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〈論 説〉 

製品アーキテクチャは組織に何をもたらすのか 
 

中 川 功 一 

1．はじめに 

本稿は、近年の技術管理論や経営戦略論で注目されている「製品アーキテク

チャ」が、企業の組織に及ぼす影響について、統計分析に基づき検討を行うも

のである。製品アーキテクチャとは、Simon（1996）に端を発する、製品の設

計状態を捉える概念である。この製品アーキテクチャと企業の組織設計との間

に適合関係が存在するという仮説が、1990 年代より提示され、これまでにも

盛んに分析されてきたが、依然として課題が残る状態にある。本稿は、先行す

る研究群が明らかにしていない問題点を指摘した上で、統計的分析に基づいて

製品アーキテクチャ論の再構築を行なう。 

2．先行研究レビュー 

2.1 製品アーキテクチャとは何か 

製品アーキテクチャとは、製品を、機能的･構造的な設計要素（コンポーネン

ト）へと分割した上で、それら構成要素間の関係性を形式的に捉える考え方

（Ulrich,1995）である。製品が動作するとき、各コンポーネントは、相互に関

連して動作したり、あるいは独立に動作したりする。例えば、自転車は、前に

進むという動作を行うために、ペダル・ギア・ホイールなどのコンポーネント
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が相互に関連しながら動作する。一方、この動作を行ううえで、ハンドルやサ

ドルは何も機能しておらず、これらのコンポーネントはまた別の動作のために

機能する。このような製品の各コンポーネント間の機能的相互関係のあり方が、

製品アーキテクチャである。 

製品アーキテクチャは、コンポーネント間の機能的相互関係のあり方によっ

て、大きくモジュラー型とインテグラル型の 2 つの理念型に分類できる（Ulrich，
1995）。モジュラー型アーキテクチャとは、ひとつひとつのコンポーネントが、

互いに独立で機能している状態を意味する（図 1.a）。コンポーネント間の独立

性を実現するために、コンポーネント間は明確に定まったインターフェース（相

互関係のあり方を規定するルール）で接続される。パーソナル・コンピュータ

（PC）は、CPU、ディスプレイ、HDD などのコンポーネントが機能的に明確

に分離されている、モジュラー型アーキテクチャをもつ製品の典型例である。

一方、インテグラル型アーキテクチャとは、製品を構成するコンポーネントが、

強い機能的相互依存関係によって結びついた状態である（図 1.b）。従って、コン

ポーネント間のインターフェースも、定まることなく、かつ不明確である。乗

用車はインテグラル型アーキテクチャの典型例であり、走行安定性、燃費、乗

り心地などの機能が、ボディ、サスペンション、エンジンなど各種コンポーネン

トの相互調整によって実現される。ただし、製品アーキテクチャは、モジュラー

でなければインテグラル、という 2 者択一のものではない。どの程度モジュラー

であるか（どの程度インテグラルであるか）という、程度の概念である。 
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なお、製品アーキテクチャには、階層性が存在している。例えば、PC という

製品は、ディスプレイやキーボード、HDD、CPU などのコンポーネントから

成り立っているが、ディスプレイはさらに液晶パネルや筐体部品などのより小

さなコンポーネントに分解できるし、HDD も磁気ヘッドや磁気ディスクなどの

コンポーネントへと分解可能である。このように、複雑な人工物システムは、

それを構成するコンポーネントの内部にもまたシステム（サブシステムと呼ば

れる）が存在しているという、システムとしての階層構造が存在している。従っ

て、あるコンポーネントの製品アーキテクチャを観察する場合には、その内部

構造のアーキテクチャと、その上位システムとの結合関係という意味での外部

構造のアーキテクチャという 2 つの考え方が可能になる。ここでは、それぞれ

を順に製品内部アーキテクチャ、製品外部アーキテクチャと呼ぶこととする (1)。 

                                                   
(1)  システムの階層構造を捉えるべきとする指摘は Simon（1969）やルーマン（1993）に

見られる。製品アーキテクチャ論の枠組みの中で、システムの階層性に着目し、内側アー

キテクチャと外側アーキテクチャを明示的に区別しながら議論を行った研究としては、

新宅（2009）や藤本（2003）などがある。 

図1.a モジュラー型アーキテクチャの例
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図1.b インテグラル型アーキテクチャの例
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図 1 アーキテクチャの分類：モジュラーとインテグラル 

出所：藤本（2002）をもとに筆者改訂．
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2.2 製品アーキテクチャと組織の適合関係 

2.2.1 製品アーキテクチャ研究の初期発展 

ここまでは、製品アーキテクチャを純粋な製品設計上の理論として紹介して

きた。だが、製品アーキテクチャが単に製品設計上の問題であるならば、企業

組織にとっては何の問題ももたらさない。単に製品設計のみならず、企業組織

に大きな影響を与えるからこそ、製品アーキテクチャが重要なマネジメント課

題となり、また研究上の対象となっているのである。そこで本節では、製品アー

キテクチャが、産業競争や企業組織に対してどのような影響をもたらすのかを、

先行研究から整理してみよう。 

製品アーキテクチャ概念を、経営学の領域で初めて導入したのは、Henderson 

and Clark（1990）である(2)。Henderson and Clark（1990）は、製品アーキ

テクチャが変化するときには、企業の競争力を減退させる可能性があるという

論理をはじめて提示した点で注目されるものである。Henderson らは、半導体

製造装置のひとつであるフォトリソグラフィ・アラインメント装置の事例から、

製品アーキテクチャ変化のもたらす企業組織への影響を議論した。とくに重点

を置いて分析を行っているのは、1970 年代に起こった、コンタクト露光方式

（contact aligner）からプロクシミティ露光方式（proximity aligner）へのイ

ノベーションである。このイノベーションは、全く同じ基幹技術とコンポーネン

トのもと、各種コンポーネントの技術的相互関係だけが変更されるという製品

アーキテクチャの変更を伴なうイノベーションであった。このイノベーション

に直面して、既存企業である Kasper 社や Cobit 社は大きくシェアを落とすこ

ととなり、新規参入のキヤノンが大きく躍進することとなった。 

Langlois and Robertson（1992）は、Henderson and Clark（1990）から議

論を一歩進めて、製品アーキテクチャの変化の中でも特に「モジュラー化」と

いう方向性を持った変化について、その影響を検討した。彼らは、モジュラー

                                                   
(2)  Henderson and Clark（1990）に関するより詳細な議論は中川（2007）を参照されたい。 
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化によって、特定領域に特化・専業化した企業が競争優位を獲得するようにな

ると議論する。モジュラー化すれば、あるコンポーネントを生産・開発すると

きに、そのコンポーネントは他のコンポーネントと完全に機能的に分離してい

るから、他のコンポーネントを生産・開発している者と調整する必要が無くな

る。そこで、ひとつの企業内は特定のコンポーネントの生産・開発に特化し、

そこに資源を集中させたほうが競争合理的となるとしたのである。従って、産

業組織の構造は、モジュラー化によって垂直統合企業中心の構造から専業特化

企業による中心のないネットワーク型の構造（decentralized network）となる

と結論している。Langlois らは、据置型ステレオ・オーディオ機器産業と、マ

イクロコンピュータ産業の事例分析から、上記の論理を抽出している。 

Fine（1998）は、モジュラー化に加えて、インテグラル化概念も導入した上

で、この 2 方向のアーキテクチャ変化が、産業構造を変動させていることをコン

ピュータ産業と自転車産業の事例から分析した。その結論は、インテグラル型

アーキテクチャのときには、垂直統合型の構造が選択され、モジュラー型アー

キテクチャのときには水平分業型の構造が選択されるというものであった。こ

こでは自転車産業の事例分析を紹介しよう。自転車産業では、19 世紀半ばには

少数のイノベーティブな統合型企業が自転車を生産していたが、19 世紀後半の

「セーフティ型自転車」のイノベーションからはモジュラー化が進み、個別コン

ポーネントを各専業メーカーが生産するようになった。1930 年代には製品のパ

フォーマンスを改善するためのイノベーションが多発し、ほぼ現代の自転車と

同じような形の自転車が開発されるが、これを実現するにあたって業界の雄・

Schwinn 社は、インテグラル型アーキテクチャを採用し、各コンポーネントを

内製する方針を採用して、他社に秀でた製品品質を実現して競争力を高めた。

Schwinn 社の優位性は 1970 年代まで揺らぐことはなかったが、自転車産業で

は、その頃には再びモジュラー化が進みつつあった。とくに 1980 年代から成

長してくるマウンテンバイク市場では、一躍成長してきたジャイアントなどの

企業はみな完成品組み立て専業であり、これらの企業はみな、業界で確立され

た標準にのっとったコンポーネントを専業サプライヤーから調達して組み立て
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ていた。Schuwinn 社はこの変化に対応できず、1992 年には倒産の危機に瀕す

