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Ⅰ はじめに 
 これまで企業が競争優位性を構築する場合，自前で蓄積した経営資源を用いることが一

般的とされてきた．しかしながら近年，企業間の提携（alliance），なかでも「戦略的」提

携行動が盛んに行われていることは周知の通りである．こうした企業の動きにかんし，理

論的分析が多くの研究者の手によって行われているが，確固たる理論が確立されたとはい

い難いのが現状である． 
ところで，企業の経営資源の効率的利用を論理的に説明するものとして，内部化理論が

広く知られているが，これは戦略的提携論と相容れないものとされている．そして，今日

の提携活動の活発化ゆえに，内部化論者たちの主張は，すでに有効性を失ったといわれて

いる．こうした評価は，はたして正しいのだろうか．内部化理論に問題点があるとすれば，

いかなる改良を施すべきなのだろうか．そこで本分析では，内部化理論の基礎的枠組みを

拡張することで，企業の戦略的提携行動に対し，ひとつの理論的解釈を加えることを目標

とする． 
 

Ⅱ 戦略的提携の位置づけ 
１．戦略的提携の定義 
まず，戦略的提携の基本的性格について，検討することから始めよう．「戦略的提携」は，

1980 年代に登場した比較的新しい用語である．「戦略」とは元来軍事用語であり，戦いに勝

利するために行う計画を意味する．本分析で注目する企業行動の戦略とは，需要・供給，

競争者の動き・技術開発など，さまざまな経営環境の変化に対応しつつ，ライバルにはな

い独特のポジションを創造する長期的な革新的企業目標を着実に達成するための整合的な

行動指針・方式の採択，諸経営資源の柔軟な組み合わせ・有効分配による新経営資源の開

発，ないしはその一連の行動パターンと表現できる１． 
〔第 1 表〕からわかるように，企業間提携は多岐に渡るが，とりわけ戦略的提携と呼ば

れる企業行動は，各種提携の中でいかに位置づけられるのだろうか．従来型の提携は，特

定の製品・サービスの販路の拡大，原材料や特定の技術を含む中間財の調達ルートの探索・

確保，現地市場に適合した製品開発におけるコスト・リスク回避を目的とするもの（ロー

カル志向的）であった．すなわち，既存の経営資源の利用を基本とした企業行動であり，

自社の弱点を一時的関係下にある外部企業の経営資源によって補う，補完の経済性を追求

することが目的とされる．そして，それによって生み出されるものも伝統的な経営資源に

少々ひねりを加えた程度のものが多く，いわゆる「戦術」的な性格が強かったわけである２．

一方，戦略的提携においては，外部資源に依存しながら自己保有資源を向上させる（たと

 1



えば，経営管理や品質管理システム，技術開発能力，企業の思考，企業文化などの学習）

という性格を有する点では，それまでのものと違いはない．けれども，企業間ネットワー

クを形成する各参加企業は，所有権支配や法的支配による関係下にはなく，非統合の関係

にある．すなわち，関係基盤が資本にはなく，生産，販売あるいはマネジメントなどの知

識・情報の共同利用にあることを特徴とする．さらに戦略的提携では，複数企業間で互い

に経営資源を持ち寄り（相互補完），それらを結合し，圧倒的な市場競争力につながりうる

新たなそれを共同創造３することで，一社のみでは実現が困難なブレークスルー（技術突破）

を達成する相乗効果が期待できる．つまり，共利共生というスタンスをとりながらも，そ

れぞれは特定分野内で自律的立場を保ちつつ，対等な位置関係下で，互恵的利益を得ると

いう，連結の経済性の享受を目的とした協働関係を構築することが，戦略的提携を結ぶ最

大の目的なのである４． 
〔第 1 表〕企業間提携の諸形態 
技術提携 技術移転・供与，技術交換（クロス・ライセンシング），共同研究・開発協力，ターンキ

ー契約，技術者の派遣などの人的交流など 

生産提携 ＯＥＭ委託*・受託，生産設備の相互利用，余剰生産設備の提供，製品の組立て・検査協

定，部品規格協定，製品棲分け協定，セカンド・ソーシング**（買い手が安心するように，

供給先を複数にするために行う技術供与）など 

販売提携 代理店契約，販売委託（フランチャイジング），サービス契約など 

調達提携 部品・半製品の供給や資金調達などにおける提携 

全般的提携 合弁，合併・買収 

 （注）＊は調達提携，＊＊は技術提携のひとつともいえる． 

以上から，戦略的提携の主な特徴は，〔第 2 表〕にまとめることができる． 
〔第 2 表〕戦略的提携の特徴 
♦複合的連結性（3 社以上による consortium の形成というマルチ型が見られる）． 

♦パートナー相互の積極的な協調を通じた経営資源の融合（give and take の関係）による，新たな価値創 

造（いわゆる機能的提携）． 

♦国境・業界の垣根を越えた提携（cross industry 型提携）の出現． 

♦それぞれが，ある程度のコントロールを残し，限定的・一時的・対等・非出資（パートナーの経営権の取

得を目的としない）という緩やかな連結関係． 

♦競争企業間の提携（crossroad での提携）が見られる． 
♦利害の一致はあらかじめ当該企業の双方の利害を調整して設定された一致ではなく，双方の独自の利害 

に応じて展開する事業構造の再編・展開の過程で成立する均衡点としての一致（戦略的意図の一致）． 

♦参加する各企業が，将来のコンピタンス獲得（win/win 関係５の構築）を目的とする，長期的関係６． 

戦略的提携は，新市場へのアクセスの確保を実現するための経営資源の蓄積・開発戦略

のひとつの選択肢であるといえるわけだが，戦略的提携の定義には諸説が存在する．〔第 1
表〕で示したようなライセンス（クロス・ライセンス）契約，フランチャイズ契約，合併・
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買収（M&A），合弁事業（JV）などをも含めた総体を戦略的提携とみなす論，逆に戦略的

提携をこれらとは別のものとして扱う論など多岐に渡る７．しかし，これらはすべて企業間

提携という範疇に収まるものの，移転される経営資源の動きなどの違いに着目すれば，戦

略的提携と，こうした目標の共有性の低さ，経営資源の一方的移転という性格を有する，

いわゆる「提携戦略（alliance strategy）」とは区別するのが適切であろうと考えられるし，

ルースな関係という特徴を持つことに注視すれば，M&A や，パートナー同士が株主という

資本関係を有する合弁と戦略的提携とは別の範疇に入ることになる８．以上の議論から，戦

略的提携は，技術に限らない，より広い意味での経営資源の共同研究・開発協力といえ，

その他の各種企業間提携とは区別するのが適当であろう． 
 
２．連結型組織による経営資源開発 
戦略的提携の目的は，自社企業（および自社を含む企業連合体）の経営資源（主に技術）

や，それが具現化された製品における競争優位性を構築することにある．ところで，経営

資源開発にかんして，企業には経営資源を自社内で創造する方法，外部からそれを獲得（取

引売買）し自社内の経営資源と組み合わせる方法という，おおきくふたつの選択肢がある．

ここでは，それぞれを経営資源の「自前主義（内部創造）」「外部調達（取引的提携）」と呼

ぶことにする．これに対し，戦略的提携は，他社の所有する経営資源を導入・利用する一

形態といえるが，企業間の境界線が曖昧なことから，内部創造と外部調達との間に位置づ

けられるため，多くの論者によって「中間形態９」と呼ばれている．そこでは既述のように，

パートナーから経営資源を得，かつ補完的な経営資源を自らも提供し，それらを融合する

ことで両社が共有する新たな優位性が創造される。いわゆる市場と組織体を連結・調整し，

新たな創造を生む「連鎖型組織」と宮沢（1989）が命名するような第三の社会システムで

ある．加えて戦略的提携は，こうした活動が仮想企業の中で行われるとも考えられる１０．

この関係をわかりやすくしたものが〔第１図〕である． 
［第 1 図］戦略的提携のイメージ 

 

 3



今日，とりわけ盛んに行われている戦略的提携は，新技術の開発段階でのそれであり，

本稿ではとくに，こうした戦略的技術開発提携を扱うものとする． 
なお，提携関係の形成は，必ずしも企業同士のみに見られることではない．政府機関，

大学・研究機関などの学術会（いわゆる産学官提携）や，その他の組織との間においても

形成されることがある．けれども，こうした戦略的提携と，企業間の共同研究におけるそ

れとは，多少意味合いが異なる．黒川（1994）が分類するように，企業間共同研究におけ

る戦略的提携は「依存型」，すなわち重要な資源を外部に依存する性格を有するものであり，

他方，大学等とのそれは，自社の独自性を更に強めようとする「独立型」の戦略的提携で

あるという違いがある．本分析では，紙幅の制約上，後者のケースについては考察の対象

外とする． 
 

Ⅲ 新たな内部化理論 
１．長谷川仮説についての検討 
 つぎに，戦略的提携と内部化理論との関係について考えよう．内部化理論が扱う内部化・

外部化とは，企業内に蓄積された既存の経営資源（中間財）をそのままの状態で有効利用

する（過少利用を解消しようとする）という目標を実現するための選択肢を示すものであ

る．つまり，内部化理論は，経営資源の水平的展開における技術管理戦略（開発した技術

を管理し効率的に運用する戦略）論であるといえ１１，自社の持つ競争優位的な経営資源の

外部放出をするか否かの問題に焦点を当てるものである． 
他方，前章で見たように，戦略的提携についての分析は，主に生産活動に用いる経営資

源をどのようにして創造するかに視点を注ぐ．しかしながら，戦略的提携関係を結ぶ際に

は，自社の経営資源の外部放出が行われる．このとき，自社の経営資源を取り戻すことを

不能とする不可逆性と，それに伴う優位性の喪失という大きな問題を生じさせかねない．

そこに，内部化理論の主張との接点が浮上する． 
外部市場での経営資源取引において避けられない，事前に外部者に取引財をディスクロ

ージャーすること，あるいはパートナーが契約内容に反する機会主義的な行動に出ること

で発生する自社の優位性の消散リスク，およびそれを回避するためのモニタリング・コス

トの大きさが禁止的水準にまで達するため，こうした選択は不合理であると内部化理論は

説明する．内部行動とは，「外部者に知られないよう秘密に相談し，物事を進めること」と

いう意味があるように，内部化理論は，上記の理由から取引市場を内部化することの有効

性を説き，〔第１図〕が示すように，経営資源の開発において，戦略的提携は，自前主義と

外部調達との中間的性格を有する連結型組織として位置づけられ，そこでは，自社の経営

資源の外部放出が行われる企業間の提携は自社内取引に対して，セカンド・ベストな選択

肢であることを主張してきた． 
いずれにせよ今日，戦略的提携が盛んに行われているのが実情である．こうした理由か

ら，内部化理論が戦略的提携を説明しうるものかが疑問視され，同理論の限界説が唱えら
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れるようになっているのである．そのような中，長谷川氏（1998a）は，内部化理論と戦略

