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要約
近年アントレプレナーシップ研究（起業家研究）では、優れた起業家の意思決定原理を定式化し
ようとする新しいアプローチが注目されている。その一つとして、サラス・サラスバシー（Saras
Sarasvathy）が提唱した「エフェクチュエーション（effectuation）
」という概念がある。
本稿では、エフェクチュエーションについての説明を行った後、マーケティング分野におけるエ
フェクチュエーションの可能性について、先行研究から確認する。その後、競争戦略論における論
点を整理し、競争戦略論におけるエフェクチュエーションの可能性について考察した。
その結果、
「Knight の第

の不確実性」と「特定の文脈に埋め込まれた特殊解」について、いか

にバランスをとるのか、あるいは融合していくのかが、重要な論点であることを示した。
Abstract
Recently, in entrepreneurship research, much attention has been paid to new approaches
that attempt to formulate exceptional principles for entrepreneurial decision-making. The
concept of “effectuation,” advocated by Saras Sarasvathy, is one such approach.
This paper explains “effectuation” and confirms the possibilities of “effectuation” in the
marketing field, based on previous research. Subsequently, it focuses on sorting out an issue of competitive strategic theory and considers the possibility of “effectuation” in this
field.
As a result, this study points out that it is important to know the means to balance or
fuse Knight’s third type of uncertainty and the solutions embedded in specific contexts.
［キーワード］
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を、
「ある固有の領域における、何年かの経験

