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『なぜ競争優位が持続しないのか？』
〜世界的なコモディティ化現象と新たな競争モデルの構築
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はじめに

競争優位の概念が今、問われなければならな
い。持続することが難しい優位なら最初から経
営戦略として構築などする必要はない。世界的
な競争条件はこれまでに経験したことのないよ
うな不確実性の中に突入したと言われる。しか
し、たとえ短い「束の間」の優位でもそれを間
断なく継続すれば競争優位は継続できる。それ
には伝統的な環境条件適合型の戦略から180
度、脱皮する必要がある。世界中を覆い尽くす
コモディティ化現象を通観し、その戦略行動を
裏付ける概念を新たな「競争支配」として考察
する。
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１　「不確実性」時代の新たなグロー
バル競争モデル

＜競争条件の激化は価値連鎖すべての業務に＞

『世界の経営者は今後20年間、さらに競争の
激しい時代を迎える新たな段階の経済に向き合
うことになる』。これが英国ロンドンに本社を
置くコンサルタント企業、アンストヤング

（Ernst & Young）社が世界の1400人の経営者
にヒアリングしたアンケート結果である（注
１）。これを踏まえて同社は新たな企業の成長
戦略競争モデルを提唱している。企業を取り囲
む競争条件の激化は、価値連鎖の生産要素に関
わるすべての業務において拡がりを見せてい
る。なかでも新興国市場の企業経営者は、先進
国企業の新興国市場への参入と同時に新興国市
場国内の地元ローカル企業の発展も加わり、こ
れまでにないような競争時代に入ったと認識さ
れている。

先進国企業の経営者にとっては４つの内外の
要因が企業の競争条件の方向性を動態的に決定
していくものとされている。第１は新興諸国で
も先進諸国でもそれぞれの市場条件にバラつき
が生じ格差が拡大することである。そこでは買
手はコスト価格面にさらに厳しい態度を取るよ

うになるが、ブランド商品などは引き続き成長
していくであろう。第２は製品のプロダクト・
サイクルがイノベーション競争を背景にさらに
短縮されることである。経済産業予測が四半期
ごとにほとんどの市場で修正変更されるが、こ
れが広義のサプライチェーンを中心とする価値
連鎖全体に混乱を与えかねない。第３は経営者
の60％以上が物価の上昇率を十分に予測できず
いることである。即ち、市場では価格競争で引
下げ圧力があるのに、原材料や労働力などのコ
ストの上昇が同時に発生することで、企業の財
務収益体質に不安が拡がっている。第４に有能
な人材を獲得することは内外の環境条件の急激
な変化や新興国の台頭によって難しくなってい
る。「不確実性」の状況下にあるマネージメン
トに見合った透明性のある企業ガバナンスの改
革が緊喫の課題となってきた。

＜リスクより怖い不確実性＞

アンストヤングが提唱する新たなグローバ
ル・ビジネス競争モデルでは、企業はこの４つ
の要素のひとつを経営戦略の柱として重点的に
選択することは可能である。この４つの要素が
相互に連関していることを考慮すると、４つの
要素の均衡の取れたアプローチが不可欠であ

図１　Ernst & Young グローバル・ビジネス競争モデル
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る。企業の最適なグローバル競争モデルの条件
は、これらの４要素全体の最適化を達成するこ
とによって得られる。

このような新しい競争モデルは、従来までの
例えばM.ポーターの４つの競争要素のように新
規参入、代替品脅威、顧客、供給者というよう
な因子がビジネス空間と時間が静態的に固定さ
れていたのに対して「不確実性」を前提にして
いる。米国のシカゴ学派のフランク・ナイト＊

が述べているように、リスクと不確実性は別の
ことである（注２）。「リスクは結果の配分が観
察される統計的計算によって分かっているが、
不確実性は状況の特異性によって未知の状態の
ことを意味する」のである（注３）。では不確
実なグローバル市場に企業はどのように対応し
ていくのか、まずいくつかの事例を見ていきた
い。その次に今後、どのような企業戦略アプロー
チがありうるのかを考察する。

２　競争優位に代わる新たな競争概
念：「競争支配」

競争優位の概念が転機を迎えていうのだろう
か。きのうまで内外の市場で優位を誇っていた
製品やサービスが気が付いてみると競争力を
失って市場から姿を消している現象が顕著であ
る。このように多くの製品において短期間のう
ちにその技術の汎用化が進行して、先端的な製
品でさえ低価格化と商品としての陳腐化が進ん

でいる。このような「コモディティ化」と呼ば
れている現象は２つの観点から説明することが
可能である。米国ニューハンプシャー州ダート
マス大学戦略経営学教授リチャード・ダベニ

（Richard D’Aveni）は、これまでの競争優位に
代 わ る 新 た な 競 争 概 念 と し て「 競 争 支 配 」

（competitive supremacy）という考え提唱して
いる（注４）。

＜「コモディティ化の罠」現象＞

ダベニによれば企業が陥る「コモディティ化
の罠」（commodity trap）には３つの類型があ
る。①「安物化の罠」　低級で低価格の商品で
攻勢をかけてくるローエンド企業が市場に参入
することによって次々に顧客をさらってしま
う。高級アパレル分野ではスペインのザラ

（Zara）が典型的な事例として指摘できる。②
「乱立の罠」　複数以上の企業が既存の市場に攻
撃をかけてくる。日本のオートバイメーカーに
よる米国ハ−レーダビットソンの市場獲得　③

「加熱の罠」　価格よりも消費者の便益を優先す
ることによって業界全体では利益率が下がって
しまう。アプルのiPodシリーズの熱気による現
象が始まっている。

このようなコモディティ化現象は日本でも議
論されてきた。科学技術面からの説明がその中
心であった。多くの製品の技術が短期間のうち
に汎用化してしまい、先端製品の低価格化と陳
腐化が進行する事態に直面している。これまで

＊フランク・ナイト（Frank Hyneman Knight 1885-1972）の経済学における最大の業績は、著書『Risk, 
Uncertainty and Profit（危険・不確実性および利潤）』である。ナイトは確率によって予測できる「リスク」と、
確率的事象ではない「不確実性」とを明確に区別し、「ナイトの不確実性」と呼ばれる概念を構築した。ナイ
トは、不確定な状況を３つのタイプに分類した。第１のタイプは「先験的確率」である。これは例えば「２
つのサイコロを同時に投げるとき、目の和が７になる確率」というように、数学的な組み合わせ理論に基づ
く確率である。第２のタイプは「統計的確率」である。これは例えば男女別・年齢別の「平均余命」のように、
経験データに基づく確率である。そして第３のタイプは「推定」である。このタイプの最大の特徴は、第１
や第２のタイプと異なり、確率形成の基礎となるべき状態の特定と分類が不可能なことである。さらに、推
定の基礎となる状況が１回限りで特異であり、大数の法則が成立しない。ナイトは推定の良き例証として企
業の意思決定を挙げている。企業が直面する不確定状況は、数学的な先験的確率でもなく、経験的な統計的
確率でもない、先験的にも統計的にも確率を与えることができない推定であると主張した。そしてナイトは
完全競争の下では不確実性を排除することはできないと主張し、その不確実性に対処する経営者への報酬と
して、利潤を基礎付けた。（＊出所：http：//ja.wikipedia.org/wiki/）
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1990年代以降、日本企業が戦後、お家芸として
きた非耐久消費財の製品はことごとく世界の新
興国諸国のみならず米国や一部の欧州諸国など
の企業に追随を許し、結局はその分野をほとん
ど競争企業に明け渡すことになった。

