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コア・コンピタンス論の検討

与那原建

Ｉはじめに

最近の経営戦略論における重要な議論のひとつに、プラハラドーハメル

(PrahaladandHamel,1990）が提唱したコア・コンピタンス論がある。それは

企業の持続的な競争優位の源泉として、当該企業の保有するコア・コンピタンス

(中核能力）に注目しようというものであり、現在盛んに行われている「能力」

研究の先駆的研究と位置づけることができる。そうしたコア・コンピタンスに注

目し、それに基づいて事業の維持・強化・変革を行おうというアイデアは今日の

経営戦略論の世界的潮流となっており、1992年の11月にはベルギーにおいて、研

究者、実務家、コンサルタントを交えた「コンピタンスをベースにした競争

(Competence-BasedCompetition）：企業の持続的な競争優位の源泉に向かって」

を統一テーマとする国際的なワークショップが開催されたほどである(1)。

では、コア・コンピタンスとはいったいどのようなコンセプトなのであろうか。

プラハラドーハメルによれば、それは「組織内における集団的学習、とくに多様

な生産スキルを調整し、複雑多岐にわたる技術の流れを統合する方法についての

集団的学習。組織の境界を越えて活動するためのコミュニケーション、協働、そ

れに深い思い入れであり、多くのレベルの人びととあらゆる職能を巻き込むもの。

使えば消えてしまうというものではなく、時間の経過とともに価値が低下してい

く物的資産と異なり、応用・共有されるごとに強化されていくもの｣(2)と定義さ

れている。そうした競争力の基盤となるコア・コンピタンスを構築し、さらにそ

れを展開・保護できなければ、企業は「大競争」時代を勝ち抜くことはできない

というのが彼らの基本的主張であるといってよい。「プラハラドーハメルは企業

の業績と戦略にとって決定的に重要な能力と周辺的な能力とを区別するため、．
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ア・コンピタンスというコンセプトを構築した。コア・コンピタンスというコン

セプトの価値は、それが能力それ自体ではなくい競争優位の問題に注意を集ｌｌＬ

ているところにある｣(3)というグラント（Grant，1995）の見解に代表されるよ

うに、このコア・コンピタンス論は研究者間でも高く評価されているようである。

実|祭、著名な戦略ｲｶﾞ｢究者の一人であるルメルト（Rumelt，1994）も、「コンピタ

ンスが成功戦略の｣重要な要素の一つであるという考え方は新しくはないが、コン

ピタンスの果たす役割についてのこれまでの議論は、プラハラドーハメルの提起

したものに比べ、完全なものではなかったし、ダイナミックでもなかった。プラ

ハラドーハメルの理論は資源視角にたった他の研究よりも深みがあり、かつ大胆

である。それは企業間の競争をコンピタンスの獲得・開発をめぐって行われるも

のととらえているからである｣(4)として、コア・コンピタンス論の分析視角の重

要性を強調している。

しかし一方で、コア・コンピタンス論の基本的アイデアは支持しつつも、「資

源や能力、スキルという用語には依然として相当なレベルの暖昧さが残ってお

り」(5)、「コア・コンピタンスが何であるかがはっきりしない｣(6)、「コア・コンピ

タンス理論では、コンピタンスを技術カテゴリーでとらえる傾向がある｣(7)など

の見解もみられ、「企業は他社と比較することなく、自社の最大の強みをコア・

コンピタンスととらえるという過ちを犯しがちである。コンピタンスの評価は内

部的な評価ではなく、競争相手よりも何をベターに行えるかという評価でなけれ

ばならない。ゆえに、コア・コンピタンスよりは「独自能力！（distinctive

competence）という用語がより適切｣(8)といった声さえ聞こえている。

したがって、本稿では２つの課題に取り組んでみたい。まず第１に、コア・コ

ンピタンスのコンセプトを検討することによって、上述したような批判の妥当性

を検証すること。そして第２に、コア・コンピタンス論の分析視角の検討により、

その意義を明らかにするとともに、そこに残された課題を指摘して、コア・コン

ピタンス論の発展方向、いいかえるとコア・コンピタンスをベースにした戦略論

の今後の研究の方向性を提示することである。
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Ⅱコア・コンピタンスのコンセプト