るに至ったのである。 

 
2.2.2 論理の完成と射程の広がり 

Baldwin and Clark（2000）は、その影響の大きさからも、また研究の質的

充実度からも、製品アーキテクチャ概念を扱った最も重要な研究と思われる。

彼らは Simon（1996）の研究に立脚して製品アーキテクチャ論の理論的基礎の

充実をはかり、その上で、モジュラー化のもたらす企業組織や産業構造への影

響を、コンピュータ産業の詳細な事例分析から検討した。コンピュータ産業の

事例については Fine（1998）の段でも説明したので、ここでは Baldwin and 

Clark（2000）の行った製品アーキテクチャ概念に関わる理論的検討について

説明する。 
Baldwin and Clark（2000）の理論分析の核は、彼らが「設計構造とタスク

構造の基本的同型性（fundamental isomorphism of design structure and task 

structure）」と呼んでいるものに集約される。これは、製品の設計と組織の設

計は、原則として一致する（させるべき）ものだとする命題である。Baldwin

らは、製品設計を n 個の設計パラメターx と捉えるならば、人間が行う製品設

計活動は、n 個の各パラメターを決定する n 回の設計作業（タスク）t からなる

ものと捉えられるとした。そして、もし設計パラメターx 間に相互関係がある

ならば、設計タスク t 間にも相互関係性が発生すると議論している。すなわち、

設計パラメターxi と xj が互いに独立であるなら、設計タスク ti と tj もまた独

立となる。xi が xj に影響を与えるならば、設計タスク ti も tj への影響を考慮

して活動する必要があり、xi と xj が互いに影響を与え合っているならば、ti と

tj は相互に調整して活動を行う必要があるとしたのである。こうして、設計パ

ラメター間の相互関係と全く同じように、設計作業間の相互関係が規定されて

くる（図 2）。これが「設計構造とタスク構造の基本的同型性」である。 
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この論理によって、Baldwin and Clark（2000）は、製品コンポーネントの

相互関係が、人間組織の相互関係を決定することを示した。製品設計がモジュ

ラー化すれば、個別のコンポーネントはそれぞれに別の組織が開発を担当でき

るようになり、企業間での分業が促進されていく。また、モジュラー化が起こ

ると、コンポーネントはそれ単独として機能を発揮するようになり、コンポー

ネント単独で市場取引可能な状態となる。こうして、モジュラー化はコンポー

ネント単位で事業の独立を可能にしていき、特定のコンポーネントに特化した、

専業特化型企業として事業活動を行いうるようになる。産業全体としてみれば、

垂直統合企業は次第に分解され、コンポーネントごとに専業特化した企業群に

よる、クラスター型構造の産業へと変貌することになるわけである。 

Baldwin and Clark（2000）の登場以後、「インテグラル型には垂直統合、モ

ジュラー型には専業特化」という関係は広く認知され、この理解に基づいて分

析を深めた研究が登場するようになる。とりわけ楠木・チェスブロウ（2001）

は、HDD 産業の事例分析から、この適合関係が存在するゆえの問題として、製

品アーキテクチャ変化が組織の失敗をもたらす「罠」となることを議論してい

図 2 設計構造とタスク構造の基本的同型性 

設計構造マトリクス 

設計
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×：設計パラメターxj が xi に影響する 

タスク構造マトリクス 

タスク t1 t2 t3 t4 t5

t1   ×  ×

t2      

t3 ×   × ×

t4 ×  ×   

t5 ×   ×  

 

×：タスク tj が ti に影響する 

設計パラメター同士の相互関係とまったく同じように、設計作業（タスク）

間の相互関係も規定される。 



76 駒大経営研究第 41 巻第 2 191 （267）
 

る。製品アーキテクチャと事業組織との間に上述のような適合関係があるとき、

製品アーキテクチャが変化したとしても、企業の組織はすぐには変化させるこ

とはできない。そのため、アーキテクチャの変化が、既成の製品アーキテクチャ

に適合した組織を採用している企業の競争力に悪影響を与える可能性がある。

アーキテクチャがモジュラー化するときには、もとのインテグラル・アーキテ

クチャに対応して、複数のコンポーネント生産・開発活動を内部に取り込んだ

垂直統合企業が競争力を落とし、個別活動に特化している企業が競争優位を得

る。一方、インテグラル化が進むときには、個別特化企業では活動の効果的な

調整・統合を実現できず、垂直統合型で複数活動の相互調整に長けた企業が競

争力を有する。楠木・チェスブロウ（2001）はこうした現象をそれぞれ「統合

組織（インテグリティ）の罠」「モジュラリティの罠」と呼んだ。 

伊藤（2005）もまた、デジタルカメラ産業と、携帯電話産業を対象に、製品

アーキテクチャ変化のもたらす産業競争への影響を調べている。その骨子は、

モジュラー化が起こると産業の水平分業化が進むことと、完成品メーカーは製

品差別化が困難となって利益を上げづらくなることである。例えば伊藤は、携

帯電話産業の分析では、モジュラー化が専業特化企業の優位性を導くことを主

張している。携帯電話では、当初よりモジュラー型アーキテクチャが選択され

ていた。着メロ、メール、カメラ、GPS、ゲーム、インターネット、テレビ、

動画、e コマースといった諸機能が、携帯電話に順次付属されていったが、そ

れらの諸機能を実現するソフトウェアや各種コンポーネントは、携帯電話の基

本設計からごく独立した形で取り付けられていったのである。このとき、各種

コンポーネントを開発・製造していた企業は、携帯電話製造企業とは別の独立

企業であり、モジュラー型アーキテクチャが、携帯電話産業のコンポーネント

別の企業間分業を導いていることが主張されているのである。 
 

2.2.2 いくつかの反論 

これまで積み上げられてきた各種事例研究と、Baldwin and Clark（2000）
による理論的補完によって、製品アーキテクチャと事業組織との間に適合関係
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が存在するとする仮説は、ごく有力なものとして認知されるようになった。そ

の状況は現在まで変わっておらず、2000 年以後、ほとんどの製品アーキテク

チャ研究は、この仮説が成り立つものとして、それがもたらすであろう様々な

課題・現象について議論を行っている（例えば、青木・安藤，2002；Baldwin and 

Clark，2006；Sturgeon，2002 など）。しかしながら、いくつかの研究では、

この仮説が成り立ちうるかどうか、疑問を投ずる結果が報告されている。 
Hoetker（2006）はそうした研究のなかでも最も注目すべきものだと思われ

る。Hoetker（2006）は、ノート PC と、その主要コンポーネントの一つであ

る液晶ディスプレイとの製品アーキテクチャと取引関係を分析し、2 者には強

い関係が存在しなかったことを明らかにしている。Hoetker は、1992 年-1998

年の期間について、先進的な液晶ディスプレイを採用しているノート PC の取

引関係を分析した。当時、ディスプレイの差別化要素は、画面サイズと解像度

であった。前者の改良には、ノート PC の全体設計の修正が必要となり、液晶

ディスプレイと他のコンポーネントは互いの設計に影響を与えることになる。

一方、解像度は、専らディスプレイ単独の技術開発で向上することができ、他

のコンポーネントに影響を与えない。そこで、ディスプレイサイズを小型化し

たモデルをインテグラル型、解像度を高めたモデルをモジュラー型として、そ

れぞれの取引関係を調べた。その結果、製品アーキテクチャの違いに関わらず、

技術力が優れた企業（特許取得数）、同じ資本関係にある企業が、取引相手とし

て選択されやすいことが明らかになった。つまり、製品アーキテクチャと内製・

外注の間には、明確な関係が存在していないことが示されたのである。 
Shibata，Yano and Kodama（2005）によるロボットの NC 制御装置の事例

