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１

はじめに

Pikkety（2014）で指摘されているように，所得の不平等は世界中で拡大している。そこでは，
不平等の要因として２つのタイプが考えられ，一つは資本収益率（r）が経済成長率（ ）が高いため
であり，もう一つは企業組織での賃金格差である。OECD（2011）では，技術進歩が高い賃金格差
を生じさせていること，特に，ICT の進展が熟練労働者により多くの利益を生じさせているている
ことを指摘している。本研究では，Pikkety（2014）で言及されている第２番目の所得格差の背景
となっている企業組織での ICT の役割を分析し，ICT が企業組織にどのような影響を与えているの
かを，賃金の動きとともに確認する。
最近，ICT は種々の局面に対して強い影響力を持ってきた。例えば，ドイツ発の新たなモノ作り
の進化形「インダストリー 4.0」は蒸気機関，電力，オートメーションに続く「第４の産業革命」
と言われ，製造業の競争力を高めて新興国が台頭しても国内に工場をとどめる狙いがある。たと
えば，製造装置や工場をインターネットで結んで生産管理や受発注などを完全自動化し，出荷状
況に応じて製造装置の稼働率を自動調整できるなど，ICT と製造技術を融合させて生産効率を高め
るといった具合である。
IT/ICT が経済に与えるインパクトは多くの先行研究で述べられている（Chinn and Fairlie（2006），
Piliat（2004），Nasab and Aghaei（2009），Haacker（2010），Spiezia（2012））。しかしながら，これ
ら先行研究の多くはマクロ的な視点で分析されたもので，企業や産業単位でのミクロ分析はほと
んど行われていない．その中でも Bloom 等（2009）は，企業における IT/ICT の役割と，ICT が企業
内組織にどのような影響を及ぼすのかを分析している。彼等は Garicano（2000）で展開されたモデ
ルを単純化して展開し，企業内には本社と支社（工場）があり，企業組織を３つのタイプに階層
化している。具体的には，非生産に関する意思決定を行う本社に属する中央管理者，支社に属し
て生産に関して意思決定を行う中間管理者，および生産に従事している一般労働者との３つの階
層化がなされている。ICT を通じて知識の習得費用およびコミュニケーション費用が削減でき，知
識習得とコミュニケーションを通じて各階層で問題解決が図られることになる。技術は少なくと
も２つの明確な性質を有し，第一に，安価な記憶蓄積とデータ処理を通じて，データベースに記
憶される情報へのアクセス費用がますます安価になるという性質である。第二に，（IP をベースに
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した）安価な通信網とワイアレスのコミュニケーションを通じて，電子メールや携帯電話のよう
に，経済主体が他の人たちとコミュニケーションを行うことが容易になるという性質である。
最初の性質には２つのタイプの技術がある。第１のタイプは非生産の意思決定の関係する ERP
（Enterprise Resource Planning）である。ERP は会社における意思決定者に利用可能な情報を劇的に
増加させ，これは，問題を解決するために必要な知識を習得する費用を削減させる。第二番目の
タイプは生産の意思決定に関係する CAD/CAM（Computer Assisted Design/Computer Assisted
Manufacturing）である。ERP 体系の知識を習得することで生産やそれに付随する投資・雇用につ
いて意志決定を行うことが可能となり，知識の習得費用が低下すれば，支社に属する中央管理職
や一般労働者の意思決定の裁量範囲が広がり，そして分権化の方向に企業組織は進むことになる。
二つ目の性質は，意思決定を集権化するコミュニケーション技術である。コミュニケーション
に影響を与える重要な技術的イノベーションはネットワークとその接続の成長である。コミュニ
ケーション費用は NETWORK を介してその削減が可能となり，その費用が低下すれば本社の中央
管理者による意思決定がより多くなされ，中央集権化が進むことになる．このように，Bloom 等
（2009）は ICT/IT が企業組織の在り方（階層化）に影響を与えることを指摘している。
Garicano and Rossi-Hansberg（2004）では，ICT という言葉は使用していないが，ICT の進展とと
もにコミュニケ―ション費用が削減できるものとして理解し，コミュニケーション費用が低下す
ることによって，労働者，自営業者，そしてマネジャーの賃金にどのように影響を受けるのかを
分析している。数値計算の結果において，コミュニケーション費用の低下が自営業者とマネジャ
ーのシェア―を低下させ，労働者のシェア―を増加させ，さらに労働者内の賃金の不平等を縮小
させる。加えて，その低下が労働者とマネジャー間の賃金の不平等を拡大させる。Garicano and
Rossi-Hansberg（2006）では，組織における重層化が導入され，賃金の不平等が分析されている。
実証研究として，Haller and Siedschlag（2009），Atzeni and Carboni（2006）等多くの研究がある。
Haller and Siedschlag（2009）では，アイルランドにおいて，ICT を採用する決定要因をプロビット
分析し，コンピュータの利用やオンラインによるサービスは企業規模，人的資本，経営管理や技
術，事務要員，輸出集約度に関連していることを指摘している。Atzeni and Carboni（2006）では，
1995 年から 1997 年のイタリア製造業のデータを使用して回帰分析を行い，投資の取り替えが多い
企業の ICT の生産性が取り替えの少ない企業の生産性よりも高いということ，ICT の生産性が非
ICT 投資の生産性よりも８倍大きいことを指摘している．これらのことより，ICT 投資は企業に対
して多方面に大きな影響を及ぼしていることが理解できる．
Bloom 等（2009）で展開されているモデルにおける賃金体系を明確にするために，本稿ではモデ
ルの中に Garicano and Rossi-Hansberg（2006）で示されている賃金関数を拡張して導入し，ICT 環境
変化における企業組織や賃金について分析する。さらに，企業組織における経済主体の行動に関
する外部性（X 効率）を考慮して，上記と同様な分析を行う。
第２章ではモデルの設定を述べ，第３章で部分均衡分析を行い，その結果を利用して比較静学
を行い，第４章でまとめを行う。
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モデルの設定

