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研究の要約研究の要約

日本企業を対象に 企業環境と組織構造の適合性が企業価値へ日本企業を対象に，企業環境と組織構造の適合性が企業価値へ
与える影響の分析を実施。

企業環境が異なれば，異なる組織構造が企業価値の向上へ寄与企業環境が異なれば，異なる組織構造が企業価値の向上へ寄与
することを統計的に有意に示せた。

製造業と

組織構造変数 環境変数

組織の階層数

マネージャ統制範囲 従業員規模

製造業と
サービス業環境の不確実性
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問題意識問題意識

日本雇用制度の３種の神器 『年功序列・終身雇用・労働組合』 が
強い組織を生み出し，競争優位を高め高度経済成長時代の日本企業
を支えてきた。

cf: 加護野忠男 小林孝雄[1988] 「見えざる出資：従業員持分と企業成長」 伊丹敬之 加護野忠

しかし，バブル崩壊後の日本では組織劣化が日本企業の競争力を低
主 多 ぜ 競争優位 源泉 組織

cf: 加護野忠男，小林孝雄[1988], 「見えざる出資：従業員持分と企業成長」, 伊丹敬之，加護野忠
男，小林孝雄，榊原清則，伊藤元重『競争と革新：自動車産業の企業成長』，東洋経済新報社.

下させているという主張も多い。なぜ，競争優位の源泉だった組織
が競争劣位の原因になっているのか？

cf:cf: 
・ 網倉久永[2002], 「組織の自律的ダイナミクス」，『一橋ビジネスレビュー』第50 巻 第1 号.
・ 三品和広[2002], 「企業戦略の不全症」，『一橋ビジネスレビュー』第50 巻第1 号.
・ 延岡健太郎[2002], 「日本企業の戦略的意思決定能力と競争力」，『一橋ビジネスレビュー』第50 巻第1 号.
・ 沼上幹，軽部大，加藤俊彦，田中一弘，島本実[2007]，『組織の＜重さ＞』，日本経済新聞出版社.

日本企業が現在おかれている経営環境と，高度経済成長期から構築
されてきた組織構造がアンマッチを起こしている可能性が高い
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されてきた組織構造がアンマッチを起こしている可能性が高い。



研究の目的研究の目的

企業環境と組織構造の適合性自体が競争優位の源泉となり，企業価値を
創出していることを確かめる

硬直化急激な変動

創出していることを確かめる。

組織構造

硬直化

企業環境

急激な変動

適合性

年功序列・終身雇用・労働組合など
による組織構造の硬直化

通信革命・グローバリゼーション
などによる企業環境の激変 による組織構造の硬直化などによる企業環境の激変

× 適合性の低下による企業価値毀損適合性の低下による企業価値毀損
○ 適合性の維持による企業価値向上
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① 日本企業の環境と組織構造の適合性を企業価値を用いて測定。
② 事例研究主体の経営管理論の主張を公開データを使って検証。

本研究
の特徴



用語の定義 － 機械的組織と有機的組織用語の定義 機械的組織と有機的組織

機械的組織構造機械的組織構造

・高度の公式化・高度の中央集権化
トレ ニングや経験はあまり必要ない ※ 軍隊等の統制が取れた・トレーニングや経験はあまり必要ない

・広範囲のマネージャ統制範囲
・垂直方向・書面によるコミュニケーション

※ 軍隊等の統制が取れた
組織のイメージ

有機的組織構造有機的組織構造

・低い公式化・少ない中央集権化
トレ ニングおよび経験

※ フラットで小規模チー
・トレーニングおよび経験
・中程度から狭いマネージャ統制範囲
・水平方向のコミュニケーション・会議

小規模
ムなイメージ。
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関連文献レビューと仮説構築① 環境の不確実性関連文献レビュ と仮説構築①

Burns, T. and G. M. Stalker [1961], "The Management of Innovation",  Tavistock.

環境の不確実性

“安定した環境に対しては機械的管理システムが有効になり，不安定な環境に対して
は有機的管理システムが有効になる。”

Lawrence , P. and J. Lorsch [1967], "Organization and Environment", Boston,
MA:Division of Research, Harvard Business School Press.