：はじめに

の結果、
『よく考えられた実践』を通じて、高
いレベルの成果・業績に達した人」と定義して

近年アントレプレナーシップ研究（起業家研

いる。

究）では、認知科学の熟達研究の知見を踏まえ、

そのうえで、それまでの多くのアントレプレ

優れた起業家の意思決定原理を定式化しようと

ナーシップ研究では、主要な独立変数として、

する新しい研 究 ア プ ロ ー チ が 興 隆 し て い る

「起業家的ベンチャー」の成果を測定すること

）
。特に、選択肢を採

に焦点が当てられており、
「資質」や「知識獲

択したことによる結果の確率が既知でない不確

（Sarasvathy

，

得」
「学習」などの要因が、どのように起業家

実な状況下における意思決定（竹村他

が創造した「企業」の成果に影響を与えている

）を

行なわなければならない起業家が問題解決のた

のかを説明しようとするものであった。

めに用いるヒューリスティクスは、サラス・サ

しかし、Sarasvathy の起業家的熟達の視点

ラスバシー（Saras Sarasvathy）を中心に「エ

は、
「起業家」自身の成果に着目しており、企

フェクチュエーション（effectuation）
」として

業の成果に一致するときもあれば、相反すると

概念化され、世界の主要ビジネススクールにお

きもあるものと理解する。つまり、熟達と企業

ける起業家教育に導入されている（Read et al．

としての成功は必ずしも同じものではないとし

）
。

ている。また、起業家の成果を企業の成果だけ

しかし、エフェクチュエーションは、市場環

に限定することは、熟達した起業家が成功をも

境分析に基づく予測を重視する伝統的な意思決

たらす方法の

定理論（因果推論：causal reasoning）とは対

ト」を見逃してしまうことにつながるので、起

照的なアプローチであり、既に持っている手段

業家の成果と企業の成果は分けて考えるべきと

から行動を開始し、当初予期しなかった新たな

している。

つである「失敗のマネジメン

パートナーシップの構築や環境の創発を積極的

これらの考えのもと、Sarasvathy が行った

に志向する行動を促すアプローチである。こう

分析は、熟達した起業家に対するシンク・アラ

したアプローチは、潜在的な市場機会に対処す

ウド法による発話プロトコル分析であった。ま

るプロセスで特に有効であるため、ベンチャー

ず、この分析における「熟達した起業家」の基

起業家のみならず、競争戦略論においても幅広

準として、
「①

く応用可能と考えられる。

業者・起業家としてフルタイムで 年以上働き、

そこで、本稿では、エフェクチュエーション

③最低でも

つ以上の企業を創立し、②創

社を株式公開した人物」と定義し、

の競争戦略論への応用可能性について考察して

ベンチャーキャピタリストの Silver（

いく。

よって編集された起業家

）に

人に加え、Ernst&

Young 社による「アントレプレナー・オブ・

：サラスバシーによる起業家の熟達研究

ザ・イヤー」の受賞者リストを加えた合計
名の母集団の中から、最終的に 名の熟達した

−

：「熟達者」の定義と調査対象者

起業家が選ばれた。

起業家を対象とした熟達研究として、Saras,
Sarasvathy の研究が挙げられる。

この 名に対して、
「ベンチャリング（Venturing）
」と名付けた起業ゲームの課題を用いて、

まず、
Sarasvathyは先行研究
（Foley and Hart,
1992 ; Ericsson et al., 1993）から、
「熟達者」
―

スタートアップ企業で起こる の典型的な意思
決定の問題について、解いてもらった。
―
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−