も注目される。Shibata らは、業界リーダー企業であるファナックの事業展開

に注目して、歴史的な分析を行った。ファナックは、1960 年代の NC 制御装置

の黎明期以来、一貫して事業を行っており、その間、基幹技術の変化に応じて、

何度かモジュラー化・インテグラル化を繰り返した。しかるに、ファナックは

1980 年代末まで、一貫して主要コンポーネントを内製し続けていた。この状況

が変化するのは、1990 年からの新型 NC 制御の開発からで、ファナックはこの
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とき社外にコンポーネント間のインターフェースに関わる情報などを公開

（オープン化：国領，1999）し、コンポーネント・メーカーとの分業を促した

のである。つまり、製品アーキテクチャのモジュラー型・インテグラル型とコン

ポーネントの内製・外注とは無関係であり、取引構造に影響を与えたのは、メー

カーの戦略的判断に基づくオープン化だとしているのである。 

中川（2006；2008a；2008b）もまた、製品アーキテクチャが組織設計に与

える影響は、従来主張されてきたものとは異なっているのではないかと主張し

ている。中川（2006）は、光ディスクメディア産業を対象に、製品アーキテク

チャが変化した際に企業がどのような対応を採ったかを分析した。そして、製

品アーキテクチャ変化に成功裏に対応した企業は、垂直統合度を変えることな

く、変化後のインテグラル型アーキテクチャで必要とされた部門間調整能力を

蓄積していた。また、中川（2008a）では、光ディスクドライブ産業を対象に、

製品アーキテクチャと組織との関係を調べ、やはり垂直統合度への影響は限定

的であり、企業内の開発組織の一部のみが改編されたのみであることを指摘し

ている。中川（2008b）では、HDD 産業を対象に製品アーキテクチャのインテ

グラル化の影響を調べている。そこでは、部品特化型の事業体制を採用してい

る TDK が、HDD のシステム全体に関する技術知識を保持することによって、

完成品メーカーとの連携・調整を円滑にし、インテグラル化に対応したことが

示されている。いずれの事例も、製品アーキテクチャが企業の垂直統合度に与

える影響は限定的であるという点で一致しているといえる。 

2.3 小括：先行研究の到達点と、本稿が問うべきもの 

本節では、製品アーキテクチャの視点から、これまでどのようなことが議論

されてきたのかを、先行研究を整理してきた。そこからまず明らかになったこ

とは、製品アーキテクチャと企業組織とに適合関係が存在し、製品アーキテク

チャの変化によって、組織的不適合が起こされる、ということである。その結

果、製品アーキテクチャの変化は、企業の盛衰に大きな影響を与え、産業全体

の競争動向にまで、影響を及ぼしうるとされたのである。 
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とりわけ、先行研究で製品アーキテクチャ変化がもたらす影響として、主と

して議論されてきたことは、「モジュラー型製品アーキテクチャには垂直絞込み

型の事業組織が適し、インテグラル型製品アーキテクチャには垂直統合型の事

業組織が適する」とする関係であった。Baldwin and Clark（2000）に集約さ

れているこの主張は、これまでの多くの製品アーキテクチャ研究が支持してき

たものであった。 
しかし、ごく少数ではあるが、近年の研究では、製品アーキテクチャと垂直

統合度の適合関係は存在しないとの結論も提出されていた。とりわけ Hortker

（2006）は、液晶パネルとノート PC との取引関係を厳密に検証し、製品アー

キテクチャが取引関係に与える影響を明確に否定している。近年になって、こ

うした否定的な研究が登場し始めていることは、十分に考慮すべきことだとい

えよう。ただし、製品アーキテクチャが企業の専業特化・垂直統合の状態に影

響を与えていないとする Hoetker（2006）などの先行研究では、「では製品アー

キテクチャは何に影響を与えているのか」という問いには、答えを出していな

い。製品アーキテクチャの本質的な影響が何であるかという問いは、不明確な

まま残されている状態なのである。 

こうした研究の到達状況に照らして、本稿においては、まずもって「製品アー

キテクチャが組織に与えている基本的な影響はどのようなものなのか」を問う

ていきたい。いかなる主張を肯定するでも否定するでもなく、まずは製品アー

キテクチャが組織に与えている影響を端的に分析し抽出して、そこから改めて

製品アーキテクチャと組織の関係について論理を再構築する必要があると思わ

れるのである。 

そのためには、多数のサンプルによる統計分析という方法がごく適切であろ

う。先行研究の議論が衝突している原因のひとつも、それぞれの研究が 1 事例

ないし 1 産業に限定されたものであり、その産業固有の要因が排除できていな

い点にある。多岐にわたる産業から、多数のサンプルを集めれば、個別産業固

有の要因を平準化して、製品アーキテクチャと組織との間にある一般的関係性

が見えてくるだろう。 
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3．アンケート調査に基づく統計分析 

3.1 データソース 

本節では、2004 年 12 月に日本の経済産業省と東大ものづくり経営研究セン

ターによって実施された『日本企業のアーキテクチャ戦略に関する調査』のデー

タを用いる。この調査は、日本の大手製造業企業のうちから、調査への協力を

受諾頂いた 33 社 256 事業部を対象に実施された。サンプルの単位は、事業部

である。各事業部からは、その事業部を代表する製品をひとつ挙げてもらい、

その製品について、製品アーキテクチャ及び各種の事業運営に関する質問に答

えてもらった。なお、この調査をもとにした分析は、既に何度か実施されてお

り、一定の成果を得ている。まず、調査の基本的な成果は、経済産業省による

2005 年度『ものづくり白書』（経済産業省・厚生労働省・文部科学省，2005）
に収録されている。また、この調査のデータを用いた追加的な分析も、東京大

学ものづくり経営研究センターの研究成果として、既に何度か報告されている

（例えば、藤本・大鹿・貴志，2005；大鹿・藤本，2006；中川・藤本・勝又，

2008 など）。 

 

3.2 分析方法 

分析方法は、インテグラル型の製品アーキテクチャを持つグループ（IG：

Integral group）と、モジュラー型の製品アーキテクチャを持つグループ（MG：

Modular group）に分けて、その 2 グループ間に存在する事業活動のやり方の

違いを母平均の差の t 検定によって判定していくという方法を利用する。 

分析では、全サンプル 256 製品のうちから、欠損や不適切な回答をもつデー

タは除外したうえで、国内トップシェアを獲得している 99 製品（25 社）だけ

を利用した。サンプルの産業区分は表 1 の通りである。業界トップシェアのサン

プルに絞り込む理由は、そのサンプルが、当該産業の代表的な製品アーキテク

チャ、事業組織の体制、組織能力を保有していると考えられるためである。 
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表 1 サンプルの産業区分 

自動車 2 ゴム製品 4

自動車部品 15 化学製品 15

その他の輸送機械 6 金属製品 5

情報通信機器 6 窯業・土石製品 8

電気機械 5 食料品 4

電子部品 10 繊維 4

一般機械 14 受託ソフトウェア 1

 

なお、さきに検討したように、ある製品に注目すると、内部構造のアーキテ

クチャと外部構造のアーキテクチャという 2 つのアーキテクチャが想定される。

そこで本章でも、内部アーキテクチャと外部アーキテクチャのそれぞれについ

て分析を行っていくこととした。ただし外部アーキテクチャという考え方は、

部品や素材、製造設備などの中間財に当てはまりがよく、単独の製品として完

結している完成品には適用が難しい概念である。そこで、外部アーキテクチャ

については、上記 99 サンプルのうち、部品・素材・製造設備などの中間財にあ

たる 73 サンプルを用いて検討した。 

 

3.3 内部製品アーキテクチャにおける分析 

まずは、内部製品アーキテクチャについて検討していく。各サンプルの製品

がインテグラル型かモジュラー型かを判定するために、製品設計に関する質問

を主成分分析によって合成し、「製品アーキテクチャのインテグラル度」に相当

する指標を作成する。具体的には、1 から 5 までの離散 5 点尺度による 3 つの

質問項目「当該製品は複数の要求性能を同時に高水準で達成する必要がある（低

いほどその通り）」、「内部部品の汎用品比率（低いほど汎用部品の割合低い）」、

「事業部によるアーキテクチャ総合評価（低いほどインテグラル型）」の値を利

用する。そして、これら 3 変数を主成分分析によって合成し、第一主成分の主

成分得点を「製品アーキテクチャのインテグラル度」の指標とした。分析結果
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は以下の表 2 の通りである。 