的提携論との両立の可能性を模索している．長谷川氏は，内部化理論の基礎的枠組みにつ

いては，肯定的評価を下す一方，以下のような限界点を同理論の中に見出している１２． 
①内部化コストの大きさが不明 
②内部化理論は提携を不本意な選択としてとらえている 
③企業は取引コストを最小化するとは限らず，ネット利潤の最大化するという視点への 
転換の必要性がある 

④ライバルとの競争関係という視点の欠如 
⑤企業家精神やイノベーションなどの要素を導入した動態的分析の必要性 
以下，これらの指摘について，検討することにしよう．①の論点は，取引を内部化する 

ことで取引コストを迂回するにせよ，内部化のコストの大きさが明示されない限り，内部

化理論の主張は厳密性に欠けるというところにある．つまり，内部化のコストが外部化の

コストを上回るという絶対的根拠が見出せないことを指摘している．つぎに，内部化論者

の主張は企業間提携の形成を理由付けできず，近年の企業行動の説明としてはふさわしく

ないことを②で論じている． 
内部化理論は，外部との経営資源の取引が不合理となる大きな要因を限定合理性

（bounded rationality）に求めるが，バックレー＝カッソンの『中間財市場は，もしベネ

フィットがコストを上回るなら，そのときに限ってのみ内部化されよう１３』という表現か

らわかるように，各モードのコスト・ベネフィットはあたかも可視的で，その分析を行う

ことで，企業は合理的な選択が可能であるような理論を構築しているところに，ひとつの

矛盾がある。経営資源の開発モード選択という文脈で考えても，いうまでもなく企業の行

動は，実行前に決定されるわけだが，たとえばドーズ（1996）も論じるように，行動の初

期条件が成果を決するわけではなく，行動過程で生じる変化・状況に応じて，不測のコス

トが発生するし，企業の選択したモードが，期待通りの成果をあげられる保証はどこにも

ない．仮にこれらについての正確な情報が事前に入手可能であるならば，失敗に終わる提

携などありえないはずである．さらには，機会コストや，後述する提携関係を持つがゆえ

に生じうる将来的な優位性の構築力の喪失というリスクなどに関しても，正確に定量化す

ることはできない．ゆえに，モード選択を決定する純利益の比較は，あくまで予想値での

それでしかない。人間は，限られた情報処理能力や認知能力，計算能力しか持たないので，

合理的選択を行うことは不可能である．よって企業活動の選択は，合理性に基づいた最適

解ではなく，企業家の擬似的・限定的な合理性による満足解に依存するということを明言

すべきである．企業活動の選択とは，ベストな解・行動ではなく，十分よい解・行動の発

見・探求なのである１４． 
そして，このコスト・リスク，ベネフィットについての内部化理論によるとらえ方にも

問題がありそうだ．内部化理論が列挙するさまざまなコスト・リスク，ベネフィットとは，

主に各モードにおける取引費用を高める，あるいは低める（回避する）変数を指している．
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こうした変数の大きさが各モードで異なることが，それぞれの取引費用の大小関係を決し，

ひいては選好序列を決すると考えている．ラグマン（1981，1985）は，輸出，FDI，ライ

センシングのいずれを企業が選択するかという分析において，３つの選択肢のうち，純現

在価値（NPL）で測定した純利益（総収入－総コスト）が最も大きいものが選択されると

論じる１５．けれども，ラグマン仮説では，（立地条件一定のもとでは）生産費用がいかなる

モードにおいても同値であることを仮定していた．しかしながら，これが一致することは，

極めてまれであることは想像に難くない。各モードにおいて実際に生じるコストの大小関

係に注目するにせよ，経営資源の取引そのものに関するものだけを論じるのでは不十分で

あるといわざるをえず，生産（開発）活動に要する費用比較は， 
総費用＝生産（開発）費用＋取引費用（調整費用 

             ＋取引リスク（オペレーショナル・リスク＋機会リスク））１６ 
で考えるべきである．同時に，内部化理論は各選択肢の総収入が一定であることを仮定し

ているが，これも現実的ではなさそうである１７．したがって，内部化理論が想定する取引

費用最小化の追求が，企業の主眼目とはならず，長谷川氏の③の主張のように，各モード

の純利益，先程の議論と合わせれば，企業家が知覚するコスト・ベネフィットによって算

出される期待純利益１８の大きさが，企業の行動を決定するという枠組みを構築すべきであ

る． 
④の論点は，企業の行動がそれを取巻く環境に大きく影響を受けるはずであるというこ

とである．たとえば，ライバルのソニーに対抗することを目的として，松下電器と日立と

の間でデジタル分野の共同開発提携が結ばれたことを考えれば，これも現実的なビジネス

モデルを構築するうえで有益な指摘であるといえる． 
 前述のように，従来の内部化理論は，既存の経営活動を水平的にどこへ移動させるかと

いう問題に焦点を当てており，戦略的提携が論じる対象領域とは異なる．したがって，⑤

の指摘は，批判というよりも内部化理論が戦略的提携論を包摂してゆくための課題として

重要な指摘といえる． 
 以上，長谷川氏は内部化理論と戦略的提携論の関係を考えるうえで，きわめて有益なヒ

ントをわれわれに与えてくれている． 
 
２．内部化理論の新展開   
このように，内部化理論の基本的フレームワークには多くの問題点が残る．けれども，

内部化理論は時代とともに修正が加えられ，新たなものへと進化しつづけていることも見

逃せない．近年の内部化理論は，企業間提携を理論的に説明しうるよう改善する試みがな

されているのである． 
バックレー=カッソンの企業のモード選択理論は，既述のように，不自然さを残すもので

あったが，のちにバックレー（1988）は，情報コスト，実施コスト，管理コストなどの取

引コストは，分類・列挙はできるが，それを測定することはできないと論じている．そこ
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で，コストアプローチを補足するものとして，バックレー（1988，1990）およびカッソン

（1988）は，企業家概念を導入している．そこでは不確実性下で，複数の選択肢の中から

適切なものをすばやく発見し，それをつかむ判断・選択能力である企業家精神の重要性を

論じる．すなわち，バックレーらは内部化する機会を知覚することが企業の優位性を形成

するというわけだが，これを別の角度からみれば，正確なコスト・ベネフィット分析は感

覚的なもの（企業家の情報収集能力で精度を高めることはできるが）であることを論じて

いると理解できる１９． 
またバックレー＝カッソン（1998a）では，これまでの内部化アプローチは，静態的分析

にとどまってきたが，これは欧米の黄金時代という背景のもとで生まれ，その限りでは有

効であったと論じている．つまり，企業をとり巻く経済環境の変化が小さい時代では，従

来のモデルで問題はないが，近年（オイルショック以降）の日本を含めたアジア諸国・地

域の台頭などで市場環境の変化が激しくなる中では，分析に動態的視野を導入することが

必要とされることを強調している． 
ところでグローバル競争下では，企業は素早く，スムースに変化に対応し，経営資源を

再配置する能力であるフレキシビリティさが求められる．そこで上記のような企業家精神

が求められるが，自社内の既存の経営資源ではそれはきわめて困難であるという．なぜな

ら，たとえば過去の経験によって得たもの（経営資源）はすぐに陳腐化するため，新たな

ものに転換しなければならないが，それを放棄することがなかなかできないこと，あるい

は企業活動に必要な情報は増加する一方，その収集・蓄積・分析能力には限界があり，不

確実性に十分に対応できないことが，時代に適合したイノベーションを一社のみの力で行

うことを難しくさせるからである．仮に自社内である程度のスキルの幅の拡大と，グロー

バル製品の開発が可能であるにせよ，莫大な人的資本の訓練・教育コストや R&D コストに

直面することになる．これらの問題を回避できる一方策として，企業間提携の形成（JV）

による「外部知識の」内部化を高く評価している２０．さらにこうした提携により高められ

た企業特殊的優位性がもたらす良好なパフォーマンスが，将来の自社のポテンシャルを高

めるための資源投入を可能とするというメリットも，付け加えて指摘している

（Boyd=Buckley，1995）． 
ラグマン（D’Cruz=Rugman，1994a,b）は，ファイブ・パートナー・モデルにより，フ

ラッグシップ企業（MNC），キーサプライヤー，キーカスタマー，選ばれた競争者，非ビジ

ネスインフラからなる非所有関係のビジネス・ネットワークについて分析を行っている．

そこでは市場・技術の素早い変化という今日の特徴に注目し２１，ヒエラルキー構造は革新

力や適応力を制限するため非効率なモードである一方，ネットワーク関係では，情報，有

形・無形資産の共有により，組織学習と知識創造が促進され，効率的開発活動が実現でき

ると評価している．そして急速な技術革新は製品・技術の陳腐化を早めるが，企業は自社

の競争力のある分野へ集中投資し，他の部分は提携で補うことで活動を効率化できるとい

う（Rugman＝Verbeke＝D’Cruz，1995）．提携関係を構築すればパートナーの機会主義的
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行動により発生する取引コスト，生産をコーディネートすることに関するガバナンスコス

