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. は じ め に
平成14年度版『情報通信白書』によると，日本

では，既に 7 割以上の企業が「効果あり」として
おり，概ねポジティブな効果を認識している．さ
らに，「コスト削減型」では，およそ 3 分の 2 の

企業においては，情報化に対応した情報通信機器

企業が「基幹業務システム」で効果を認識してい

やネットワーク環境整備に対して積極的に取り組

る一方，「経営・管理業務システム」については

むとともに，業務内容や業務手順の見直し，従業

効果を認識している企業が半数を下回っている．

員教育等の情報化の効果を発揮するための活動を

これらの背景としては，「基盤整備型」や「コ

推進している．全般的には，上場企業におけるこ

スト削減型」の情報化については，目的の対象が

れらの情報化による効果には，一定の評価を与え

社内の情報通信基盤整備や合理化・効率化等であ

ることができよう．

るため，企業での取り組みが社内で完結するもの

また，情報化投資の効果について概観すると，

であるのに対し，「付加価値創造型」では，顧客

情報化の状況と同様に，「基盤整備型」，「コスト

等との取引関係の見直しなど，対外的な関係が含

削減型」，「付加価値創造型」の順で企業が効果を

まれるため，企業内部における意思決定以外の要

「基盤整備型」
認識していることが分かる（図 1）．
スポーツ経営組織学
Seminar of Sport Organizational Behavior

素に影響を受けざるを得ず，効果を発揮するため
の活動が進展しにくいと推察される．今後，企業
が情報化を推進するに当たっては，社内の改革に
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図 1 企業における情報化の効果
（出典）平成14年度版『情報通信白書』のデータを基に筆者が作成．

留まらず，対外的な関係を含め，情報化による効

IT 化進展の社会的なフォローの風を受けて，富

果を十分に発揮することができる環境整備を進め

士ゼロックスは着実に業績を上げているエクセレ

ることが重要であると考えられる．従って，日本

ントカンパニーである．

企業においては，今後ますます情報処理機器やネ

また，富士ゼロックスの最近の主な事業内容

ットワーク環境の整備に，より戦略的な行動が求

は，通信機器および事務用機械器具の関連諸製品

められるといえる．

の製造および販売である．また，教育プログラム

本稿では，進展著しい情報技術化の牽引役を果

の開発，講習会の開催，講師の派遣，教育機器・

たしている富士ゼロックス株式会社（以下，富士

教材その他出版物の製造，製作および販売も行っ

ゼロックス）を取り上げ，戦略展開について論及

ている．

したい．まず，設立の経緯を簡単に述べる．そし

その他，労働者派遣事業，有料職業紹介事業，

て，同社海老名事業所において展開されている経

または倉庫業，建築業なども展開しているが，基

営戦略とその意義について，組織経済学による理

本的には関連会社に委託している．関連会社との

論的な考察を加えながら，特に生産戦略と組織戦

関係は後述したい．

略という分析視角から整理する．

.

富士ゼロックス設立と発展の経緯

富士ゼロックスは，富士写真フィルム株式会社

ちなみに，富士ゼロックス海老名事業所は，主
にネットワーク対応のスキャナーや複写機，プリ
ンターなど21機種の生産能力を持つ基幹事業所で
ある．

と英国ランク・ゼロックス社との合弁会社として

.

1962 年 2 月に東京で産声をあげた．資本金は 200
億円で，富士写真フィルム株式会社 75 ，ラン

戦略的含意

. 生産戦略

ク・ゼロックス社（のちにゼロックス・リミテッ

3.1.1

ドに商号変更）
25の出資比率である．社員数は，

市場環境が激変する現在，富士ゼロックス海老

一元化生産ライン

2004 年 3 月期連結で34,017人（2004 年 3 月期単独

名事業所では，製品の品質の向上，費用の削減，

では14,625人）である．

納期の短縮の鍵を握るのは，実際に利益を生み出

また，平成16年 3 月期の有価証券報告書による

す製造現場であるという認識のもと，設備の充実

と，連結会計で売上高は10兆円を超え，経常利益

に努め，効率的な生産活動を展開している．生産

518 億円，当期純利益 427 億円を計上するなど，

は，ライン別に独自の工夫が凝らされ，ライン生
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産，セル生産，ラリー生産により，フレキシビリ
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まり，限定された合理主義の範囲内で満足化原理