 

表 2 内部製品アーキテクチャ判定のための主成分分析 

表 2.a 主成分分析に利用した変数の記述統計量 

 
複数性能

同時達成

汎用部品 

比率 

事業部 

総合評価

平均値 1.879 2.313 1.859
標準偏差 0.918 1.589 0.857

 

表 2.b 利用された変数の相関 

 
複数性能

同時達成

汎用部品 

比率 

事業部 

総合評価

複数性能

同時達成
1  

汎用部品

比率 
0.187 1 

事業部 

総合評価
0.445 0.415 1

 
表 2.c 主成分分析の結果 

 第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分 寄与率 

複数性能同時達成 -0.716 -0.610 0.341 1
汎用部品比率 -0.687 0.664 0.294 1
事業部総合評価 -0.851 -0.0237 -0.524 1
固有値 1.709 0.813 0.478
寄与率 56.968 27.109 15.922
累積寄与率 56.969 84.078 99.999

n = 99. 
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従って、各製品の「製品アーキテクチャのインテグラル度」（主成分得点）の

値は、以下の式で表わされることになる。 

 
Y = – 0.716 ( X1 – 1.879 ) – 0.687 ( X2 – 2.313 ) – 0.851 ( X3 – 1.859 ) 

= – 0.716 X1 – 0.687 X2 – 0.851 X3 + 4.516 

 
このとき Y が製品アーキテクチャのインテグラル度を表し、X1、X2、X3 は

それぞれ「当該製品は複数の要求性能を同時に高水準で達成する必要がある」、

「内部部品の汎用品比率」、「事業部によるアーキテクチャ総合評価」を表して

いる。Y すなわち「製品アーキテクチャのインテグラル度」の値は、高いほど

インテグラルであると捉えることができ、主成分得点は平均 0 を中心に散らば

るので、Y の値が 0 以上であればインテグラル、0 未満であればモジュラー型

と判定することができる。この基準でインテグラル・モジュラーを判定すると、

99 サンプルのうち 51 がインテグラル、48 がモジュラーに分類される。 

上記判定基準に基づいて分類されたインテグラル・モジュラーの 2 群（IG・

MG）の間で、どのような組織的特徴の違いがあるだろうか。それぞれのグルー

プごとの各種変数の平均値を求め、その 2 群の平均値の間に有意な差があるか

を比較・検定する。 
 

表 3 分析する変数群 

部門間・企業間関係に関する組織能力 事業組織の概要に関する変数

・生産段階での各工程間の連携調整 ・売上高 
・生産部門と販売部門の間での連携調整 ・従業員数 
・開発部門、製造部門、購買部門の間での連携調整 ・売上高付加価値率 
・開発段階での各コンポーネント部門間での連携調整 ・海外生産比率 
・開発段階での設計部門と実験部門の連携調整 ・IT 投資額 
・生産段階でのサプライヤとの連携調整  
・開発段階でのサプライヤとの連携調整  
・ユーザーへのソリューション型販売  
・開発段階でのユーザーとの連携調整  
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ここで比較する変数群は、表 3 で示したものである。主目的である企業間・

部門間関係に関する変数としては、各種部門間・企業間での連携調整の巧拙に

関わる「組織能力（organizational capability）」を導入することとした。企業

が何らかの行動を行う際には、組織内部にある技術やルーチン（組織の定まっ

た行動パターン）、マニュアルなどが複合的に作用して、一連の組織的行動が実

現される。この、組織としての行動を可能とする、組織内部資源の複合体のこ

とを組織能力という（Grant，1991；Leonard-Barton，1992；Prahalad and 

Hamel，1990）。企業組織を人体にたとえれば、体の動かし方（ボールの蹴り

方やヴァイオリンの弾き方など）を司る知能の働きにあたるものが、企業にとっ

ての組織能力である。組織能力を捉えていけば、その企業が通常行っている事

業活動の具体的ありようが把握されると考えられる。 

導入した組織能力変数を確認していく。まず、生産段階の内部組織調整の能

力として「工程間の連携調整」「生産と販売の連携調整」の 2 つを導入した。次

に、開発段階の内部組織調整能力として「開発・製造・購買間の連携調整」「各

コンポーネント部門間の連携調整」「設計部門と実験部門の連携調整」の 3 つを

導入している。サプライヤとの連携調整については、生産段階と開発段階の 2

つを、ユーザーとの連携調整については、開発段階での連携調整と、販売段階

での連携調整としてソリューション型販売の程度を利用した。これら調整能力

に関わる変数は、1 から 3 までの離散 3 点尺度による事業責任者の主観的評価

による回答である（数字が大きいほど、当該の能力が高い）。 

このほか、事業組織の数量的概要を示す値として売上高、雇用者数、売上高

付加価値率、海外生産比率、IT 投資額についても比較を行った。売上高及び雇

用者数は、サンプルの規模的概要を示す値として導入した。売上高付加価値率

は、製品売上高のうちのどの程度が自社内で付与された価値なのかを示す値で

あるから、垂直統合の程度を示唆するひとつの指標であるとして導入した。た

だし垂直統合度の値としては、解釈上、売上高付加価値率だけでは不十分であ

る（付加価値率が高いといっても、単にコスト占有割合の高い部材を内製して

いるに過ぎない可能性がある）ため、あくまで事業組織の概要を示す値の一つ
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として導入する。海外生産比率については、積極的な海外進出が日本企業の業

績を向上させる（天野，2005）とする分析結果に即して、IG・MG でこの影響

がどう変わってくるのかを検討するために導入した。IT 投資については、情報

システムの利用が組織能力構築に貢献する可能性があることから

（Leonard-Barton，1992；朴・藤本・吉川他，2007）、これを導入することと

した。なお、以上の変数については、全て実数値である。 
製品アーキテクチャの違いによって、組織能力や事業組織の運営に違いが出

るかどうかについて、母平均の差に有意な差があるかを検定した結果が表 4 で

ある。なお、売上高と従業員数については、グループ間比較を行う意味がない

ので、検定は行っていない。 
表 4 MG、IG 間の平均値の差の t検定 

変数  MG IG t 値 
有意確率

（p 値） 

部門間・企業間関係に関する組織能力      
・生産段階での各工程間の連携調整  2.625 2.745 1.169 0.246 
・生産と販売の連携調整  2.583 2.451 1.185 0.239 
・開発、製造、購買の連携調整  2.458 2.490 0.303 0.762 
・開発での各コンポーネント部門連携調整 ** 2.521 2.726 2.130 0.036 
・開発での設計と実験の連携調整  2.604 2.706 0.974 0.333 
・生産段階でのサプライヤとの連携調整  2.583 2.686 1.057 0.293 
・開発段階でのサプライヤとの連携調整 *** 1.638 2.459 5.921 0.000 
・ユーザーへのソリューション型販売  1.850 2.071 1.192 0.236 
・開発段階でのユーザーとの連携調整（注 1） * 2.278 2.649 1.970 0.053 
事業組織の概要に関する変数      
・売上高（百万円）  46731 38312   
・従業員数（人）  9934.8 7800.8   
・売上高付加価値率（注 2）  0.639 0.597 1.061 0.295 
・海外生産比率（注 3）  0.146 0.204 1.082 0.281 
・IT 投資額（百万円）（注 4） ** 28.3 180.9 2.237 0.037 

 

n = 99 （MG48 サンプル、IG51 サンプル）． 
* p < 0.1   ** p < 0.05   *** p < 0.01 
（注 1）中間財の 73 サンプル（IG33、MG40）による分析． 
（注 2）有効回答 50 サンプル（IG28、MG22）による分析． 
（注 3）有効回答 91 サンプル（IG19、MG18）による分析． 
（注 4）有効回答 37 サンプル（IG19、MG18）による分析． 
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この分析結果からは、開発段階での各コンポーネント部門間での連携調整の

