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経 済 学 研 究 必 ず
北 海道大学 1992.12

組織内エコロジー

バーゲルマン・モデルの展開

1 はじめに

ァに
耳司t

ハナンニフリーマンが1977年の論文でエコ

ロジーという概念を経営組織論に導入して以来，

「組織エコロジー」が学会で注目されている。

パーゲJレマン(1990，1991)は，彼のモテゃルを「組

織内エコロジー」と名づけてエコロジーの概念

を戦略論に取り入れると共に，大きな組織変化

の成り行きに関して意見が対立しているハナン

ニフリーマン(1984) とタッシュマンニロマネ

リ(1985)の主張を取り上げて検討している。

すなわち，彼は，環境の選択圧力は慣性の高い

組織を選択するために大きな組織変化が成功す

ることは稀であるとする主張(ハナンニフリー

マン)と，環境の断続的変化を認知することに

よってなされるトップの戦略的決定が組織を大

きく変化させて新たな環境との適応に結び付け

るとする主張(タッシュマン=ロマネリ)とを

取り上げる o そして，彼のモデルで説明される

「リニューアル」は I自律的戦略プロセス」を

介する組織変化であるがために，両理論の矛盾

を解決できると述べている。しかし，それ以上

の論述は少ない。われわれも基本的にその主張

に同意するが，彼のモデJレをより有益な実践的

モデルに展開する必要があると考える。従って，

本稿ではパーゲルマンの組織内エコロジー・モ

テゃルの性格を検討し，より限定的にかつより明

確にリニューアルの概念を定義することにより，

組織内エコロジーの性格を一層明白なものにし，

またハナン=フリーマンに対するヤング(1988)

康 ー

の批判とそのf麦のハナン=フリーマン (1989)

の意見修正を精査することにより，われわれの

規定するリニューアルをおこなう組織の存続可

能性を検討することを目的とする。

2.パーゲルマンの組織内エコロジー・モデル

ノTーゲ、ルマン (Burgelman，1983)は，社内ベ

ンチャー制度を採用している化学会社，GAMMA

社(仮名)をケース・スタディーすることによ

り，変異(バリエーション)ァ選択保持をフ

レームワークとするモデルを構築している(【図

1】)。彼のモデルは 2つのプロセス，すなわち

「先導的戦略プロセス」と「自律的戦略プロセ

ス」から構成されているが，後者を介して

GAMMA社の多角事業の一つにヘルスケア事業

が追加されることなどを示した九

ー-・弱い影響

ー→強し当影響

【図 1】パーゲルマンの組織内エコロジー・モデル

(Burgelman，1983;p.65より作成)

1 )われわれは， 3節の組j織エコロジーと組織内エコロ

ジーの項で，このような戦略の追加を「アメンドメ

ント」と定義しリニューアル」も再定義する。 5
節 6節も参照。
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彼は， 1990年と1991年の論文で (Burgelman，

1990， 1991)，上述のモデルを「組織内エコロジ

ー(intraorganizationalecology) j モデルと呼

んでいる。そのモデルは，分析単位である戦略

行動が組織内の選択圧力(，戦略的状況j，'構造

的状況j)によって選択されるプロセスを示して

いる。また，自律的戦略プロセスを介すること

によって戦略が「大きく変更」することは「リ

ニューアル」と呼ばれている。彼 (1991) は，ア

メリカの半導体企業，インテル(IntelCorpora-

tion)の戦略が「メモリー企業」から「マイクロ・

コンピュータ企業」へと大きく変更したことを

組織内エコロジー・モデルから説明している。

【図 2】をみればわかるように， 1982年にはイ

ンテル社のメモリーとロジックの収益比率が逆

転している。しかしながら， トップがメモリー

の主要製品である DRAM(Dynamic Random 

Access Memory)からの撤退を決定したのは

1985年である。この年，米国半導体産業は不況

と日本との激しい価格競争とに直面し，同社は

次年度には 1億ドルの赤字を見込んで、いた。パ

ーゲルマンは，インテルのケースを例に，組織

内エコロジー・モデルを説明しているが，以下

にこれを要約する。

21附
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メモリー企業一一今マイクロ・プロセッサー/
マイクロ・コンピュータ企業

【図 2】インテル社の進化

(Burgelman， 1991; p.241より作成)

先導的戦略プロセス

[保存]

【図 1】の下のループは先導的戦略プロセス

をあらわす。トップは，組織の過去の成功を事

後的に認知し， 'J!虫自能力j，'組織目標j，'ドメ

インj，'組織の特質」を定めることによって「戦

略」をつくりあげる(保存)。先導的戦略プロセ

スは，戦略行動を「構造的状況」が組織内にお

いて選択することにより，戦略と戦略行動との

聞に多かれ少なかれタイトなカップリングが維

持されるプロセスである。

インテルは， 1980年代前半まで「メモリ一事

業」を中心的事業領域として成長していった。

また，シリコンを材料として DRAMを中心とす

るメモリー半導体を生産することが同社の「戦

略」として具体化されていった。1985年に'DRAM

からの撤退」を決定するまで，インテルの戦略

は，基本的には，変化しなかったといってよい

であろう。

[選択]

戦略を実現するためには，構造的状況」によ

る戦略行動の選択が必要となる。「構造的状況」

は， (後に説明する「戦略的状況」に比べて) ，よ

り多くのルール」を特徴とする。ルールは管理

的メカニズムと文化的メカニズムとで構成され

る。前者は戦略計画システム，管理者の評価・

報酬システム，資源配分に関するノレーノレなどが

ある。また，後者は儀式，行動規範などを含む。

これらの中でもっとも重要なのは，資源配分に

関するルールである。こうしたルールの存在に

よって上下の人々の聞の相互作用は少なく抑え

られ(，少ないサイクルj)，多かれ少なかれ戦略

に矛盾しない戦略行動が選択されるのである。

1985年以前のインテルにおける資源配分は，

DRAMなどのメモリ一事業を中心になされてい

たために，他の利益率の高い事業からの投資要

請は「潰されていた」こともあった。しかし，

インテルの資源配分のルールは「利益率の高い

ものに投資する」ことを主旨としていたために，

次第にメモリー以外の製品(例えば，マイクロ・

プロセッサーなど)にも資源配分がなされるよ

うになっていった。それでも1985年の DRAMに

対する投資額は，依然として全投資額の 3分の

lほどもあった。
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[バリエーション]