トなどが生じる．けれども，ネットワークが生み出すベネフィットはそれを相殺するに余

りあるという．さらに，フラッグシップ企業がパートナーに価値連鎖の一部を任せるとい

う関係が，信頼性，安定性を高めるため，リスクを低減することができるという． 
コントラクター＝ローレンジ（1988a，b）は，自前主義（完全所有活動）と企業間提携

という二分法での分析を試み，後者が選好される条件として，「自前主義に比して提携を選

択したことによるベネフィットの増加分とコストの減少分」から「自前主義に比して提携

を選択したことによるベネフィットの減少分とコストの増加分」を減じたものが正（かつ

パートナーの利益シェアより大きい）であること，かつリスクが提携によって低減される

ことを挙げている．さらに，これら各コスト・ベネフィットを目標プロジェクトに直接的

にかかわるものと，それに間接的な影響を与えるものとに分類して，一層の理論の精緻化

をはかっている．そして，提携関係は技術移転の際のリスクを伴うが，それ以上に（たと

えば競争者数の減少に伴う）規模の経済性や，効率的な技術革新（開発リスクの低減，シ

ナジー効果）などのメリットが大きいことから，有効なモードであると論じている． 
最後にダニング仮説を考察しよう．ダニングは，これまで企業間提携をセカンドベスト

としてとらえてきた主張を貫徹することはせず，自らが提唱する折衷パラダイム（eclectic 
paradigm）を用いて，提携の有効性を示そうと修正を試みている．ダニングは企業間提携

（JV は含まない）が，とりわけハイテク産業などの高度技術集約型産業で多くみられるこ

とを示し（Gugler＝Dunning，1993），幅広い技術を必要とするイノベーション活動ほど企

業が協力し合うことの有効性を強調する．なぜなら，自社内の経営資源だけでは達成が難

しい多くの技術の習得（補完資源へのアクセス），多額の R&D コスト・リスクの分散など

を実現しうるからである．加えてダニングは，今日のプロダクトサイクルが短縮化してい

ることにも注目し，その意味でもコストの削減は企業が追及しなければならない課題であ

るが，それを解決できる点も合わせ，アライアンスのメリットは大きいと評価している．

ダニングの折衷パラダイムは，内部化理論をその基礎としているが，企業の技術開発チャ

ネルの選択は，期待
・ ・ ・

される
・ ・ ・

コストとベネフィットに依存する（Dunning，1995）としてい

る． 
旧来の内部化理論で企業間提携をうまく説明できなかった要因のひとつとして，コスト

とベネフィットのとらえ方が挙げられる．そこで扱われるコストは，経営資源の取引その

ものにおいて生じるコストであり，生産コストは各選択肢において（立地条件が等しけれ

ば）同値であると仮定され，重視されていなかったのである．けれども，〔第 1 図〕から容

易に想像できるように，外部の経営資源に依存すれば，技術の開発（生産）コストを削減

することが可能となることから，上記の仮定は現実的ではない．また，従来の内部化理論

でいうベネフィットは，主に代替案で生じる取引コストを低減・回避できることを指して

いた．そして各選択肢における売上高をはじめとした，いわゆる一般的にいわれるベネフ

ィットもコスト同様，それぞれで同値であるとされてきたが，この仮定も説得性に欠ける

 8



ものといわざるをえないが，こうした点は修正されている． 
かつてチャンドラー（1962）やトンプソン（1976）は，不確実性の源泉である技術や環

境に応じた戦略を策定し，それに従った組織を形成することの重要性を説いた．これまで

考察してきたように，比較的新しい内部化理論は，企業をとり巻くライバルの行動など外

部諸環境の反応・変化を予測し，それに対応するために，チャンドラーらの論じたような

企業内ではなく，企業間の組織構造を改めることの重要性を強調している．それらの分析

では，企業間提携による収入の増加，技術開発コスト・リスクの低減の効果などに目が向

けられ，以前のコスト・ベネフィット分析は修正されている．上記各論の要点を統合した

ものを仮に「新内部化理論」と呼ぶとすれば，それは，以下のように定義することができ

る． 
 

〔新内部化理論の定義〕 
企業行動は，各選択肢で生じると企業家が予測する，間接的なものをも含んだベネフィッ

トとコストの差（期待純利益）の大小関係で決せられる． 
 

これを参考にすれば，企業のモード選択は，以下の（1）式で示される期待純利益（π ）

の大小関係で決せられることになる．  
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ここで，
eB ；期待直接ベネフィット，α ；期待間接ベネフィット， e

eC ；期待直接コスト，β ；期待間接コスト，
e er ；期待割引率（一定）， 

m ；交渉・基本開発終了までの期間（年後）， n ；販売期間（年間） 

 
3．経営資源の開発におけるコストとベネフィット 
すでに見てきたとおり，各内部化論者の論じる企業間提携と本稿が指し示す戦略的提携

とは，必ずしも一致しないが，本稿のいう戦略的提携をも包含したものを分析の対象とす

るケースも少なくない．また，バックレー＝カッソンは合弁形態，ラグマンは立場が対等

ではない企業間提携を中心に扱ってはいるが，経営資源を相互利用する中間組織を分析対

象としていることにはかわりはないことから，提携の定義を修正しつつ，彼らのモデルを

用いることに大きな問題はない．本稿では，以下，近年の内部化論者の提携論のエッセン

スを用いて，戦略的提携を適切に説明しうるか否かについて検討することにしたい．  
そこで，これまで諸家によって論じられてきた経営資源開発の各モードにおける主要な

コスト・ベネフィット（他のモードにも該当するものもあるが）についてまとめてみよう．

ここでは，前述の理由から，戦略的提携同様，両刀型である系列企業による共同開発（系

列間創造），M&A，合弁を個別に扱う． 
これまで企業は，出資から開発，販売までに至るすべてを自社内で行い，価値創造を行
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う自前主義という形態を主にとってきた．こうした自己完結型（自立化）戦略は，自社の

裁量で経営戦略を決し，生産活動を行えること，イノベーションを行う際に必要な R＆D，

生産，マーケティング各部門間の比較的効率的な調整・能力の融合が可能で，統合の経済

性を達成できることなどに利点がある．一方で，（とくに大企業では）市場での地位の維持･

拡大を重視することや，開発された技術そのものは市場評価を受けないことから，経営資

源の利用における効率性が損なわれてしまうという問題がある．また，ハメル（1996）が

論じるように，過去と将来との間に連続性が存在しなければ経験は価値がない．それまで

の R&D の延長線上にある場合，ノウハウや技術が蓄積され，生産効率が上がるという経

験・学習効果が期待できるが，経路依存性という特質から，それまでと性格を異にする R&D
が必要なケースでは，過去の成功にこだわり，なかなか unlearning できず，市場環境の変

化に柔軟に対応できないことが大きな負の要素となる．こうした場合，多角化という形で

過去のものに加え，新たな技術・製品の開発に取組む（総花的開発）にせよ，経営資源が

分散化され，コア・コンピタンスの確立がおろそかになるし，必要とされる能力と既存の

能力との重複性の低さから，範囲の経済性を享受し，トータルコストを削減できる可能性

は低い．逆にいえば自前主義の利点を生かすために範囲の経済性のメリットの追求をすれ

ば，本業から大きく離れていない分野での開発に限定されてしまうことになる（長谷川，

1998a，pp.123-124）．さらに組織が肥大化するにつれ，管理組織の維持費用の拡大や，意

思決定など諸行動の鈍化（組織の硬直化）の危険性という問題に直面する．後者は，企業

規模の拡大により，意思決定の伝達，現場情報のフィードバックの効率性が低下し，内部

コミュニケーションの円滑化が難しいことや，社員全員の業務に対する十分な理解・関与

が難しいことによる内的不確実性（経営組織の内部要因に起因する不確実性）の問題であ

る．このように，新たな技術を開発する場合，企業の成功経験や規模がむしろ革新力の衰

退につながり，成長の不利益をもたらすことになる２２． 
つぎに M&A であるが，これは外部の経営資源を活用する形態として，以前から多く見ら

れる形態である２３．相手企業の持つ経営資源（ブランド力などを含む）をフル活用でき，

市場競争を有利に進めることができることなどにメリットがある．とりわけ他分野の経営

資源へ接近する際に行われる異業種統合で有効といわれている．けれども，M&A への反発

が，株主から，あるいは自律性の喪失を恐れ，有能な人材がスピン・アウト（job hopping，
spin off）するといったかたちで買収・被買収企業双方の内部から生じることがある．さら

には，とくに外国企業相手の M&A において，制度，法，慣習，文化，言語などの違い，い

わゆるコミュニケーションギャップ・文化ギャップが，自社の経営理念・企業文化などの

移転の際に，障害となる可能性が高い．現地ナショナリズムによる反発，独禁法など現地

の法規制への抵触なども大きな負の要素となる． 
第 3 番目は，とりわけ日本の産業で特徴的に見られる系列間創造についてである２４．系

列は，特定業者への取引集約化による需要・供給の安定化，親会社と子会社とのヒエラル

キー的関係（資本所有，役員派遣，取引条件に見られる力関係）による活動の効率化，コ
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スト・在庫リスク削減効果などという観点から注目されてきた．しかし系列間では新たな

経営資源の創造が，いわゆるデザイン・インといった形を通じて行われている．そこでは，

特定パートナーと継続的・長期反復的な固定的関係にあることで，協調的な企業関係が生

まれること，タイト・カップリングという特性が濃密な情報交換２５，技術者交流，企業間

調整を容易とすること，技術の囲い込みができること，M&A をグローバル戦略の武器とす

る欧米企業に対し，実質上の市場参入障壁となることなどの利点をもたらす（長谷川，1998b，
pp.37-42）．他方，これが抱える問題として，垂直的支配関係にあることが被支配企業の独