本モデルは Bloom 等（2009）および Garicano and Rossi-Hansberg（2006）に基づいて部分均衡が
展開される。それらの先行研究では，異なる能力を有する経済主体は仕事を遂行する際に生じる
問題を解決するために学び，職業や参加すべきチームを選択する。経済主体はある一定時間を労
働や問題解決のために提供する。本稿では，組織に対して，２階層と３階層の２つのケースを取
り上げる。まず最初に，企業もしくは経済には層 0(l0)と層 1(l1)の２つの階層が存在するケース１
を，その後，層 0(l0)，層 1(l1)，および層 2(l2)の３つの階層が存在するケース２を取り扱う。層 0 は
工場労働者のような労働者，層 1 は工場管理者のような生産に関して意思決定を行う管理者，層 2
は非生産に関して意思決定を行う企業家から構成される。以下に，２つのケースの組織を図１に
示す。

図１

2.1

ケース１とケース２

生産と知識

Garicano and Rossi-Hansberg（2006）に基づき，以下のように生産と知識に関して定式化を行う。
生産をするために労働者と知識が必要とされる。経済主体は労働者，管理者および企業家（ケー
ス２の場合）である。それらの経済主体は生産や非生産のために時間を費やし，生産をするため
に立ちはだかる問題を解決しようとする。問題は経済主体が直面するであろう可能性によって順
序付けされるため，問題 z は連続密度関数 f(z) ∈ [0, ￣z ]と累積密度関数 F(z)で関連付けられ，f'(z)
< 0 である。なお，z￣ は解決できる問題の最大値である。問題を解決するためには知識が必要とさ
れる。一人の労働者が解決できる問題の確率を q = F (z〜)と定義する。このとき，z〜 = z(q)とし，z(・)
= F −１(・)となり，z' > 0 および z'' > 0 が成立するものとする。こうして，z (q) は q の確率の問題を解
決するために必要な知識であるとする。
2.2

費用，情報技術および外部性

経済主体は認識能力の点で異質なため，高い認識能力をもつ経済主体は問題をより低い費用で
解決する。本稿では，人口における認識能力の分布を連続密度関数で記述できるものと仮定する。
認識能力 α の連続密度関数は区間［0, 1］で，α 〜φ(α)で表される。特に，長さ１をもつ問題の区
間を解決するための学習費用 c が次式で与えられるような能力が定義される。
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( l = 0,1,2 )の低下は学習費用を低下させる情報技術の改善を示し