“環境の不確実性に対応するためには組織を高度に分化させる必要がある 分化が進環境の不確実性に対応するためには組織を高度に分化させる必要がある。分化が進
んだ組織では，部門間調整のための時間や要員を投入するようになり，そのための統合
マネージャが多く必要になる”

環境の不確実性が高い企業ほど有機的組織を選択する
環境の不確実性が低い企業ほど機械的組織を選択する

仮説1-1

環境の不確実性が高い ⇒ 有機的組織が企業価値を高める
環境の不確実性が低い ⇒ 機械的組織が企業価値を高める

環境の不確実性が低い企業ほど機械的組織を選択する

仮説1-2
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環境の不確実性が低い ⇒ 機械的組織が企業価値を高める仮説1 2



関連文献レビューと仮説構築② 製造業と関連文献レビューと仮説構築② 製造業と関連文献レビュ と仮説構築②

Woodward, J. [1965], "Industrial Organization: Theory and Practice", London: 
Oxford University Press.

小売・サービス業関連文献レビュ と仮説構築② サービス業

y

生産工程が機械化されて大量生産を主としている組織では階層構造数が多く監
督者の統制範囲が広くなり，顧客ごとに単品生産を行う組織では階層構造数が
少なく監督者の統制範囲が狭い。

Daft, Richard L. [2001], "Essentials of Organization Theory & Design, 2nd 
Edition", South-Western College.

“ルーチン化された技術には機械的組織が有効となり，ルーチン化されてい
ない技術には有機的組織が有効になる ”ない技術には有機的組織が有効になる。”

職人的技術 ルーチン化されて職人的技術 ルーチン化されて
いない技術

ルーチン化された
技術

エンジニアリング
分析可能性

低い

高い
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技術
高い

少ない 多い
バラエティ



関連文献レビューと仮説構築② 製造業と関連文献レビュ と仮説構築② サービス業

ルーチン化されていない技術特性 ルーチン化された技術特性

サービス業 製造業

ル チン化されていない技術特性 ル チン化された技術特性

• 顧客と従業員の接触が多い
• 地理的に分散している
• 意思決定が分権意思

書面手順が少ない

• 顧客と従業員の接触が少ない
• 地理的に集中している
• 意思決定が中央集権

書面手順が多い• 書面手順が少ない
• 単品生産
• 労働集約

• 書面手順が多い
• 大量生産
• 資本集約

Daft, Richard L. [2001], "Essentials of Organization Theory & Design, 
2nd Edition", South-Western College

サービス業 ⇒ 有機的組織が企業価値を高める

サービス業では，製造業より有機的な組織構造が選択さ
れている。

仮説2-1

仮説2 2
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サ 業 有機的組織が企業価値を高める
製造業 ⇒ 機械的組織が企業価値を高める仮説2-2



関連文献レビューと仮説構築③ 従業員規模関連文献レビュ と仮説構築③

Greiner Larry E [1972] "Evolution and

従業員規模

Greiner, Larry E. [1972], Evolution and 
Revolution as Organizations Grow", Harvard 
Business Review 50(July-August 1972).

組織のライフサイクルに従い，規模増大のたび
に新しい仕組みが必要になる。

①リーダシップの必要性
②権限委譲の必要性
③内部統制強化の必要性③内部統制強化の必要性
④官僚的形式主義の行き過ぎへの対処の必要性

従業員規模が増えていく段階では，有機的組織と機械的
組織が企業価値を高める状態が交互に存在する。

仮説3
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組織が企業価値を高める状態が交互に存在する。



リサーチ・デザイン － 環境条件リサ チ・デザイン 環境条件

環境の不確実性

Moderately
Hi h

環境の不確実性
製造業と

小売・サービス業

SIC コードによる業種分類Moderately
High

High
売
上
不
安

SIC コードによる業種分類
1 農林水産業
2 建設業
3 製造業

Low
Moderately

Low

安
定

4 運輸・通信業
5 電気・ガス・水道
6 卸売業
7 小売業

競合数

7 小売業
8 金融・保険業
9 不動産業
10 サービス業cf : Duncan, Robert B., "Characteristics of Organizational 

Environments and Perceived Environmental Uncertainty"
11 官公庁・その他

Environments and Perceived Environmental Uncertainty , 
Administrative Science Quarterly Vol. 17, No. 3.