自性に富んだ技術開発を妨げ，十分なシナジー効果が発揮されないという点が挙げられる． 
 第 4 番目は，外部調達（他社からの技術購入，およびライセンス取得）である．この利

点として，必要な技術を選んで購入することが可能であり，効率的な開発活動に貢献しう

ることなどが指摘されているが，逆に，技術の使用，およびその技術を用いて生産された

製品の販売に制限が設けられるケースが存在することがマイナス要素となる．さらに適当

なパートナーを模索するためのサーチング・コストが発生することや，情報の非対称性に

より，購入する技術がいかなるものかを事前に正確に知ることができないという危険性が

ある．後者の場合，希望に反した技術移転に終わることや，自社の経営資源とのマッチン

グ問題というリスクがついて回る． 
そして本稿が議論の中心に据える戦略的提携に関しては，その特徴的利点として，一種

の共同・分業生産体制を構築することから，パートナーの生産設備や社屋・間接部門など

を利用し合うことで，余剰生産力の稼働率が向上するとともに，一社あたりの R＆D・設備

投資のコストを共有・分散できる資産圧縮効果が得られる２６．こうした共同・分業体制は，

競争力を持たない不採算部門・不得意分野での技術・生産を提携相手企業に委ね，互いが

優位性を持つ分野に特化する戦略をとることで，イノベーション・コストを低下させ，か

つ別のコンピタンスを構築することができる取捨選択の経済性２７をも追求できる．他方，

そのデメリットとしては，内部の研究意欲の低下を引起こす可能性が挙げられる．特定分

野への経営資源の集中は，学習・体験の範囲を限定するので，情報の蓄積と熟練形成を促

すという正の効果をもたらす一方，他社に委ねた部門での経験・学習効果が不十分となる．

つまり，特定分野の他社依存を強める場合，当該分野での相当の立ち遅れ（間接的リスク）

を覚悟しなければならず，二度と参入できない事態を招きかねないのである．換言すれば，

過度に専門化するあまり，「企業の空洞化」が生じやすくなる．その他にも，開発プロジェ

クトが複雑となるため，パートナー間を調整する高度な組織管理が必要になることなども

指摘されている２８．  
最後に合弁のケースを考えよう．この場合，原材料使用量・資金調達量の増大に伴う交

渉力の向上により，調達コストを引き下げることが可能となる．あるいは，たとえば外国

企業との間で行われる場合，現地の有名企業と提携することで，当該国・地域での社会的

認知・信頼を獲得できる．さらに，相手国企業側にも利益をもたらすことから，外国企業

に対する排他的障壁を飛び越え，市場の拡大（地理的多角化）を期待できる．他方，パー
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トナーとの関係上，自社の行動に制限があること，関係を解消し，再度新たな相手との関

係を構築する場合，莫大な時間とスイッチング・コスト（それまでの関係を解消するコス

トと新しい関係を締結するコスト）が発生することがデメリットとして挙げられる． 
 

４．企業間競争の激化と戦略的提携 
旧内部化理論は，かつての有効性は認められるものの，独立企業間競争から企業グルー

プ間競争（協力型競争）へと変化している今日の企業行動を論理的に説明できないと批判

されてきた．企業がそれを取巻く環境の変化に対応した行動をとることを考えれば，環境

が変化したがゆえに，旧内部化理論は，その説得力を失ったといえる．しかし，これを逆

にとれば，経済環境の変化という視点をモデルの中に整合的に組み込むことができれば，

内部化理論はその輝きを取り戻すための糸口を見出せるのではないかと考えられる． 
そこで，今日の市場の動きについて見てゆくことにしよう．その大きな特徴は，〔第 3 表〕

からわかるように，各製品における市場集中度が低水準にあったり，あるいは企業の市場

占拠率順位に変動があったりと，競争が熾烈化していることである．  
〔第 3 表〕世界市場シェア上位 5 社                              単位：％ 

液晶表示装置 DVD プレーヤー  
2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 

1 シャープ 20.0 シャープ 13.8 ソニー 22.1 ソニー 17.7  
2 サムスン電子 15.4 サムスン電子 13.3 東芝 15.7 東芝 13.2  

3 LG フィリップス 12.4 LG フィリップス 10.9 パイオニア 12.5 松下電器 12.0 

4 セイコーエプソン 10.0 セイコーエプソン  8.9 松下電器 10.9 サムスン電子 10.6 

5 日立 7.6 友達光電 6.1 フィリップス  9.0 パイオニア  8.4 

 カラーテレビ 自動車 

1 ソニー  9.5 ソニー  9.5 G.M. 23.9 G.M. 23.1 

2 フィリップス  9.0 フィリップス  9.0 フォード 15.6 フォード 14.1 

3 松下電器  8.0 松下電器  7.9  ダイムラー・

クライスラー 

12.2 トヨタ 10.5 

4 トムソン 6.5 トムソン  6.5 トヨタ 10.9 ダイムラー・ 

クライスラー 

10.4 

5 東芝  5.0 東芝  5.1 V.W.  9.6 V.W. 9.1 
（注）自動車については，各グループ． 

（出所）『日経産業新聞』2001 年 7 月 13 日，2002 年 7 月 12 日付． 
 
企業間の技術力が拮抗している状況下では，各企業は存続・成長のために，ライバルを

凌駕する経営資源（技術）を新たに開発しなければならない．こうした状況は，以下のよ

うな帰結を導くことになる２９． 
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ひとつは，R&D 支出や設備投資の増大である．日本企業の 2002 年度の研究開発は，前

年度比 2.98%増（連結ベース）で 65％の企業が増額と計画しているという．また，対売上

高比も上昇傾向にあり，これは投資効率が低下していることを表している．それと同時に

導かれるのが，開発期間の長期化である．そして第 3 点目は，ドラッカー（1995，邦訳）

が指摘するような特定企業・産業の技術ではカバーできない現状が生み出されることであ

る．ひとつの製品中に多様な技術が注入されるシステム製品の開発にみられるように，他

産業の技術を必要とするほどの複雑化が進んでいる．このように従来の業界間の垣根を破

壊し，複合技術を開発する競争（企業の融業化の必要性）へと進展している中，それまで

経験のない技術の開発へ莫大な投資（「落下傘型」新規事業展開）をすることで，技術突破

することが求められている．これにかんして視点を変えれば，競争の激化は他産業からの

参入を容易とするともいえる．実際，新技術が産業に導入されると，その産業の基盤とな

る技術が一新されるため，他分野からの新規参入が相次ぐといわれている．こうしたこと

が，一層の競争激化を促すのである３０．さらには，モデルサイクルの短縮化により，開発

した技術やそれが体化した製品で利益を刈りとれる期間，資本を回収する期間が短縮化す

る状況も生まれている． 
以上から，企業の期待純利益は，極めて低水準にとどまる結果となる．したがって，各

企業にとっては（1）式について，できるだけ を長期化させ，各期においてn B を増大させ，

を低下させるための方策を追求することが眼目となるC ３１． 
 
５．戦略的提携の効果 
新内部化理論も，市場競争の激化とそれに伴う技術革新の急速化といった環境不確実性

（経営組織の外部要因に起因する不確実性）に注視し，これが企業行動の選択に大きな影

響を与えることを論じる．そしてさまざまな正の効果をもたらす企業間提携締結の有効性

を説く．こうした主張に基づき，戦略的提携について検討してみよう． 
プーチック（1995）は，企業間提携によって高められる競争優位の２つの源泉として，

①資源（金，土地，特許など），②能力（経営スキルや市場知識，顧客との結びつき，もし

くは基本的な技術的能力）を挙げている．②は，基本的に情報を基礎とした眼に見えない

資源であり，組織内の人材に体化されているものである．これはヒトとヒトとのコミュニ

ケーションを通じてのみ得ることができるもので，スムースな開発活動には不可欠とされ

ている．前節で示したような問題の解決策として企業家が戦略的関係を結ぶことの効果を

評価するひとつの理由は，このように自己充足的活動や外部調達と異なり，参加企業の技

術者が新技術の開発に従事するという形で無形資産を得ることができ，開発リスクが低減

されることにある．とくに既述のような他産業技術の習得につき，業際的提携（対角線の

提携）によってこれが容易に実現できることは大きなメリットとなる３２．  
さらに提携によるコスト削減効果は，単なる経営資源の共同利用によってのみ生じるも

のではない．効率的な技術の取得は，上述のように実験の歩留まりが高まることによる開
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発のリードタイムの短縮もたらす．同時にこれは，生産の立ち上げの早期化と，それに伴