上述したように，このプロセスにおいては，戦

略行動を戦略が示す範囲内のものにする(，先導

的戦略行動j)ことをトップが意図しており，基

本的には，戦略行動を減少させる(バリエーシ

ョン減少)効果があるといえよう。もし， トッ

プが現在の戦略の領域内に「残された成長の機

会」が存在していると認知するならば， トップ

は戦略に添った戦略行動を奨励するのである

(Burgelman ，1991; p.246)。すなわち，コア・テ

クノロジーの進展，既存の市場に対する新製品

の開発，マーケティングや製造に対する新しい

アプローチなどの計画的な革新行動は，このプ

ロセスで選択されることが多い。しかし，一方，

戦略の範囲外の戦略行動は，このプロセスにお

いて淘汰されることが多い。

インテルのケースで、注意すべきことは， 'DRAM

事業からの撤退」という大きな戦略の変化が言

明されていないにもかかわらず，DRAM以外の

領域に資源配分がなされていた事実である。つ

まり，当時，メモリー企業であるという「戦略」

とメモリ一事業以外にも資源配分・をしている「構

造的状況」の聞に矛盾が存在していたのである。

しかしながら，そうした構造的状況は，環境の

選択圧力」を反映していたために，効果的であ

ったといえる。また，結果的には，経営成果が

高かったために，構造的状況に適合するように

戦略を変化させるまでの時間的なゆとりがあっ

たともいえる。

自律的戦略プロセス

ノてーゲ、yレマンは， 1989年にインテルのトップ

がRISCプロセツサー(ReducedInstruction Set 

Computing Processor)を取り込む戦略に変更す

るまでのプロセスを例に自律的戦略プロセスを

説明している。自律的戦略プロセスは，【図 l】

の上のループによって説明される。

[バリエーション]

組織内の個人やグループが，組織外のアイデ

アなどに刺激されて，自律的戦略行動j，すな

わち，現在の戦略が示す範囲外の戦略行動を採

りうる例がインテルのケースに見いだされる。

1985年以降，インテルでは CISC(Complex 

Instruction Set Computing)プロセッサーを中

心にマイクロ・プロセッサ一事業が展開されて

おり，当時の戦略は継続的に成長可能である

CISC事業に集中し， RISC事業には参入しない

ことを規定していた。しかし，ロウア・マネー

ジャーのクーンは，RISCプロセッサーの開発に

挑戦していたのである。この開発には多大の投

資が必要なため，彼はミドルの支援を得て「独

立した」プロセツサー (stand-aloneprocessor) 

になる可能性のある RISCプロセッサーを CISC

アーキテクチャーのコ・プロセツサー(co-proces-

sor)であると「偽装 (disguise)j してトップに

売り込んだ。そして，トップが RISCプロセッサ

ーの成功を認知する頃までには，彼らはすでに

CISCプロセツサーの顧客とは異なる市場を開拓

し， RISCの事業戦略を策定していた。

[選択]

既存の戦略が示す範囲外の戦略行動，すなわ

ち自律的戦略行動は，構造的状況によって淘汰

されないようにするため，しばしばアンダー・

ザ・テーブル2) (上の例では偽装)によっておこ

なわれる。このような行動は，通常ミドルのチ

ャンピオニング(擁護)を得て，戦略の範囲外

の事業として成長し，その後戦略の変更をトッ

プに訴えるに至る。

インテルのトップがRISCプロセッサーを取り

込む戦略に変更したのは， 1989年であり RISCプ

ロセッサーが既に販売され，その成長可能性を

確認してからである。戦略の変更は，より少な

いルール/より多いサイクル」を特徴とする「戦

略的状況」によってなされる。「より少ない/レ-

lVj は先に説明した資源配分のルールなどにあ

まり拘束されないことを示し，また「より多い

サイクル」はチャンピオンとしてのミドルとト

2 )アンダー・ザ・テーフ、ルは，会社の資金をごまかし
たり，自分のお金を使って製品開発等をおこなうこ
となどを指す。
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ップとの聞に相互作用が多いことを示す。とこ

ろで，パーゲ、ルマンは，自律的戦略行動が構造

的状況に淘汰されずに育成していく重要な要因

として，-吸収されないスラック(unabsorbed 

slack) J を掲げている。アンダー・ザ・テーブル

による自律的戦略行動の育成には，ミドルがも

っ自由裁量資金が必要であろう。また，社内ベ

ンチャー・プログラムに分け与えられた資金も

自律的戦略行動を育成する資金源となるのであ

る。

[保存]

様々なマイクロ・プロセッサー事業が自律的

戦略プロセスの中で育成され，その成功をトッ

プが事後的に認知することによって戦略が変更

されたのである九ひとたび戦略が変更されれば，

それらの事業は先導的戦略プロセスの中で展開

されるようになるのである。

アジャストメント

ノfーゲ、lレマンは，先導的戦略プロセスによる

競争戦略の変化も説明している。トップは意図

的に，競争戦略の変化(既存のドメイン内での

差別化，コスト削減など)，すなわち「アジャス

トメント (adjustment:調整)Jをおこなうことが

できる (cf.Snow and Hambrick， 1980)。イン

テルは， DRAM事業から撤退する以前に，以下

に示すアジャストメントをおこなっている。尚，

②，④はコスト削減に，①，③は製品差別化に

関連するアジャストメントである。

①1980年に 5ボルトの16キロビットの DRAMを

業界で最初に導入した。

②歩留まりを上げるために64キロビットの DRAM

のデザインに冗長度 (redundancy)を導入した。

③64と256キロビット用に CMOS(Complemen-

tary Metal-Oxide -Semiconductor)を開発し

た。

④ 1メガビットの DRAM用に，セル・デザイン

3 )バーゲルマン (1991)は，メモリー事業からの撤退

を宣言する以前の自律的戦略プロセスを記述してい

ない。

全体を変えることを選択せず，回路の線幅を 1

ミクロンにすることに集中した。

これらの戦略行動はトップが意図的にアジャ

ストメントを先導したという意味で，先導的戦

略行動である。しかし，このようなアジャスト

メントにより DRAMを中心とするメモリ一事業

というドメインが基本的に変わったわけではな

い。すなわち，競争戦略に変化をもたらしたが，

「戦略」に変化をもたらさなかったのである。

3.ハナン=フリーマン(1984)の主張

相対的慣"主

ノTーゲノレマンは，ハナン二フリーマン(Hannan

and Freeman， 1984)の「相対的慣性」に関する

議論は「先導的戦略プロセス」の議論に矛盾し

ないように思われると述べているが，以下で彼

らの主張を考察する。ハナン=フリーマンは，

環境が個体群内で高い相対的慣性をもっ組織を

選択する結果として個体群の適応があることを

基本命題としている。ある組織の「相対的慣性

(relative inertia) J (以下，↑貫性とする)が高

いこととは，その組織の戦略寸断哉構造が変化

しにくいこと，より明確には環境の変化率に比

べて組織の戦略や組織構造の変化率が低いこと

を示す。すなわち，新しい組織が出現するスピ

ードが，既に固体群内にいる組織が新しい環境

に適応するスピードより速ければ，既存の組織

の慣性は高いと彼らは定義する。これは，IBM社

がミニ・コンビュータやマイクロ・コンピュー

タ市場で新しい企業の出現を許したことを例に

説明されている。そして，慣性は「構造再生性

(reproducibility) J (組織が将来も今と同じ組織

構造をもっ程度)に従って高くなり，また「信

頼性(reliability)J (一定品質の製品を繰り返し

て作る程度)と「説明能力 (accountability)J 

(内外の人々に合理的資源配分と適切な組織行

動が再生産するためのルールや標準手続が存在

していたことを示す程度)が構造再生性を要求

すると彼らは説明する。また，慣性は年齢とと
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もに高くなる，すなわち組織の存続率は年齢と