プラハラドーハメルがコア・コンピタンスというコンセプトを1990年の論文で

発表して以降、ハメル（Hamel，1994)、ハメループラハラド（Hameland

Prahalad,1994）という一連の研究によって「コア・コンピタンスとは何か」と

いう問題が整理され、より明らかにされるようになってきている。これらの研究

結果によると、コア・コンピタンスのコンセプトは次の５つの要素をもっている

という。まず第１は、スキルや技術の統合ということである。つまり、「コア・

コンピタンスとは単独のスキルや技術ではなく、それらを束ねたもの｣(９１にほか

ならない。たとえば、「小型化」（miniaturization）はソニーのコア．コンピタ

ンスであるが、それはマイクロプロセッサ設計、材料科学、超薄型精密ケーシン

グといった多様な技術とスキルを統合したものなのである。

第２に、「資産」（assets）ではないこと。あるいは、資産以上のものがコア．

コンピタンスであるといいかえてもよい。とすれば、たとえば工場や流通チャネ

ル、ブランドは資産であって、コア・コンピタンスではないが、その工場を運営

する能力やチャネルを管理する能力、ブランドを管理する能力はコア・コンピタ

ンスといえる。それに対応させて具体的にいえば、トヨタのリーン生産方式、ウォ

ルマートのロジステイックス、コカ・コーラの広告宣伝、などがコア・コンピタ

ンスに相当しよう。ここで、企業組織においてさまざまな学習が蓄積されたもの

がコア・コンピタンスであって、それは「言葉では表現しきれない主観的・身体

的な知識である暗黙知（tacitknowledge)と文章や言葉で表現できる客観的・理

`性的な知識を意味する形式知（explicitknowledge）の両方から成る｣('0）ことが

重要である。

第３は、コア・コンピタンスが顧客の認知する価値に大きく寄与するものでな

ければならないことである。すなわちコア・コンピタンスとは、「企業が顧客に

基本的な便益を提供することを可能にしてくれるスキルの集合｣('1）を意味してい

るのである。上述したように、「小型化」はソニーのコア・コンピタンスである
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が、それは「提携性」（pocketability）という便益を顧客に提供しているし、ま

たホンダの「エンジンのノウハウ」というコア・コンピタンスは「燃費の良さ」

｢エンジンの起動の良さ」「低騒音、低振動」という便益を顧客に提供していると

いえよう。

ただし、ここでコア・コンピタンスが顧客に見えなかったり、すぐには理解で

きない場合もあることに注意しなくてはならない。ホンダ車の運転が他社の車よ

りもなぜ快適なのかということを言葉で表せる顧客はほとんどいないし、コンピュー

タ・ユーザーのほとんどはマツキントッシュのコンピタンスについて説明するこ

とはできないが、同社のコンピュータがとても使いやすいことは知っている。

｢顧客に見えるのは、便益の基礎となっている技術的差異ではなく、便益そのも

のなのである｣('2)。

第４に、競争相手との差別化につながるものでなければならないことである。

つまり、コア・コンピタンスは競争上、ユニークなものでなければならず、「コ

ンピタンスのレベルが他社とほとんど変わらず、業界のどこにでもあるようなも

のであれば、それはコア・コンピタンスではない｣(叩。これは、稀少で、競争相

手に簡単に模倣されないようなものがコア・コンピタンスであることを意味して

いる。競争相手によってはコア・コンピタンスを構成する技術のいくつかを取得

するかもしれない。しかし、それが上で指摘したスキルや技術が複雑に統合した

もので、かつ組織の境界を越えた多くのレベルの人の協働を必要とするものであ

れば、競争相手がそうした内部の調整と学習の包括的パターンを複製するのは困

難となろう。その意味で、競争相手との差別化を可能にしてくれるものがコア・

コンピタンスなのである。

第５に、新規参入の基盤を提供してくれることである。事業レベルの見地から

すれば、上の第３と第４の基準、すなわち顧客価値と競争上のユニークさを充足

しているコンピタンスはコアといえるかもしれない。しかし、全社レベルからす

ると、コア・コンピタンスは新市場への参入の可能性を与えるものでなければな

らない。要するに、「あるコンピタンスから多様な新製品や新サービスをイメー
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ジできなければ、それはコア．コンピタンスとはいえない｣('4）のである。日米を