能力と、同じく開発段階でのサプライヤとの連携調整の能力に、IG・MG の間

で統計的に有意な差が存在していること示されている（前者は 5%水準、後者は

1%水準）。どちらも、IG のほうがより高い調整能力を要求されており、MG の

ほうが調整能力は低い水準となっている。また、開発段階でユーザーとの連携

調整を行う能力にも、IG のほうが MG よりも高いものが求められる傾向性があ

ることが示唆された（10%水準で有意）。他方、生産段階での企業内外の調整能

力や、ユーザーへのソリューション販売は、IG と MG で有意な差は見られな

かった。さらに、開発段階に関わる調整の能力であっても、開発部門と製造部

門の調整能力や、開発部門内の実験や設計といった機能部門間の調整能力にも、

有意な差は見られなかった。 

以上の結果から、製品アーキテクチャのインテグラル・モジュラーの違いに

よって、求められる能力として異なってくるものは、内部のコンポーネント部

門間及びサプライヤとの開発段階での調整能力だと言えそうである。すなわち、

インテグラル型アーキテクチャの製品を作るのであれば、開発段階で各種コン

ポーネントの設計条件を、内部部門及びサプライヤと綿密に調整する能力が必

要である。モジュラー型アーキテクチャの場合は逆に、開発段階で各種コンポー

ネントの設計条件調整の能力が相対的に少なくて済む、つまりは各種コンポー

ネント設計部門やサプライヤが独立的に開発活動を実施していくことが求めら

れることになるのである。 

製品アーキテクチャがインテグラル型である場合、モジュラー型のときより

もユーザーとの開発段階での調整能力がより高い傾向性が示されていることに

ついては、少し慎重にその理由を検討しなければならない。ユーザーは、当該

製品にとって上位のシステム（外部アーキテクチャ）の設計を行っている存在

であり、内部アーキテクチャの設計のインテグラル・モジュラーとは直接的に

関連しないものと考えられるためである。 

この理由としては、第一には、外部アーキテクチャの影響による見かけ上の

相互関係という可能性が指摘される。後段で検討するように、外部アーキテク
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チャと内部アーキテクチャには一定の相関が認められる（素材・中間財に限定

した 73 サンプルのみでの検証、相関係数 0.445）。そこで、ユーザー開発連携

と外部アーキテクチャとの間の関係性が見かけ上の相関を生み出しているので

はないかと考えられるのである。したがって、ユーザーとの連携調整の影響に

ついては、内部アーキテクチャのみならず外部アーキテクチャをも導入した分

析が必要になると思われる。後段にてその分析を実施し、しかる後に議論を深

めることとしたい。 

次に、事業組織の状態を表す各種変数の IG・MG 比較を行うと、唯一 IT 投

資額のみが統計的に有意という結果になった。ただし、これは有効回答 37（IG19、
MG18）によるごく限定されたサンプル対象での結果であるから、あまり強く

は主張することはできない。コンポーネント間の技術的すり合わせのために、

IT 技術の活用が可能かもしれない、という推論が立てられるのみであろう。そ

の他、海外生産比率や売上高付加価値率には、平均値の数値上には違いが見受

けられたが、有意な差は存在しないという結果になった。 

 
3.4 外部製品アーキテクチャの分析 

続いては、製品の外部アーキテクチャのインテグラル・モジュラーと組織能

力との関係を検討していく。完成品（単独で機能を発揮しうる製品）を取り除

き、残った部品・素材・生産設備などの中間財 73 サンプルを対象に、外部イン

テグラル・グループ（OIG）、外部モジュラー・グループ（OMG）に分類し、

同様の平均の差の検定を行った。 
外部アーキテクチャの判定については、離散 5 点尺度による「当該製品の顧

客カスタム度（低いほど特定顧客専用度が高い）」「事業部の総合評価（低いほ

ど外部インテグラル）」の 2 項目から測定した。2 変数の場合は主成分分析等を

利用することはできないので、2 数を単純和し、平均値よりも数値が低いもの

をインテグラル型（OIG）、平均値より数値が高いものをモジュラー型（OMG）

に区分した。インテグラル型に分類されたのは 33 サンプル、モジュラー型に分

類されたのは 40 サンプルであった。分類に用いた 2 変数および合成後の「外部
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製品アーキテクチャのインテグラル度（低いほどインテグラル）」の記述統計量

は表 5 に記した。 

 
表 5 外部製品アーキテクチャ判定に利用した 2変数の記述統計 

表 5.a 平均値と標準偏差 

 顧客カスタマイズ度 事業部総合評価 
合成された変数 

（外部アーキテクチャ）

平均値 2.315 2.055 2.185
標準偏差 1.393 1.129 1.180

 

表 5.b 相関 

 顧客カスタマイズ度 事業部総合評価 合成された変数 

顧客カスタマイズ度 1
事業部総合評価 0.748 1
合成された変数 0.948 0.920 1
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この「外部製品アーキテクチャのインテグラル度」を利用した分類に基づき、

さきに挙げた各種変数の平均値の差の検定を行ったものが以下の表 6 である。 

 
表 6 OMG、OIG 間の平均値の差の t検定 

変数  OMG OIG t 値 
有意確率

（p 値） 

・製品内部アーキテクチャ *** -0.491 0.585 3.899 0.000 
      
部門間・企業間関係に関する組織能力      
・生産段階での各工程間の連携調整  2.575 2.697 0.963 0.339 
・生産と販売の連携調整  2.475 2.546 0.508 0.613 
・開発、製造、購買の連携調整  2.450 2.485 0.275 0.784 
・開発での各コンポーネント部門連携調整  2.575 2.667 0.798 0.428 
・開発での設計と実験の連携調整  2.600 2.667 0.523 0.603 
・生産段階でのサプライヤとの連携調整  2.583 2.686 1.057 0.293 
・開発段階でのサプライヤとの連携調整 *** 1.800 2.327 2.955 0.004 
・ユーザーへのソリューション型販売  1.965 2.091 0.599 0.551 
・開発段階でのユーザーとの連携調整 *** 1.940 2.736 4.861 0.000 
事業組織の概要に関する変数      
・売上高（百万円）  25254 18404   
・従業員数  480.2 254.5   
・売上高付加価値率（注 1）  0.631 0.612 0.362 0.720 
・海外生産比率（注 2） ** 0.274 0.135 2.185 0.033 
・IT 投資額（注 3）  68.1 207.1 1.240 0.241 

 

n = 73 （OIG33 サンプル、OMG40 サンプル）． 
* p < 0.1   ** p < 0.05   *** p < 0.01 
（注 1）有効回答 41 サンプル（OIG15、OMG26）による分析． 
（注 2）有効回答 58 サンプル（OIG24、OMG34）による分析． 
（注 3）有効回答 32 サンプル（OIG11、OMG21）による分析． 

 

この分析結果からは、外部アーキテクチャと内部アーキテクチャでは、要求

される能力が少し異なっていることがわかる。外部アーキテクチャの場合は、

内部組織における部門間調整の能力には OMG・OIG の間で統計的に有意な差

は存在せず、ユーザーとサプライヤとの間での開発段階での調整能力について

有意差が観察された（共に 1%水準）。すなわち、製品外部アーキテクチャがイン
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テグラル型のときには、サプライヤ及びユーザーとの密接した開発での連携・

調整が必要となる。他方、モジュラー型の場合には、サプライヤ・ユーザーと

の連携調整能力は不要、つまりサプライヤ・ユーザーとはお互いに独立的に開

発活動を行うことが望ましいとされたのである。 

ユーザーとの開発調整能力と外部アーキテクチャとの関係については、議論

はシンプルである。当該製品が、顧客製品システムの中で、技術的に強く結合

して埋め込まれる必要があるならば、顧客とは開発段階での連携が必要不可欠

である。一方、顧客製品の中で相対的に技術的独立性を保って組み込まれてい

るならば、顧客との開発連携の程度は低く済むであろう。顧客の製品システム

との技術的結合関係の強さが、そのまま顧客との開発組織の連携の必要性に直

結しているのである。 

一方で、サプライヤとの開発調整能力の差が外部アーキテクチャと関係して

いる、という点については、どう解釈すべきかは幾分難しい。サプライヤと開

発段階で調整していくのは、あくまで当該製品の内部設計である。顧客製品に

どう組み込まれるか、という外部アーキテクチャには、サプライヤとの協業は

直接は関係しないと考えられるのである。この理由もやはり、内部アーキテク

チャを媒介とした見かけ上の相関であるという可能性があるので、この点につ

いては、後段における内部アーキテクチャの影響を考慮した分析を踏まえて、

改めて議論を行いたい。 

その他の変数に目を向けると、先述の通り、内部アーキテクチャのインテグ

ラル・モジュラーと、外部アーキテクチャのインテグラル・モジュラーには、

関連が確認された（1%水準）。なお、外部アーキテクチャのインテグラル度と、

内部アーキテクチャのインテグラル度の実数値の相関は 0.445 である。このこ

とから、内部アーキテクチャがインテグラル型（モジュラー型）であるときは、

外部アーキテクチャもインテグラル型（モジュラー型）である可能性が幾分高

まる、と言えるだろう。その理由は、先にも考察したように、顧客システムの

中で技術的に強い結合をもって組み込むときには、内部設計も綿密なコンポー

ネントの設計すり合わせを行われる傾向があるためと考えられる。 
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また、外部モジュラー型製品のほうが、海外生産比率が 5%水準で有意に高い。