＜「ムーアの法則」から「ファンの法則」、さら

にVIZIOへ＞

技術開発の速度はますます短縮し、新しい技
術が市場に出回る。米国の情報機器企業インテ
ルの当時社長ゴードン・ムーアが半導体のトラ
ンジスターの集積度が２年で倍増すると発表し
たのは1965年であるが、2005年９月13日サム
スンの黄昌圭（ファン・チャンギ）社長は「半
導体メモリー集積度は１年で倍増する」と発表
して世界を驚かせた。「ムーアの法則」はナノ
スケールの微細加工技術によってナンド型フ
ラッシュ・メモリー容量の飛躍的増大を可能と
する「ファンの法則」に取って代わられてしまっ
た。今や韓国のDRAM半導体は世界市場シェ
アの60％をも超えるようになった。韓国・中央
日報によれば2011年第３四半期、世界第１位は
韓国のサムスンが40.7％、第２位が韓国のハイ
ニックス半導体20.9％、と上位を独占、日本の
エ ル ピ ー ダ（16.1 ％） や 米 国 の マ イ ク ロ ン

（10.5％）に大きく水をあけている。また韓国
は日本が６年もかかった64K Dramでもたった
６ ヶ 月 で 開 発 し た。 こ れ は ４K、32K、32K 
Dramの３段階の開発過程を一挙に飛び越える
飛躍である。

しかし今、もっと驚くべき事態が進行してい
る。この快進撃だったサムスンに挑戦企業が現
れている。2002年に設立された米国企業のビジ
オ（VIZIO）は、2007年に液晶テレビとプラズ
マ・ディスプレイ・テレビにおける米国内市場
シェア12％を達成して、サムスンを抜いて首位
に立ったのである（注５）。ビジオは台湾系の
ウィリアム・ワン（王威廉）現会長が100人で

設立したベンチャー企業である。ビジオ製品は
価格が安いだけでなく、品質も高く、なにより
もアフターサービスを重視している。同社の液
晶テレビの事業戦略は製品企画と設計だけで、
あとの価値連鎖の業務はすべて外部化してい
る。いわゆるファブレス企業である。ビジオか
ら委託を受けた台湾のEMSメーカー、端軒科
研（Antran Technology）と鴻海精密工業の２
社が購買、製造、物流、組立を徹底した水平分
業で行っている。さらに2012年には新たな携帯
電話端末製品とタブレット端末をラスベガスの
世界最大の家電見本市（CES）に出展して成長
市場にまで参入しようとしている。

＜iPhone お前もか＞

異変はスマートフォン市場でも既に起こって
いる。アプルのiPhoneは2011年の第３四半期
に米国と英国でそれぞれ36％、31％を占めてい
たが、欧州における市場シェアはフランスで
29％から20％、ドイツで27％から22％に急落。
スペインやイタリアでも事情は変わらない（注
６）。スティーブ・ジョブズが考案したリンゴ・
ロゴマークのスマートフォン市場におけるシェ
ア後退については「ユーロ債務危機などを背景
とする景気後退や可処分所得の伸び悩みでサム
スンやHTCなどアジア企業の価格帯の安いモ
デルに切り替えているのではないか」と業界専
門家は分析する（注７）。年間の市場全体の伸
び率が42％と急成長するスマートフォン市場に
おいて、サムスンは例えばフランスでは2500万
ユーロ（25億円）に上る巨額の広告キャンペー
ンを展開してiPhone Killerと称される新製品
Galaxy S2を投入した。今やフランス市場では
２台に１台は韓国製になった。アプルの新モデ
ルiPhone4の10月投入は遅れを取ったのであ
る。

ハイテク製品ばかりでない。ファッション業
界や加工食品分野でも事情は変わらない。伝統
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的リーダー企業や老舗ブランドが安定した「競
争優位」を不動にしていた分野でも市場のプ
レーヤーの変動が加速している。ファッション、
ワイン、航空、コダック、そしてこのようなリー
ダー企業と新たなライバル参入企業の攻防は、
先進工業諸国の企業と新興諸国の企業との間だ
けでなく、先進国企業同士の間でも展開されて
いる。VIZIOも米国企業であるが、台湾系の米
国資本の企業である。

＜「ザラフィケイション」旋風のファッション

業界＞

繊維ファッションの分野ではスペインの
ZARA、スウェーデンのH&M、それに加えて
日本のユニクロなどの間では競争ポジションを
巡って変化の激しい動きが続いている。ZARA
の戦略は、一時的短期戦略と柔軟な製品の回転
にある。絶えることのない最先端流行の製品へ
のイノベーション、製品の40％の週ごとの売場
での入替え、新デザインのファッション製品の
３日ごとの投入、など商品の回転の迅速性をど
の競合会社も実施してこなかったような競争戦
略を採用している（注８）。ハイファッション
と低価格を武器に世界78カ国・5000店舗で今
や売上高ではH＆A、GAP を上回る世界一の
アパレル企業にのし上がった。今日では600人
のスタイリストをバックに年間３万モデルもの
コレクションを発表するこの北西スペインのガ
リア州企業の現象のことを指して「ザラフィ

ケ ー シ ョ ン 」（Zarafication） と い う（ 注 ９）。
ファッション産業の典型的なコモディティ化と
言われている。欧州の大手ファッション業界か
らは「模倣者」とのレッテルも張られたりもし
ているが、柔軟な物流調達体制を自国周辺に整
え、最近では韓国サムスンやインドのタタ・グ
ループとの提携をするなど快進撃は止まらな
い。インドではまるで16世紀の大航海時代のよ
うにスペイン人が再び「銃と細菌と鉄」を構え
て世界を「コンキスカドーレ」征服しようとし
ているのではないかとも報じたりしたりしてい
る（注10）。

＜ヨーロッパのワインもアジア産が出回る時代

に＞

そればかりでない。もっと驚くべきビジネス
分野でもこの現象が想像を超えるスピードで進
行している。アジア諸国がワイン生産国にのし
上がろうとしている。日本、中国、韓国、台湾、
タイ、ベトナム、インド、スリランカ、カンボ
ジアなどアジア12か国・地域ではワイン造りが
急ピッチで進んでいる。すでに中国は生産量で
世界第７位であり、香港は今やワイン取引の世
界の一大拠点になった。香港のワイン国際展示
会ビネクポ（VINEXPO）には世界中からの業
者でごった返す。パリにあるフランス・ワイン
輸出組合のベルエ事務局長は「最近のボルドー
赤ワインの対中国輸出の売れ行きはブームと呼
んで言い」と断言する。今や中国と香港だけで