う生産工程での習熟度の向上，製品の歩留り率が高まることによるコスト低減をも期待さ

せるのである３３．すなわち，戦略的提携を結ぶことによるm  の短縮効果は， の低減に

あらわれる． 
C

ところで，製品差別化競争と商品過剰により，消費者選好の多様化，それに伴う市場動

向の不確実性が急速に進んでいる３４．ここで問題となるのは，開発しようとする製品への

顧客ニーズを一義的に定義しにくいという多義性や，開発する製品への顧客ニーズ・要求

機能，技術的な因果関係に関する情報の不足という不確実性，開発する製品への顧客ニー

ズ・要求機能，構成要素などが相互に影響しあう複雑性である（安本，2000）．また，新規

市場の開拓においては，過去のデータ・経験に頼れないため，こうした不安定材料はさら

に大きくなる． 
消費者選好の不確実性が高まる中では，企業は市場動向，あるいはその将来像に柔軟に

対応して，機敏に行動しなければ経営活動の存続は困難となる．よって，企業は，技術変

化の方向性，顧客の変化，業界構造の変化などをいち早く正確に判断する環境透視力，い

わゆる目利き（ビジョン）が必要となってくるが，複数の企業のマーケティング力を合わ

せることで，リスクを緩和することができる３５．さらには，戦略的提携により迅速に技術・

製品を開発し，市場へ投入できるという の短縮が，企業による人為的な消費者選好の創

造につながるという点も見逃せない．早期の新規市場参入はデ・ファクト・スタンダード

（de facto standard；以下 DFS と略記）の構築にもつながるからである．これは，外部経

済性（ネットワーク外部性）の内部化と，他社に対する参入障壁を高めることにより，規

模の経済性を享受することを可能とする

m

３６．逆に追随者の立場にあっては，十分な需要が

見込めないことから生産量も制限され，競争上必要な生産量・シェアを確保できず，設備

や生産方法の変更をせまられる．このとき，既存の経営資源がスラック化することで高額

な R&D 費用が埋没コストとなるのと同時に，莫大なスイッチングコストを負うことになる．

しかし DFS を勝ちとれば，n の長期化と上記コストの回避が可能となる．このようにして，

DFS の構築による時間的優位性の獲得は，市場不確実性の解決と開発効率（投資額あたり

の成果）の向上をもたらす３７． 
すなわち提携によるスピードアップの達成は，コスト低減のみならず，企業収入を高め

るというアウトプット面での効果（連結の経済性３８）もあり，今日，企業が直面するハイ

リスク・ハイコスト，ローリターンという問題を回避する． ，C B ，n がそれぞれ の関

数である（1）式において，戦略的提携を選択し，m を縮小させることが，C の低下と

m
B と

の上昇をもたらすと予想させるのである． n
これまで，ヒト，モノ，カネが，競争優位のための三要素といわれてきた．今日では，

これらに加え，情報とスピードが重要な経営資源とされ，alertness，agile および agility３９

という言葉が広く使われている．これまで盛んに行われてきた企業間のスピード競争は，

製品一単位の生産に必要な時間幅であるサイクルタイムの短縮，特定のものを生産指示か
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ら完成，出荷するまでの時間間隔である生産のリードタイムの短縮４０，あるいは多品種少

量製品の迅速な供給（コンビニ的競争４１）という側面で展開されてきた．しかし，今日で

はこれらに加え，いち早く新たな技術を開発して市場へ参入し，商機をつかむことが重要

となっている．いいかえれば，先行者利益４２というスピードの経済性を享受することが，

企業にとっての最大の命題となっている．グローバル競争とは，自社およびパートナーの

（人的資源を含んだ）経営資源を効率的に利用しながら，いかに時間と戦うか，いわば先

手必勝の競争であり，勝ち組と負け組みとが明確となる，まさに winner-takes-all の競争

なのである．  
それでは M&A と戦略的提携の選択問題はどうであろうか．競争の激化により，経営状況

が悪化した企業が増加する．このような企業は，不採算事業の切捨て，撤退を考えること

になる．その場合に発生するサンクコストを回避する方策のひとつは，どこかの企業によ

って M&A されることである．他方，経営資源を得るほうの立場からすれば，コスト低減を

実現できる環境の高まりを意味するため，一層 M&A が選択される可能性を高める．M&A
は合弁同様，吸収しようとする取引先の経営資源が特定化される外部調達と異なり，目的

以外の経営資源，いわば将来的優位性の源泉をも得うるといった間接的メリットを獲得し

うる点，そして技術開発のコスト・時間を節約しうる点で有効な一方策として評価されて

きた４３．しかし緩やかな関係にとどまる戦略的提携ほどの時間短縮効果はない．また技術

の不連続性・多様化・複雑化という現状下で，効率的に経営資源を得ることができるが，

ひとつのライフサイクルが終了し，新たな技術の開発に着手するときに，この M&A で得た

経営資源はスラックとなる可能性も高い．つまり単発的効果はあるが，連続的なコストと

時間の節約は達成困難で，つねにフレキシブルに環境へ対応することができない．環境適

応力の欠如は合弁においても問題であり，企業間関係が強固な系列間創造ではなおさらで

ある．加えて M＆A を行えば，自社の経営資源と重複するものや不必要なものをも抱え込

み，間接的コスト（β ）が大きくなる． e

以上が，今日戦略的提携が有効な開発チャネルであると企業家に知覚させている要因で

ある．よって，近年の内部化論者の共通した見識である①市場環境の変化とそれが与える

コスト・ベネフィットへの影響，②柔軟な組織の重要性に注目することで，戦略的提携の

存在理由を説明できることが示される．また新内部化理論では，コストとベネフィットに

ついて，直接的なものと間接的なものとに分類していた．この分類をしたうえで期待純利

益の比較を行うことが肝要であることは，ここで示された通りである．よって，上述した

観点からすれば，内部化理論のモデル修正は正しい方向へ進んでいると評価できる．  
 

Ⅳ 新内部化理論への評価 
１．優位性消散の可能性 
戦略的提携では，参加した企業が共同で開発した技術を用いた製品をそれぞれのブラン

ドで販売するケースがよくある．このとき，互換性がある製品間でのシェアをめぐる競争
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が発生し，昨日の友が明日の敵となる．それぞれは共進化を目指すものの同床異夢という

スタンスにあり，グループ内では競争促進的であるという特色を有する．戦略的提携が協

業的個人主義，競争的協調，競争的共存・共生と表現されているのは，こうした性格によ

るものである４４．戦略的提携では，競争条件の大きな変化に対応したものを構築するため

に，比較的に長期的な関係が結ばれる傾向が，とくに先端技術産業で強く見られる．けれ

ども，既述のように，企業間が限定された範囲内での関係にあり，支配－被支配関係にな

い，環境適応的な緩やかな結合（柔結合），いわゆるルースでフォーマルな関係にある．と

りわけ技術ライフサイクルの初期段階での提携では，開発しようとする技術が安定しない

などの理由から，メンバーも流動的となりやすいといわれている．さらに，〔第 4 表〕で示

される諸要因による関係解消もしばしば見られる． 
〔第 4 表〕提携解消の主要因 
（1）提携のメリットの消失 

  ♦不十分な開発能力（技術的問題を解決できなかった）  

♦戦略についての思惑の差異 ♦事業戦略の転換・特化 

（2）一方の企業の積極的な戦略展開 

  ♦事業活動の拡大化・統合化を含む強化 ♦より有益な相手との提携へのシフト 

  ♦財務力を含む経営活動の独自性の強化  

（3）一方の企業との関係の変化 

  ♦自社・パートナーの業績悪化 ♦利害関係の対立 

♦企業間の事業力格差の縮小 ♦企業間のスキル格差が縮小しないこと４５ 

  ♦パートナー側の同種製品の販売 ♦当該製品の供給不能・停止 

（4）環境与件（市場・政治・経済的諸条件など）の変化 

 ♦（生産される製品に対する）法規制などの変更 ♦市場の低迷  
出所）竹田，（1996）をおもに参考として作成． 

 
それほど運命共同体的意識の高くない戦略的提携関係において，企業にとって競争がホ

ンネ（自然的行為）であり，協調はあくまでタテマエ（必然（人為）的行為）である（江

夏，1994．ルースな企業間関係では，提携相手が第三者に買収されてしまうこともあるし，

さらに，複数の独立した企業の連合体であるという性格により構築されるきわめて複雑な

パートナー間関係（〔第 2 図〕）は，矛盾・コンフリクト発生の可能性を一層高める．こう

した場合，自社の経営資源が第三者へと流出したり，あるいはパートナーが機会主義的行

動に出たりする恐れを拭い去ることはできない４６．江夏氏（1994）のいう winning loser
（勝ったつもりの負け犬）となる危険性がつきまとうのである．こうした点が，代替案に

比して戦略的提携が持つ大きなデメリットとなる．このように敵に塩をおくり，競争相手

を育成するような行為の正当性はどのように説明することができるのであろうか． 
プフェッファーら（1976）は，情報・経験などの共有，行動基準の設定などがパートナ
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ー間競争を低下させ，協力関係を深めることを指摘しているのと同様に４７，バックレー＝

カッソン（1998a）はパートナーが不確実性の源泉となる危険性を指摘しているが，目標・

成果の共有がパートナー側による行動問題を低減すると説明する（Buckley=Casson，1996）
４８．あるいは，パートナー双方は〔第 1 図〕が示すように，経営資源を相互供給する関係

にある．この点に着目し，双方が互いに人質を差し出し合うという関係が，機会主義的行

動の抑止力としてはたらくとの説も見られる．  
けれども，これら諸説は，旧来の内部化理論の枠組みを否定しているに他ならない．な

ぜなら，「今日になって顕在化したものではない」上記の企業間提携固有の性格を強調する

ことは，取引コスト概念そのものを否定するからである． 
企業間の戦略的提携行動の有効性について，肯定的評価を下す論者は圧倒的に多い．し

かし，江夏氏（1994）は，戦略的提携を結ぶことで，企業の競争優位の形成がパートナー

依存的になるため，自社はそれに必要な能力を喪失してしまう可能性を指摘するとともに，

成果の非対称性が生じた場合，不安，不確実性（流動性），紛糾，決別の可能性や危険性が

つきまとうことから，アライアンスは部分最適化（次善策）でしかないと考えている．そ

して戦略的提携には，協調関係と競争関係が同居しており，パートナーのだまし行為の可

能性を拭い去ることができないことを含めた理由から，戦略的提携はむしろ害で，「企業に

とっての成功の王道はノン・アライアンス」であり，独自に変化や困難に立ち向かおうと

する企業家精神が求められると主張する． 
同様の戦略的提携への批判的見解は，代表的内部化論者の一人であるティースによって

も提出されている．ティース（1989，1992）は，企業間協調は，ヒエラルキー構造化され

た企業システムに見られる自律性の阻害と，それに伴うイノベーションの非円滑化を回避

し，自社にとって補完的な経営資源を外部から調達することで R&D コスト･リスクの節約

を可能とする点などに，大きなメリットがあると論じていた．つまり，ティースは，自前

主義よりも提携のほうが，競争力向上に有効であるという論を展開してきたわけだが，後

に発表した論文（Chesbrough＝Teece，1996)で，この主張を大きく転換させている．共同

開発は，自社の利益を優先することや，時間の経過とともに，予想されたイノベーション

と結果的なそれとが乖離してゆくことで，相互に均等な利益を享受することが難しくなる

可能性，基本的に対等な立場関係にあることにより，ネットワーク全体の統制が困難で，

コンフリクト回避が難しいことを理由に，支配・被支配構造をとることの方が有効である

と主張するようになっている．そして，相互依存関係がむしろ将来の自社の優位性の確立

に不可欠な能力の育成を阻害することや，資本関係にない企業同士が互いの情報を公開・

交換しあうことの危険性をも指摘することで，他社に依存せず，自社の能力を高めてゆく

努力こそが，企業の生存に必要なのだと述べている． 
企業間提携では，提携契約書に明記された目的以外のさまざまな波及効果が期待できる

ものの，これは相互学習から意図せざる非公式な形でも，経営資源の移転が生じる可能性

を同時に意味する．ハメルら（1989）が警告するように，提携関係下では，企業はつねに
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中核技術がそっくり移転してしまう危険性に直面しているのである．完全な統一企業でな