つまり、外部モジュラー型製品のほうが、生産拠点の海外進出を行いやすい特

徴を持っていると考えられる。この理由を考える上では、サンプルが「国内トッ

プシェアの製品」である、つまり主要顧客が国内にいるということを考慮する

必要がある。先に述べたように、外部インテグラル型製品の場合は、顧客に対

して開発段階で技術的に調整を行う必要があるから、国内トップシェアである

ということは、国内の顧客に密着した製品開発を行っているということになる。

そこで、事業組織を国内に残しておいたほうが調整が行いやすくなる傾向にあ

ると考えられる。外部モジュラー型の場合、国内にいる顧客と開発段階で連携・

調整する必要がないため、事業組織全体として海外へと進出することが容易で

ある可能性が高い(3)。つまり、海外生産比率の OMG・OIG 間差異は、国内顧

客への密着度の違いを表しているのではないかと推論されるのである。 
 

3.5 内・外アーキテクチャと開発連携調整 

第 3 段階として、ここまでの 2 回の分析で有意差の存在が確認されてきた、

開発段階でのコンポーネント部門間・サプライヤ間・ユーザー間連携調整につ

いて、内部アーキテクチャ、外部アーキテクチャそれぞれの作用を同時に考慮

した分析を行う。より具体的には、内部アーキテクチャ、外部アーキテクチャ

2 軸についてそれぞれインテグラル・モジュラーにサンプルを分類し、計 4 グ

ループに分類されたサンプル間について、上記 3 変数間の平均値比較を行う。 

利用するサンプルは、内部・外部両方のアーキテクチャが収集できている、

素材・部品・設備に該当する 73 サンプル（外部アーキテクチャ分析に利用した

ものと同じ）である。これを 4 グループに分類した結果、内インテグラル・外

インテグラル（I・I）が 23、内インテグラル・外モジュラー（I・M）が 14、
内モジュラー・外インテグラル（M・I）が 10、内モジュラー・外モジュラー

                                                   
(3)  外部モジュラー型アーキテクチャの製品のほうが海外生産が容易となり易いことにつ

いては、天野・中川・大木（2008）について基礎的な議論を行っているほか、新宅・立

本・善本他（2008）ではいくつかの産業を対象にこれを議論している。 
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（M・M）が 26 となった（表 7）。 
 

表 7 各グループのサンプル数 

 内インテグラル 内モジュラー 

外インテグラル 23（I・I） 10（M・I） 
外モジュラー 14（I・M） 26（M・M） 

 
各グループについて、コンポーネント部門間開発連携調整、サプライヤとの

開発連携調整、ユーザーとの開発連携調整の 3 変数について平均値を比較した

ものが表 8 である。 

 

表 8 内・外アーキテクチャと部門間・企業間開発連携調整 

表 8.a 開発での各コンポーネント部門間連携調整能力 

 内部インテグラル 内部モジュラー

外部インテグラル 2.739 2.500 
外部モジュラー 2.643 2.538 

 

表 8.b 開発でのサプライヤとの連携調整能力 

 内部インテグラル 内部モジュラー

外部インテグラル 2.530 1.860 
外部モジュラー 2.143 1.615 

 

表 8.c 開発でのユーザーとの連携調整能力 

 内部インテグラル 内部モジュラー

外部インテグラル 2.888 2.467 
外部モジュラー 1.875 1.964 

 
まず表 8.a を見ると、社内コンポーネント部門間の連携調整は、内部アーキ

テクチャのインテグラル・モジュラーの違いの影響が大きく、内部インテグラ

ル型のほうがより高い部門間調整能力を保有していることがわかる。さらに、

内インテグラルの 2 グループで比較すると、内インテグラル・外インテグラル
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（I・I）のほうが、内インテグラル・外モジュラー（I・M）よりも、いっそう

高い能力を保有していることがわかる。一方、内モジュラーの 2 グループ、M・

M と M・I の間には、大きな差は存在していない。以上の結果より、社内のコン

ポーネント部門間の連携調整は、まず内部アーキテクチャがインテグラル型で

あるときに高くなり、さらに内部インテグラルかつ外部インテグラルのときに

は、いっそう高い能力が必要とされていると考えられる。 
続いて、表 8.b に示されたサプライヤとの開発連携について観察すると、こ

ちらも内部アーキテクチャのインテグラル・モジュラーの影響が極めて強いこ

とがわかる。ただし、外部アーキテクチャの影響もより小さいながらも認めら

れる。したがって、サプライヤとの開発連携調整能力には、内・外の両方のアー

キテクチャが影響しているということになる。 

外部アーキテクチャがサプライヤとの連携調整に影響を与えている理由は、

顧客製品システムとの技術的結合度の違いが、当該製品の内部設計にも影響を

与えているためと思われる。つまり、顧客システムとの技術的相互調整の必要

性が高いと、内部設計のマージンが減り、コンポーネントの相互調整の必要性

が高まる、という関係があるのでは、と推察するのである。とりわけ、サプラ

イヤとの開発連携の場合は、社内部門間開発連携の場合と比べて、企業の境界

を超えて連携を行う必要があり、連携調整活動の困難性がより高まると考えら

れる。そのため、社内コンポーネント部門間の場合と比較して、より顕著に、

サプライヤとの連携調整能力の必要性の有無がデータに現れたものと思われる。 

次に、ユーザーとの開発連携調整能力を検討した表 8.c を分析する。すると、

こちらはごく明確に、外部製品アーキテクチャのインテグラル・モジュラーと

ユーザー開発連携調整能力との間に関係があるということがわかる。一方で、

内部アーキテクチャのインテグラル・モジュラーは、I・I と M・I 間と、I・M
と M・M 間では、逆の関係が出ており、内部アーキテクチャの与える影響は、

明確には示唆されない。従って、ユーザー開発連携調整能力は、専ら外部アー

キテクチャに応じて変化するものだと主張されるのである。 
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4．ディスカッション 

4.1 分析結果のまとめ 

まずは、分析が全体としてどのような結論を導いているかをまとめていこう。

第一に、製品内部アーキテクチャに目を向けると、インテグラル型の製品とモ

ジュラー型の製品では、開発段階におけるサプライヤ及び企業内各コンポー

ネント担当設計部門間での連携調整の能力の必要性が異なっていた。インテグ

ラル型の場合は、社内の各コンポーネント設計部門間で、相互に技術的に協力

しながら連携して開発を行っていく必要がある。また、各種コンポーネントを

担当する社外のサプライヤとも開発協業を効果的に行っていかねばならない。

一方、モジュラー型の場合は、各コンポーネント開発部門やコンポーネント担

当サプライヤとの、開発段階での調整能力は低くてよい、つまりは開発段階で

それぞれ独立して活動を行うほうが望ましいという結果になった。 

次に、製品外部アーキテクチャに目を向けると、こちらもやはり開発段階が

鍵で、顧客との間での開発連携・調整の能力に顕著な違いが見られた。外部イン

テグラル型のときは顧客に密着した開発連携・調整能力が要求され、外部モジュ

ラーのときは顧客の調整能力が要求されない、つまり顧客とは独立的な開発活

動を行ったほうがよいという結果になった。また、外部インテグラル型製品で

は、顧客密着のために、事業拠点を国内に集中する傾向があることがわかった。 

以上の議論をまとめたものが図 3・図 4 である。この図に即して改めて確認

すると、まず、製品アーキテクチャの違いは、内部・外部の区別なく、製品開

発という、製品の設計決定に直接関わる活動に必要とされる能力の違いを生み

出していると言える。製品の生産活動や販売活動、及びそれらの活動間での連

携調整には、明確な差異は見出されなかった。個別のサンプルに注目すれば、

生産や販売への影響もあるのかもしれないが、少なくとも多数のサンプルの結

果を平均化してみれば、製品アーキテクチャが企業組織に与える影響は、開発

部門のみというごく限定的なものだと言える。事業組織全体を分断したり統合

したりする必要はなく、開発活動のありようだけが問われているのである。 
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図 3 製品アーキテクチャと企業に要求される部門間・企業間関係 