：ナイトの不確実性

−

Sarasvathy は、仮説形成に際し重要視した
の が、F. H. Knight（

）の「不 確 実 性」で

あった。

：帰無仮説

Sarasvathy は Knight の

熟達した起業家の意思決定プロセスは、
「未来
の予測可能性」に関する

まず、第

の不確実性として、
「結果は未知

つの不確実性から、
つの信念のいずれか

によって影響されていると推測した。

だが、事象が起こりうる確率分布は既知」とい

つ目は、高度に予測可能な事象が、未来を

う場合である。たとえば、箱の中から球を取り

動かすと信じており、この場合、彼らの意思決

出すとき、箱の中に「当たり」の赤玉が

個、

定プロセスは、詳細で体系的な情報を求め、具

個入っていることが事前に

体的な目標を到達するためにそれらの情報を分

分かっている場合である。このような状況は「リ

析することになると考えられる。ここで強調さ

スク」に該当し、
「分析テクニック」が求めら

れる点は、合理的決定のために未来を予測しよ

れる。

うとすることである。

「外れ」の青玉が

次に、第

の不確実性として、
「結果が未知

つ目は、未来は（例えば、株価のように）

のみならず、事象が起こりうる確率分布も未

非常に予測困難な現象によって、動かされると

知」という場合である。これは、先の例で考え

信じている。しかし未来は、体系的な「テスト」

れば、赤と青の球がそれぞれ何個ずつ箱に入っ

や「実験」を通じて調査可能であり、信頼でき

ているか、プレイヤー自身は事前にはわからな

る熟達が時間とともに形成される可能性がある

い、という場合である。このような状況は「不

と考えている。この場合、彼らの意思決定プロ

確実性」に該当し、
「推定の手続き」が求めら

セスの中身は「テスト」や「実験」の技術から

れる。そして、推定の手続きを通じて、一度確

構成され、熟達者に相談したり、熟達者の主観

率分布が明らかになれば、
「未知の分布」から

的な確率に頼ったりすることになると考えられ

「既知の分布」へ変換されるので、分析テクニ

る。ここで強調される点は、予測困難ではある

ックの対象となる。

ものの、反復学習により予測の精度が向上可能

こ れ ら に 関 し て、先 行 研 究 に お い て も、
Ellsberg（

であるという点である。

）は、人は一般的に「不確実性」

つ目は、未来は人間の行為によって動かさ

あるいは「未知の分布」よりも、
「リスク」あ

れるものであり、その人間の行為は（例えば、

るいは「既知の分布」を好むことを明らかにし

ファッションのように）そもそも予測不可能で

ている一方で、Kamien（

あり、測定対象にはならないと考える。この場

）は、起業家は、

曖昧性に対する耐性が高いため、彼らは「未知

合、彼らの意思決定プロセスの中身は、人間の

の分布」を好むとしている。

行為についての「直観」を養うような試みと、

しかし、第

の不確実性として、
「結果も確

未来を予測しようとするのではなく、それをコ

率分布も未知であり、その確率分布も一定であ

ントロールし、作り出す視点から、関与者との

るとの仮定さえおけない」という場合がある。

パートナーシップ形成とコンセンサスを得よう

Knight（

とする試みから構成される。

）は、第

の不確実性の特 徴 を

「状況を整理するためのあらゆる種類の妥当な

そして、帰無仮説を「新しいベンチャーの開

根拠が存在しない」と表現しており、上記のよ

発に従事している『熟達した起業家』は、未来

うに第

の予測可能性についての

、第

の不確実性のように、どのよう

つの信念（および、

に対処すべきかについては、具体的な案は書か

それに対処する技術）について、暫定の選好を

れていない。

持っているわけではない」とした。これは、も
―

―
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し帰無仮説が棄却されるならば、調査協力者の、

can）にフォーカスし、実行（do）する。何を

未来の予測可能性に関する特定の信念について

すべきか（what they ought）については、思

の選好を、意思決定プロセスの見地から分析す

い悩むことはしない。

るべきとなるからである。

そして、彼らが交流する人々の一部は、自発
的にコミットし、プロセスに参加する。そこで

−

：熟達した起業家のプロセス要素

得られたコミットメントの一つひとつが、新た

シンク・アラウド法による発話プロトコル分

な手段と目的をもたらす。

析を行った結果、新製品のための市場創造にお

さらに、ネットワークの拡大により資源が蓄

いて、熟達した起業家は「伝統的なマーケット

積されていくが、それに伴い制約条件が付いて

リサーチの方法」よりもヒューリスティクスを

くる。その制約条件は、将来の目的変更の可能

明らかに好む、という仮説（上記

性を減じ、誰が関与者のネットワークに入って

番目の仮説）

が支持された。
さ ら に、Sarasvathy（

よいか、よくないかを制限し、やがて、ゴール
）で は、MBA 学

生 名を対象にし、同様のプロトコル分析を行

やネットワークは、新しい企業や製品、市場へ
と同時発生的に収束していく。

い、比較研究をすることで、熟達した起業家た
ちに見られるプロセスモデルを精緻化した。
それを示したものが図

−

である。

：熟達した起業家の行動原則

さらに、Sarasvathy は上記プロセスの各段

まず、熟達した起業家は、
「自分が誰であるか
（who they are）
」
、
「何を知っているのか（what

階で、熟達した起業家は

つの原則に従って行

動することを明らかにした。

they know）
」
、
「誰 を 知 っ て い る の か（whom

つ目は、
「手中の鳥」の原則である。これ

they know）
」からスタートし、すぐに行動を

は、
「目的主導」ではなく、
「手段主導」の行為

起こし、他の人々と相互作用をしようとする。

の原則である。つまり、所与の目的を達成する

次に、彼らは、自分ができること（what they

ために、新しい手法を発見するのではなく、既

図

：エフェクチュエーションのプロセス Read, Dew, Sarasvathy, et.al（2009 p.p.4）

―

―
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存の手段で、何か新しいものを作ることである。
つ目は、
「許容可能な損失」の原則である。

ロセスであった。図

は、エフェクチュエーシ

ョンのプロセスと、現在マーケティングにおい

これは、プロジェクトからの期待利益を計算し

て主流となっている「セグメンテーション‐タ

て投資するのではなく、どこまで損失を許容す

ーゲティング‐ポジショニング（STP）
」とを対

る気があるのか、あらかじめコミットすること

比して示したものである。

である。
つ目は、
「クレイジーキルト」の原則であ

図

る。これは、機会コストを気にかけたり、精緻

：マーケティングにおける比較
（Sarasvathy
（
，高瀬・吉田

）p.p． ）

な競合分析を行ったりすることなしに、コミッ
トする意思を持つ全ての関与者を考慮に入れる
べきであるとし、経営に参画するメンバーが、
企業の目的を決めるのであって、その逆ではな
いということである。
つ目は、
「レモネード」の原則である。不
確実な状況を避け、克服し、適応するのではな
く、むしろ予期せぬ事態を「てこ」として活用
することで、不確実な状況を認め、適切に対応
していくことである。
つ目は、
「飛行機の中のパイロット」の原
則である。これは、外的要因を活用することに
起業家の努力を限定するのではなく、自らの力
また、Read, Dew, Sarasvathy, et.al（