表１　最近のコモディティ化現象の代表例

製品 リーダー企業 新規参入企業

半導体 インテル（米国） サムスン（韓国）

液晶テレビ サムスン（韓国） VIZIO（米国）

スマートフォン アプル（米国） サムスン（韓国）

ファッション H&M　GAP　UNIQLO ZARA（西）

ワイン フランス・ワイン 酒泉鋼鉄社（中国）

出所：各種資料を基に筆者集計
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アジア消費の約60％を占める。世界のワイン生
産は北緯38度線から42度線にかけて地球レベ
ルで「黄金ベルト」地帯が拡がろうとしている
が今、かつてシルクロードだった中国西域のゴ
ビ砂漠に年間１万トンのワイン生産体制が整い
つつある。ここは中国の衛星ロケットの打ち上
げ基地であり、また核開発拠点でもある。年間
降雨量50〜200ミリの乾燥地帯が格好のワイン
栽培の場所となり、酒泉鋼鉄社はここでシャル
ドネ、ピノヌワール、メルロー、リース・ハー
グなどの品種を開発しており、世界のトップク
ラスのワイナリーが誕生するのも遠くないかも
しれない（注11）。

＜技術経営とプロダクト・サイクル論の限界＞

どんな新しい技術でも事業化されないと、そ
れに費やした研究開発費が無駄になる。ハー
バード大学のルイス・ブランコ教授によれば技
術開発は４つの難しい関門を潜り抜けて持続可
能な事業として定着するという。とくに２つの
大きな谷と海という事業評価が転落し「海中」
で自然淘汰される時期が待ち構えている。これ

は技術経営の「死の谷」とか「ダーウィンの海」
という名称で最近、脚光を浴びるようになって
きた技術経営論のなかでよく指摘されるモデル
である。あるいは1966年に米国のR.バーノンは
その著『プロダクト・サイクルとしての国際投
資と貿易』のなかで企業の技術開発力こそ国際
貿易の優位を生んでいくと主張した。そこでは
技術革新や企業家精神を重視する考えがシュン
ペーターの考え方に近似している。

ブランコの「ダーウィンの海」の局面では選
択淘汰や適者生存のように生物学的な競争が描
かれているが、ここではどのようにすれば持続
可能な事業の局面に到達できるのかが今ひとつ
明確でない。技術優位はダニングもグローバル
な多国籍企業の戦略の選択肢に挙げているが、
それが持続可能な優位とは指摘していない。そ
して後者のバーノン理論の難点として言われて
いるのは次の３点である。第１に世界市場規模
での新製品開発が学習効果と価格効果のよって
製品の導入や成長という局面の存在理由を危う
いものにしている。第２に世界市場での新製品
開発プロセスがますますスピードアップしてサ

図２　技術経営の「死の谷」と「ダーウィンの海」

出所：『技術経営の挑戦』寺本義也／山本尚利著　ちくま新書P.49より作成

死の谷

ダーウィンの海

・ハーバード大学ルイス・ブランコ教授（The Darwinian Sea）説

基礎研究

発明 イノベーション

＆

新規事業

持続可能な事業

・技術事業化の４つの関門
　①技術の関門（性能・波及・標準化・信頼）
　②市場の関門（経済性・金融・投資・規制・障壁）
　③決断の関門（事業評価・意思決定）
　④「ダーウィンの海」（選択淘汰・適者生存・外部企業との競争）
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イクルの循環の規則性が失われつつある。第３
に非技術集約型製品でも貿易財になっている事
実をどう説明するのか。これらの理論は技術集
約型の競争優位の形成を説明するにはそれまで
にない動態的なアプローチを含み、多くの企業
経営に大きな示唆を与えてきたが、競争優位が
どうして持続しないのか、短い時間の間にそれ
が失われてしまうのかについては回答を与えて
くれない。

３　競争優位を構築してきた経営戦略
モデル

＜グローバル化のスピードに遅れるコーポレー

ト戦略＞

このような競争優位の凋落をどのように説明

することが可能であろうか。それぞれの事例に
ついて、競争優位を導くためのモデル構築や戦
略経営のオペレーション計画運営に誤りがあっ
たのであろうか。コトラー（P.Kotler）とバー
ガー（R.Berger）と（N.Bickhoff）による「戦略
的経営オプション構築のためのフレームワー
ク」（図３）は、企業の戦略を策定するための
一連の流れをSWOT分析からスタートしてコー
ポレート戦略とビジネス戦略の２つの戦略軸に
沿 っ て ア ン ソ フ やBCG（Boston Consulting 
Groupe）、あるいはポーターやプラハラ―ドの
コアコンピタンスの戦略モデルのツールを使っ
て全体計画から事業実行オペレーションに至る
まで一度に鳥瞰させてくれる。

アンゾフの成長マトリックスでは、新製品の
投入もあくまで既存の顧客層への販売、新市場

図３　戦略的経営オプション構築のためのフレームワーク

出所： “The Quintessence of Strategic Management” Philip.Koller, Roland.Berger, Nils Bickhoff著　Springer　
より筆者作成
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開拓も第１期のグローバル時代のOECD諸国中
心のマーケットであった。ここに来てボリュー
ム・ゾーンも包含した真にグローバルなマー
ケットで新しい製品で新しい市場に進出する
ポートフォリオ上の選択の判断を迫られてい
る。ソニーがiPodに出遅れた原因とされている。

横軸に経験曲線効果に基づく相対的市場シェ
ア、縦軸に製品ライフサイクル理論に基づく市
場成長性を数値で表現する４象限のマトリクス
により、製品・事業の位置づけと組み合わせを
一覧に可能にするプロダクト・ポートフォリオ・
マネージメント（PPM）では、事業間のシナジー
効果が考慮されていない、現時点の市場シェア
と成長性を前提としている、などの欠点が指摘
されている。いかなるビジネスの場で戦略設定
を行うかというコーポレート戦略の面では世界
のグローバル化の流れと勢いを分析しきれない
脆弱さを露呈したと言われても仕方あるまい。

ポーターの５つの競争因子で自社の置かれた
業界の立場を分析する場合の前提でもあるSCP
分析においても、S（structure）としての市場
構造の規模や分布がアンゾフ・マトリックス同
様、新たなグローバル市場を前提にしないC

（comportement）としての市場行動が決定され、
さらにP（performance）としての市場成果た
る効率や成長あるいは公正が所期の目標に到達
できなかった可能性が高い。プラハララートは
いち早く新たなグローバル化の市場の溶解現象
やロング・テールに相当するボリューム階層に
注目していた（注13）。