共に高くなることを彼らは仮定している。この

ようなハナン=フリーマンの主張に対するヤン

グの批判と，われわれの考察については 5節で

改めて述べることとする。

ハナン=フリーマンは，上述の慣性に関する

議論は組織の「中核的 (core)J特徴(構造)と

「周辺的 (peripheraOJ特徴がタイトにカップ

リングされる場合に直接的に適用できるとし，

また，特に中核的特徴に適用すると述べている。

それは，前者は後者に比べて↑貫性圧力が高いか

らであると彼らは理由づけしている (p.157)。

「中核的特徴」は， (1)明示された目標(正当

性やその他の資源が動員される基礎)， (2)組

織内の権威の形態と，メンバー・瓶織聞の交換

の基礎， (3) コア・テクノロジー(特に資本投

資，インフラストラクチャー，メンバーの技能

にコード化されたもの)， (4)広義のマーケテ

イング戦略(資源を環境から引きつける生産物

や方法をどんなクライアントあるいは顧客に向

けるか)の 4つの特徴から定義され，戦略と組

織構造のほとんどを取り込む」ものであると彼

らは指摘している (p.156) 4)。また，周辺的特徴

は，ジョイント・ベンチャーなどの環境連結の

機能をもっ組織構造である (p.157)と述べてい

る。こうした中核的特徴と周辺的特徴は，①資源

の動員と，②変化に対する反応という 2つの次

元から区別できょう (cf.Singh， House and 

Tucker，1986)。すなわち，中核的特徴」は，そ

れに対し資源の動員が多くなされ，また変化に

反応しにくい性質をもっている。一方，周辺的

特徴」は，それに対し資源の動員がより少なく

なされ，また変化に反応しやすい性質をもって

いるのである。

リ・オーガニゼイション

さて，パーゲ、ルマンはハナンニフリーマンの

4 )バーゲルマンは「戦略J，，-構造的状況」をそれぞれ

中核的特徴，周辺的特徴として捉えているが，本稿
は基本的にはハナンニフリーマンの定義に従う。

同論文で議論されている「リ・オーガニゼイシ

ョン (reorganization)Jについて，それが成功

することは稀であると指摘するが，詳しく議論

していない。しかし，われわれにとっては重要

な概念であるので以下で検討しておこう。

ハナン=フリーマンは，組織の中核的特徴を

変えるような大きな組織変革を「リ・オーガニ

ゼ、イション」と呼んでいる。彼らは，リ・オー

ガニゼイションは，同じ構造をもっ新しく誕生

した組織と同等の死滅率(，新しさ故の負担J

liability of newness) を耐えねばならないため

に (p.160)，それが成功することは稀であると

しているが，うまくリ・オーガニゼ、イションを

完了すれば，リ・オーガニゼイションをおこな

わない同じ個体群内の組織に比べて，将来的に

は低い死滅率を経験できる点にも言及している。

【図 3]リ・オーガニゼ、イションと死滅

(Hannan and Freeman， 1984; p.159より作成)

では，彼らの仮説にしたがって，この議論を

説明する (p.p .158-161)。高島織のサイズが大き

ければ，↑貫性が高くなることを指摘しているが

(仮定 5)，これは大組織ほどリ・オーガニゼイ

ションをおこなう可能性が低いことを示してい

る(【図 3】のra)。さて，彼らは，古い構造から

新しい構造への転換は徐々に進むため，両構造

が混在する期間，すなわち「リ・オーガニゼイ

ションの期間」が存在することを指摘している

が (p.158)，このリ・オーガニゼ、イションの期

間中，信頼性 (reliability)Jは低くなり，死滅

率が高くなる(定理 4)と述べている。しかし，

死滅率は大組織ほど低い(仮定 7) (rd' re， rf) 

と仮定している。次に， rcはリ・オーガニゼイシ

ョンに成功して新しい構造に変わる組織の割合，

rbは古い構造に戻る割合を示しているが，これら
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についてはサイズとの関係述べるには時機尚早

としている。さらに，リ・オーガニゼ、イション

による死滅率は，同じ構造をもっ新しい組織と

同じになってしまう(，新しさ故の負担j)とし，

年齢による死滅率の低下の効果が消え去る(仮

定 8)ことを指摘している。さらに，ここで【図 4]

を参照して，彼らの主張を見る。

死

滅

率

/♂醐l
一一一:組織2

¥ ¥ 一・:組織3

、、、

¥ 、、
・、、、、、

‘ ‘ --一ー---司圃.

【図 4]死滅率の推移

(Hannanand Fre巴man，1984; p.161より作成)

t1で環境の断続的変化が起こったとする。構造的

変化(中核的特徴の変化)をしていない組織は，

急激に死滅率が高まるが，その後次第に死滅率

は低下する(実線，組織 1とする)。次に，t2で

リ・オーガニゼイションを始めた 2つの組織(組

織 2は破線，組織3は点線)を考える。 t2からお

にかけて死滅率が上昇している(定理 4)。組織

2は， t3で新しい組織構造への転換に成功し，死

滅率はしばらくじて (t4)，組織 1より低くなる。

組織3は，結局，しで元の古い組織構造に戻るが，

当分の間，組織 1より高い死滅率が続く。

以上のハナン=フリーマンの主張は，以下の

2点に要約できょう。

(1)環境の選択圧力は，慣性の高い組織を選

択するために，大きな組織変化は成功すること

は稀である。

( 2 )しかし，大きな組織変化を始めてから完

了するまでは，時間と共に存続の可能性は低く

なるが，完了した後の将来には，高い存続率が

期待できる。

さて，パーゲ、ルマンは，インテルがDRAM市

場でのリーダー的地位を失って 5年ほども経っ

てからメモリー事業からの撤退を宣言してロジ

ック企業としての名乗りを上げたことを例にし

て，慣性の議論を受け入れている (1991;p.251)。

インテルは少なくとも環境の変化に比べて戦略

の変化が遅かった，すなわち慣性が高かったと

して，またこれはとくに DRAM事業のさらなる

拡大を推進すべきと主張する支配者連合の存在

があったからであるとして，慣性の概念は先導

的戦略プロセスの議論の中で捉えられるとして

いるのである。

組織エコロジーと組織内エコロジー

ここで，われわれは，ハナン=フリーマンの

主張とパーゲルマンの主張の類似点，相違点を

明確にする必要があると考える。

まず，類似点について以下の点を指摘する。

従来，エコロジーの分析単位は「コミュニテ

ィーj，'個体群j，'組織」であり，より下位の

分析単位は組織の「サブユニット」や「メンバ

ー」とされていた (Hannanand Freeman， 1977; 

p.933)。ハナン=フリーマンは個体群の中で強い

慣性をもっ「組織」が「環境の淘汰圧力」によ

り選択されるプロセスの結果として「個体群」

の適応があるとした('個体群エコロジーj，あ

るいは，組織エコロジーj)。一方，バーゲルマ

ンは「戦略行動」をエコロジーの分析単位にし

て組織のエコロジーを捉えている。つまり，組

織の戦略行動が組織内の選択圧力によって選択

されるプロセスの結果として「組j織」の適応が

あると彼が考えているとわれわれは想像する(，組

織内エコロジーj)。特定の分析レベルにおける

「選択」プロセスから上位レベルの「適応」を

説明するという「エコロジーの原則」に従って

いることが両理論の類似点として指摘できょう。

第 2の類似点は，パーゲルマンが組織内プロ

セスを「構造的状況J が先導的戦略行動を選択

するプロセス(，先導的戦略プロセスj) と「戦

略的状況」が自律的戦略行動を選択するプロセ

ス(，自律的戦略プロセスj) とに分け，それら

で構成されるモデルを構築したことから導きだ

される。彼は，このモデルの先導的戦略プロセ
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スが有効であるカギは，構造的状況が環境の選