と才覚を、事業機会創造の主たる原動力とする

にて、図

ことである。
これらの

つの原則は、不確実な状況をコン

）

と対比する形で、コーゼーションの

プロセスが示されたものが図

である。

まず、新しい製品や市場、企業の機会を特定、

トロールするにあたり、
「予測を基にした戦略」

定義するために、フォーカスグループやサーベ

の使用を減らすことを志向する。
そして、これらの原則からみられる「行為の

イを通じて、情報を収集し、妥当な変数を用い

論理」と上記の「行動プロセス」の総体として、

て市場を細分化し、潜在的市場の戦略的価値に

Sarasvathy は熟達した起業家の思考法を「エ

基づき、対象セグメントを選択する。
次に、競争分析やマーケットリサーチを実施

フェクチュエーション」と定義した。

し、資源や技術制限などの条件下における最適

：エフェクチュエーションとコーゼーシ

な方法で、ターゲットセグメントに対するポジ

ョン

ショニングを決め、具体的な事業計画の策定を
行う。

熟達した起業家に見られた「エフェクチュエ
ーション」は、従来のアントレプレナーシップ

その後、計画実施のために最適な資源と利害
関係者を確保し、環境に適応させていく。

の講義などで教えられる「経済学的に合理的な

このように、
「エフェクチュエーション」と

意思決定を行うための論理」である「コーゼー

「コーゼーション」では、全く異なる思考法と

ション（因果推論）
」とは、正反対の論理とプ

プロセスとなっている。

―

―
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：コーゼーションのプロセス Read, Dew, Sarasvathy, et.al（2009 p.p.4）