 内部アーキテクチャ 

  モジュラー型    インテグラル型 

社内の各コンポーネント

設計部門の関係 
調整能力不要：各部門

が独立して製品開発  調整能力必要：各部門

が連携して製品開発 

サプライヤとの関係 
調整能力不要：サプラ

イヤは相対的に自由

に製品開発させる 
 

調整能力必要：サプラ

イヤとは密接に連携

して製品開発 

 外部アーキテクチャ 

顧客との関係 
調整能力不要：顧客の

技術開発とは独立で

製品開発 
 

調整能力必要：顧客に

密着し、顧客と開発協

業 

 

 
ただし、こうした分析結果には、日本で国内シェアトップの事業・製品とい

うサンプルの問題に起因する一般化への制約がある。他国の企業、例えば米国

企業で同様の分析を行ったとして、同様の結果が得られるとは限らないだろう。

とはいえ、アンケート調査ではごく多様な産業が対象とされていることから、

企業 1 

企業 2

開発部門 A

技術的相互関係にあわせて各コン

ポーネント開発部門が開発協業 

開発部門 B 
開発部門 C

企業 1

企業 2

開発部門 A

開発部門 B
開発部門 C

各コンポーネント開発部門が独立で

製品開発 

部門間連携 

図 4 製品アーキテクチャによって異なる開発組織体制 

インテグラル型 モジュラー型 
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ある程度、製造業一般に通じる論理性が抽出されたとみてよいように思われる。 

 

4.2 垂直統合度との適合関係は、なぜ成り立たなかったのか 

以上の結果からすると、製品アーキテクチャが組織に与える影響は、開発部

門の組織設計のあり方だけであり、ごく限定的だと言えそうである。これまで

言われていた事業組織全体の組織設計や、垂直統合度などには、少なくとも直

接的には影響を及ぼしていないようである。だが、Baldwin and Clark（2000）

に代表される過去の主要な研究では、アーキテクチャと企業の垂直統合度との

間の因果が繰り返し主張されてきている。このような見解の相違は、なぜ生じ

たのだろうか。 

この点を考えるにあたって、我々は、垂直統合度が元来どのような枠組みで

議論されてきたかを思い起こす必要がある。企業の垂直統合度は、もともとは

Williamson（1975）が提示した、取引をめぐるコストが高いほど垂直統合が望

ましいという取引費用理論で議論されてきた。本稿でも製品アーキテクチャが

取引関係に与える影響を分析するにあたって、取引費用理論に基づいてそれを

説明してきた。しかし、垂直統合度は、取引費用理論だけで完全に説明される

ものではない。Demsetz（1991）や Barney（1999）は、取引にかかる費用だ

けでなく、事業活動自体の費用（生産費用）の差も、活動を内部化するかどう

かには重要だとしている。すなわち、優れた知識・能力を保有しているために、

他社がやるより自社がやるほうが低コストで実現できるからこそ、活動を内部

化するのだとするのである（知識に基づく企業理論：knowledge of the firm）。

このほかにも、企業が垂直統合度を決めるに当たっては、将来の技術・市場に

関する不確実性がある場合に、戦略的柔軟性を確保するために垂直統合を行わ

ない（Harrigan，1985a，1985b）とか、将来必要になる重要技術だから内部

化しておくといういうような将来予測など、さまざまな戦略的判断も影響して

くる（Mahoney，1992）。結局のところ、垂直統合度は、多様な要因の総合判

断で決まるものだと考えられる（Langlois and Robertson，1995）のであり、

だからこそ垂直統合が、判断の難しい、企業戦略の最も重要な課題の一つとし
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て長年議論されているのである（Barney，2002）。従来の製品アーキテクチャ

をめぐる議論では、必ずしもこれらの各種要因が考慮されることなく、製品アー

キテクチャと垂直統合度との関係のみが、特定の論理に基づいて議論されてい

た。先行研究には、この点に不備があったのではないかと思われる。 

 

4.3 開発組織体制の違いが意味すること：企業の知識体系の重要性 

それでは、製品アーキテクチャの影響が、直接的には開発部門の組織設計に

及んでいるという理解に基づいて、製品アーキテクチャ論の再構築を試みてい

くことにしよう。先に結論を述べれば、分析結果に基づいた議論の深耕からは、

製品アーキテクチャは、企業が保有する知識の体系との間に本質的な適合関係

がある、ということが示唆されることとなる。 

 
4.3.1 企業の知識とは何か 

企業の内部には知識が蓄えられており、それが行動や意思決定のやり方に強

い影響を与える―という見方は、1990 年頃から盛んに提唱されるようになり、

現在では企業を捉える分析枠組みのひとつとして、確固たる位置を得ている。

この見方の土台となっているものは、企業はさまざまな資源が結合して出来上

がっているという、資源ベースの企業観（RBV：Resource based view of the 
firm）である(4)。RBV のもとでは、企業は資本金や従業員、生産設備、それに

技術やブランドなど、さまざまな有形無形の資源から成り立っていると考える

                                                   
(4)  この背景には、経営戦略論での企業の長期的な競争優位要因を検討を行う研究の進展

がある。従来、経営戦略論では、主として企業の外部環境要因が魅力的な状態のときに

企業は優れて高い利益が上げられると考えられていた（例えば Porter，1980）。だが、

米国企業を対象とした検証では、企業業績を説明する最大の要因は、企業の外部環境で

はなく企業固有の要因であったことや（Rumelt，1991）、企業内部要因が業績向上に貢

献する論理が整備されたこと（例えば Barney，1986；Dierickx and Cool，1989）から、

企業内部に存在する資源へと研究の注目が移っていったのである。そして、企業内部の

資源に注目した研究者たちは、ほどなくして企業内部の知的（ないしは情報）資源の重

要性を指摘するようになる（例えば Grant，1996；伊丹，1984；Kogut and Zander，
1992）。 
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が、これらの資源のうちでも最も重要な資源とされたのが、企業の知識なので

ある。 

企業の知識とは、企業の内部にある情報的資源が総体として作り上げる体系

のことを指す。情報的資源とは、物理的な形を持たないが、企業の構成員の記

憶の中や、文章情報として企業内部に蓄積されたもののことである。情報的資

源には、科学的理解や技術、マニュアル、ルーチン（組織の定まった行動パ

ターン）、組織構成員の個人的知識、商標やブランド、音声・映像コンテンツ、

名声、信頼、文化、問題解決の手法、IT システム、競合企業や取引先の情報、

生産設備の動かし方など、多様なものが含まれる。このような情報的資源が無

数に集まることで、一つの企業の知識が構成されている。企業を人体にたとえ

るなら、従業員や設備、資本金などの物理的資源が人体の各種構成要素で、企

業の知識とは人体の思考や、行為を司る知能に該当する。 
企業の知識が重要であるのは、それが企業業績に強い影響を与えるものであ

り、考え方によっては知識こそが企業の本質であるとさえ言えるものだからで

ある。たとえば、経営戦略論の枠組みでは、企業に持続的競争優位を与える資

源は、希少であり模倣不能であるという特徴を有している必要があるとされる

が、あらゆる資源のなかでも最も希少かつ模倣されづらいものこそが、知識だ

と考えられている（Kogut and Zander，1992；Grant，1991）(5)。 
企業内部の情報的資源は、個別ばらばらに組織内部に散らばっているわけで

はなく、常に他の情報的資源と関連付けられて存在している。企業が何らかの

行為や意思決定を行う際には、多数の情報的資源が複合的に機能する。先に定

義したように、この情報的資源の複合体のことを組織能力という。この構造を、

企業の知識理論を体系化した野中・竹内（1996）に基づいて整理すれば、企業

                                                   
(5)  経済学の領域では、多くの経済思想上の大家が企業の知識の重要性を繰り返し述べて

いる。資本主義の経済秩序を分析した Hayek（1945）は、企業が資本主義の競争の中で

生き残るには、独自の知識の保有が必要不可欠であるとしている。企業の成長の経済理

論を構築した Penrose（1959）は、企業が経験から学んで得た知識が、企業の成長をも

たらすとした。Demsetz（1991）は、企業が知識を持っている範囲でのみ事業を行うこ

とができるので、企業の事業範囲は知識が決めるとしている。 
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の知識は、情報的資源や組織能力が作り出す図 5 のような階層構造として成立