代表するエクセレント．カンパニーであるホンダや３Ｍはそれぞれ、エンジン、

接着．研磨というコンピタンスによって、多様な市場へ参入することができた。

また、シャープの薄型画面に関するコンピタンスは、それを用いるラップトップ

型コンピュータやビデオ．プロジェクション・スクリーン、ポケットＴＶ、ホー

ムピデオ等の多様な市場へアクセスすることを可能にした。ゆえに、ホンダのエ

ンジン、３Ｍの接着・研磨、シャープの薄型画面ディスプレーはいずれもコア・

コンピタンスとみなすことができる。

このように、多様なスキルや技術を統合したもので、単なる資産ではなく、顧

客への便益提供と競争相手との差別化を可能にし、さらに新規参入の基盤となる

もの、それこそがコア・コンピタンスにほかならない。

Ⅲコア・コンピタンス論の分析視角

周知のとおり、７０年代から80年代にかけて戦略論の分野ではＰＰＭに代表され

るような「ＳＢＵ管理」と呼ばれる戦略事業単位('5)を中心とした考え方が隆盛を

きわめた。しかしそれは「分析麻痒」と椰楡されるような事態を生み出し、組織

の硬直化という企業経営にとって深刻な問題をもたらすことになった。そうした

問題意識にたって生まれたのがコア・コンピタンス論といえる。ここではこのコ

ア・コンピタンス論の分析視角の特質を明らかにするが、検討を進めるにあたっ

て、それが従来のＳＢＵを中心とした分析視角を全面的に否定するものではない

ことに注意しなくてはならない。ヒーネ（Heene,1994）が指摘しているように、

｢プラハラドーハメルは従来の戦略論で支配的であった分析視角の全面的な見直

しではなく、その補完を目指している｣IMDのである。競争についての基本的考え

方、企業構造、ＳＢＵの地位、資源配分、経営トップの役割という項目ごとに、

ＳＢＵの分析視角とコア・コンピタンス論の分析視角を比較したものが表１に整

理されている。以下では、表１にしたがって個々にみていくことにしよう。
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表１

ＳＢＵ管理の分析視角コア・コンピタンス論の分析視角

(1)競争の基本製品の競争力をめぐる

競争

コンピタンスの主導権を

めぐる競争

(2)企業構造事業のポートフォリオ コア・コンピタンス、コ

ア・プロダクト、事業で

構成されるポートフオリ

オ

(3)ＳＢＵの地位 自律性が不可侵：

各ＳＢＵはカネ以外の全て

の資源を所有

各ＳＢＵはコア・コンピ

タンスの潜在的保有源の

１つ

(4)資源配分 個々の事業が分析単位

資金は事業ごとに

配分

事業とコンピタンスが分

析単位：

経営トップが資金と

人材を配分

(5)経営トップ

の役割

事業間の資源配分の調整

を通じた企業利益の最適化

戦略設計図の作成と将来

のためのコンピタンスの

構築

(出所）Prahalad＆Hamel（1990）ｐ８６
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(1)競争の基本