い戦略的提携では，完全なパートナーとの道徳的価値観の共有や行動監視は不可能である。

ゆえに，裏切り行為をした後の期待純利益のほうが大きいと判断した場合，そうした行為

に出るパートナーの行動を抑止することは困難である．  
内部化論者のこれまでの主張（旧内部化理論）では，外部へ経営資源を放出する際に生

じる消散リスクの大きさが，禁止的水準にあることが強調されてきたわけだが，ティース

や江夏の見解はこれを踏襲しているのに対し，新内部化理論では，パートナーが裏切り行

為に出る可能性を指摘してはいるが，それを大きな問題としてとらえてはいない４９．これ

までの主張を否定しないためにも，新内部化理論はそれまでの主張をも包摂しうる理論を

構築する必要がある． 
本来，内部化理論は，政策提言的なティース・江夏仮説とは異なり，コントラクターら

（1988a）がいうように，「計画ツールであり，成功・失敗を予言するものではない」．経営

資源（中間財）の取引市場が内部化されているという現状が「なぜ」生じているのかを説

明するものである．そうだとすれば，新内部化理論の探求すべき課題は，多くの企業家が

「なぜ今日において」連鎖型組織による提携である戦略的提携を選択するのかを示すこと

に設定されねばならない．戦略的提携によって期待される総収入の増大と開発コスト・リ

スクの低減の効果が，なぜ今日において大きいのかという点だけではなく，本来大きいは

ずの消散リスクはなぜ今日，それほど大きな問題とならないのかという視点の導入が求め

られるのである． 
［第 2 図］近年の企業間提携の一例 

 

 
Ⅵ 内部化理論による戦略的提携論の包摂の可能性 

１.アクセルロッド仮説 
アクセルロッド（1984）は，未来係数（w）という概念を用いて，双方の協調行動を説

明する．ごく簡単に要約すると，行為者が 
W×=今回の利得次回のゲームの利得  
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と考えることを想定し，この w が低下するほど裏切り行為が選択されやすくなると論じる．

逆にいえば，w が大きいほど，裏切り行為をすることでパートナーのしっぺ返し（目には

目を）戦略やトリガー戦略に見舞われれば，将来的な己の利得の総和を低めることになる

から，裏切り行為が非合理的であると判断を下すようになるという．このｗの大きさは，

パートナーとの関係が今後どのようになるかによって左右される（たとえばもう二度と関

係を持つ可能性がないと判断すれば，w=0 となる）．これにより，アクセルロッドは，「つ

きあう相手と再びあいまみえるかもしれないということ」が，協調の可能性を生むと論じ

ている． 
そこで，アクセルロッド説を援用し，取引コストの問題をどのように説明できるかを検

討しよう．既述のように市場・技術の流動化は，他社の経営資源の必要性を高めるため，

現在のパートナーが将来，再度必要となる可能性を高める．こうしたケースでは，一度裏

切り行為をすれば，同一パートナーとの間で再び提携関係を結ぶこと自体が困難となる．

さらには，第三者との提携関係を結ぶにせよ，こうした評判をおとす行為は信頼を失墜さ

せ，スイッチング・コストを禁止的水準にまで高めてしまう．いずれにせよこうした行為

は，将来の利潤追求の機会が失われることにつながっていく．よって，同じ相手と再度あ

いまみえる可能性というよりむしろ，市場競争の激化と，それに伴う企業間提携が今後必

要となる可能性の高まりが，機会主義的行動の抑制，ひいては取引コストの低減に寄与す

ると考えられる．そしてこれが今日，戦略的提携が効率的であると，企業家に判断させる

一要因となると考えられる． 
アクセルロッド説は，長期的視野を持つ合理的なパートナーを前提としている．しかし

とくに競争の激しい状況下では，提携先の企業が，本来大きいはずの w を無視した短期決

戦型の行動に出る可能性がある．また，日本でみられる系列関係と異なり，プロジェクト

の終了と同時に，関係が解消されること，あるいは［第 2 図］で示されたような経営資源

が第三者へ非意図的に流出することによる優位性の消散問題といった，だます・だまされ

る，裏切る・裏切られるということよりむしろ重大かもしれない問題について，このモデ

ルで合理的に説明することは難しい． 
 

２．ラグマン仮説の修正 
旧内部化理論が構築された時代のように，市場が独・寡占的であれば，自前主義で優位

性を創出することは，生産コストの上でも大きな問題とはならなかっただろう．そして，

仮に提携関係を結んだにせよ，他社の経営資源を導入するリバレッジ（leverage）は小さく，

それはライバル企業の単なる育成となり，市場シェア（売上高）を低下させるだけであろ

う．しかし，市場競争が激化した場合，戦略的提携を結ぶことによる売上高と生産コスト

に対する正の効果が他のモードよりも大きいと企業家に判断させるに十分な理由があるこ

とが，新内部化アプローチによって説明できることはすでに示した通りである．よって，

時代環境の変化が各変数の大きさを変化させ，企業の行動選択に影響を与えるという視点
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を導入したことが，旧内部化理論から新内部化理論へと進化させるうえでの大きな成果で

あったと評価できる．ただし，取引コストについては，この視点をうまく導入できていな

いのが現状といえる．この点について，もう少し考察を加えたい． 
どのようなケースにおいて，取引コストが小さくなるのかについての合理的説明として，

ラグマン命題が知られている．ラグマン（1981，および Rugman 他，1985）はヴァーノン

のプロダクト・サイクル理論を踏襲・拡張したハーシュモデルを応用し，技術のライフサ

イクルが衰退方向に進むにつれ，経営資源の外部放出という企業の選択肢は有効であると

いう仮説を提出している．内部化論者が主張する経営資源の外部化を行う場合の大きなコ

ストは，自社の優位性の損失である消散リスクと，相手の機会主義的行動を抑制するため

のモニタリング・コストであるが，すでに陳腐化し，優位性を喪失した経営資源について

は，これらは微小であると考えられるため，外部化が是認されるというわけである． 
しかしながら，戦略的提携の関係下でやり取りされる経営資源は，自社内ではなかなか

獲得できないものであり，標準化されたものであるとは必ずしもいえず，ラグマン仮説か

ら，今日の戦略的提携における経営資源の外部放出の妥当性を説明することは困難である

といえよう．市場が独占・寡占的で，ライフサイクルが極めて長期的であり，さらには企

業間で安定的な信頼関係を構築できないケースでは，ラグマン仮説は有効であると思われ

る．技術が導入期にあるとき企業は独占的な状況，逆に標準化期にあるときは競争的状況

にあり，後者では独占的利潤を得ることができないために，経営資源の外部放出は企業に

とって負の影響を与えないというのは妥当な主張である．つまり，自社の経営資源の優位

性が消散してしまうことの本質的問題は，外部取引後に自社の独占利潤を得る機会を逸し

てしまうということにある． 
ところで，ある技術が優位性を喪失してゆくスピードは，自社の技術レベルと他社のそ

れとの相対的関係に依存する．今日のように，この格差が将来的にすぐに埋まってしまう

状況，換言すれば，企業の力量が均質化し，他社がキャッチアップする速度が早まってい

る状況，あるいは代替技術・製品の登場までの期間の短さによりライフサイクルが極めて

短縮化する状況においては，提携の解消や複雑な企業間関係などで優位性の源泉となる経

営資源の流出が生じたにせよ，競合他社が模倣しようと準備している間に標準化・陳腐化

してしまう可能性が高くなり，そこでは独占利潤の損失問題は微小となる．よって，こう

した状況下では，比較的新しく，優位性を持った経営資源でも，消散リスクは小さくなり，

取引コストは微小であると企業家に判断されよう． 
以上から，取引コストのみに注視するにせよ，〔第 3 図〕の②が示すように，技術のライ

フサイクルの時間的長さは，時代背景・企業環境に応じて変化し，それに応じて期待取引

費用の大きさも変化する．よって，同図の①のみに着目する内部化理論に，このような新

たな視点を戦略的提携の選択と取引コストとの関係のモデルに導入すれば，内部化アプロ

ーチで戦略的提携を矛盾なく説明することができる可能性は高まるであろう． 
〔第 3 図〕ラグマンモデルの修正 
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Ⅶ むすびにかえて 
今日，多くの内部化論者たちは，戦略的提携の有効性を論じるようになってきている．

その影では，それまでの持論に修正を加える努力が，くり返しなされている。一方，R.H.
コース以来論じられてきた外部へ経営資源が移転されるときに生じる取引コストの存在を