ている（より安価なデータベースの収納や研究のように，知識へのアクセス費用を低下させるよ
うな技術）。労働者の情報技術費用
して企業家の情報費用情報

2

0

の費用は CAD に，管理者の情報技術費用

1 は CAM に，そ

は ERP に対応している。外部性 βl ( l = 0,1,2 )の上昇（改善）は該当

する階層の能力に付随する外部効果の改善を表している（例えば，Ｘ効率：各階層の経済主体が
互いに ICT 機器とソフトウェアを使用することによる協業によって生み出される効率性）。
2.3 コミュニケーションと組織
経済主体は他の経済主体に知識を伝達することができ，他の経済主体の問題を解く手助けをす
る。そして，経済主体は数名の個人がともに生産するための時間と知識を組み合わせるような組
織を形成する。このような組織は知識階級の形をとることになる。それらの組織の階層水準（l0）
は同じ知識をもつ生産労働者の集合で，彼らは日常的な問題を学習し，すべての時間を生産に費
やし，それぞれひとつの問題を抱えている。それらの階層の上には，管理者と企業家（ケース２）
からなる階層がある。労働者は彼ら自身の時間（ある一定の時間）あたりひとつの問題を抱える。
管理者と企業家は生産に従事せず，生産をするための問題を抱えることはない。労働者が問題を
解決できれば財を生産できるが，そうでなければ，労働者は彼らの上の階層（l1）にいる管理者に
問題を解決してもらうことになる。上の階層（l1）にいる管理者は単位時間 h のコミュニケーショ
ン費用を負担する（0 < h < h￣, h￣ は ある一定時間）。それらの管理者が問題を解決する方法を知って
いれば，問題を解決し，そうでなければ，ケース２の場合，管理者はその問題をすぐ上の階層（l2）
にその問題を引き渡し，その階層では企業家が，管理者と同様に，単位時間 h のコミュニケーシ
ョン費用を負担する。未解決の問題のみが上の階層に引き渡されるため，より高い階層にはその
下の階層よりも少ない人の数となる。コミュニケーション費用は前節で述べた NETWORK に関係
している。
q0 = F(z0)の知識をもつ n0 人の生産に従事する労働者と q1 の知識をもつ n1 人の問題を解決する管
理者がいる組織を考えてみる。生産に従事する労働者はそれぞれ１つの問題を抱え，それらのう
ち q0 という割合の確率で問題を解決をする。そしてすべての問題の 1 − q0 の割合で上層に引き渡す。
層１の管理者は n0 (1 − q0) の問題を解決するように労働者から要請され，問題を解決するために管
理者は n0 (1 − q0) h 単位の時間がかかると主張することができる。すべての経済主体は同じ利用可
能な時間を所有しているため，層 1（l1）の管理者の人数は hn0 (1 − q0) = n1 となる。層 1 の管理者は問
題のうち q1 の割合だけ問題を解決することができ，ケース２の場合は，すぐ上の層（l 2）に n0 (1 −
q1) の問題を引き渡す。こうして，層 2 の企業家の人数は hn0 (1 − q1) = n2 となり，企業家は問題の q2
の割合を解決することができる。つまり，ひとつの問題が q2 の割合で解決されることになる。し
たがって，組織において期待される総生産量 y は次式で与えられる。
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企業における問題

ここでは，ひとつの企業はひとつの階級に統合されるものと仮定し，企業の利潤最大化問題に
ついて言及する。
生産物の価格を１に基準化するため，ひとつの階級における利潤は生産量から労働費用を差し
引くことで得られる。こうして，賃金体系 (α)に直面する 2(3)層からなるひとつの階級の問題は能
力 α，知識ｑ，およびチームの各層の経済主体の人数 n を選択することである。Ｌを各層(l = 0, 1,
2)の階層の数とする。利潤は生産量から賃金 (α)と学習費用 nl cl z (ql) (l = 0, 1, 2)を差し引くことで
得られる。ここでは，層数 L = 3 の企業の問題について言及する。階級の期待利潤は次式で与えら
１
れる 。

ただし，以下で与えられる管理者と企業家の異なる層の時間制約式に従うものとする。

このとき，
（2.6），
（2.7），および（2.8）を使用すると，以下のように，利潤最大化問題の１階の条件
(f.o.c) を得ることができる。

３

均

衡

ここでは，この経済における均衡に関する分析を行う。均衡に関する配分は異なる職業におけ
る経済主体の集合，監視する経済主体の任命，およびこの任命を成立させる賃金体系を定式化す
る。
Garicano and Rossi-Hansberg（2006）に基づき，労働市場の均衡条件を簡単に言及する。均衡で