ティーと生産性を徹底して向上させる生産体制を

に従っている存在であり，企業活動には，情報費

構築している．特に，生産設備の一部は生産現場

用，監視費用，交渉費用を必要とするのである．

の要請に応じて内製しており，AGV (Automati-

また，機会主義的行動を取るのが人間特性とさ

cal Guidance Vehicle）と呼ばれる自動搬送台車が

れ，自己利益の追求には，あらゆる手段を活用す

各ステーションに設置されているコンピュータか

ることを意味する．古典派経済学が想定する市場

らの指令により工場内を往来している．

プレーヤーとは一線を画し，機会主義的行動にお

また，営業部から上がってきた商品仕様をリア
ルタイムで生産ラインに投入し，オプションを組

いては他者の犠牲のうえに成り立つ自己利益であ
る．

み 込 ん で 出 荷 す る オ ン デ マ ン ド 生 産 （ On De-

取引費用の発生の要因である人間的要因におい

mand Production ）を，トヨタ生産システム（か

て限定された合理性は，不確実性・複雑性の環境

んばん方式）に倣った生産指示書を導入すること

要因のもとで問題となる．すなわち合理的な行動

で可能にした．このように，市場ニーズに迅速に

が困難な状況であるからである．また，機会主義

対 応 で き る 一 元 化 生 産 ラ イ ン （ Integrated

に関しては，代替的な取引相手が多数存在するな

Production Line）が実現されているのである．

らば，効果を生まない．つまり取引先を数社に限

3.1.2

取引費用理論からみた生産戦略

組織経済学あるいは新制度派経済学の枠組みに
よって，富士ゼロックスの生産戦略を分析する際
に は ， Williamson （ 1975 ） の 取 引 費 用 理 論
（transaction cost theory）が有効であろう．

定する必要がある．一元化生産ラインを導入する
上でも例外ではない．
そこで，富士ゼロックス社では，取引費用を逓
減するために，例えば垂直統合など市場から組織
への移行を通して，経営環境に適応している．し

Williamson によると，取引費用は人間的要因

かし逆に，組織内取引費用が高まると，例えば分

と環境要因が相互作用を起こし発生する（図 2）．

社化など市場へ再移行するというプロセスを辿

人間的要因とは，限定された合理性であり，最大

り，両者のバランスを図るのである．アプリケー

化原理に従って合理的行動を取るような経済学が

ションなどのソフトウェア開発を委託する富士ゼ

想定する人間モデルを射程に入れてはいない．つ

ロックス情報システム株式会社や，複写機やプリ
ンターなどの個別開発・設計やプロトタイピング
の受託業務を担う富士ゼロックスエンジニアリン
グ株式会社は，その代表的企業である．

3.1.3

取引費用の逓減と特殊性

ここでは，富士ゼロックスにおける組織から市
場への移行プロセスを，特殊性という視角から若
干の検討を行いたい．

Williamson の取引費用理論を出発点として，
取引費用が及ぼす企業組織への影響に関して，包
括的に研究を発展させたのが Picot （ 1996 ）であ
る．すなわち，情報技術の進歩が企業組織にとっ
図 2 取引費用の発生図式
（出典）Williamson, O. E, Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications, New York Free Press.
（浅沼萬里，岩崎晃訳『市場と企業組織』日本評論
社，1980年，65頁）

 情報システムのハードそのものの費用低下，
て，◯
 変動的取引費用が減少し，情報交換の単位費用
◯
 情報のスタンダードが普及したこ
が減少した，◯

とにより取引の特殊性が減少した，という環境の
変化に注目するのである．
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いしは地域別の組織編成を行うのが通常である．
まして，一部の大企業において散見されるよう
な，いわゆる混合型のカンパニー制組織を指すも
のではない．
富士ゼロックスで採用されているラインカンパ
ニー制とは，管理部門（課長クラス）をプレジデ
ントとし，製品計画から販売までの権限と責任
を，事業所単位ではなく，ライン単位で負うもの
である．当然のごとく利益責任も課されるため，