択圧力を反映していることであると主張する。

すなわち，少なくとも先導的戦略プロセスにお

いて(部分的には)，環境淘汰圧力が間接的に構

造的状況を介して戦略行動を選択しているとい

う点においては，エコロジーの考え方を部分的，

間接的に継承しているといえよう。しかし，先

に指摘したように，同時に先導的戦略プロセス

においては，アジャストメントという「周辺的

特徴」の変化は， トップの戦略的決定によって

なされる。また 4節で示すように，-リ・オリ

エンテーション」による中核的特徴の変化もト

ップの戦略的決定によってなされる。故に，戦

略論の考え方も排除できない。要するに，エコ

ロずーと戦略論が相容れないという従来の主張

に対して，両理論はむしろ補完的であるという

考え方をパーゲ、ルマンは示しているのである。

組織エコロジーを主唱する側のハナン=フリー

マンも，選択圧力の強い中核的特徴には(組織)

エコロジーが，慣性の弱い「周辺的特徴」には

戦略的選択論が，より適用的であるとするスコ

ット (Scott，1981 ，1987)の主張を支持するに至

っている (Hannanand Freeman， 1984; p.150， 

p.157)。環境の選択圧力をモデルに組み込んでい

る点を第 2の類似点として指摘できょう。

第 3の類似点は，両理論が「入れ替わり

(replacement) Jの概念を用いていることであ

る。組織エコロジーは，大きな組織変化が成功

することは稀であり，新しい組織と入れ替わる

ことにより個体群のエコロジーが保たれること

を主張している。一方，パーゲ、ルマンは明確に

は入れ替わりの概念を明示していない。しかし，

彼の示すインテル社のケースから判断して，彼

は自律的戦略プロセスによって成長した周辺的

特徴(マイクロ・プロセッサー事業)が既存の

中核的特徴(メモリー事業)と入れ替わって大

きな組織変化をすることにより組織内のエコロ

ジーが保たれると考えていると思われる 0' われ

われは，以後このような組織変化を「リニュー

アル」と再定義し，彼が GAMMA社のケースで

示すように多角化戦略の追加されること，すな

わち既存の中核的特徴に新しい中核的特徴を追

加することを「アメンドメント (amendment)J 

として定義する。この区別が有益となる点は 5

節 6節で改めて説明する。

次に，相違点を見ょう。それは，ハナン=フ

リーマン (1984;p.157)の以下の説明の中に見い

だされる。なお，構造は特徴に読み変えて差し

支えないと思われる。

組織理論のほとんどは，周辺的構造は中核的構造を

前提とし，それに適合することを仮定している。中核

的構造の変化は通常周辺的構造の修正を要求する。し

かしながら，その逆は真ではない九もし，中核的構造

が高い選択圧力を受けているなら，周辺的構造も少な

くとも弱い(間接的)選択圧力を受けるであろう。こ

のような場合には，われわれの理論は周辺的構造の変

化には少なくとも間接的に適用する。中核的構造と周

辺的構造のカップリングがタイトならば，われわれの

理論の適用はより直接的である 0・・・[中略J... [中核

的構造により適用するのは]中核的構造と周辺的構造

に対する選択圧力が違うからではなしむしろ慣性の

強さが異なるからであると考える。(丸括弧内はハナン

=フリーマンの記述， [ ]内は筆者による)

上の記述は，周辺的特徴の変化が中核的特徴

の変化につながらないことをハナン=フリーマ

ンが前提としていることを示す。これに対して，

「リニューアル」は周辺的特徴が中核的特徴の

変化につながる現象を示すのである。

4.タッシュマン=口マネリの断続平衡モデル:

リ・オリエンテーション

前節でトはハナン=フリーマンの慣性に関する

5 )しかし，ハナン二フリーマンは，後に「逆は真であ

ることは頻繁ではないJ (1989; p.78) に修正してい

る。ここにも，パーゲルマンの組織内エコロジーが

ハナン=フリーマンの組織エコロジーと連結する可

能性を見いだすのである。
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主張が先導的戦略プロセスの議論と矛盾しない