1

層数 L ＝ 2 の最大化問題は本稿の最後の補論で展開されている。

24

県立広島大学経営情報学部論集

第9号

は，各層に対応する能力の集合に対する労働者と管理者の供給は各層での管理者または企業家に
よって支配される労働者または管理者の需要と一致しなければならない。ここで，n（α）を均衡に
おいて能力 α を有する管理者または企業家の直の部下として雇用される労働者または管理者の総
数であるとする。そして，a（α）を均衡における能力 α を有する従業員を任命する管理者または企
業家の能力とする。能力に関する全集合［0, 1］で定義される能力 a（α）に対して，すべての企業家
に対し a（α）＝ 1 とする。AS を部下がいる経済主体の集合とし，AM を階級の上部に属さない経済主
体の集合とする。α ∈ A0M を有する経済主体は労働者になり，α ∈ A1M を有する経済主体は管理者
となる。このとき，あらゆる α ∈ AM = A0M ∪ A1M に対して，

が成立すれば，労働市場は清算される。ただし，AS ≡ [0, 1] \ A0M である。左辺は区間 [0, α] におけ
る従業員の供給であり，右辺は区間 [a(0), a(α)] における管理者や企業家によって支配される従業
員の需要である：能力 α を有する管理者と企業家は n（α）人の従業員を雇用し，そして n (a (α))の人
数の管理者と企業家がいる。この設定における均衡の定義を以下に示す。
定義 11 競争的均衡とは，
α ∈ A1M に対して，経済主体は層 1 (l1) の管理者になり，α ∈ A0M に対しては層 0 (l0) の労働者
に，α ∈ AE = AS \ A1M に対しては層 2 (l2) の企業家になる，
賃金関数は，ω(α):[0, 1] → R+ である，
任命関数は，a(α):[0,1] → AS および α ∈ AE に対しては a(α) = 1 である，
２
知識関数は q(α): [0, 1] → [0, 1]である そして

能力 α を有する部下である経済主体の総数は n(α): AS → R+ であり，
企業は式 (2.6) を最大化するように，従業員の熟練度，知識そして人数を選択する，
企業の利潤はゼロである，
労働市場は清算される，つまり，α ∈ AM に対して，式 (3.12) が成立する。
3.1 任命
企業組織における階層では，高い能力を有する管理者は容易でありふれた問題を解決すること
ができるように高い能力を有する労働者を雇用する。より能力のある労働者を雇うことによって，
管理者は，より低い階層の経済主体が解決できなかったより困難な問題のみを解決するように特
化できるようになる。ライプニッツの定理を使用して，労働均衡条件式 (3.12) を微分すると，次式
が得られる。

Garicano anda Rossi-Hansberg(2006)に従うと，以下のような任命関数が得られる。

2

理論的には q(α):[0,1]→[0,1]は受け入れ可能であるが，q(α)＝ 1 は z →∞であることを意味している。したがって，
q(α):[0,1]→[0,b]と設定したほうが現実的である。ただし，b はある一定の値である（0 ＜ b ＜ 1）。
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均衡における任命

式 (3.14) と (3.15) は，ある初期値を所与とすれば，関数 a（α）を決定する常微分方程式の集合であ
る。ここで，ケース２の場合の任命を図２に示すことにする。
3.2

均衡における任命と賃金の決定手続き

この節では，任命が成立する手続きを述べることにする。均衡は以下で示すようにして構築さ
れる。
１．L ＝ 2（ケース１：労働者と管理者が存在する場合）または L ＝ 3（ケース２：労働者，管理者
および企業家が存在する場合）を設定し，L ＝ 2 の場合は，式 (3.15) を繰り返えすことで
α01(α10) の値を決定する。L ＝ 3 の場合は α01(α10)を固定させる ( 0 <α01(α10) < α11(α20)) 。
２． （0）の初期値を設定する。
３．L ＝ 3 の場合，α01(α10) の固定値に基づき，労働市場を満足させるために，式 (3.14) を繰り返す
ことによって，α11(α20) である値を決定する。
４．α01(α10) と α11(α20) の値を固定したあと，式 (2.1)，式 (2.2)，式 (2.3) および式 (2.11) を利用する
３
ことによって，賃金を求める 。