QC 活動をはじめとする品質管理にも，各カンパ
ニー独自の判断で行動する必要に迫られるのであ
図 3 取引費用と特殊性
（出典）Picot, A., Ripperger, T., WolŠ, B., The Fading Boundaries of the Firm: The Role of Information
and Communication Technology, Journal of Institutional
and Theoretical Economics, Vol. 152, 1996, p. 72.

る．また，ライン間の情報の偏在を防ぐために，
複合製品の初期段階では，30名程度の横断的なプ
ロジェクトチームが編成され，規模の経済を生か
す工夫をしていることは言うまでもない．

3.2.2

エージェンシー理論からみた組織戦略

富士ゼロックスのラインカンパニー制という組
なかでも，富士ゼロックスの場合，取引の特殊

織戦略を組織経済学を用いて説明する際には，

性が減少したことにより，享受できる費用は大き

エージェンシー理論が適切であろう．つまり，以

い．つまり，CAL や EDI そしてインターネット

下のように解釈することができる．

などの社内のネットワークがオープン化されるこ

エージェンシー理論によると，プリンシパル

とによって，その取引に特殊な投資を行う必要が

（principal ）とエージェント（ agent ）の関係には

なくなる．すなわち，特殊性を持つ取引が市場に

多様な関係が想定されるが，例えば，エージェン

おいて処理されるようになり，図 3 では全体的に

トが機会主義的行動を取ると仮定した場合，次の

左方向にシフトするようになる．従来までの階層

3 つの問題点が浮き上がる．第一に，プリンシパ

組織内による取引が，富士ゼロックス情報システ

ルとエージェントは目的が異なる．もし目的が同

ム株式会社や，富士ゼロックスエンジニアリング

一の場合には機会主義的行動を取る必要がない．

株式会社などにアウトソーシング可能となり，よ

第二に，プリンシパルとエージェントは情報の非

り中間組織的協調に委ねられるようになるのであ

対称性のもとにある．情報の共有度が高い場合に

る．

は機会主義的行動を取ることが困難である．第三

. 組織戦略

3.2.1

ラインカンパニー制

に，プリンシパルとエージェントの目的が異な
り，なおかつ情報の非対称性が存在する場合に

近年，組織戦略の一環として，事業部制組織か

は，プリンシパルはエージェントとの間にインセ

らカンパニー制組織への転換を図る企業が増えて

ンティブ契約を結び，期待効用を高めることによ

いる．その背景には，独立採算制を強化し，プロ

って目的を達成させるような刺激を与えようとす

フィットセンターとしての利益管理責任をより増

るのである．

大させる，または各カンパニーの独立性を高め

富士ゼロックスの場合，人材派遣業務を担当す

て，より自律的な経営を実践することを目的とし

る富士ゼロックスキャリアネット株式会社や，人

ている．しかしながら，一般的に，カンパニー制

材開発コンサルティングを担う株式会社富士ゼロ

という場合，自社のポートフォリオ分析の結果，

ックス総合研究所，または主に人事や総務関連の

基本的には範囲の経済を実現するために製品別な

サービスを受託する富士ゼロックスゼネラルビジ
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ネス株式会社という 3 つの関連会社が，市場との