ことを指摘したが，本節ではタッシュマン=ロ

マネリの「断続平衡モデ?ル」を取り上げ，その

中心概念であるリ・オリエンテーションと先導

的戦略プロセスとの関係を考えよう。

タッシュマン=ロマネリ (Tushmanand 

Romanelli， 1985)は，組織変革(組織進化)に

ついて「断続平衡モデル (apunctuated equilib-

rium model) J を提唱している。彼らは，組織

内の諸行動に一貫性が維持され，インクリメン

タルな組織変化のみが起こるプロセスである「収

数期間 (convergentperiod) J は，リ・オリエ

ンテーション(reorientation)Jによって終結し，

新たな収数期間が導かれることをモデル化して

いる。この「リ・オリエンテーション」は，①戦

略(製品，市場，技術，競争のタイミング)， 

②権力配分，③組織構造，④コントロールの断

続的な変化と定義され，一般に戦略，組織構造

の断続的変化と呼びうるであろうしへまたハナ

ン=フリーマンの中核的特徴の変化と同義とし

ても問題なかろう。リ・オリエンテーションを

おこなう戦略的決定を先導するのはトップであ

り，またトップが以下の「環境要因J，'組織要

因」を認知して初めてそうした決定がなされる

とを彼らは主張する。「環境要因」としては，①ド

ミナント・デザインの出現，②代替技術・製品

の出現，③法的・社会的構造の変化の断続的変

化，さらに「組織要因」としては，④長く続く

低い成果，⑤組織内のパワー構造の変化が掲げ

られている。タッシュマンニロマネリは，シン

ガー・ミシン社がミシン・家具事業からエレク

トロニクス事業に転換したことなどを例にして

いる。ノ寸ーゲ、1レマンは， リ・オリエンテーショ

ンは先導的戦略プロセスによる大きな組織変化

として捉えているが，われわれはパーゲルマン

とハナン=フリーマンの術語を用いて，リ・オ

6 )また，戦略の上位概念としてのコア・バリューが変

化することを「リ・クリエーション」としているが，

本稿ではこれもリ・オリエンテーションとして議論

する。

リエンテーションを「トップが先導して，中核

的特徴を変化させること」と定義することが可

能と考える(5節 6節参照)。

次に，上述の収散期間とリ・オリエンテーシ

ヨンの期間は，それぞれ「発展 (development)J 

と「蓄積 (accumulation)Jの理論で構成されて

いる点を指摘する (cf，Van de Ven and Poole， 

1988，1989)。発展の理論は，内在性と継続性，

蓄積の理論は外在性と断続性を記述する。すな

わち，収散期間は，戦略が示すあらかじめ決め

られた方向(，内在的論理J) に向かつて「継続

的に」進化していくプロセスを記述する。また，

リ・オリエンテーションの期間は，既存の戦略

に示される論理に矛盾するという意味における

「外在する」要因(先に示した，環境・組織要

因)をトップが認知して，断続的」に戦略・組

織構造の変化をおこなうため，新しい知識や技

術，さらに場合によっては新しい人(外部から

の取締役など)を組織に取り込み(，蓄積」し)， 

組織を再構築して新しい機能をもったものにし

ていくプロセスを記述するのである。タッシュ

マン=ロマネリのモデルは，時間の次元をもち

込んでこれら 2つの期聞を仕切る (punctuate)J 

ことによって，発展と蓄積という 2大マクロ理

論を 1つのモデルに取り込んで、いる点において，

注目すべきモデルであるといえよう。パーゲ、/レ

マンの組織内エコロジー・モデルは，戦略とい

う概念を媒介として，発展の理論(先導的戦略

プロセス)と蓄積の理論(自律的戦略プロセス)

を1つのモデルに取り込んでいることを付言し

ておこう。

さらに，そのモデルが単にマクロ・レベルの

戦略や組織構造だけではなく，ミクロ・レベル

の個人の行動をも記述していることを指摘する。

基本的に，収数期間においては，戦略・組織構

造が(ミドル以下の)個人の行動を規定し，リ・

オリエンテーションの期間においては， (トップ

の)個人の行動が戦略・組織構造を規定すると

彼らは考えていると思われる。すなわち，収数期

間においては， トップは戦略・紅織構造を徐々
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にしか変えることはなく，ミドル以下は組織構

造に従った行動を採ることが想定されている。

一方，リ・オリエンテーションの期間には，環境・

組織要因を認知したトップが大きく戦略・組織

構造を変えるような行動(戦略的決定)を採る

ことが指摘されている。パーゲルマンの組織内

エコロジー・モデルがミクロ・レベルとマクロ・

レベルとを記述していることは 2節の説明か

ら明らかである。

ここで，前節で述べたハナン=フリーマンの

リ・オーガニゼ、イションに関する議論と比較す

ることにより，タッシュマン=ロマネリの断F続

平衡モデルの特徴を見ょう。収数期聞は，組織

が内的に一貫性を追求して周辺的特徴の変化の

みを起こして慣性を強める期間である。この期

間において，中核的特徴は環境選択圧力に支配

され，周辺的特徴の変化は戦略的決定によって

おこなわれる。こうした見解は基本的にハナン

ニフリーマンの主張と矛盾しない点である。ま

た，ハナン=フリーマンがミクロ・レベルの個

人の行動を意識的に無視，あるいは少なくとも

軽視しているのに対して，タッシュマンニロマ

ネリはそれをモデルに組み込んでいることは，

両理論の相違点として指摘できょう。さらに，

リ・オリエンテーションの期間はトップが戦略

的決定により意図的に中核的特徴を刷新して断

続的な環境変化に適応する準備の期間であると

いえよう。彼らがこの期間には慣性が低くなる

ため「新しさ故の負担」にさらされることを指

摘している点は，ハナン=フリーマンのリ・オ

ーガニゼ、イションの議論に矛盾しない。しかし，

以下は両理論の根本的相違である。ハナン=フ

リーマンは，大きな組織変化も環境選択圧力に

支配されるため，それが成功することは稀であ

り新しい組織と入れ替わることが多いと主張し

ている。一方，タッシュマン=ロマネリは，大

きな組織変化は戦略的決定に支配され，それが

新しい環境との適応関係を形作るという見解を

採る。

断続平衡モデルの限界

ここで I断続平衡モデル」の限界を指摘して

おこう。第 1に，タッシュマン=ロマネリがい

うリ・オリエンテーションという断続的組織変

化の要因には，否定的あるいは受動的なものが

多い点を指摘できょう。例えば， トップが組織

要因の 1つである「長く続く低い成果」を認知

することにより，リ・オリエンテーションをお

こなおうとする時に，すでにその組織が危機的

な状態に陥ってしまっていて資金的な制約(ス

ラックの不足)があるかもしれない。また I代

替技術・製品」が出現し，それを確認した後に

資源を蓄積して市場に参入しても，すでに多数

の企業が存在していれば，その市場は戦略的魅

力がなくなっていることも多いであろう。さら

に，マイクロ・コンビュータ産業のような急速

にかつ断続的に環境の変化が起こる産業におい

ては，大企業は，企業家的な小企業に比べて，

組織・環境要因を察知するのが遅れがちになり，

リ・オーガニゼイションが成功する可能性は少

ないと思われる。

第 2の限界は，彼らがトップの行動のみが戦

略・旭織構造を大きく変えることを先導すると

考えており，組織内エコロジー・モデルで示し

たような自律的戦略プロセスは考慮せず，先導

的戦略プロセスによる組織変化のみを扱ってい

る点である。つまり， ミクロ・レベノレのミドル

以下の行動がマクロ・レベルの戦略・組織構造

に影響を与える可能性を無視していると指摘で

きょう。

さらに，第3の限界は，①断続的環境変化の

認知→②大きな組織変化をおこなうという戦略

的決定→③新たな環境との適応という論理が成

り立たない場合が多いことにある。すなわち，

以下の問題を指摘できょう。

(1)不確実性の高い産業(例えばマイクロ・

コンピュータ産業)においては，戦略的決定の

前提となるトップの正しい環境認知自体が，困

難であるし，またそうした認知が遅れがちであ

る(第 1の限界参照)。



1992.12 組織内エコロジー森 25(205) 