競争戦略の分析単位は、これまでそのほとんどが特定の製品やサービスであり、

同様に企業間の競争ももっぱらそうした製品やサービスにもとづいて捉えられて

きた。しかし、企業はもっと根本的かつ深みのあるやり方でも競争しているとい

うのがコア・コンピタンス論の基本的考え方である。シャープが薄型画面コンピ

タンスのリーダーの座をめぐって東芝と競争していたり、フォードとホンダが自

動車での競争にとどまることなく、伝動装置、電子機能、スタイル面でも主導権

争いを続けているという事実に基づいて、コア・コンピタンス論では企業間競争

をコンピタンスの主導権争いととらえるのである。なぜ、企業間競争を製品間な

いし事業間の競争ではなく、コンピタンスの主導権をめぐる競争とととらえるの

が適切なのだろうか。コア・コンピタンス論は次のように主張する('7)。

まず第１に、コア・コンピタンスは複数の製品やサービスの競争力に寄与し、

またいかなる製品やサービスよりも息が長いため、コンピタンスの主導権をめぐ

る競争の勝敗は、単一の製品の成否よりも企業の成長可能性と競争上の差別化に

はるかに大きな影響をおよぼすからである。

第２に、コア・コンピタンスの主導権を獲得するのに必要とされる時間や投資

の大きさ、リスク負担は単一の事業部の資源や許容範囲を上回ることが多いため、

コンピタンスの主導権の構築にあたっては個々の事業部に任せることなく、全社

的に取り組まなければならないからである。

最後に、コア・コンピタンスは今後の製品開発の源泉であり、それを構築・育

成することが企業の長期的な存続を保証することになるからである。これは、企

業を木にたとえた場合、「実」である製品に栄養をあたえる競争力の「根」の部

分に相当するのがコア・コンピタンスであるということを意味している。この考

え方については、企業構造の項で詳しく述べることにしたい。要するに、コア・

コンピタンス論では、コンピタンスは製品やサービスよりも耐久力があり、その

構築を事業部に一任するには無理がある、それが企業の競争力の根源である、と

いう理由により、企業間競争はコンピタンスの主導権をめぐって行われるとみる
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のである。

(2)企業構造

７０年代から80年代にかけての企業戦略（全社レベルの戦略）の課題はもっぱら

事業ポートフォリオのマネジメントであった。しかし、コア・コンピタンス論で

は、企業を事業のみのポートフォリオだけではなく、コア・コンピタンスとコア・

プロダクト（最終製品に組み込まれるコア部品）をも加えたポートフオリオとし

てとらえた方がよいとされる。

図１にコア・コンピタンス論における企業構造のとらえ方が示されているが、

それによれば、多角化企業は大きな木にたとえられる。幹と大きな枝はコア・プ

ロダクトであり、小枝は事業単位、そして葉、花、実が最終製品に相当する。木

の成長や生命維持に養分を補給し、安定をもたらす根がコア・コンピタンスにほ

かならない。花や実しか見ていないと、その木の強さを見逃すのと同様に、最終

製品のみに注目すると競争相手の強みを見逃してしまうことになる。つまり、花

や実以上に、根や幹が企業の競争力に影響をあたえるため、企業構造をコア・コ

ンピタンス、コア・プロダクト、最終製品を生む事業という三層構造でとらえる

べきだというのである。

企業が自社をこのような三層構造でとらえずに、最終製品という考え方から脱

却できないとしたら、当該企業は潜在的な事業機会の１幅をいたずらに制限するこ

とになってしまうとコア・コンピタンス論は警告する。例を挙げよう。キャノン

が自社をカメラとコピー機（最終製品）のメーカーと考えたなら、現在のように

レーザー・プリンタやファクシミリ、半導体生産設備の市場に参入することはな

かっただろうし、ホンダもオートバイ・メーカーの域を出ることはできなかった

であろう。このようにコア・コンピタンス論の視角にたつことによって、企業は

潜在的事業機会の幅を大きく拡げることができるのである。

ここで、コア・プロダクトという概念を提起し、それを最終製品と明確に区別

している点は重要である。これまで「市場シェア」という場合、それを暗黙のう
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図１

最終製品

企業は木のように、根から成長していく。コア・プロダクトはコンピタ

ンスに育てられ、事業単位を生み、そこで実となるのが最終製品である。

(出所）Prahalad＆Hamel（1990）ｐ８１．

ちに「最終製品のシェア」を指すものとみなす傾向があった。しかし何をもって

製品と考えるかは、それ自体経営戦略の対象となる問題である。つまり、「最終

製品は市場で激しい競争にさらされる場合が多いのに対して、コア・プロダクト、

すなわち最終製品に組み込まれるコアとなる部品は防御可能な競争優位を構築で

きることが多い。とすれば、コア・プロダクトそれ自体を製品として積極的に販

売した方が合理的だということになり、結局のところ、最終製品とコア・プロダ

クトのどちらにどれだけウエイトをおくかということが戦略的選択の対象になる
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のである｣mＨ１。