：マーケティングにおけるエフェクチュ
エーションの可能性
−

しかし、この「STP マーケティング」とも
通底する開発物語は、事後的な記述として成り
立つ「神話」であると、石井は指摘している。

：『マーケティングの神話』からみるエ

石井は、開発担当者へのフィールド調査を掘り

フェクチュエーション

下げて分析したところ、実際に彼らがたどって

Sarasvathy は、熟達した起業家は「エフェ

いたのは、STP マーケティングとは大きく異

クチュエーション」という「STP マーケティ

なるシークエンスであった。例えば、開発担当

ング」とは全く正反対の思考法によって、製品

者たちは、消費者ニーズ調査（マーケティング・

や市場などを創造していくことを示したが、マ

リサーチ）は行っていたが、その調査で最も支

ーケティング研究では、
「エフェクチュエーシ

持されていたわけではない特性を基本コンセプ

ョン」の概念を用いた、新たなマーケティング

トに採用したり、あるいは、調査そのものを開

理論の可能性について、栗木（

発プロセスの後半で行っていたりしていた。

）で検証が

なされている。
栗木（
（

栗木（

）では、Sarasvathy（

）
は、この石井の研究も Sarasvathy

）と石井

と同様に、ヒット商品の開発プロセスは、エフ

）の共通点として、現代のマーケティン

ェクチュエーション的な動きとなることを見出

グ論の主流である「STP マーケティング」へ

していたとしている。そして、エフェクチュエ

の問題提起を、フィールド研究を踏まえて行っ

ーションとは真逆のマーケティングの神話が流

ている点を指摘している。

布してしまうかについては、実際の開発がエフ

Sarasvathy は、起業家たちが対峙する市場

ェクチュエーション的なシークエンスをたどっ

は、
「STP マーケティング」の前提とは異なり、

たとしても、成功を収めた後になってから振り

どんなに精査しても、その未来を予測すること

返れば、当の製品にとって適した市場の領域は、

が困難な環境であると指摘している。

この時には誰の目にも明らかだからである、と

一方、石井（

）では、日本企業の当時の

している。このことから、STP マーケティン

ヒット商品の新製品開発プロセスを取り上げて

グ的な開発物語は、事後的な再構成によって成

いる。これらの開発が「消費者ニーズの調査→

り立っているのではないかと疑ってみる必要が

消費者ニーズの重要次元の選択→技術開発の方

あるとしている。

針の確定→製品の基本コンセプトの確定」とい
うシークエンスで記述できることを示す。
―

―
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−

：マーケティング・リサーチへの疑念

りすることに加えて、特定の店舗で実績をあげ

上記の通り、Sarasvathy と石井はともに、

た仮説をすばやく他の店舗で展開する総合的な

STP マーケティングへの問題提起をしている。

仮説−検証の仕組みが整えられているとしてい

栗木（

）では、その批判の要点が挙げら

る。

れている。

こうしたセブン‐イレブンの取り組みはプラ

実践命題としてみた時の STP マーケティン

グマティック（実践主義）なものであり、普遍

グの骨子は、
「R（マーケティング・リサーチ）

的な再現性というよりは、局所的な市場の秩序

→STP（セグメント・ターゲット・ポジショニ

を見定めようとするものである。しかし、出来

ングの策定）→MM（マーケティング・ミック

上がった仕組みということでいうと、それは、

スの策定）→I（実行）
」という行動プログラム

批判合理主義的な科学の方法と多くを共有する

にまとめることができる。Sarasvathy と石井

組み立てとなっているとしている。

は、起業家や製品開発者が STP や MM を見定

その一方で、セブン‐イレブンは、過去の経

めることの重要性を疑っているわけではなく、

験やデータにこだわらずに、新たな行動に挑む

Kotler 流のマーケティングが全面的に否定さ

ことにも貪欲である点も指摘している。例えば、

れているわけではない。両者が指摘している点

ATM（セブン銀行）については、当初の

は、R と I の位置付けである。つまり、先行さ

間は赤字だったが、セブン‐イレブンは、設置

せるべきは I（実行）である可能性を主張して

する店舗や提携する金融機関の数をひたすら増

いるのである。

やしていった。こうして、認知度と利便性を高
めていった結果、

−

：セブン‐イレブンにおける仮説−検証

年

年目を迎えたころから、

ATM の利用件数が高まり、セブン銀行は黒字
化を達成した。また、ワンランク上の PB（セ

型発注
）
では、マーケティング・

ブンゴールド）については、当初はメーカーと

リサーチの高度化が企業の成長と収益性の強化

トップ商談を行い、全品買い取りとするなどし

を支えている例として、栗木（

てスタートにこぎつけている。

さらに、栗木（

）からセブ

あるいは、以前のセブン‐イレブンは、若年

ン‐イレブンを挙げている。
セブン‐イレブンの各店舗では、
「どこで、何

層や男性をメインの顧客としており、それに対

が、いつ売れるか」の仮説を過去の販売実績や

応した弁当類を提唱していたが、女性や高齢者

気象データなどと突き合わせて練りあげた上で