考慮することは，きわめて重要な考え方であり，内部化論者の理論の存在意義はそれを継

承し，拡張したことにあるといってよいが，近年の議論にこの内部化理論の柱となる論理

が十分に生かされているとはいい難い． 
ラグマン（Rugman＝Verbeke,＝D’Cruz，1995)は，提携による組織学習と知識創造によ

り外部市場環境の変化へ対応できることは，企業特殊的優位性を失うことに対する関心よ

り大きく，そうした優位性を内部化により守る必要性を除去するという．そして，組織内

コミュニケーション（ヒエラルキー）が組織間コミュニケーション（ネットワーク）より

も絶対的に効果的であるというのは時代遅れの考え方だ（D’Cruz,J.R.,and A.M.Rugman，
1994b）とも論じている．競争ポジションの改善を通じて利益を最大化することを扱う競争

戦略論と，取引コスト理論を補完的なものとして扱うよう理論を拡張する試みが続けられ

てはいるが５０，内部化論者の今日の論調は，旧来の理論との間の整合性を追究していると

はいい難く，むしろかつての主張は，今日の状況下では捨て去ることも辞さないという姿

勢を示すものである。新内部化理論は，収入の増大や，開発コスト・リスクの削減とった

効果を積極的に評価するにとどまり，競争戦略論との統合というよりむしろ，それへ同化

していく傾向にすらある． 
 本分析が定義する戦略的提携が相対的に望ましい選択肢であると，企業家に判断させる

要因を論理的に分析するにせよ，旧来の内部化アプローチを拡張することで説明すること

ができなければ，内部化理論が本当の意味で進化しつつあるとは評価できない．これまで

の理論から新しい理論への橋渡しとなるセオリーがいまだ構築されていないことが，内部
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化理論の抱える大きな問題といえる．そして，それができないとすれば，内部化理論はも

はや存在意義を失ってしまうであろう．内部化理論が抱える課題は，「なぜ今日」戦略的提

携が結ばれるようになっているのかを，いかに取引コストアプローチから説明しうるかと 
いうことにある．  
本分析では，企業の戦略的提携行動の選択理論について，内部化理論の枠組みによるひ

とつの接近を試みたが，まだ多くの改善点が残されている．これをふまえて今後，一層の

理論の精緻化をはかってゆきたい． 
 

 
１ Chandler（1962，邦訳，pp.27－29，377），Mintzberg(1987，p.29)，Porter(1996)など

を参考としている．また Ansoff（1965，邦訳，p.7）は，こうした環境に応じて企業が効率

的計画を立てることである戦略とは，環境との間に impedance match を構築することであ

ると表現している． 
２ Hamel（1996），p.70 ．また江夏（1994，p.37）は，戦術を小手先の手練手管，急場し

のぎになっても長続きしないもの，伊丹（2002）は，戦略を実行するための細かな活動計

画とそれぞれ定義している． 
３ これを Doz=Hamel（1998，邦訳，p.6）は‘cospecialization’と表現している． 
４産業間ではそれぞれ提携の目的・利点は若干異なる．自動車産業では，技術・製品開発に

要する巨大なコスト・リスクの分散，規模の経済性の追求，他方，技術革新の速度が速い

コンピュータなどの主力・花形産業では，新たな価値創造，標準規格化という新たな競争

のルール（秩序）の形成が，提携を形成する主要な目的となっている（鈴木 1994，pp.87
－88）．ところで，家電産業のような，市場が成熟期を迎えている産業では，売り上げが伸

びないことによる設備投資の削減を目的とした企業が提携関係を構築することもある．こ

うした目的の提携は，産業を問わず不況に影響された市場の低迷期でも一般的にみられる．

けれども実際には，このような状況を打開するために，単なるコスト削減ではライバル企

業に簡単にキャッチアップされてしまうため，斬新なサービスや製品をもって消費（買替

え）を刺激しなければならない．こうしたことから，製造業全般で技術の高度化・多様化

を実現しうる戦略的提携が盛んに行われているのである． 
５ WIN/WIN 関係という表現は，Pucik（1988）によるものである。Buckley=Casson（1987，
pp.4－5）は，最終財市場や要素市場でみられるような企業と家計の間で生じる「企業外コ

ーディネーション（extra‐firm coordination）」と区別して，自社と他社がともに利益の増

加を実現する関係を「企業間コーディネーション（inter‐firm coordination）」と呼んでい

る．ただし彼らが議論で扱っているのは，JV のみである． 
６戦略的提携は，必ずしも関係が長期的に持続するものであるとはいえない。ここでいう「長

期的関係」という特徴は，経営資源の外部調達のような単発的な関係ではないということ

を意味するものである． 
７先行研究における提携の分類については，松行（1993）および梅田（2000）に詳細にま

とめられている． 
８岡本（1993）は，複数企業の出資に基づいて形成される合弁事業は一応，戦略的提携に入

るが，逆に出資の対価を求めるだけでなく合弁事業そのものの一部を分担して積極的に参

加している場合に限られるといい，戦略的提携を「狭義の戦略的事業提携」，それ以外の企

業間提携をも含むものを「広義の戦略的事業提携」としている．同様の分類は，東・大川

（1993）にも見られる． 
９ たとえば Richardson(1972)， Thorelli(1986)．また，今井・伊丹・小池（1982，pp.126-134）
は，中間組織を市場と内部組織との中間のグレーゾーンにあるゆるやかな企業間関係と定
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義し，具体的にはカルテルなどの企業間協調，連合，業務提携，系列，集団化などを指し

ている。ちなみに中間組織（形態）は，quasi-arms-length-relationship，quasi-integration，  
quasi-internalization と英語表記されることもある． 
１０自社独自の優位性を基盤にして，戦略提携によってさらなる強みを増すことを山下（1995，
p.32）は「提携によるレバレッジ（alliance leverage）」と呼んでいる。あるいは寺東（1991，
pp.245-246）は，こうした内部・外部の経営資源の融合を新「核」融合と表現している． 
１１大山（1989），pp.260-261． 
１２長谷川（1998a），pp.46-47，59-60，153-154，160． 
１３ Buckley=Casson（1991），邦訳，p.47． 
１４ この考え方は，Simon（1970，邦訳，pp.379-454）による． 
１５ これについては，以下を参照のこと。Rugman（1981），邦訳，pp.44－46，および Rugman
他（1985），邦訳，pp.163-167． 
１６丹沢（1997；p.5）によると，「調整コスト」とは，情報交換のために要する費用，意思

決定プロセスに関連する情報を送るための費用，伝達チャネルが長いことで発生するタイ

ムロスの費用，需要を知るための費用，納品スケジュールやデザイン変更が発生した場合

の伝達費用などを指す．また，「オペレーショナル・リスク」とは取引相手との情報の非対

称性，目的の相違により発生しうる手抜きを監視し，協定を強制するための費用をいい，「機

会リスク」とは取引相手の機会主義的な反応，協定による情報の漏出などのコントロール･

ミスから生ずるリスクを指す． 
１７ 総収入と取引費用以外のコストを一定とする仮定のもとでの議論は，Casson（1981）
にも見られる． 
１８江夏（1994，p．39）は，予想した利益を「知覚利益（perceived benefit）」と呼ぶ． 
１９ 輸出，FDI，ライセンシングによる海外市場参入のモード選択という文脈ではあるが，

Buckley=Casson（1998a，p.39）は，モード間のスイッチを行うか否かの決定が，スイッ

チングコスト（古いモードから脱するコストと新しいモードをセットアップするコスト）

に大きな影響を受けるという．そして，情報が不十分なことから，そのコストの大きさを

十分把握できず，ひいてはスイッチングを誤ってしまう可能性があるという．すなわち，

彼らはこのコストは予想値にすぎないことを論じているのである． 
２０本稿が注目する経営資源の獲得・開発モードとしての提携について検討している．そこ

では，Buckley=Casson（1996）では，Casson(1981)のモデルを基礎とした比較的シンプ

ルなモデル分析を行い，企業をとり巻く不安定要因が大きく（小さく），かつ市場規模が大

きい（小さい）ケースほど，国際 JV が選好されやすいと結論づけている．ところで内部化

理論は，もともと海外子会社での生産活動の合理性を論じる理論であるため，たとえば

Hennart（1988，1989，1991），Buckley=Casson（1998b）などに見られるように，提携

行動についても海外市場への参入方式のひとつとして，研究の対象とされることが多い． 
２１ Rugman＝Verbeke＝Compbell(1990)は，企業統合を促す要因として，①産業競争，②

新規参入の脅威，③買い手のパワー，④供給者のパワー，⑤代替物の脅威という「市場環

境」と，①外部圧力をかけるグループ（たとえば環境問題に対する市民活動），②規制とい

う「非市場環境」を挙げている．その中でも，欧州規模の環境規制が制定される可能性は，

それに応える製品の素材を入手する必要性から統合を促す例を挙げ，この統合は規模の経

済性，資産共有による範囲の経済性，国の違いを利用することの利益をもたらすと述べて

いる． 
２２奥村（1990，pp.105-107）は，大企業病の兆候としてつぎの 5 つを挙げている．①組織

の硬直化（階層構造のルールや手続き強化のための活動が中心となり，決定の迅速化が図
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れない），②リスクを回避する風土，③トップが現場を把握できない，④組織内ポリティク

スの横行（外部に目標がないため，メンバーのエネルギーが内部へ向けられる），⑤不要な

ポストの増大（企業が抱える大人数の人材へのインセンティブ付与という理由によるもの）． 
２３ とりわけ，先端技術を取り込むための企業買収は，A&D(Acquisition and Development)
と呼ばれている（福光，2000，p.113）． 
２４日本の産業組織において特徴的な系列は，株式の相互持合いをベースとした水平的・多

角的な企業のつながりである「金融系列（企業集団）」と，下請企業の犠牲の上に親企業の

収益と経営の安定がもたらされるという二重構造性をもつ部品サプライヤーと組み立てメ

ーカー，あるいは組み立てメーカーと流通業者の間の取引をベースとした垂直的な企業関

係である「生産・流通系列」とに大別される（長谷川，1998b，ｐ.36）． 
２５ そこでは製造原価の把握，原価低減のためのチェックと指導といった情報交換も行われ