日本企業は自社のコア・コンピタンス構築努力をサポートするために、コア・

プロダクトのシェアの獲得に努力を集中しているといわれている。たとえば、

｢キャノンはレーザープリンタの心臓に当たるエンジン部（コア・プロダクト）

をレーザープリンタ（最終製品）メーカーに販売しており、同社はこのコア・プ

ロダクトに関して世界一のシェアを誇っているが、最終製品のシェアはそれより

もはるかに小さくなっている。また、シャープの約40％という薄型画面のシェア

は、その顧客となるどの最終製品（コンピュータ）メーカーよりもはるかに高かっ

た｣(111）という。

かくて、コア・コンピタンス論では、以上のような企業構造のとらえ方に基づ

いて、コンピタンスをめぐる競争は、（１）コア・コンピタンスの構成要素であるス

キルや技術の開発と入手をめぐる競争、(2)多様なスキルや技術の統合・調和によ

るコア・コンピタンスの構築をめぐる競争、(3)コア・プロダクトのシェアをめぐ

る競争、(4)最終製品のシェアをめぐる競争、という４つのレベルで生まれるとみ

なすのである。それによると、現実の企業間競争は、実質的には第１レベルから

第３レベルで競われるているという。われわれはどうしても目につきやすい第４

レベルの競争のみに注意を集中しがちであるが、そうした考え方を改める必要が

あろう。

(3)ＳＢＵの地位と資源配分

コア．コンピタンス論の分析視角によれば、ＳＢＵはその成長に伴いユニーク

な能力をもった人材を保有するようになるため、個々のＳＢＵはコア・コンピタ

ンスの潜在的保有源の１つと位置づけられる。にもかかわらず、これまで支配的

であったＳＢＵ管理の分析視角では、ＳＢＵの自律性がなによりも重視されるた

め、各ＳＢＵはカネ以外のすべての資源を専有するととらえられる。要するに、

コンピタンス資源（ユニークな能力を身につけた人材）は各ＳＢＵに固有の財産

とみなされるのである。こうなると、各ＳＢＵはコンピタンス資源をその事業の
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専有物として囲い込み、他のＳＢＵへの人材の異動を拒否するようになってしま