の顧客に対して、ミールソリューション型の商

発注を行い、さらに販売実績を POS データで

品群を本格的に投入し、近年の売上拡大を実現

確認する。こうした、仮説−検証型のリサーチ

している。このストア・イノベーションは「若

を繰り返す取り組みが、予測精度の高い発注を

年層や男性を中心とした『近くて便利』にこた

実現し、売り逃がしのロスを抑えている。

える店づくり」という従前の基本ルールを見直

しかし、消費者の心理や行動は絶えることな

したことから生まれたものであるとし、セブン

く変化していく。そのため、セブン‐イレブン

‐イレブンが、市場の飽和や成熟化を乗り越え、

では、過去の成功体験に縛られることを避ける

成長を続けている背景には、事後的なルール変

ために、機を逃さず仮説−検証を次々と行い、

更をいとわない姿勢があるとしている。

新たな成長の種をとらえるべく、仮説の妥当性

栗木は、セブン‐イレブンが長期にわたって

を蓄積した過去のデータを瞬時に確認したり、

成長と収益を両立させてきた理由を考える上で、

実行した仮説を POS データで迅速に確認した

一連の行動が、knight の第

―

―

の不確実性だけ
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でなく、第

年

の不確実性も見すえた仕掛けを多

月）

研究者の間でも十分な合意があるわけではない

面的に展開している点が興味深いと指摘してい

と指摘している。たとえば、
伊丹・加護野（

る。

では、経営戦略を「企業や事業の将来のあるべ

）

き姿とそこに至るまでの変革のシナリオを描い
−

：マーケティングにおける Knight の第
の不確実性への対応

栗木（

）では、市場において起業家や企

業が直面するのが、Knight の第

た設計図」としているが、Barney（

）で

は、
「企業が考えた競争に成功するためのセオ
の不確実性

なのであれば、そこではマーケティング・リサ

リー」
とされ、De Kluyver and Pearce
（

）

では、
「持続的競争優位を達成するためのポジ
ショニングを構築すること」とされている。

ーチ（R）よりも、実行（I）を先行させた方

このように、
「経営戦略」の定義は、研究者

が、起業家や企業の行動の有効性は高まりそう

によって多種多様ではあるがゆえに、分類方法

であるとしている。

も様々である。
たとえば、
Mintzberg, et al
（

また、第

）

の不確実性に対して、いくらリサ

は、企業の戦略を形成する要因について、捉え

ーチを繰り返しても普遍法則の定立には至らな

方によって の要因があり、それに伴って経営

いことが起こるとともに、起業家や企業が、人

戦略研究に の学派があることを指摘している。

や組織として取りうる基本的な行動から、新し

しかし、青島・加藤（

い未来をつくり出し、生み出していく可能性が

うに、一般的に経営戦略論では、企業全体にか

あることから生じる不確実性だと見るべきであ

かわる「全社戦略（corporate

るとしている。

）に書かれているよ
strategy）
」
と個別
strat-

事業にかかわる「競争戦略（competitive
の不確実性は、市場において、

egy）
」
は分けて議論されるものであり、本稿で

P. E. Drucker の「将来は予測できないが、切り

は、市場・製品を対象とする「競争戦略（com-

開くことはできる」という命題が有効となる条

petitive strategy）
」を中心に考察していく。

そして、第

件を示すものだということもできそうであると
している。

−

：競争戦略を規定する要因：
「外」
か「内」

か

：競争戦略論とエフェクチュエーション

競争戦略において、戦略を規定する「要因」
「外」つ
を「外」か「内」で区分するならば、

−

：「経営戦略」とは

まり、企業の外部環境要因が企業の競争戦略を

ここまで、マーケティング理論におけるエフ

規定する「ポジショニング・アプローチ」が代

ェクチュエーションの可能性について見てきた

表的なものとして挙げられる。このアプローチ

が、ここからは、競争戦略論におけるエフェク

は少なくとも

チュエーションの可能性について考察していく。

論において支配的なものであった。このアプロ

年代半ばを通して、経営戦略

そもそも、
「経営戦略」とは何か、という根

ーチにおける特徴として、企業のパフォーマン

本的な問題に対する回答は多種多様である。加

スが、産業レベルの条件によって規定される点

護野（

が挙げられる。例えば、Porter（

）によると、もともと軍事や政治の

，

）

世界の用語であった「戦略」という概念が経営

は、産業組織論の「S−C−P モデル」に基づき、

の分野へ持ち込まれたのは、

企業が「製品−市場」におけるポジショニング

年代の前半で

あるが、それにもかかわらず、経営戦略とは何

から競争優位を獲得できると主張した。

かという基本的な問いに関しては、経営戦略の
―

しかし、Demsetz（
―

）や Rumelt（

，

競争戦略論におけるエフェクチュエーションの可能性に関する考察

）は、個別企業間のパフォーマンスの差に

competence）が将来的に競争で生き残るため

ついて、
「ポジショニング・アプローチ」では、

の不可欠な企業自身の強みであると指摘し、競