( 2 )たとえ正しい環境認知がなされたとして

も，現実に環境と適応するように組織を変革す

ることは困難である。

( 3 )もし環境と適応するように組織を変革で

きたとしても，すぐに再度環境が断続的に変化

すれば，それは一時的な適応でしかない。

5.組織内エコロジーの展開

リ・オリエンテーションの限界の克服

ノてーゲ、lレマンは， リ・オリエンテーションを

おこなう組織は環境に淘汰されてしまうために

成功することは稀であるが，リニューアルをす

る組織は成功するという主旨のことを述べてい

る(Burgelman，1991; p.253， p.255)。しかし，な

ぜリ・オリエンテーションをおこなう組織がハ

ナン=フリーマンのいうリ・オーガニゼ、イショ

ンをおこなう組織同様成功することは稀である

か， またなぜリニューアノレをおこなう組織が成

功するかについてのパーゲ、ルマンの指摘は，以

下にとどまる。

リ・オリエンテーションは自律的戦略プロセスによ

って期待される成り行きではない。リ・オリエンテー

ションは，組織内の実験と選択に基づく組織学習のプ

ロセスとしての戦略形成とは根本的に矛盾すると思わ

れるため，組織エコロジーの見解と同様，環境による

選択に支配されることが予測されよう。リ・オリエン

テーションは蓄積した学習の多くを放棄するために，

本来，組織を賭けの対象とする」ことを意味するよう

に思われる。一方，紙織内の実験と選択の後に起こる

大きな戦略的変化である戦略的リニューアJレは，自律

的戦略プロセスの重大な成り行きであり，このプロセ

スを通じて組織が無期にわたって適応的であり続ける

ことができる (Burgelman，1991; p.255)。

われわれは，リニューアルが前節で述べたリ・

オリエンテーションの限界を克服することを以

下に明確にする。さらに，次の項ではリ・オリ

エンテーションとわれわれのいうリニューアル

のそれぞれをおこなう組織の存続可能性を検討

する。

われわれは， リニューアlレが，上のパーゲル

マンの主張が示唆するように，①(ミドル以下

の)，自律的戦略プロセスによる周辺的特徴の成

長(適応の確認)→②トップの事後的認知→③戦

略的決定という論理を採っているために，リ・

オリエンテーションの限界を克服することが可

能と考える。リニューアルの特徴は，自律的戦

略行動を事後的に認知することによって環境を

認知することである。このような環境認知のや

り方によって，より正確な環境認知をより早く

おこなうことが可能と考えられる(前節で示し

たリ・オリエンテーションの限界(1)の克服)。

また， リニューアルは，周辺的特徴として成長

したものを新しい中核的特徴とすることによっ

て組織変革をおこなうことであり，この変革に

よって組織が環境と適応することは当然である

といってよいであろう((2 )の克服)。さらに，

先導的戦略プロセスと自律的戦略プロセスが同

時に進行すること (Burgelman，1991;p.256)が

組織エコロジーを長期的な適応に導くと考える

(( 3 )の克服)。

リ・オリエンテーションとリニューアルの

存続可能性の検討

ヤング (Young，1988)のハナン=フリーマン

に対する批判とその後のハナン=フリーマン

(1989) による仮定(以下，仮説)の修正とを

検討することにより九組織の存続可能性を高め

るような慣性が高い状況は以下のように整理で

きょう。尚，パーゲ、ノレマンは， (2)のみに限定

7)ヤング (Young ，1988)は組織エコロジーに対して様
々な批判をしているが，それらのうちハナン=フリ
ーマンの仮説構築に関する記述に関するものを検討
してみよう。
まず，ヤング(1988;p.p.13-14)はハナンニフリー

マン (1984)の仮定1， 2" 3と定理1を以下のよ
うに「もし…ならば，・・・である。」という形式のも
のに転換する。
ハナン=フリーマン (1984)の仮定 1，2， 3と

定理1を以下に示す。
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して慣性を言及しているように思われることを

指摘しておく。

(1) ，-構造再生性」が高い場合(すなわち中核

的特徴がほとんど変化しない場合)

( 2 )中核的特徴の変化が同等に大きい環境の

変化に比べて，①始まる時点、が遅い，あるいは

②進行の速度が遅い場合

[仮定1]:近代社会の個体群の選択は，高い成果の

信頼性と高い説明能力をもっ形態(組織)を好む。

[仮定 2J :信頼性と説明能力は，組織が高い構造再

生性をもつことを要求する。

[仮定 3J :高い構造再生性は，強い慣性圧力を生む。

[定理 1J :近代社会の個体群の選択は，高い慣性を

もっ組織を好む。

これらをヤングは以下のように転換する。

[仮説1]:もし組織が高い成果の信頼性と高い説明

能力をもてば，存続する傾向があるだろう。

[仮説 2]:もし組織が高い信頼性と高い説明能力を

もてば，高い構造再生性をもつであろう。

[仮説 3J :もし組織が高い構造再生性をもてば，高

い慣性をもつであろう。

[定理 1]:もし組織が高い慣性をもてば，存続する

傾向があるであろう。

彼女はこれらの仮説を以下の図に示し(【図 5】の実

線部分)，定理1は3つの仮説から導かれていないと

批判する。仮説 lを受け入れれば，残りは不必要で

あるというのである。

次に，彼女は，ハナンニフリーマンの仮定 2を以

下のように転換して，仮説体系を検討する。

[仮定 2J :構造再生性は信頼性と説明能力に先立た

なければならない。

彼女はこのように仮説2を転換すれば，仮説2の矢

印は【図 5】の破線で示すように逆向きになるが，

これでも定理は仮説から導かれないことになると主

張している。

また，彼女は，構造再生性を慣性の「向義反復」

であるとも考えられ，仮説3は不用とも仮定できる

として，仮説体系を改めて検討する。そうすれば，

【図けのように修正できるが，これでも矛盾は解

決されないというのである。

さらに，ヤング (Young， 1988; p.p.8-9) はハナン

ニフリーマンの以下の記述を引用して批判を加える。

仮説 3
慣性構造再生性

，. 

信頼性と説明能力
仮説 1

3・存続

【図 5]ヤンク。のハナン=フリーマンの仮説体系に関す
る理解① (Y oung， 1988; p.14より作成)

( 3 )中核的特徴の変化と環境の変化の始まる

時点と進行の速度が同じで，前者が後者より変

化の幅が小さい場合

仮説 3:構造再生性二慣性

，---ー~主É~聖 1
仮説21 二3 存続

'f __  一事説1

信頼性と説明能力

【図 6】ヤングのハナン=フリーマンの仮説体系に関す

る理解② (Y oung， 1988; p.14より作成)

(A) ，個々の組織は，強い慣性から免れない。すな

わち，ラジカルな変革は成功することは稀である。

(Hanan and Freeman，1984; p.149) J 

(B) ，環境の変化率との比較において慣性を定義し

なければならない。 (p.151)J 

ヤング、は，組織エコロジーの様々な論文は， (A)の

考え方に従っているようであるけれども，限られた

環境の変化に反応して小さな構造変化を行えば慣性

がないと考えられるし，ゆっくりとラジカルな構造

変化を行えば慣性が高いと考えることができると述

べている。つまり，ハナンニフリーマンのいう子主L織
が慣性が高いという状況は，以下の 3つがあると，

ヤングの指摘からわれわれは導き出す。

(1)構造再生性が高い場合，すなわち中核的特徴が

ほとんど変化しない場合

(2 )中核的特徴の変化が同等に大きい環境の変化に

比べて，①始まる時点が遅い，あるいは②進行の速

度が遅い場合

(3 )中核的特徴の変化と環境の変化の始まる時点と

進行の速度が同じで，前者が後者より変化の幅が小

さい場合

ヤングは，慣性のフォーマルな定義から得られる (2)， 

(3 )の状況にある組織か、存続するとすれば，ハナン

=フリーマンの基本的な立場 (A) と矛盾するとし

て批判を加えている。さらに彼女は，変化の速さや

幅(大きさ)の測定方法の開発の必要性を訴えている。

さて，ハナン=フリーマンは， 1989年の論文にお

いて (1989;p.77l，先の仮定 3の「生む (generat巴)J

を「合意する(implY)Jに修正している。

[仮説3]:高い構造再生'性は強い慣性圧力を含意す

る九

上記の仮説は構造再生性が必ず慣性を意味すること

を示し時間」の概念を無視していると考えられる

ので，構造再生性は慣性の部分集合となっていると

してよいかもしれない。そうすれば，仮説3は「…

ならば…である。」という形式のものに転換せず，ベ

ン図の形式で示すことが可能で、ある。こうして，仮

説体系は【図7]のように示すことができる。ここ

で， pは構造再生性， Qは慣性のうち構造再生性以

外のものをしめす。これまでの考察からQは環境の

変化率との比較から与えられる「相対的慣性J，すな

わち上の (2)，(3) と考えてよかろう。
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(2)， (3) については，ヤングも指摘してい