していると考えられる。野中らは、企業の知識の基層は、個人の知識にあると

する。組織の中で働く個人は、日々、直面している課題をこなしていく中で、

その課題に利用可能な情報的資源（個人の知識）を蓄積・編成していく。そし

て、その個人ベースの情報的資源は、個人が所属するグループの中で共有・集

約されて、グループとしての組織能力（グループの知識）が構成される。グルー

プの組織能力は、他のグループの組織能力と統合されて、さらに大きなグルー

プの組織能力を形成する。こうして、個人の情報的資源をベースとして、個人

が所属するグループ単位で組織能力として集約されていきながら、企業という

大きな人間集団としての知識が形成されていくのである。 

 

 
 

したがって、企業としての知識の状態は、個人や部門をどのような形に組織

するかが決定することになる。ある情報的資源や組織能力を他のものと結合し

たいのならば、当該の資源・能力を保有する個人・部門同士を組織的に繋ぎ合

グループの

組織能力 

企業の知識

図 5 企業の知識の階層的構造 

出所：野中・竹内（1996）の議論をもとに著者作成 

情報的資源 

情報的資源 

情報的資源 

情報的資源 

情報的資源 

情報的資源 

情報的資源 

情報的資源 

グループの

組織能力 

グループの

組織能力 

グループの

組織能力 
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わせてやればよい。逆に、ある資源・能力を他から切り離したいならば、個人・

部門を組織的に切り離せばよいのである。 

 
4.3.2 製品アーキテクチャへの知識適合 

改めて統計分析の結果に立ち返ろう。統計分析からは、製品アーキテクチャ

によって開発段階におけるコンポーネント担当部門・企業間の結合・分離状態

を変えることこそが鍵であるとの見解が示されているが、このことは、企業の

知識という視点から見れば、製品アーキテクチャによって開発段階で生み出さ

れる知識の形に要求されるものが異なってくることを意味している。 
 

表 9 開発組織の設計と蓄積されやすい知識のタイプ、適した製品アーキテクチャ 

開発組織の設計 コンポーネント別に分離した

組織 
複数コンポーネントを共同で

開発する組織 
蓄積されやすい知識 コンポーネント単位の知識 システム全体に関する知識 
適した 
製品アーキテクチャ モジュラー型 インテグラル型 

 

開発段階で、各コンポーネント担当部門・企業がそれぞれ独立に製品開発を

行う体制のもとでは、知識はコンポーネント単位で集約され、それ以上には集

約させない。そのため、この組織設計からは、個別コンポーネントに精通した

企業の知識が生み出されるだろう（コンポーネント知識）。モジュラー型アーキ

テクチャのとき、この組織設計が適するのは、個別コンポーネント・レベルで

卓越した知識が保有されているためだと考えられるのである。 

他方、複数のコンポーネント部門・企業同士で連携調整しながら開発を行う

体制の場合は、各コンポーネント開発に関する知識を持ち寄って、それらを結

合する。これにより、知識はコンポーネント・レベルではなく製品システム全

体のレベルで集約され、企業は製品システムに関する理解を得ることができる
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（システム知識(6)）。インテグラル型製品では、コンポーネントの相互作用が生

み出す製品システム全体としての挙動を理解している必要があるから、このシ

ステム知識を保有する組織は、まさにそれを実現していることになる。 
つまり、企業は、開発組織の分業・協業関係を編成することによって、知識

の状態を、製品アーキテクチャに適合させている、と捉えることができるので

ある。製品アーキテクチャの違いによって、コンポーネント単位での精通か、

システム全体の理解か、企業に要求される知識が変化する。その知識を得るた

めに、開発組織をコンポーネント単位に分離するか、コンポーネント間協業と

するかという組織設計の修正が要求されることとなる。以上の関係は、表 9 の

ようにまとめられるだろう。 

5．結語 

本稿では、まずデータに基づく統計分析を行い、次にその結果を踏まえた理

論的考察を実施して、企業組織と製品アーキテクチャとの関係を検討した。そ

こから、企業は、開発段階でのコンポーネント担当部門・企業間関係を適切に

設計することで、望ましい知識状態を作り出し、製品アーキテクチャへの適合

を達成するという見解を得るに至った。この新しい理解は、イノベーションを

志す企業のマネジメント方法について、従来の議論が指し示すものとは異なる、

新しいものを要求することになる。具体的には、従来の製品アーキテクチャ研

究で主流の見方であった「垂直統合度との関係性」の議論では、製品アーキテ

クチャがモジュラー化するならば、企業は専業特化型の組織構造を選択しなけ

れば対応できない、あるいは、インテグラル化のためには、垂直統合を行わな

ければならない、という結論が導かれる（たとえば、Baldwin and Clark，2000；

Fine，1998；楠木・チェスブロウ，2001；伊藤，2005）。これに対し、本稿の

分析が提示する「知識との適合関係」説は、幾分異なるマネジメント方法を提

                                                   
(6)  このような知識の分類は、Henderson and Cockburn（1994）、Sanchez and Mahoney

（1996）、Brusoni and Prencipe（2001）、武石（2003）で利用されている。 
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供する。すなわち、製品アーキテクチャに即した適切な知識を準備するために、

開発部門を中心に、知識再編上の要となってくる事業組織の特定部分の設計を

変更するという対応が、組織に求められるものだと示唆されるのである。垂直

統合や専業特化というような、事業組織全体の大掛かりな改編を必要とせず、

一部の組織や、組織の活動プロセスを局所的に修正するだけで、アーキテクチャ

変化に対応することができるようになるという点で、本稿が主張する方法のほ

うが、従来研究が主張する方法と比較して、金銭的・人的負担もはるかに少な

く、時間もかからない。また、組織の修正箇所が一部にとどまるため、失敗す

るリスクも低いものとできるだろう。 
また、本稿の分析からは、「モジュラー化が進んだならば、垂直統合はもはや

時代遅れな組織である」とする論調（例えば青木・安藤，2002）が妥当でない

ことが、理解いただけるだろう。仮に、モジュラー化した産業構造にあわせて、

垂直統合企業が部品部門を分社化したり、独立化させたりしたとしても、コン

ポーネント知識における卓越性がなければ、分離させたそれぞれの企業は、意

図したような競争力は構築されない。逆に垂直統合を維持したままであっても、

個別コンポーネント部門が卓越したコンポーネント知識を保有しているなら、

十分にそのまま事業を行っていくことが出来る。垂直統合度を変えることは、

製品アーキテクチャ変化期における問題の本質ではない。その背後にある知識

にこそ、視点を注いでいかなければならないのである。 

つまり、本稿が実務的課題として投げかけるメッセージは、企業組織を捉え

るにあたっては、垂直統合度といった組織の可視的な構造以上に、知識という

対象から観察していくべきだということである。あえて極論すれば、企業の本

質は、その企業が保有している知識にこそある（Demsetz，1991；Grant，1996；

Hayek，1945）。製品アーキテクチャが、組織にとって重要なマネジメント対

象であるのも、それが知識との間に重大な適合関係をもつものだからである。

企業は、自社の組織を設計するのと同様に、知識が織り成すネットワークの設

計にも、目を配らせなければならない。自社内にどのような知識があり、どの

ような知識の結合があるのか。また、社外にはどのような知識があり、自社と
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はどう繋がっているのか。このような知識のネットワーク図を描くことで、企

業の深層にある競争力（藤本，2003）が把握される。そして、自社が生産・開

発している製品の技術と、その知識ネットワークとが、どのように相互関連し

ているのかが、観察可能となってくるのである。 

本稿で提示した、知識ベースの企業理論に立脚する製品アーキテクチャ論は、

あくまで試論であり、これからより深められなければならないものである。肯

定的な議論の深化だけでなく、批判的な検討も必要になってくるだろう。そう

した今後の研究の進展を祈りつつ、本稿は稿を閉じることにする。 
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