る． 
２６共同生産提携においては，フルラインのサービスを顧客に提供できること，マス･メリッ

トの享受によりコスト削減やシェアの向上という効果もある． 
２７同用語については，森（1995，pp.54－58）を参照のこと． 
２８合弁事業では，出資比率に従ってイニシアチブの所在が決定したり，売上高を分け合っ

たりすることがよく見られる．戦略的提携では，新製品開発に主導的役割をはたした企業

（与える資源を多く持つ企業，とりわけ他組織にとって希少かつ重要資源をもつ企業）が，

開発費用の調達やリスクを請け負う代わりに事業運営を主導するケースが多いといわれて

いる． 
２９ これまで，成熟期の企業間競争は，主にコスト競争としてとらえられてきた．たとえば

山下（1995，pp.42－46 および 1996，pp.56－63）は，企業間提携とライフサイクルとの

関係について分析し，開発期から衰退期へと向かうにつれ，提携は，①提携による技術開

発で競争優位を形成することを目的とする「技術融合・開発型」，②新技術により，デ・フ

ァクト・スタンダードを握ることによる優位性の確立し，コンソーシアム外の企業参入阻

止を目的とする「世界標準確立型（コンソーシアム型）」，③スケールメリットと投資節減

を目指す「製造資源共有・節減型」，④スケールメリットやグローバル活動の最適配置と調

整による競争優位の確立を目指す「単独経営補完型」，⑤（設計から生産までに至る）事業

の中核部分を共同化・連結化して，資源を相互利用し，規模の経済とリスク低減を目指し，

単独経営の困難を打開する「中核事業共同・連結型」へと推移すると論じている．プロダ

クト・ライフサイクルと提携との関係についての分析は，ほかに好川（1997）． 
３０ Winter（1984，pp.296－297）は，従来存在する産業では，既存企業が専有経営資源を

持つとき，新規の参入は難しいが，逆に革新産業では，むしろ新参企業の方が有利である

という．これは既存企業が，過去の成功にしがみつく傾向があるためである．もちろんこ

の背景には，規制緩和策が与える影響があることはいうまでもない．また，戦略的提携が

盛んになると，企業（群）間の規模の格差も拡大する．こうした状況下で各社が競争で生

き残るには提携をするしかない．こうした関係がさらなる提携を促す． 
３１ R＆D コストについては，ライフサイクルに応じて，設備を大きく更新しなければなら

ず，「金食い虫産業」と呼ばれている半導体産業などの高度技術産業で，とりわけ大きな問

題となる． 
３２最近のケースでは，たとえば米 UT と日産・ルノーの燃料電池，米 IBM とホンダの音声

認識カーナビの共同開発がある． 
３３ とりわけ歩留まり産業と呼ばれている半導体産業で，こうしたことが見られる． 
３４消費者選好の多様化については，Powell（1987，p.78）に詳しい． 
３５目利きとビジョンの違いについて，大薗・竹内（1997，p.9）は以下のように説明してい

る．『「目利き」とは，技術変化の方向性，顧客の変化，業界構造の変化などをいち速く，
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正確に判断する能力である．（中略）ビジョンは，将来「こうありたい姿」であり，理想像

であるという点で価値観を反映しており主観的である．あるいは「こうあるべき姿」であ

り，より長期的なのに対して，目利きは技術や市場，業界に動きに対する客観的な判断で

あり，より短期的である』．この自社の目利き（環境透視力）と他企業のそれとを組合せる

と，その能力は一層高められるが，寺東（1991）はこれを「複眼での透視力による相乗効

果」と呼んでいる． 
３６ たとえば，製品 A で規格を勝ち取ると，それに準拠した周辺機器やソフトが広く流通す

る．そうすれば，消費者はさまざまな利便性から製品 A を購入することを選択する．この

ように製品やサービスを利用するユーザー数が増加するほど，個々のユーザーが得る便益

が増大することをネットワーク外部性という．これによって，企業側としては同製品への

需要が増加し，優位性が高められる．このような事例については，ゴメス･カサルス（1994），
宮田（1999）が詳しく論じている． 
３７ さまざまな製品を比較する標準的基準が存在しないことは，製品価格が重要な競争要因

とはならないことを意味する．よって DFS の構築は，必要以上の価格低下（およびそのた

めの技術開発）を要しないという点でも，開発効率を高めることにつながる． 
３８宮沢（1989）は，Ansoff（1965）が強調する共通の生産要素の相互利用による「2＋2＝
5」のような効果（多角化の利益の発生）をもたらす範囲の経済性のようなインプット面の

みならず，組織間での情報・ノウハウの共有によって新たなアウトプットが創造される効

果をももたらすものとして連結の経済性（economies of network）を唱える．この宮沢説に

類似し，とりわけネットワーク産業に焦点を置いたものとして林（1989）が提唱する「ネ

ットワーキングの経済性」がある．しかし本稿では本文中で論じたように，そうした提携

によるアウトプットが他の開発モードに比して早く生み出されるスピードの経済性による

効果をも重視している． 
３９  アジル・コンペティション（俊敏な競争）が 21 世紀の市場競争で企業が生き抜く上で

の重要なポイントとなるといわれるが，このアジルという概念の登場は，1991 年 1 月の湾

岸戦争，および米国企業内で，日本企業の躍進の要因であるスピードを武器とする経営に

ついての分析が盛んになったことによる（野口，1997，pp.12－14）． 
４０日本的経営の特徴である部門間の情報の共有・共同開発や，JIT によるスピードアップ

の有効性についての分析は，たとえば Stalk（1988），Bower 他（1988）． 
４１同用語は小野（1997，p.59）による． 
４２ Prahalad＝Hamel（1990）は，コア･コンピタンスを競合相手よりも迅速に構築するこ

とが競争優位を生むと論じている．なお先行者利益の別の表現として，日本語では先発者

利益，創業者利得，英語では early-mover advantage が使われることもある． 
４３  これらはまた，とりわけ不況期や成熟産業において，売上高や市場シェアを大きく伸

ばすために有益であるといわれている． 
４４奥村（1988，ｐ.93）はこれを「新しい意味を持つトラストの形成」と表現している．し

かしながら，こうした提携する企業間にライバル関係が必ずしもあるわけではない．

Rangan＝Yoshino（1996）は戦略的提携を，①産業間や垂直的価値連鎖の関係での提携で

ある「順競争的提携（procpmpetive alliance）」，②同一産業に属するが競争関係にない企

業間の提携である「非競争的提携（noncompetive alliance）」，③異なる産業間の提携で，

双方は潜在的競争関係にある「競争前段階の提携（precompetitive alliance）」，④同一産業

間の提携で，最終市場では競争関係にある「競争的提携（competitive alliance）」に分類し

ている． 
４５事業力格差とスキル格差が与える解消への影響について，一見矛盾するので，その違い

について述べておきたい．企業間の事業力格差とは，移転される経営資源そのものの差異

と理解できる．これが小さくなるということは，互いに学びあうものがなくなることを意
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味するから，提携のメリットが消失するのである．他方，スキル格差は，双方のエンジニ

アやワーカーがパートナーの技術・技能を理解する力の差である．Bleeke 他（1991）は，

この格差がスキルのスムースな移転の障害となり，ひいては提携の効果を低下させるとい

う． 
４６企業間提携におけるパートナーの機会主義的行動の可能性については，Robertson 他

（1998，p.518）によっても強調されている． 
４７ Hennart（1988）は,企業合弁の分析において株式による関係が企業間関係を安定させ

ると分析している．同様に，Armstrong（1993）は，共同出資するという関係が，フリー

ライド問題を回避すると論じている． 
４８  Buckley（1992，邦訳，p.24）は，企業間提携の締結を促す要因として，①補完的資

産の保有，②目標の一致，類似性（競争の緩和を含む），③経済的，政治的，あるいは法的

障害などのために完全統合が不可能なことなどを挙げ，純粋な買い手・売り手の関係にな

く，価値連鎖によって結ばれている企業同士で提携が締結される可能性が高く，あるいは

競争企業間提携，産業横断的提携が結ばれることもあると説明している． 
４９ところで技術の開発初期段階では，共同開発提携関係を構築することが有効であるとい

われている．そこでは，市場参入に必要な開発レベルは比較的低いが，それまで主流であ

った技術的コンピタンスの延長線上にない不連続な技術が導入されるため，その技術の進

化パターンは予想不可能で，不確実性を伴い，ライフサイクルの各段階での研究活動の中

で，成功の確率が最も低く，かつ，成功によってもたらされる利益が他の段階よりも大き

いからである．さらに，この段階ではネットワークのメンバーも流動的であるものの，研

究がきわめて基礎レベルであるケースでは，用いられる技術は公共財的性格が比較的強い

ことから専有が困難であり，フリーライドの問題は生じにくいこともその理由である．た

しかに大学や政府の研究機関が中心となって行う共同研究おいては，基礎的性格が強く，

このように取引コスト問題を捨象した議論も可能かもしれない．けれども，とくに商業化

を最優先課題とする産業界の戦略的提携は，応用・開発レベルでのそれであり，前者と同

じように消散リスク問題を無視できるとはいえないであろう． 
 また，Chesbrough=Teece(1996，p.68)がいうように，互いの企業が経営資源を出し合う

場合，なるべく自社のそれを提供しようとしない，あるいは低質のそれしか提供しようと

しないという意味でのだまし行為，怠け（shirking）が発生する可能性がある．けれども，

目標・成果が一致しているので，そうした行為は誰の利益にもならず，むしろ双方へ負の

影響しか与えないこと，あるいは，情報を共有することにより，そうした行為を早期に発

見できること，および信念・道徳的価値観が共有されることから，大きな問題とはならな

いと Buckley=Casson(1987，pp.13-25)は結論づけている． 
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