るように円ハナン=フリーマンは測定の方法に

関する記述をしていない。われわれも(3 )の

中核的特徴の変化の幅，環境の変化の幅につい

ては議論する手段を持ち合わせていない。そこ

で， (1)と(2 )の変数のみについて，測定の

手段を検討する。(1)でいう構造再生性は中核

的特徴が変化しない程度を示すので，中核的特

徴が変化する場合には構造再生性は低く，中核

的特徴が変化しない場合には構造再生性は高い

といえよう。本稿では，リ・オーガニゼ、イショ

ン(リニューア/レ， リ・オリエンテーション)

をおこなう組織の構造再生性を検討するため，

リ・オーガニゼイションの期間(すなわち，中

核的特徴が変化している期間)においては構造

再生性は低く，その前後については構造再生性

は高いと仮定してよかろう。(2 )は， リ・オー

ガニゼイションの開始とその期間に関係する変

数である。①の「始まる時点が遅い」ことは，

慣性

Q:相対的慣性 ¥ 仮説E

一一__1...一一一一一一一一一ー存続

仮那覇ZAφ?

仮説3

【図7]筆者のハナンニフリーマンの仮説体系に関する
発展的理解

これでも，定理 1が3つの仮説から導かれていない
とするヤングの批判から免れられない。そこで，わ
れわれは，以下の仮説を追加することを提案する。
[仮説aJ:もし紅織が高い相対的慣性をもて瓜存続
する傾向があるであろう。
こうすれば，【図 7】に破線の矢印を追加できるため
に，定理 1は仮定日と仮説1， 2， 3より得られると
考えられ，また仮説体系に矛盾があるとするヤング
の批判は克服されたと思われる。
尚，村上 (1991)は，ヤング、のハナン=フリーマン
への批判とその後のハナン=フリーマンの修正(前
頁のりの存在を筆者が知るきっかけを与えてくれた。
しかし，その検討については，筆者がすべての責任
を負うものである。

8 )注 7を参照。

「リ・オーガニゼ、イションの開始(すなわち，

中核的特徴の変化の開始)Jが環境の変化の開始

に比べて遅いことを示すとしてよいであろう。

また，②でいう中核的特徴の変化と環境の変化

の幅が同じ場合の「進行の速度が遅い」ことは，

「リ・オーガニゼ、イションの期間が長い」こと

を意味すると考えてよかろう。われわれは，ハ

ナンニフリーマンのいうリ・オーガニゼイショ

ンの完了時点の特定方法(1984;p.p.158-9)は

困難であると考えるために，中核的特徴の変化

が完了する時点を新しい中核的特徴が十分成長

した時点として，-リ・オーガニゼ、イションの期

間」を「中核的特徴の変化の開始時点から新し

い中核的特徴が十分成長するまでの期間」と規

定する。しかし，なおも以下の問題が残る。第

lに，リ・オーガニゼ、イションが「遅れて始ま

る」といっても，環境が変化を終えて安定状態

になってからでは遅すぎる場合も多かろう。つ

まり，リ・オーガニゼイションは「ある程度」

遅れて始まることが存続につながることと仮定

することが賢明であろう。第 2に，-リ・オーガ

ニゼイションの期聞が長い」については，それ

に関連するハナンニフリーマジの主張と矛盾す

る。つまり，ハナン=フリーマンはリ・オーガ

ニゼイションが長ければ死滅の可能性が高くな

る(仮説 9)と主張しているが，これは「リ・

オーガニゼ、イションの期聞が短ければ，存続の

可能性が高まる」と解釈でき， (2)の②より得

られた「リ・オーガニゼイションの期間が長い

ほど存続の可能性が高い」とする彼ら自身の主

張と矛盾する。われわれは，仮説9を導きだす

根拠，すなわちリ・オーガニゼイションの期聞

が長ければ長いほどリ・オーガニゼイションを

おこなうための費用は増大するから死滅の可能

性が高まるという主張がより説得的であると考

えるために，仮説9を採用し(2 )の②を切り

捨てることにする。

結局，われわれは，存続に関わる仮説体系を

以下に限定する。

( a )構造再生性が高い場合(すなわち中核的
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特徴がほとんど変化しない場合)

(b) リ・オーガニゼ、イションの開始が適度に

遅い場合

( c )リ・オーガニゼ、イションの期間が短い場

.L>-
口

さて，組織の中核的特徴を分析の単位とすれ

ば，これら 3つの仮説は「リ・オリエンテーシ

ヨン」と「リニューアル」をおこなう組織それ

ぞれの存続の可能性を判断することが理論的に

可能であると考えられよう。しかし，パーゲル

マンのいう「リニューアル」の内，中核的特徴

が単に追加されると定義した「アメンドメント」

は中核的特徴が既存のものから新しいものへと

変化することにはならないため，ここでは考察

の対象にはできず，われわれのいう「リニュー

アル」に限定する(本節においては，以下単に

「リニューアル」とする)。

まず， (b) の「リ・オーガニゼ、イションの開

始」から検討する。リ・オリエンテーションは，

トップが環境の断続的変化を認知した後に，中

核的特徴を変化させる戦略的決定をして初めて，

新しい資源(技術，人，資金など)を導入して

組織の中核的特徴を変化させるものであると説

明した。トップが直観を用いずに不確実な環境

の変化を早く認知することは困難であるために，

リ・オリエンテーションの開始は一般に遅いし，

また場合によっては遅すぎると考えられると前

節で指摘した。一方， リニューアノレは，環境の

認知によってではなく，自律的戦略行動の成功

を事後的に認知した後に，中核的特徴を変化さ

せる戦略的決定によっておこなわれる。このた

め，リニューアルの開始は，特に環境が不確実

で認知が困難な状況におわては，リ・オリエン

テーションに比べて早く，また環境の変化に対

して極端に遅れることはないと考えられる。

次に，-E-e-うーの「リ・オーガニゼイションの期

間の長さ」について検討する。リ・オリエンテ

ーションの期間は，この期間になって初めて新

しい資源の蓄積をおこなうために，一般に長く

なるであろう。一方，リニューアルの期聞は比

較的短いと考えられる。なぜならば，新しい中

核的特徴はリニューアルの開始の時点までに周

辺的特徴として大きく成長しているために，こ

れがさらに安定的なレベルにまで成長するのに

多くの時間は必要ないと考えられるからである。

さらに， (a)の「構造再生性」について検討

する。これは，先に述べたように，リ・オーガ

ニゼ、イション(リニューアJレ， リ・オリエンテ

ーション)の期間中は構造再生性は低いが，そ

の前後の構造再生性は高いことは，リニューア

lレ，リ・オリエンテーションに共通している。

しかし， リニューアルをおこなう組織の構造再

生性は比較的早い時点で高くなるといえよう。

リ・オリエンテーションとわれわれのいうリニ

ューアルの存続に関わる 3つの変数を【表1]