う。

コア・コンピタンス論では、企業のコア・コンピタンスのクオリティはストッ

ク（特定のスキルを保有している人の数）と速度（新しい事業機会を追求するた

めにコンピタンスの保有者を異動させる速さと容易さ）の積で決まるととらえら

れる。この観点からすると、ほとんどの企業はコンピタンシスのかなりのストッ

クをもっているが、速度はほとんどゼロに等しいという。

このように有能な人材が一つのＳＢＵに拘束されると、企業は２つの点で痛手

を被ることになる(20)。第１に、そうした人材を新しい事業機会で活用する道が閉

ざされることになるため、企業としての大きな成長が望めなくなってしまうこと、

そして第２に、コンピタンスを身につけた人材が一つのＳＢＵに拘束されること

によって、彼らのスキルが浸食され、衰えていくことである。

ゆえに、コア・コンピタンス論では、事業とコンピタンスを分析単位として、

資金という資源の配分にとどまらず、人的資源の配分がより重視される。そうし

た人的資源の配分を効果的に実施するために要請されるのがプロジェクト・アプ

ローチである。優良企業はカネではなく、人材こそが新規事業開発における最も

稀少価値をもつ資源とみなし、部門の境界を越えてベストなコンピタンス資源が

最も有望な事業機会に割り当てられるような配分の仕組みをもっているといわれ

ている。シャープの「緊急プロジェクトチーム」はその代表例であろう(21)。有望

な機会が発見された場合に、このプロジェクトチームは結成され、プロジェクト・

リーダーには社内の最良の人材を引き抜く権限があたえられる。こうした企業で

は、自社をコンピタンス資源の宝庫と位置づけ、ベストな人材が最も大きな可能

性をもつ事業機会に取り組むという、基本的なことであるにもかかわらず、多く

の企業がなかなか実行できないでいることをスムーズに行えるような仕組みをつ

くり出しているのである。優良企業はまさにコア・コンピタンス論の分析視角に

たって動いているといえよう。
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(4)経営トップの役割

経営トップはコア・コンピタンスの獲得と展開をねらった全社的な戦略を策定

すべきであるというのが、コア・コンピタンス論の主張である。具体的には、コ

ンピタンス構築という目的を定めた全社レベルの「戦略設計図」（strategic

architecture）を描くことに経営トップは注力しなければならない。ここで、戦

略設計図とは「どのようなコア・コンピタンスを構築すべきか、またそのために

必要な技術は何かを示した、未来についての一種のロードマップ（主要な高速道

路の載った全国地図であって、詳細な市街地図ではない)｣(221、すなわち、「新し

いコンピタンスの獲得や既存のコンピタンスの活用をいかに行うか等についての

大枠を示した青写真｣(23）を意'朱している。したがって、それは戦略ビジョンといっ

てよい。

環境の不確実性を考えると、競争優位を獲得するために自社は今後何を追求す

べきかについて詳細な計画を立てることは不可能である｡(2Ｉ）ただ、コンピタンス

を獲得するための大まかな目標を打ち出すことは可能であるし、またそうしない

と将来に向けて競争力を高めることは決してできない。未来が不確実であればあ

るほど、戦略設計図を描き、企業のコンピタンス獲得プロセスを導く戦略の方向

性を打ち出すことが経営トップに要請されるようになるのである。

またコンピタンスの構築にあたって、経営トップは戦略設計図に基づく努力の

一貫性にも留意しなければならない。次の２つの事例は示唆的である(25)。多額の

資金を費やしたにもかかわらず、ビデオレコーダーの録画．再生技術の開発にＲ

ＣＡが失敗したのは、プロジェクト．リーダーや事業部長の異動が激しく、研究

プロジェクトヘの支援が断続的になってしまったからだといわれている。それで

は、コンピタンス獲得で最も重要な一貫した学習が弱められてしまう。対照的な

のがソニーである。同社はβ（ベータ）方式ビデオで屈辱的な敗北を味わったけ

れども、失敗によってコンピタンス構築努力を放棄したような企業とは異なり、

コンピタンス開発チームを継続した。これにより、ソニーは８ミリビデオカメラ

で立ち直り、その後の大きな成功につなげた。ソニーは努力が継続せずに、コン
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ピタンスが失われる時、数多くの潜在的な事業機会も同時に失われるというリス

クの大きさを充分に認識していたといえる。

経営トップは戦略設計図を描き、それを明示化することによって、自社にコア・

コンピタンスの「価値を注入する」（infusewithvalue）という「制度的リーダー

シップ｣(26）の役割を担わねばならないであろう。そうしたコンピタンス構築にた

いする執念の差が今後の企業間競争の勝敗を決める大きな要因になると思われる。

Ⅳむすび

以上、本稿では最近の経営戦略論の世界的潮流であるコア・コンピタンス論を

取り上げ、コア・コンピタンスのコンセプトおよびその分析視角を中心に検討し

てきた。まず、コア・コンピタンスのコンセプトについては、すでに述べたよう

に、定義が不明確、内容が技術中心などの批判がみられる。われわれの検討によ

れば、コア・コンピタンスとは、(1)多様なスキルや技術を統合したもの、(2)資産

以上のもの、(3)顧客に便益を提供するもの、(4)競争相手にとって模倣が困難なも

の、(5)新規参入の基盤となるもの、であり、具体的にいえば、ソニーの小型化や

ホンダのエンジン、モトローラの無線通信などがそれにあたる。そこだけに注目

すれば、コア・コンピタンスが技術中心にとらえられているとする批判があたっ

ているように思える。しかし、コア・コンピタンスは「技術の流れの調和だけで

なく、仕事の組織や価値の伝播にもかかわるもの｣(27）である。実際、ソニーは小

型化という同社のコア・コンピタンスを製品として具体化するために、研究者、

エンジニア、マーケティング担当者の間で顧客ニーズや技術の可能性について共

通認識をもつようにしなければならなかった。このように考えると、コア・コン

ピタンスは、技術の流れを統合する組織学習のみならず、コンピタンスの構築・

展開に向け、組織階層、事業部や職能部門の境界を越えて、組織メンバーが協働

することを促す組織的仕組みや組織文化をも包含するコンセプトといえる。ゆえ

に、技術カテゴリーのみでコア・コンピタンスをとらえる把握の仕方はその－面
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だけに注目しているにすぎない。コア・コンピタンスとは、企業の持続的競争優