暗黙的に無視されている点を指摘している。特

争優位を生むコア・コンピタンスは「個別スキ

に Rumelt（

）は、産 業 間 の 収 益 性

ルや組織という枠を超えた学習の積み重ねであ

の差異よりも企業間の収益性の差異の方が大き

り、種々の生産技術を調整する方法、または複

いことを示している。

数の技術的流れを統合するものである」として

，

そこで新たにアプローチとして急速に発展し

いる。Stalk et al.,（

）は、単なる資源の

てきたのが、
「内」
、つまり企業の内部環境要因

保有ではなく、資源を活用する組織ルーティン

が企業の競争戦略を規定する「リソース・ベー

やビジネスプロセスの統合的集合が組織の競争

スド・ビュー」である。リソース・ベースド・

優 位 の キ ー に な る と 主 張 し た。と こ ろ が、

ビューは、経営資源を分析単位としており、

Leonard-Barton（

Peteraf and Barney（

）は、コ ア・ケ イ パ ビ

）では、リソース・

リティを強化することが、かえって新製品や製

ベースド・ビューの決定的な特徴は、パフォー

法の開発を妨げるという逆機能的といえるコ

マンスの違いを経営資源の効率性ベースで説明

ア・リジディティについて指摘している。
そして、このコア・ケイパビリティのジレン

している点であるとしている。
ま た、Barney（

）は、経 営 資 源 と は、

マを解決するために、Teece によって提唱され

すべての資産、ケイパビリティないしはコンピ

たのが、
「ダイナミック・ケイパビリティ」
である。

タンス、情報、ナレッジなど、企業がコントロ

Teece et al.,（

ールし、企業の持続的成長に寄与するすべての

パビリティを、
「急激に変化する環境に対処す

ものと定義している。そして、これらの経営資

るために、組織の利用できる内外の資源を統合・

源の中でどのようなものが持続的競争優位の源

構築・再構成する能力」と定義し、
「変化が激

泉となるかについて、Barney（

しい環境の中で、ダイナミック・ケイパビリテ

の

）は、次

）は、ダイナミック・ケイ

つの条件を挙げている。

ィという能力が高い企業ほど、優位性をもつ」

その資源は、機会を活用する、または脅威

ことを示した。
このように、競争戦略論における論点は、
「他

を中和するという意味において、価値を持たね

社よりもいかにして利益を上げるか」つまり、

ばならない。
（価値）
その資源は、現在かつ潜在的な競争におい

）で指摘されている通り、

「いかにして競争優位を達成し、それを維持す

て、希少でなければならない。
（希少性）
その資源は、企業間の不完全にしか移動可

るか」という点であり、その源泉がどこに、あ
るいは何にあるのかについて、様々な考察がな

能性をもたない。
（模倣困難性）
および

Teece et al.,（

希少なものではなく、模倣も可能で

されている。

あるが、価値があるような同等の代替性を持っ
−

た資源が存在していない。
（非代替性）

：持続的競争優位の一般化に対する批判

これに対し、Collis（

また、このリソース・ベースド・ビューの考

）では、組織的ケ

え方に基づいて発展した研究に、Prahalad and

イパビリティは、侵害や代替に対し脆弱であり、

Hamel（

何より「学習することを学習する」タイプのよ

（

）や Stalk, Evans, and Shulman，

）などに代表される「コア・ケイパビリ

り高次のケイパビリティに取って代わられやす

and

いと指摘し、持続的競争優位の一般的理論を求

）は、コア・コンピタンス（core

め る こ と に 対 し て 批 判 を し て い る。ま た、

テ ィ」に 関 す る 研 究 が あ る。Prahalad
Hamel（

―

―
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Schreyögg and Kliesch（

年

月）

）では、そもそ

上がってくる「動き」といった「動画」の視点

もルーティンに基づく「パターン化された問題

が希薄であり、静止画的な話に偏向していたと

解決」の強みと、変化をもたらす「動態化」の

指摘し、従来の戦略論を「アクションリスト」

両立は困難であり、それらをダイナミック・ケ

「法則」
「テンプレート」
「ベストプラクティス」

イパビリティという一つの概念に集約すること

「シミュレーション」
「ゲーム」の六つの観点

はできないと指摘している。

から検討し、問題点を指摘している。また、Por）

ter の競争戦略論に関しても、それ以前の戦略

において、まず、経営の問題の多くは、大きな

論は SWOT 分析や PPM といった様々なツー

事象を構成要素に分解し、そのうえで一つひと

ルが開発され、戦略策定の手順の精緻化であっ

つの要素を別個に吟味しようとするアナリシス

たのに対し、Porter の競争戦略論は、ファイ

の発想に基づいているが、戦略の真髄はシンセ

ブフォースなどの様々なフレームワークを提示

ンス（綜合）にあり、アナリシス（分析）の発

しているが、決定的に違うのは、使われた概念

想と相いれないので、戦略に対応する部署は企

や提案されたフレームワークのすべてが一つの

業の中には見つからない。そして、戦略は部署