にまとめておく。

リ・オリエンテーション リニュー7Jレ

( a)構・オ造ー再ガ生ニ性ゼ。 i前
高い 高い

リオガ イシヨンの期後間 低い 低い

高い 高い

(b)リ・オーガニゼイションの開始 遅い(遅すぎる場合もある) 適度に遅い

(c)リ・オ}ガニゼイションの期間
比較的長い 比較的短い

の長さ

[表1]リ・オリエンテーションとわれわれのいうリニューアルの

存続に関する変数の比較

以上の考察から， リニューアノレは， リ・オリ

エンテーションに比べて，存続可能性の高い組

織変革のやり方であることを試論することがで

きた。また，前節で掲げたパーゲ、ノレマンの指摘，

すなわちリ・オリエンテーションは自律的戦略

プロセスを介さず，環境選択圧力に支配される

という理由から，ハナン=フリーマンのいうリ

・オーガニゼ、イション同様，成功することは稀

であるという指摘を裏付けることができた。さ

らに，われわれは，パーゲルマンの主張する組

織内エコロジーがハナン=フリーマンの主張す

る組織エコロジーに連結する可能性を見いだし

た。

さらに，ハナン=フリーマンの主張を組織内

エコロジーの側から見て以下を指摘する。第 1

に，ハナン=フリーマンが周辺的特徴の変化が

中核的特徴の変化につながることを基本的に認
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めていないことが，彼らが大きな組織変化を否

定的に扱っている理由になっていると思われる。

上で説明したように，もし周辺的特徴が十分成

長した後に，それを新たな中核的特徴にする場

合(われわれのいう「リニューアル」の場合)， 

3つの変数より得られる存続可能性は高いと考

えられた。第 2に， リ・オーガニゼ、イションを

開始する時期を中核的特徴の性格のみから説明

することに疑問がある。パーゲ、yレマンは，自律

的戦略プロセスが展開していたことにより，組

織変革の決定(インテJレのメモリ一事業からの

撤退宣言)が極端に遅くはならなかった，すな

わち自律的戦略プロセスの展開は慣性を低くす

る効果があることを指摘している (Burgelman，

1991; p.252)。これは，周辺的特徴の成長がリ・

オーガニゼ、イションの決定の時期を早める要因，

すなわち慣性をある程度低める要因になること

を示唆するのである。つまり，既存の中核的特

徴が高い経営成果をもたらしているし，今後も

そうであろうとトップが認知すること(，残され

た成長の機会」の認知)は，リニューアルの開

始を遅らせる要因となる一方，周辺的特徴が成

長していることはリニューアノレの開始を早める

要因となっていると指摘できょう。また，パー

ゲルマンは，吸収されないスラック」の存在が

自律的戦略プロセスの展開(周辺的特徴の成長)

を助長することも主張していることも 2節で指

摘したが，これも注目に値する。

6.結び

ノTーゲ、lレマンの組織内エコロジー・モデノレは，

プロセス的特徴(先導的戦略プロセス，自律的

戦略プロセス)と変化の性質(中核的特徴の変

化，周辺的特徴の変化)の 2つの次元から，以

下4つの組織変化を記述しているといえよう。

第 1に，アジャストメント」は，先導的戦略プ

ロセスを通じて組織の周辺的特徴のみが変化す

ることを意味する。これは，インテノレがメモリ

一事業の中で様々なインクリメンタノレな革新を

おこなった例で説明した。これらの革新はトッ

プが先導したという点において先導的戦略プロ

セスであり，またメモリ一事業内での周辺的特

徴の変化である。第 2に，リ・オリエンテーシ

ョン」は，先導的戦略プロセスを通じて中核的

特徴が変化することを意味するものである。こ

れは，シンガー・ミシン社がミシン・家具事業

からエレクトロニクス業に転換したことを例に

した。この変化はトップが先導したという点で

先導的戦略プロセスによる変化であり，またエ

レクトロニクス事業は中核的特徴として育成さ

れている。さて，パーゲノレマンは，われわれの

ように「アメンドメント」と「リニューアル」

を区別せず，それらを含む概念としてリニュー

アルを規定している。しかしながら，われわれ

は， 3節で述べたように，彼のケース・スタデ

ィーから判断しでも，こうした区別は有益と考

えた。また，実際に，この区別は前節でリ・オ

リエンテーションと比較して存続の可能性を検

討する場合に有効でトあった。第 3の組織変化で

ある「アメンドメント」は，自律的戦略プロセ

スを通じて既存の中核的特徴に新しい中核的特

徴が追加されることを意味する。これは化学企

業である GAMMA社がヘルスケア事業を追加す

ることを例にした。最後に，われわれのいう「リ

ニューアル」は，自律的戦略プロセスによって

生みだされた周辺的特徴が後に新しい中核的特

徴となると同時に，既存の中核的特徴は放棄さ

れることを意味するものである。これはヲイン

テノレがメモリー企業からマイクロ・プロセッサ

ー/マイクロ・コンビュータ企業に転換するこ

とを例に説明した。

ノ寸ーゲJレマンは，タッシュマン=ロマネリの

いう「リ・オリエンテーション」が，ハナンヱ

フリーマンのいう「リ・オーガニゼイション」

と同様，環境に淘汰されてしまうために成功す

ることは稀であるが，リニューアノレ」は成功す

ると主張しているが，なぜリ・オリエンテーシ

ョンが成功しないかについての説明は少ない。

そこで，われわれはハナン=フリーマンの「慣
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↑生」と「リ・オーガニゼイション」に関する主

張とタッシュマン=ロマネリの「リ・オリエン

テーション」に関する主張を検討することを通

じて，旭織内エコロジーの側から両理論の限界

を指摘した。ハナンニフリーマンの主張に対し

ては，周辺的特徴の変化が基本的には中核的特

徴の変化に結び、付かないと述べていることを大

きな問題として指摘した。また，タッシュマン

=ロマネリの主張に対しては，①断続的環境変

化の認知→②大きな組織変化をおこなうという

戦略的決定→③新たな環境との適応という論理

が成り立たない場合が多いことを指摘した。そ

して，われわれのいう「リニューアル」がこれ

らの問題を克服することを示した。さらに，わ

れわれは，ハナンニフリーマンの仮説体系を批

判的に検討することにより， (1)構造再生性が

高い場合， (2)大きな持田哉変化の開始が適度に

遅い場合， (3)大きな組織変化を開始してから

完了するまでの期間が短い場合に，組織の存続

可能性が高いと仮定した。われわれは，われわ

れのいう「リニューアル」とタッシュマン=ロ

マネリのいう「リ・オリエンテーション」につ

いてそれぞれ，これら 3つの変数を検討するこ

とにより，前者が存続する可能性の高い組織変

化のやり方であることを明らかにした。また，

こうした作業によって，われわれは，パーゲ、ル

マンの主張する組織内エコロジーがハナン=フ

リーマンの主張する組織エコロジーと連結する

可能性をみいだした。
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