＜コンテンジャンシー戦略経営学の転機か＞

グローバル化は流れだけでなくその勢いに注
目する必要がある。パリ経済商業高等大学院

（ESSEC）教授R.A.チエタールによれば（注
14）、戦後約30年間の資本主義経済において支
配的であった「計画」（planification）は、おお
よそ10年〜20年さえもする長期の予測と見通
しを視野において策定されてきた。70年代初頭

のドル危機と石油ショックの時代を迎えたとき
から「計画」に代わって「戦略」（strategy）の
時代に移行した。フランスの計画庁長官だった
フ ー ラ ス テ ィ エ が「 黄 金 の30年 代 」（trente 
glorieuses）とさえ表現したこの時期において
は第何次何カ年計画という政府の基本方針に軸
足を置いて企業においても事業経営活動を展開
することで大きなリスクはなかった。世界経済
環境が戦後の安定期から変動の時に入ったこの
70年代以降、経済計画は大幅な修正を迫られる
と、企業の事業計画の策定も変更を余儀なくさ
れた。米国のハーバード・ビジネス・スクール
を中心に企業の外部環境要因を企業経営に取り
入れるいわゆる「コンテンジャンシー」理論隆
盛時代の幕開けであった。日本でも一橋大学を
中心にマイケル・ポーターの「競争優位」理論
がもてはやされた。日本より遥かに早く欧州諸
国ではこの頃より米国流のビジネス・スクール
が創設されて経営学のなかで中心的な地位のひ
とつを占めるようになった。フィナンシャル・
タイムスやロンドン、中国・上海の毎年発表す
るビジネス・スクールのランキングにそれがよ
く反映されている。この戦略経営主義に今、ひ
とつの転機が訪れているといえば言い過ぎであ
ろうか。

＜「見えざる手」の予期せぬプレーヤーの登場＞

カナダ・モントリオールのマギル大学教授ミ
ンツバーグは経営戦略理論学派の流れを表２の
ように８つに分類している。戦略理論は、第１
に外部環境を対象領域とするポジショニング学
派、進化論アプローチ学派、制度学派、第２に
経営資源・企業コンピタンスを重視するアント
レプレナー学派、戦略的計画学派、学習学派、
第３に企業文化や企業統治や企業行動などを分
析ツールとする企業文化学派、権力学派など大
きな３つのグループで構成されている。現在の
新たなグローバル化の局面においては第１グ
ループの外部環境や第２のグループの経営コン
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ピタンスに加えて、なによりも企業行動ビエイ
ビアとも言うべき側面が重要になってきている
といわなければならない。長期的な計画と中期
的な戦略に加えて短期的な「戦術」とも言える
かもしれない次元の企業の事業経営が求められ
ているからである。そこでは企業は自分の競争
優位を一層、複合的な次元で構築することが求
められる。不完全競争で寡占的な市場支配の資
本主義経済の下での「見える手」としての複数
のプレーヤー間のゲームではなく、「見えざる
手」の予期しないプレーヤーの登場との競争を
想定しなければいけなくなった。

＜ポーター流戦略モデルへの批判＞

ポーターの戦略論に対する批判はその後、ミ
ンツバーグなどからもなされている。そこでは
M.ポーターをはじめとする外部環境分析から
の視点にせよ、J.バーニーらの企業内部資源説
からの視点にせよ、戦略プラニングを策定する
側からの視点であることに変わりはない。それ
に対してH.ミンツバーグは、策定された戦略案
を実行する側からの視点も踏まえた、いわゆる
ダブルループの戦略的重要性を指摘している

（注15）。「なんとなくがんばっていたら、ひょ
んなことからこういうことになってしまった」。

ミンツバーグはそうした戦略を「創発戦略」
（strategy of emergence）と名付けている。

フランスのレンヌ大学経営研究所教授の
M.ジェルベはポーター戦略論を次のように批
判している（注16）。第１は国家や政府などの
公的機関の役割を過少評価している。このこと
は戦略論から行政サイドの影響を排除している
ことにつながっている。米国とフランスの資本
主義モデルの違いを考えればうなずける。第２
はモデルの前提になっている産業セクターの概
念と定義が曖昧である。広義の産業グループの
大分類に近いセクターに近いものになってお
り、企業戦略的観点からするとさらに狭義の概
念の産業に調整する必要がある。第３は企業戦
略論としてコストリーダーシップか製品差別化
かという選択肢は適切でないのではないか。
ジェルベによれば日本の製造業、なかんずく自
動車産業は差別化戦略がコスト戦略を凌駕しう
ることをハイブリッド戦略として示したとして
いる。ミンツバーグも「価格は単なる製品差別
化の単なるひとつの方法」に過ぎないとまで述
べている。第４は企業内部の企業文化、経営組
織、企業精神などの要因を看過することで、戦
略的な経営ビジョンや視点が欠落しているとい
うのである。第５は戦略モデルのアプローチや

表２　ミンツバーグの戦略理論学派の分類

学派 対象領域 中心概念

ポジッショニング学派 外部環境 勢力ヒエラルキー関係

進化論アプローチ学派 外部環境 適応能力

制度学派 外部環境 優れた実践の合意

アントルプレナー学派 経営資源・企業コンピタンス 企業のビジョナリー経営

戦略的計画学派 経営資源・企業コンピタンス 情報制御

学習学派 経営資源・企業コンピタンス 学習能力

企業文化学派 文化 黙示的信念

権力学派 ロビー活動・連合工作・裏取引

出所：ミンツバーグより筆者作成
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その応用が自由裁量と経験に委ねられることが
多く、企業戦略として結局は曖昧なものになる
可能性がある。ポーターは戦略を「経営資源の
最適な割当である」としており、「企業の外部
環境と企業システム関係の修正と実行」とする
アンゾフや、「企業外部環境との調整と資源の
再配分」とするルロワ（Leroy）などとは企業
の価値創造を巡って意見を異にしていると言え
る。そこでは戦略はなによりも企業のリーダー
の役割によるものである。

今後はポーター理論を高度にレベルアップさ
せるためには、①政府の役割を戦略モデルにど
のように組み込むか、②産業セクターの経営戦
略に適した定義をどう再検討するか、③コスト、
差別化、フォーカス以外の戦略の在り方はない
のか、④外部環境要因に企業経営内部の要因を
戦略論に加味することができないのか、⑤企業
リーダーの専管事項のようになっていると言わ
れる戦略モデルの応用などをリーダー以外に広
げていけるのかどうか、このような問題設定が
浮かび上がってくる。

＜新たな産業パラダイムについていけない競争

優位論＞

ポーター・モデルの限界をモンペリエ大学教
授のP.ロワ（Pièrre Roy）は次のように指摘す
る。まず第１にこれまでの産業パラダイムでは
新しい動きについていけない。業界内での企業
ポジショニングの決定や、企業の産業構造的な
分析を通じて得られる競争優位といったモデル
では変化する産業ビジネスの姿を予測し、そこ
での新たなゲームのルールを見出すのは困難で
ある。第２にこれまでの競争優位論は静態的な
次元に終始しており、時間の概念や他企業との
出会いなどの動学的なアプローチを欠いてい
る。この点は実はポーター自身もすでに産業経
済学の限界として認識していると言われる（注
17）。ゲームの理論や経営資源コンペタンスに