な取り組みも積極的に行っている．例えば，事業

バッファー的な存在となり，プリンシパルとエー

所内で発生した廃棄物を，事業所内で活用しよう

ジェントの関係を形成しているのである．そし

とする資源循環活動を推進しているのである．

て，ラインカンパニーを構成する組織成員とな

多くの企業不祥事が発覚し，それが決定的な業

り，あたかも本社従業員であるかのように自律的

績悪化のトリガーとなり，企業消滅の危機に瀕し

に行動を取る．当然のごとく，職務が富士ゼロッ

ているケースが見受けられる昨今では，企業の社

クスのコアコンピタンスに属するようなものであ

会的責任（corporate social responsibility）や社会

れば，完全にエージェントにアウトソーシングす

的責任投資（socially responsible investment）が，

ることは難しい．しかし，昨今の情報技術の発展

日本の内外を問わず求められている．富士ゼロッ

により，既存の組織階層が解消され，比較的独立

クスの環境戦略に対する姿勢は，企業倫理の観点

した互いにルーズに調整される組織単位であるラ

からも評価に値するであろう．

インカンパニー制が形成されるのである．

3.2.3

人的資源アーキテクチャー

3.3.2

グローバル戦略

富士ゼロックスは，世界三極体制を基軸とし，

また， Lepak & Snell （ 1994 ）による人的資源

海外拠点でも事業を展開し，研究開発をはじめ販

アーキテクチャー（ human resource architecture ）

売やサービスの分野に至るまで，進出国や地域と

という観点に立脚しても，企業の基幹的業務を外

のパートナーシップを基盤に事業を拡大してい

部労働市場に委ねるのは困難であるため，中間労

る．特に，成長著しいアジア諸国や南太平洋地域

働市場の有効活用を関連会社というエージェント

を対象として，グローバルな活動を展開してい

を媒介することによって可能たらしめているので

る．なかでも，海老名事業所は，アジアと太平洋

ある．さらに，経営情報システムのひとつである

地域を統括する開発や生産の最大拠点として位置

サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ジ メ ン ト （ supply chain

づけられ，全世界への供給基地となっている．

management ）のようなプロセスを内部化するた

.

めには，柔軟な雇用形態でありながらも，長期能
力蓄積型の労働市場的要素も必要不可欠となり，

ま

と

め

本稿では，富士ゼロックスの経営戦略を，生産

中間組織を担う中間労働市場としてのエージェン

戦略と組織戦略の両面から概観し，組織経済学の

トが，組織戦略を展開する上ではますます重要な

取引費用理論とエージェンシー理論を用いて検討

役割を演じることになろう．そして実際に，富士

を加えてきた．また補足的に，環境戦略とグロー

ゼロックスでは実践しているのである．

バル戦略の特徴にも若干論及し，富士ゼロックス

. その他の戦略

3.3.1

環境戦略

の今日的な経営課題に対する取り組みを紹介した．
日本企業を取り巻く経営環境が厳しさを増すに

海老名事業所においては，地球環境保全と資源

つれ，企業は競争優位性を構築するための経営戦

の有効活用を実現するため，回収した複写機を分

略を多面的に発揮しなくてはならない．富士ゼロ

解・洗浄し，各種部品を品質基準に適合したパー

ックスも例外ではない．成果主義や能力主義を導

ツとして活用する再生活動を展開している．いわ

入することによって固定費を削減するといった付

ゆる，再生されたパーツを生産ラインに投入する

け焼刃的な企業行動では，もはや組織は生存でき

という環境戦略を進めているのである．すべての

ない現況にある．日本的雇用慣行を踏襲しつつ

パーツに商品品質情報を与え，ワイブル解析に基

も，柔軟で弾力的な組織的対応を，富士ゼロック

づいて製品寿命を統計的に予測するなど，リサイ

スのケースから学ぶべきであろう．

クルラインが他社よりも充実している．
また，クローズド・ループ・システム（ closed

loop system）と呼ばれる環境保全に関する先進的
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年

6 ) 水野基樹稿「人材スペック」『労働の科学』労働
科学研究所，第 4 号，37頁，2003年

配慮を賜った．
また，本稿の執筆に際しては，スポーツ経営組

7)

Picot, A., Ripperger, T., WolŠ, B., The Fading

織学研究室のゼミナール生である佐藤亮君に，資

Boundaries of the Firm: The Role of Information and

料収集などの協力を得た．

Communication Technology, Journal of Institutional and

Theoretical Economics, Vol. 152, 1996, pp. 6579.
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