論理、すなわち「ポジショニング」という考え

ではなく人が担うので、サイエンスの本質が「人

方で貫かれている点であると指摘している。

日本の経営戦略の研究者では、三品（

によらない」ことにあるとすれば、戦略はサイ
エンスよりもアートに近いと指摘している。
そして、楠木（

−

）は、競争戦略の本質は

：競争戦略におけるエフェクチュエーシ

ョンの可能性

「違いをつくって、つなげる」ことにあるとし、

このように、持続的競争優位の源泉の一般化、

特に、
「つながり」である因果論理の重要性に

あるいは競争戦略の一般化に対する批判がある

ついて、個別の違いをバラバラに打ち出すだけ

が、この点に関して も Sarasvathy（

では戦略にならず、それらがつながり、組み合

て言及されている。
Sarasvathy は、エフェクチュエーションは、

わさり、相互に作用する中で長期的利益が実現
するとしている。よって、三品（

）に

）の指摘

持続的競争優位の究極の源泉が必要であること

を踏まえて、戦略は因果論理のシンセンスであ

に対して、異議を唱えるものであると考え、エ

り、それは「特定の文脈に埋め込まれた特殊解」

フェクチュエーションに基づく戦略マネジメン

という本質を持っているとしている。このこと

トは、永遠の優位性を追い求める代わりに、自

から、多くの人々が優れた経営者に「戦略論」

発的なイグジットと結びついた、活力と創造力

の知見を求めることは自然な成り行きとし、そ

を重視し、製品、事業単位、企業、市場のやが

の理由として、第一に、当人の特殊な文脈の中

て訪れる衰退の運命さえも、経済の発展と繁栄

で練り上げられた知見であるので、戦略の文脈

を築くための効果的な方法と捉えるとしている。

依存性が確保されている。第二に、実際に丸ご

また、Sarasvathy は市場は創造するもので

と作動したシンセンスであるので、因果理論が

あり、エフェクチュエーションは、人間が作っ

骨太である。第三に、最も重要なこととして、

た世界において物事を生み出すための「デザイ

その経営者は現実に成功（もしくは失敗）して

ン」原則でもあるとしている。この点は、三品

いるので、成果との因果関係が（少なくとも結

（

果においては）強力に確保されていることを挙

アートに近い」という点と近い考え方であると

げている。さらに、従来の戦略論には、個別の

いえる。しかし、楠木（

打ち手を連動させる「流れ」やその結果浮かび

り、
「戦略は因果論理のシンセンス」としてお

―

―

）が指摘した「戦略はサイエンスよりも
）は、上述のとお

競争戦略論におけるエフェクチュエーションの可能性に関する考察

り、具体的には、Porter の考え方に依拠した

埋め込まれた特殊解」について、バランスをと

「SP : Strategic

Positioning（ポ ジ シ ョ ニ ン

るのか、あるいは融合させるのか、現時点では

グ）
」とリソース・ベースド・ビューに依拠し

不明だが、明らかにしていくことが重要な論点

た「OC : Organizational

であると考えられる。

Capability（組 織 能

力）
」から生じたいくつもの他社との違いを因

よって、今後の研究として、Sarasvathy が

果論理で結びつけ、流れと動きを作っていくと

用いた、シンク・アラウド法による発話プロト

し、これを「ストーリーとしての競争戦略」と

コル分析を、まずは、日本の熟達した起業家に

している。

実施し、その後、上場企業における創業者では

つまり、今日の競争戦略論においては、持続

ない経営者を対象に、社内で歩んできたキャリ

的競争優位の源泉の一般化、あるいは競争戦略

アの違いに着目しながら、行っていきたいと考

の一般化に対しては、多くの研究者が疑問を抱

える。これにより、競争戦略論における、新た

いているといえる。

な理論が示すことができればと考える。

楠木（
上（

−

で述べた以外にも、

）は、加護野（

）や加護野・井

）の「ビジネスシステム」の研究に代

表されるように、企業の競争優位の源泉が戦略
の構成要素のレベルから「システム」や「仕組
み」へシフトしているという問題意識が強くな
ってきており、もはや個々の要素では企業が持
続的な競争優位を確立しにくくなっていると指
摘している。それこそ、イノベーションに代表
されるように、Knight の第

の不確実性に関

しては、個別の要素や分析手法だけでは対処で
きないことは明らかである。
しかし、Sarasvathy の研究のような、行動
原則や意思決定プロセスまで示した研究は競争
戦略論においては見られない。その理由として、
楠木（

）が指摘した、競争戦略においては

「特定の文脈に埋め込まれた特殊解」という本
質を持っている点が考えられる。つまり、起業
家の戦略は「

から

を生み出し、成長させて

いく」ことが最初の重要課題であり、不確実性
の対応が重視されるのに対し、一定以上成長し
た企業にとっては、
「他社との差別化」が重要
課題となり、この時、その企業がそれまでに歩
んできた歴史や経験、ノウハウといった、内部
資源に基づく「特殊解」の要素が強く出てくる
と考えられる。
このように、競争戦略においては、
「Knight
の第

の不確実性への対応」と「特定の文脈に
―
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