よる行動理論を援用した企業経営理論となって
くる。第３に産業経済論では戦略の決定論に陥
りやすく、市場プレーヤーとしての企業の行動
が反映されていない。これは競争優位論の罠と
もいうべきものであろう。第４にポーター流の
産業セクター分析ではミクロ経済学的な競争分
析ができていない。ここでも企業の財務分析で
はなく企業経営者自身の判断や選択が基準とし
て登場しなければならい。第５に戦略論の競争
優位だけではどうしても技術革新のインパクト
を十分に把握できない。破壊的とも非連続的と
もいわれるハイテク技術革新のインパクトを読
み取ることが求められる。

ミンツバーグ流に言えば「部分、部分の単純
な総和にとどまらない性質が全体として現れる
ことであり、局所的な相互作用が複雑に組織化
することで個別の要素の振る舞いからでは説明
できないシステムが生まれてくる」（注18）と
いうような経営戦略論が構築される必要がある
のである。

４　新たなパラダイムに基づく競争モ
デルの構築

＜オーストリア学派の競争概念を理論的に再考＞

ジェルベやロワなどの競争優位の理論につい
ての批判を受け入れて、そこで提起されている
課題に対して応えられるようなモデルはあり得
るのか。経済学のなかでは限界革命として知ら
れている一連のオーストリア学派と称される現
代の経済学者の考え方がこれに相当する。ワル
ラス、ジェボンズ、メンガー、べーム・バブル
ク、ウィクセル、ヴィザー、シュンペーター、
ハイエクなどを中心に形成された19世紀から
20世紀後半にかけて形成された学派には、1990
年代以降、オーストリア学派の競争概念を理論
的に再考しようという機運があると言われる

（注19）。それはおおよそ次の３つに本稿との関
係で整理されるであろう。第１に競争企業間の



− 128 − − 129 −

相互反応行動、第２はシュンペンターやキルツ
ナーなどのいうところの創造的破壊や不均衡の
概念、第３はイノベーションの高度な戦略課題
への適合である。スミス、グリム、ガノンらは
競争をこれまでのように静態的にとらえるので
はなく動態的プロセスとして把握することに
よって競争優位をライバル企業よりも先に獲得
することが可能となるような予測行動を企業は
取っていると言うのだ。米国のダートマス大学
教授のダベニは現代の資本主義経済はハイパー
競争の時代に入り、そこでは競争的な「攪乱」

（perturbation）こそが繰り広げられているとす
る。ここでは企業の競争優位の分析の枠組みは、
①業種でなくビジネス単位、②業界行動ではな
く企業行動、③企業経営リーダーの短期の時間
的な競争優位獲得のための決断能力、などであ
る。

オーストリア学派の概念を戦略的なキーワー
ドに置き換えたのが上の表である。これに沿っ
てもう一度、オーストリア学派の競争概念を見
ていくといかに現代のコモディティ化現象のな
かで競争優位の概念が「陳腐」になりつつある
かがよく見えてくる。市場は定められた産業組
織の枠内で安定しているものではなく、企業と
企業のなによりも相互の動態的なアクションの
反応の応酬を繰り返すところである。進歩や変
化の源はこれまでの例えば日本式のカイゼンや

QC管理、あるいはカンバン方式などを掲げた
生産システムなどに見られたような絶え間のな
い連続した製品の改良ではなく、過去との断絶
による革新的なイノベーションが問われなけれ
ばならない。リーダー企業は３P政策において
も業界トップとして全方位的なマーケティング
を打ち出すような横綱のイメージからむしろ新
規参入企業のように業界攪乱を行うような企業
である必要がある。収益については長期より束
の間の競争優位が優先するので一時的な利益を
志向する。企業ビヘイビアは進取の精神を持っ
たむしろ陣地を先取りするような戦略性を優先
させる行動力のある企業である。これらの特性
は新鮮に聞こえるかもしれないが、シュンペー
ターやクリステンセンなどの思想を彷彿とさせ
るものである。20世紀初頭、米国の制度学派の
名付け親とされているW.ハミルトンは、均衡
でなくプロセス、制度間補完性によって競争・
所有・構造が進化していくという立場をとって
いる。古典派のように合理主義的な個人主義に
依拠するのではなく、動機や本能による人間行
動を重視し、このオースリア学派の考え方とよ
く符号する。そういえばオーストリア学派創設
の父とされるメンガーやハイエクあるいはミー
ゼスなども有機的秩序であるとか自然発生的秩
序を言及しているのである。

表３　オーストリア学派の経営戦略概念

オーストリア学派の概念 戦略的キーワード

市場のとらえ方 動態的プロセス 企業間の相互反応行動

進歩・変化の源泉 創造的破壊 イノベーション、断続

市場への影響 不均衡 ステイタス・クオの攪乱

リーダーの市場イメージ アントレプレナー 攪乱者、新規参入NO1

収益の性格 一時的利益 短い束の間の競争優位

企業行動の表現 起業家的 先取り、戦略的意図

出所： LES NOUVELLES STRATEGIES CONURRENCIELLES  Pierre Roy著　P.24  2010年  La Decouverte
社　より作成
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＜コモディティ化の経済学的な表現〜４つの新

しい概念＞

現代のオーストリア学派の競争優位論に基づ
いて競争戦略モデルを描いているロワのモデル
を見てみよう。まず注目されるのはポーター流
の世界では否定されるライバルの存在が肯定さ
れているところである。これはこれまでのポー
ターなどのポジションニング重視派戦略論との
決定的な違いである。競争優位はライバル企業
をいかにして価格面や品質面で差別化する戦略
によって競争から排除することが目的であっ
た。「市場の失敗」によって不完全競争のなか
で独占や複占など寡占的競争を作り上げて競争
企業を市場から追い出すことで市場支配を実現
することが目的であった。新古典派の流れの中
でワルラスなどは完全競争を想定したライバル
関係があくまで一般均衡に収束することで市場
の「成功」が成立する。新古典派の流れを汲み
ながらも現代のオーストリア学派ではライバル
企業は時間の流れの中で互いに衝突し合い、非
連続に新たなビジネスが継起していく。その競
争は常に創造的に刷新された製品やビジネスの
登場によって市場はその一時的均衡が破壊され
て続けて、基本的に不安定な攪乱状態にある。
それは今までに余り耳にしたこともない新しい

競争概念である。駆逐された製品・ビジネスは
あっという間に月並みで陳腐化してしまう。こ
れがコモディティ化の経済学的な表現である。

このような新たな競争概念は、ロワによれば
さらに次の４つの観点から企業「戦略」として
分解される。第１に相互反作用競争論、第２に
競争関係の新たな３大モード、第３にハイパー
競争、第４に非連続の断続戦略、である。