位の源泉となりうる独自の組織能力なのである(2$)。

つづいて、コア・コンピタンス論の分析視角についてその意義を考えることに

しよう。近年、経営戦略研究においては、企業が保有する資源や能力に注目した

｢資源視角」と呼ばれる分析視角が注目を集めている。資源視角は競争戦略論の

市場構造分析(29)に対置するものと位置づけることができるが、それによると、競

争優位は業界構造や業界内の特定の戦略グループへの所属によってもたらされる

のではなく、ユニークで、模倣が困難な能力を保有しているかどうかにかかって

いるという。(30）コア・コンピタンス論もこの資源視角にたっているといえるが、

そこでは企業の競争優位を決定するのは、目につきやすい最終製品だけではない

とみなされる。むしろ、現実の企業間競争は実質的には、コア・コンピタンスの

構成要素であるスキルや技術の開発と入手をめぐる競争、それらの統合によるコ

ア・コンピタンスの構築をめぐる競争、コア・プロダクトのシェアをめぐる競争

という目に見えにくい深層のレベルで行われているととらえるのである。このよ

うな新しい競争観を提起しているという意味で、コア・コンピタンス論はより深

みのある大胆な資源視角を展開しているといえる。

さらに、コア・コンピタンス論における製品概念も注目される。そこでは、製

品は最終製品とコア・プロダクトとに区別されるが、われわれはコア・プロダク

トが競争優位にあたえるインパクトの大きさを特に強調しておきたい。これまで

製品という概念については、暗黙のうちにそれが最終製品を意味するものとして

使われることが多かった。しかし何をもって製品と考えるかは、それ自体経営戦

略の対象となる問題である。コア・プロダクトとは最終製品に組み込まれるコア

部品のことであり、最終製品に比べると、激しい競争にさらされにくいという意

味で、コア・プロダクトについては持続可能な競争優位を構築できることが多い。

とすれば、コア・プロダクトそれ自体を製品として積極的に外販するという意識

的な戦略展開があってよい。実際、わが国を代表する優良企業であるキャノンや

松下電器などは、コア・プロダクトに力点をおいた戦略を展開して、すぐれた成
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果をあげているのである。

最後に、コア・コンピタンス論に残された課題を指摘しておこう。先述したよ

うに、コンピタンスをめぐる競争が４つのレベルで発生するというのがコア・コ

ンピタンス論の主張である。この理論の提唱者、プラハラドーハメルは第１のレ

ベルのスキルや技術の開発と入手の競争については、経営資源のレバレッジとい

う考え方を提示することによって、コア・コンピタンスを構成する資源の獲得・

蓄積方法を明らかにしている(31)。ところが、それらを組織的にどのように統合し

て、コア・コンピタンスを構築していくかという議論が総じて弱い。要するに、

コア・コンピタンス論においては、企業がコア・コンピタンスを組織的に創造し

ていくプロセスをほとんど明らかにしていないのである。

これは、コア・コンピタンスのマネジメントの問題にほかならない。そのマネ

ジメントは決して簡単な仕事ではない。なぜなら、コア・コンピタンスは目に見

えないし、測定することもむずかしいからである。企業はコンピタンスのマネジ

メントの過程で多くの困難な問題に直面することになろう。しかしコア・コンピ

タンス論では、それについては実質的にほとんどふれていない。ただ、コンピタ

ンスのマネジメントが大切であり、その巧拙が企業業績の差につながると主張す

るだけにとどまっている。

ごく最近、この「企業がコア・コンピタンスをいかにしてマネジメントするの

か」という問題に正面から取り組んだ研究もわずかながらみられるようになって

きている｡(32）コア・コンピタンスのマネジメントについては、今後の研究課題と

したい。
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