従業員規模 従業員規模で５分位に分割
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リサーチ・デザイン － 組織構造変数①

現場のマネ ジャからトップマネジメント

リサ チ・デザイン 組織構造変数①

階層構造数
トップ

マネジメント 現場のマネージャからトップマネジメント
までの階層構造数を意味する。階層構造数
は情報伝達経路の長さを意味する。

マネジメント

階層構造数

マネージャ統制範囲

ミドル
マネジメント

階層構造数

マネージャが責任を負う部下の数を意味す
る。マネージャを現場の組織長と考えた場
合は現場組織の大きさを表す。スパン・オ
ブ コントロ ルとも称される

従業員

マネージャ ブ・コントロールとも称される。マネ ジャ
統制範囲

10※ 就職四季報 女子版(2008年版および2009年版)
※マネージャ＝部下を持つ職階以上の者並びに部下を持たなくともそれと同等の地位にある物



リサーチ・デザイン － 組織構造変数②リサ チ・デザイン 組織構造変数②

機械的組織構造

• 階層構造が多い

有機的組織構造

• 階層構造はフラット• 階層構造が多い(＋) • 階層構造はフラット(ー)階層構造が多い
• マネージャ統制範囲は広い

階層構造はフラット
• マネージャ統制範囲は狭い

階層構造が多い(＋)
• マネージャ統制範囲は広い(＋)

階層構造はフラット( )
• マネージャ統制範囲は狭い(ー)

意思決定の精度が高い
意思決定は中央集権
組織間調整は少ない

意思決定の精度が高い
意思決定は中央集権
組織間調整は少ない

意思決定が早い
意思決定は分散
組織間調整が多い

意思決定が早い
意思決定は分散
組織間調整が多い組織間調整は少ない

大きい組織で機動性は低い
作業の習熟度が高い

組織間調整は少ない
大きい組織で機動性は低い
作業の習熟度が高い

組織間調整が多い
小さい組織で機動性は高い
異なる作業への適用力が高い

組織間調整が多い
小さい組織で機動性は高い
異なる作業への適用力が高い
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リサーチ・デザイン － 企業特性変数と環境変数リサ チ・デザイン 企業特性変数と環境変数

既存研究でトービンのqに影
響を与えるとされている量響を与えるとされている量
をコントロール変数とする

環境条件を表現するための環境条件を表現するための
変数
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リサーチ・デザイン － 実証モデル
東証1部上場企業（金融除く)

サンプル数は延べ963社リサ チ・デザイン 実証モデル

組織構造変数への重回帰分析モデル

組織構造が環境に対して、どのように
選択されているかを分析する。

企業価値への重回帰分析モデル

データセットを環境ごとにサブセット
へ分け 異なる環境下での組織構造のへ分け、異なる環境下での組織構造の
企業価値への影響を分析する。
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実証結果1 環境の不確実性と組織構造①

表1-1 ： 組織構造変数に対する重回帰分析

実証結果1 環境の不確実性と組織構造①

環境の不確実性の増加

○階層構造数の減少
×マネージャ統制範囲の増加

実証結果

表1 2 組織構造変数の平均値の比較 仮説1 1

棄却

表1-2: 組織構造変数の平均値の比較
階層構造数の減少
マネージャ統制範囲の減少

仮説1-1

14



実証結果1 環境の不確実性と組織構造②実証結果1 環境の不確実性と組織構造②

環境の不確実性が低い 環境の不確実性が高い

表1-3 ： 企業価値に対する重回帰分析

環境の不確実性が低い 環境の不確実性が高い

有機的組織が
企業価値を高める！

機械的組織が
企業価値を高める！

仮説1-2

支持

・環境の不確実性が低ければ機械的組織が企業価値を高める。
・環境の不確実性が高ければ有機的組織が企業価値を高める
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実証結果1 考察実証結果1 考察