＜作用・反作用競争の終わることのない闘いの

連続＞

まず第１の相互反作用競争論について米国メ
リーランド大学戦略経営グループ（SMRG）の
教授であるスミス、グリム、ギャノンらはポー
ターの戦略モデルやマイルやスノーらの類型学
的発想を超える試みを行った。それは市場の均
衡概念と競争概念が実は両立しないのではない
かという古くて新しい問題であった。ここでは
競争は均衡に至るより業界内部での終わること
ない絶えざる闘いの連続である。カンドワラの
５つの競争的な運動概念では、価格、マーケティ
ング、製品計画、経営判断、サービスが作用・
反作用の重要なエレメントとされている。ライ
バル企業間で激しい駆け引きの応酬があった例
として世界的にも注目を引いたのは、日本の二

図４　オーストリア学派の競争原理の概念図

出所：Les nouvelles stratégies concurrentielles  Pièrre Roy La Découverte P.29
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大ビールメーカーである朝日麦酒と麒麟麦酒の
息詰まるような市場制覇の争いはまだ記憶に新
しい。あるいはホテル顧客獲得競争の果て最後
は互いに市場の領土化を「容認」し合うように
なったホテル業界の米欧の両雄であるマリオッ
ト・グループ（米）とアコール・グループ（仏）
の経営判断は有名である。

この作用・反作用競争論については、このよ
うな企業間の対立抗争関係と最近、ますます戦
略性を増してきた企業間連携の協調とか回避と
か協調的競争などの動きとの整合性が十分に説
明されていないというような批判も出ている。

＜競争関係３大モードのトリレンマ＞

第２の競争関係３大モードはまさに第１点の
質問に対する答えとでも言いうる。競争企業間
の関係がこれまで以上に複合化し、不安定化し、
曖昧化する中にあっては企業間の協力、対立、
回避の３つのファクターが新たなツールとな

る。それぞれの２つのファクターの両立は可能
であり、それぞれ企業は、①差別化競争や、②
戦略的協調や、競争と協調の２項対立を止揚す
る結合の動きとしての③競調というトライアン
グルな競争関係の新しい３大モードに入るので
ある。対立（confrontation）の中ではむしろ競
争を積極的に肯定評価する。協調（conciliation）
にあってはライバル企業と情報を共有し合うこ
とによって不確実性を減少させることができ
る。回避（evasion）は顧客の階層や市場を選
定し、あえてライバル企業との競争をその領域
では正面からは行わない。ここでは競争を避け
るために妨害や境界策定や自発的な抑止などの
行動が取られる。最後に競調（coopetition）は
競争と協調という対立概念を止揚させる行動で
ある。ライバル企業との癒着によって新規参入
企業に対して事実上の参入障壁を設けることが
可能となる。事例としてマクドナルドとトイザ
ラスのアライアンス協定、サムスンとソニーの

図５　競争概念の新しい分析

出所： « Les nouvelles stratégies concurrencielles » Pièrre Roy より作成
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共同開発、米国ソフトウェア企業の両雄のIBM
と SAPの提携などは激しいライバルの対立関
係にありながら協力関係を結んでいる。

＜攪乱が目的の軍事的なハイパー競争戦略＞

第３のハイパー競争は一方的な企業の側から
の自発的戦略行動である。それはあたかも軍事
的思考方法を彷彿とさせるものであり、ライバ
ル企業に対して喧噪とか不安定とか驚愕という
ような攪乱状態を発生させるものである。ダベ
ニは戦略再構築の構築を提案している。その最
終目的はライバル企業を不安定化させることで
ある。ポーター流の競争優位の戦略モデルでは
外部環境にいかに適応させるかに主眼が置かれ
ている。しかしここでは経営リーダーの自発的
な行動こそ優先されるべきである。さらに競争
優位は時間的に短いもので、外部環境との均衡
点到達に満足することなく次のステップとして
新たな刷新を図った戦略を頻繁に間髪いれずに
打ち出していかなければいけない。そしてライ
バル企業とのライバル関係は一層、激しくなる
が、それでもその関係が改善することもタブー
視してはいけない。

このハイパー競争という概念は言うなれば寡

占的競争と完全競争の間に位置する中間的な競
争と言える。寡占下のような心理的な結託感覚
は希薄で、かと言って無数のプレーヤーが競争
を競うと言う訳でもない。このような事例とし
ては再び1980年代後半に繰り広げられた朝日
と麒麟のスーパードライ投入を契機とした加速
的な競争を指摘することができる。ハイパー競
争の概念はシュンペーターの経済学の世界を彷
彿とさせる。まず過去を破壊するものであり、
次に相手企業を驚愕させるようなショックを与
えるからである。スイスのスワッチ時計の登場
がまさにこれに該当するとされている。

＜伝統の製品や技術を陳腐なものにする非連続

戦略＞

第４の非連続戦略とは経営者側からの自発的
な、言うなれば断絶とでもいえるアプローチで
ある。現状に飽き足らない経営者はそのチャレ
ンジ精神をしてこれまでの競争上のゲームの
ルールを変更することによって競争優位に立と
うとする戦略である。多くの業種で、このタイ
プの戦略事例が観察されている。ライナエア、
イージイジェット、アマゾン、イケア、ザラ、
イーベイなどの企業では現存するゲームのルー

図６　企業関係のトリリンマ

出所：Koening
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ルを再定義し直して業界でのトップランナーの
地位を獲得している。いずれもポーター・モデ
ルの推奨するような成功条件の鍵（KSF）とさ
れる条件に合わせようとする古典的な手法から
離れて、市場についての独自のビジョンを実行
することをいとわなかった企業である。ここで
再び1842年のシュンペーターの言った言葉が
価値を持つ。真の企業の決定的優位はコストや
品質とは言ってもこれまでの企業の収益構造の
みに立脚したものではなく、企業の存立基盤そ
のものを再考するところからスタートしなけれ
ばならない（注19）。新古典派経済学の唱道す
るような同質的な企業同士の日常的な価格競争
ではなく、生産や流通の世界でまったく新しい
戦略行動を起こすために現状を打破してこれま
での標準と見做されていた製品や技術を陳腐な
ものにしてしまうような新たな価値を創出する
ことである。

このような非連続あるいは断絶という概念
は、技術的非連続を研究したタシュマンとアン
ダーソン、ハーバード・ビジネス・レビューに
発 表 し て 注 目 さ れ た 論 文Getting back to 
Staretegyを 書 い た 大 前 研 一、 さ ら に は
Competing for the futureと題する本で戦略の意
思を強調したハメルとプラハラドらが嚆矢と
なって徐々に形成されてきた。注目されるのは
産業の実態に適合させるのではなくその秩序を
攪乱させるという概念が登場してきたことであ
る。ロワはこのような事例の最も典型的な事例
は、iPodを出したアプルの差異化戦略や異化効
果（注20）であると言われている。このほか、
クリステンセンは技術面に着目して持続的イノ
ベーションと破壊的イノベーション（Disruptive 
Inovation）の２次元のメカニズムの中で既存
製品が淘汰されていく状況を理論化している

