関数は、図表６に見られる通り、急で相対的な形をしている。

」Ｃ＋」Ｇの縦の合計が正である限り、市場からの調達が有利である。制御

構造に差が無い点では、」Ｃ＋』Ｇ＝Oである。その点は八で示されている。

資産の特殊性Ａが八を越えると、」Ｃ＋』Ｇ＜０となり、内部化が有利となっ

てくるのである。（'1）
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図表６典型的な正味生産コストと制御コストの差

＄

β

０
Ａ

出所：OEWillamson，“TheEconomicsofOrganization：The

TransactioncostApproach,”AmericanJournalofSociology，

Ｖｏ８７,Ｎｏ．３（1981）ｐ560.

IⅡおわりに

本稿の第一の目的は、ウィリアムソンの取引コスト・アプローチにおける基本

的理論の再確認であった。取引コスト・アプローチ自体は、ステイグラー等が論

じる垂直的統合や分業の理論が生産コストのみを考慮にいれて議論していたもの

に、組織間に行われる目にみえない取引のコストの存在を加えたものとも考えら

－２２８－
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れる。取引コストを一言で言えば、企業は機会費用を最低限に押さえるよう行動

し、取引に関しても機会費用を最低限にするような取引関係を構築するのである。

しかし、これらの議論は、ややもとすると恐意的に利用されやすい危険性がある。

すなわち、費用として機会費用が想定されているので、測定不可能な場合が多い。

また、存在する取引関係全てに合理性が存在するとの印象を与えやすい。これら

の点を十分に留意して現実問題に適応しなくてはならない。

次に、日本における取引関係の分析の可能性についてである。日本市場では長

期継続的取引が一般的であり、長期継続的取引に関しては、相手の機会主義的行

動の抑制は重要な問題である。したがって、互いの関係を密にしようとする傾向

があり、言語に違いがあり地理的に離れた外国企業にとっては参入しにくい市場

となる。

日本企業の行動（特に取引関係）においては、文化人類学的な考察や個人的経

験に基づく考察がこれまで主であり、ややもとすると神秘主義におちいることも

あった。取引コスト・アプローチ自体まだ完成の域に達しているとは思えないが

日本の取引,慣行が経済的合理性を無視した上に成り立っているとの誤解は理論的

にぬぐい去ることが可能となったと考える．

流通に関して言えば、ゴールドマンが言うような「くびれた近代化」の状態が

永続的なものとは考えられず、そこで行われている取引の合理性も歴史的合理性

となるだろう。

同様なことは、日本市場全体に言えることである。中間組織の待つ合理性やそ

れから発生する準レントも、高度経済成長という特異な環境がもたらしたもので

あり、今後ともその合理性が維持されるとは考えにくい。これらの議論は、今後

の重要課題とさせていただきたい。
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（注）

(1)IEI本の商慣行が外国企業にとって参入障壁となるかとの問題意識で調査考察した主な文献

として下記の文献をあげる。

経済企画庁物価局物価政策課編『輸入品の流通及び商慣行』（1986）大蔵省印刷局

RosalieTung“HowtoNegotiateWiththeJapanese,”CaliforniaManegementReview，

VoL26,Ｎｏ．４，Ｓｕｍｍｅｒ（1984）．

(2)AriehGoldman，“Japan'sDistributionSystem:Institutional

Structure,Interna］Politica］Economy,andModernization,”

JournalofRetailing,ＶＯＬ67,Ｎｏ．2(1991)．

(3)伊丹、今井「日本市場の企業と市場：市場原理と組織原理の相互浸透」『季刊現代経済』

Summer,43号，（1981）．

(4)浅沼寓里「日本における部品取引の構造」『経済論集」京都大学

1984年３１jpp241-262．

(5)田村正紀『日本型流通システム』（1986）千倉書房

(6)これらの議論については、下記の拙著を参考にされたい。

拙著「取引の諸理論について」『商経論集』昂･稲大学大学院第56号（1989）．

拙著「日本の商慣行と流通」『２１世紀に向けてのマーケティングの戦略課題』

早稲田大学産業経済研究所、産研シリーズ2２（1991）．

(7)Ｏ・EWilliamson，“TransactioncostEconomics:TheGovernanceof

ContractualRelations,，，JoumalofLawandEconomics,No.22,（1979）．

(8)ウイリアムソンが参考にした文献は、下記の文献である。

1.Ｒ・MacneiL“TheManeyFuturesofContract,”CaliforniaLawReview,Vol､691,(1974)．

(9)ウイリアムソンは後に、献呈的資産（dedicatedassets）を資産の特異性の範囑に加えて

いる。これは、大量の製品を特定の顧客に納入することから生じる資産特殊性である。

ＯＥ・Williamsｏｎ，“CredibleCommitments:UsingHostagestoSupport

Exchange,．,AmericanEconomicReview,Ｖｏｌ７３Ｎｏ,４，ｐ､526.(1983)参１１【!。

(10）Ｏ､Ｅ・Williamsｏｎ，“TheEconomicsofOrganization:TheTransactionCostApproach,，，
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AmericanJournalofSociology,ＶＯＬ87,No.3(1981)ｐ､555参１１((。

(11)もちろん、資産の特異性が高い場合でも、外部よりの調達が有利な場合もある。

０.EWilliamson，‘`AssessingContract,，，JournalofLaw,Economics,＆Organization，

Vol､１，（1985）．参照。
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