日本企業では環境の不確実性の違いを重視した組織構造選択を行って
いない。

仮説1-1 棄却

コンティンジェンシー理論の主張と一致している組織ほど企業価値が
高い。

環境の不確実性が低い企業では 意思決定の精度が高く

環境の不確実性が高い企業では 意思決定が早く 機動力

環境の不確実性が低い企業では、意思決定の精度が高く、
作業の習熟度が高い機械的組織構造が企業価値を高める。

環境の不確実性が高い企業では、意思決定が早く、機動力
が高い組織構造が企業価値を高める。

仮説1 2 支持仮説1-2 支持

組織構造を適切に選択することで、企業価値向上の可
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組織構造を適切に選択することで、企業価値向上の可
能性がある企業が存在する



実証結果2 技術特性と組織構造①実証結果2 技術特性と組織構造①
表2-1: 組織構造変数の平均値の比較

仮説2-1

製造業に対して、サービス業はよ
り有機的な構造を選択

仮説2 1

製造業とサービス業では 技

棄却

製造業とサービス業では、技
術特性以外の組織構造決定要
因が大きいと考えられる。

より有機的構造でも、より機械的
構造でもない

実証結果
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構造でもない。



実証結果2 技術特性と組織構造②実証結果2 技術特性と組織構造②

表2-2: 業種ごとの企業価値への重回帰分析

仮説2-2
支持

仮説2-2

・小売業・サービス業では有機的
組織が企業価値を高める。
製造業では機械的組織が企業価・製造業では機械的組織が企業価
値を高める。
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実証結果2 考察

製造業およびサービス業では技術特性と組織構造の適合性を重視した

実証結果2 考察

組織構造選択を行っていない。
仮説2-1 棄却

コンティンジェンシー理論の主張と一致している組織ほど企業価値が
高い。

製造業では 意思決定が中央集権で 作業の習熟度が高い

サ ビス業では 意思決定が分散し 異なる作業への適応

製造業では、意思決定が中央集権で、作業の習熟度が高い
機械的組織構造が企業価値を高める。

サービス業では、意思決定が分散し、異なる作業への適応
度が高い有機的組織構造が企業価値を高める。

仮説2-2
支持

組織構造を適切に選択することで、企業価値向上の可
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組織構造を適切に選択することで、企業価値向上の可
能性がある企業が存在する。（特にサービス業）



実証結果3 組織規模と組織構造実証結果3 組織規模と組織構造
表3-1: 組織規模ごとの企業価値への重回帰分析

仮説3
支持

・組織規模に応じて，有機的組織が有効になる段階と，機械的組織
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組織規模に応じて，有機的組織が有効になる段階と，機械的組織
が有効になる段階がある。



実証結果3 考察実証結果3 考察

仮説3
支持

企業の成長に伴い組織規模が増加していく過程で、適切な組織構造は
一定ではない。

仮説3

定ではない。

前段階で企業価値を向上していた組織構造が、次段階では企業価値を
既存することすら起こりうる既存することすら起こりうる。

経営者は自社の組織が現状の規模に対して有効かを ゼロベ スで検経営者は自社の組織が現状の規模に対して有効かを、ゼロベースで検
討し、必要に応じて変更していく必要がある。
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考察 － 組織構造との適合性を高めるには考察 組織構造との適合性を高めるには

マネ ジャ数や従業員数を降格や解雇によって 増減させることは日マネージャ数や従業員数を降格や解雇によって、増減させることは日
本企業では現実的には困難。

ではどうすればよいか？

組織構造とは、すなわち企業内における意思決定権限の配置と範囲で
あり、職級によらなくても変更することが可能。

案1 社内の意思決定権限の委譲や集中を意図的に行うこと
で、意思決定者（≒マネージャ）の数を制御する。

案2 有機的組織が有効な企業であれば、社員の自律性を高
めることで、部分的に意思決定権限委譲と同じ効果がある。
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まとめまとめ

環境の不確実性が大きければ有機的組織 小さければ機械的組織が環境の不確実性が大きければ有機的組織，小さければ機械的組織が
企業価値を高める。日本企業では環境の不確実性と組織構造がアン
マッチしている企業も多く，企業価値向上の余地が残されている。

小売業・サービス業では有機的組織，製造業では機械的組織が企業
価値を高める 小売業・サービス業ではより積極的に有機的組織を価値を高める。小売業 サ ビス業ではより積極的に有機的組織を
企業価値向上の余地が残されている。

組織のライフサイクルモデルに従い，従業員規模が大きくなるにつ
れ有機的組織と機械的組織が交互に企業価値を高める。
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