（注21）。

経営者には新たな視点でビジネスを変革しよ
うとする哲学的な認識論の心構えが要求され

る。これはまさに経営戦略論における全く新し
い競争世界の風景であると言わなければならな
い。ハメルは競争ゲーム参加者の類型パターン
から３つの企業に分類している。第１にルール・
メーカーと呼ばれる企業である。業界のリー
ダーシップを脅かすことを恐れて現在のルール
を 基 本 的 に 防 衛 し よ う と す る 企 業 で あ る。
CoCa-Cola、IBM、CBS、United Airlinesら の
企業がこれに相当する。第２にルール・テイカー
と呼ばれる企業グループで、トップの地位では
ないがKSFモデルを尊重する、言うなれば業界
のフォロワー企業である。Fujitsu、ABCらの
企業が上がっている。第３にハメルは業界内の
秩序を不安定にする戦略行動をとる企業をルー
ル・ブレーカーとして類型化した。常軌を逸し
た異常な戦略行動に出る典型的な企業として
は、Ikea、Body Shop、Dell、Swatch、CNN
らの名前を挙げている。表４はこの第３グルー
プに類型化された33の企業の事例の一覧表であ
る。この第３のタイプの戦略行動をとる企業分
野は、製造業、サービス産業、重厚長大型産業、
新興産業など多様な分野にわたっている。また
どの部門を非連続的な革新して成功したかとい
う点については、生産、物流、小売、価格設定、
立地、製品の絞り込みなど価値連鎖の多くの業
務に関連している。この最も代表的な事例はス
ウェーデンのグローバル家具メーカー・イケア
であると言われている。

５　優位概念の近代史の中における位
置づけと新興国企業との参入

＜「優位」概念の変遷＞

アダム・スミスは「安価な製品の生産はそれ
を輸出できる」という「絶対優位」を主張した。
しかしこれは「絶対優位」を有さない国は貿易
に参加できないということが、現実にはすべて
の国が貿易に登場しているという現実とは矛盾
した結論になる。リカードはスミスの考えを洗
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表４　非連続戦略の事例

産業 企業・ブランド名 革新戦略 革新の所在

流通 Amazon.com 書籍（1995）・レコード（1998）
のネット販売 流通販売形態

自動車 Rent-a-Car 新顧客層開拓・都心部立地 顧客・立地

情報処理 Dell 製販直結・モジュール生産 物流・販売形態

証券販売 Aufhauser, ETrade 
C.Scwab 株式ネット販売 販売形態

鉄鋼 Nucor ローコスト生産工場 生産方式

自動車 Smart 大量生産 生産方式

中古自動車 AutoNation, CarMax 中古車販売 販売形態

銀行 First Direct ダイレクト銀行（電話・ネット） 経営方式

保険 Direct Line Insuarence ダイレクト保険加入 経営方式

航空輸送 Ryanair (1991) 
easyjet (1995) ローコスト（価格破壊） 料金設定・経営方式

スーパーマーケット Food Ferry, Teleshop, 
Tesco Direct 宅配・ネット注文配送 流通販売方式

株式市場 OM Excange 電子通信ネットワーク 経営方式

プレタポルテ Beneton セーター染色 生産方式

複写機 Canon ミニ・コピー機 顧客絞り込み

化粧品 Body Shop 自己ブランド、自然素材使用 マーケッティング

情報通信TV CNN 24時間連続放送 放送サービス方式

競売 eBay インターネット上の競売 経営方式

日刊紙 Metro, 20 minutes 無料新聞 料金設定、販売方式

家具 Ikea セルフサービス、デザイン、
低価格

販売・経営方式、
料金設定

テレビ放送 MTV 音楽専用放送 顧客絞り込み

時計 Swatch 時計産業にファッション性を
加味

マーケティング、
消費トレンド

カミソリ Bic 使い捨てカミソリ 消費トレンド

映画 Kinepolis マルチシネマ映画館 映画館上映方法

ホテル Formule 1 (Accor) 低料金ホテル、顧客ニーズ 顧客絞り込み、

香水 Sephora セルフサービス 販売方法

プレタポルテ Zara 在庫の頻繁な入替更新、流行
取入れ 経営方式

広告 JC Decaux バス停の広告 経営方式

コーヒー Nespresso エクスプレッソ・コーヒー・
メーカー 消費トレンド

出所：Les nouvelles strategies concurrentielles par Pierre Roy La Decouverte
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練した形で発展させて相対的比較コストの側面
に焦点を当て、「比較優位」理論を国際分業の
存立理由として説明しようとした。その前提条
件は、①規模の利益は存在せず、②静態的分析
であり、③産業間貿易が対象で産業内貿易は考
慮されず、④生産性の相違を比較優位の原因と
し生産要素の賦存条件を考慮していなかった。
ヘクシャー・オリーン、サムエルソン、ストル
パーらは技術の違いではなく生産要素の賦存比
率が貿易を成り立たせ、労働力が豊富で資本が
限定されている国は労働集約産業に、逆の場合
は資本集約産業に特化していくとした。比較優
位論は、財貨の自由移動と完全競争と静態的均
衡を前提条件としていた。これに加えて、①資
本・労働・技術という生産要素の非自由移動、
②相対価格は労働生産性格差によること、③生
産の収穫率が一定であること、という仮定条件
があった。

1992年、クルーグマンとオブズフィールドは
比較優位論を援用していけばある一か国が全面
優位に立つことも想定されると批判した。世界
貿易は国際分業ではなく、類似商品の相互貿易、
産業内分業、企業内分業などが顕著となり、理
論との乖離は明らかとなった。現実の世界貿易
は北米、欧州、アジアの３極貿易が70％以上、
かつその３極内域内貿易がそれぞれ５割以上を
占め、そして多国籍企業による直接投資が貿易
構造を変化させている。ここから国際貿易論は
産業経済論、企業経営論に接近させることに
なった。企業の多国籍化が世界的現象となり企
業の国際競争力の概念が鍵を握るようなると市
場シェア拡大が重要テーマとなる。競争は寡占
化し、同時に不完全化した。寡占的競争では「見
えざる手」ではなく限定された「見える手」と
しての寡占企業間で需給曲線ではなく「ゲーム
の理論」によって相手ライバル企業の反応を予
期して戦略的な決定をする。しかし寡占状態の
企業競争では「囚人のジレンマ」と呼ばれるラ
イバル企業間の相互抑止力が作用して、類似し

た貿易・投資行動に出て競争優位が瞬く間に失
われていく。

本論の新しい競争概念はこのように歴史的に
見ても、その文脈の流れの中で最新時点の概念
のひとつとして位置づけられるものであろう。

＜新興国企業との相似＞

こうした状態に拍車をかけたのは、新興諸国
について新たな巨大なマーケットとして市場主
義経済のビジネス・ゾーンに入ってきた所謂、
BOP階層である。これらの国々では「野生的
で荒削りな」（注22）急成長企業が産業の上流
部門から下流部門まで及んでいる。まず第１グ
ループは地下資源開発関連である。炭化水素分
野では上位３社をこの新興国グループが独占し
ている。中国のペトロチャイナ（Petrochina）、
ロシアのガズプロン（Gazprom）、ブラジルの
ペトロブラス（Petrobuas）の３社である。い
ずれも国家の独占的企業体である。第２グルー
プは下流部門の企業である。電子部門では中国
のLenovoは世界第４位のパソコン、家電の中
国Huawe、 電 気 通 信 第 ６ 位 の イ ン ド の
TubecathodiqueやVideocom、軍需・航空分野
では産軍複合体成功例としてカナダ・ボンバル
デ イ エ に 次 ぐ 世 界 第 ４ 位 の ブ ラ ジ ル の
Embraer、製薬分野ではインドのDrReddy’sや 
Marix、自動車分野ではまだ世界20〜30位だが
ブラジルのMarcopoloなど急成長している企業
が多い。第３グループは第３次産業部門の企業。
電 話 通 信 のChina Mobile Communication 
Corporationは世界一のオペレーターである。情
報 処 理 分 野 で はTata Consultacy Services、
Infosys, Wipro, Satyanなどの企業は世界の情報
処理門の半分以上を占めている。インド輸出の
20％、GDPの3.5％は情報通信産業である。

企業経営モデルとしてこれらの新興国企業の
特徴とはどのようなものであろうか。企業成長
戦略は、まずその戦略実行の迅速さ、それから
内部的成長戦略というこの２点である。自国で
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の投資はgreenfield投資であっても、海外では
すべてbrownfield投資である。倒産寸前の企業
再建もあるが、先進国企業の中でも最も代表的
な企業を買収することが多くなっている。これ
は世界的地位を目指す意図、先進国企業を奪う
ことによって世界市場のシェアを増大させるこ
と、先進国企業の技術とコンペタンスを獲得す
ること、などの戦略に基づくものである。とく
に成熟基幹産業（自動車、家電、金属）や先端
ハイテク産業の企業が買収の対象になってい
る。インドのTataグループは英国企業を植民
地時代の復讐かのように（注23）買収している。
すでに英蘭合弁製鉄企業Corus、紅茶Tetley、
自動車 Jaguar、Land Rover、Peninsular & 
Oriental Streamなどの花形名門企業を手に入れ
ている。その戦略実行の迅速さや内部的成長戦
略と言う点は、ダベニが論じている新たな競争
概念にいみじくも類似しているのである。

＜経営学理論の流れ＞

経営学理論の系譜を辿っていくと経営学の潮
流を４つの時期に分けて考えることができる。

（注24）
第１期　1900年〜1930年　古典学派　効率的生

産　効率的経営･生産　工学重視　技
官･実務家が主導

第２期　1930年〜1960年　人間関係・行動学派　
個人のモチベーション　工学から人文
科学へ移行　企業経営の機能の中心に
人間的要素を据える重要なステップ　
個人の動機や充足感が企業経営に不可
欠　古典学派と人間関係学派が長期
間、経営学の主流に

第３期　1960年〜1980年　コンテンジャンシー
学派　人間関係重視とは対極な合理主
義　クローズドなアプローチから開か
れたシステム志向　外部条件・環境を
優先　オープン・システム

第 ４ 期　1980年 〜　 経 営 へ の 社 会 学 的 ア プ

ローチ　参加型経営　人間を社会のプ
レーヤーとする　経営を開かれたシス
テムとする　経営をとりまく複合的な
社会経済環境

コモディティ化を巡る世界的な企業の行動パ
ターンは、戦略論の理論的バックボーンを成し
ていたコンテンジャンシー学派の企業外部環境
条件への適合に代わって社会学的アプローチを
も含めた企業内部の経営コンペタンスに移って
きていると言えるかもしれない。これに該当す
る理論的流れが1980年代より発展しつつある。
そのひとつがコンベンション学派である。新古
典派やウィリアムソン流制度学派を包含した広
義の制度学派とも一線を画するが、この学派は
個人行動のミクロとマクロのレベルでの有機的
な全体としてのアプローチをさらに生成と変化
の時間差を区別しようとする。コンベンション
とは裁量的なルールの特別型で法的罰則を伴わ
ない正確さを欠き曖昧だが公式の全体を意味す
る。個人と個人の間の調整が限定された中で功
利的で合理的な個人行動のルールを通じてなさ
れる。個人行動の調整が重層的シェーマを通じ
て「妥協」が成立する「ルールの均衡」なので
ある。ここでは新しい違い、新しい妥協、新し
い協約が成果として現れてくる。

英 国 の ジ ョ フ リ ー・ ホ ジ ソ ン（Geoffrey 
Hodgson）はベブレン流のアプローチをダー
ウィン主義の生物学になぞらえた。ダーウィン
が唱える遺伝、変異、淘汰は自然界のみならず
経済社会現象に適用されるものである。フラン
スではジュルケムが社会学を制度の科学と定義
したが、ホジソンは経済にまで範囲を拡げた。
これをテスモロジー（thesmology）と言うが「経
社学」とでも訳されうる（注25）。進化論から
進化経済学と呼ばれたりしている。ホジソンに
よれば新しい制度経済学とは個人の相互作用こ
そが制度形成に預かり、肯定的反応が因果関係
を通じて制度を強くする。制度の影響とその重
要性を無視することは難しくなってきた。
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結論

次の３点を競争優位から新たなハイパー競争
を考えるための結論に替えたい。

第１に科学としての経済学は制度を受け入れ
て、それを新古典派のように外生化せずに自分
の領域として「内生化」する必要がある。新古
典派のパラダイムでは他の社会科学に優越した
自明の公準を厳格な科学として形式化すること
であった。従って制度学派では個人の理数的合
理性や数学的形式化というような新古典派の伝
統に距離を置くものである。

第２に「変化」に対する考え方である。変化
し続ける世界の中で制度は恒久的な要素であ
る。マルクスやシュンペーターの言うように資
本主義の歴史的な特徴は変化の持続である。持
続と変化という宿命的に二項対立の課題の中で
時間的な一時性をその後に続く継起としてとら
えなければならない。

第３に「創発」（emergence）の概念を分析
対象にしなければならない。予期しない結果、
理解できない結末、構成や凝集の仕方から発生
する効果などは、経済事象の多くの階層、すな
わち個人、組織、制度、経済、社会そのものな
どの階層間の相互反応作用といったものを考慮
することによって、「創発」という概念を通し
て新たな視座として重要な位置づけを提供して
くれるはずである。
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