3

α01(α10) や α11(α20)のような境界線では，企業は経済主体の能力に加えて，履歴書，性格や学業成績などの背景を考
慮して，労働者，管理者（または企業家）を選択する意思決定を行うものと仮定する。
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3.3 理論的結果
上記で得られた結果を用いて，均衡における比較静学を行うことにする。ここでは，Bloom 等
（2009）に従って，まず，労働者と管理者からなる２層（ケース１）についての比較静学を示すこ
とにする。その後，３層であるケース２の比較静学を取り扱う。なお，本稿の最後に２層と３層
の比較静学の補論を添付している。
ケース１の比較静学の結果は以下のとおりである。

部下を支配する範囲

に関して，以下のような比較静学の結果が得られた。

以上の結果より，Bloom 等（2009）の結果と比較すると，コミュニケーション費用 h と管理者の
情報技術費用

1 については，曖昧な結果が得られている。労働者の情報技術費用

0 に関しては，

Bloom 等（2009）と同じ結果が得られた。管理者の支配の範囲 SM に関しても，Bloom 等（2009）
とほぼ同じ結果が得られている。そして以下の命題が得られた。
命題１

労働者の情報技術費用

0 の改善は労働者と管理者の知識を増加させる。つまり，

加すれば q0 と q1 は低下する。コミュニケーション h と管理者の情報技術費用

0 が増

1 の改善は層０と層

27
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１の知識に対して曖昧な結果を示す。労働者に関する外部性 β0 の改善は労働者と管理者の両方の
知識を増大させる。しかしながら，管理者に関する外部性 β1 の改善は知識に対して曖昧な結果を
示している。コミュニケーション費用 h，管理者の情報技術費用

1

，および管理者の外部性 β1 の

変化は部下の支配 SM に対して曖昧な結果を示す。労働者の情報技術費用

0

の改善は部下の支配

範囲 SM を拡大させる。労働者の外部性 β0 の悪化は管理者の支配範囲 SM を拡大させる。
つぎに３層（ケース２）の比較静学の結果を以下に示す。しかしながら，本稿では管理者と企
業家との関係についてのみを分析している。

部下の支配範囲，
結果が得られた。

および

に関しては，以下の比較静学の

28

県立広島大学経営情報学部論集

コミュニケーション費用 h と管理者の情報技術費用

第9号

1 に関して，Garicano

and RossiHansberg

（2006）と同じ結果を得た。そして以下の命題を得ることが出来る。
命題２

コミュニュケーション費用 h と管理者の情報技術費用

増大させる。つまり，h と

1 の改善は企業と管理者の知識を

1 に関して q 1 と q 2 が低下することを意味している。管理者に関する外

部性 β1 の改善は企業家と管理者の知識，q1 および q2，を増加させる。企業家の情報技術

2 と外部

性 β2 の改善は知識に関しては曖昧な影響となる。部下の支配領域に関しては，コミュニケーショ
ン費用 h の改善は両経済主体の支配領域を拡大させる。そして管理者に関する情報技術費用

1の

改善は企業家の支配領域 SE を拡大させ，管理者の外部性 β1 は企業家の支配領域 SE を拡大させる。
企業家に関する情報技術費用

2 と外部性

β2 の改善は SE に対して曖昧な結果となる。

最後に，賃金に関する比較静学を行う。問題 z の密度関数 f (z) を Garicano and RossiHansberg
（2006）に倣って f (z) = λe−λz として，q(z)=1 − e−λz を利用すれば，式 (2.11) より次式が得られる。
ただしλはあるプラスの定数で，ω (0) はある初期値である。

よって，以下のような比較静学の結果を得ることができる。

よって，すべての経済主体に対して，以下の命題を得ることになる。

命題３

賃金は情報技術費用

低下する。

l

が増大すれば，賃金は上昇し，外部 β l 性が大きくなれば，賃金は

企業組織における ICT の役割に関する経済分析

４
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おわりに

本稿では Bloom（2009）等と Garicano and Rossi-Hansberg（2006）のモデルに基づいて階層を形
成する企業組織における ICT の役割を中心に経済分析を行った。企業の組織を労働者，管理者およ
び 企 業 家 と 階 層 化 し ， 各 経 済 主 体 の 費 用 関 数 に ICT に 関 連 す る NETWORK， ERP お よ び
CAD/CAM のパラメータを導入し，各階層の知識，部下（管理者であれば労働者で，企業家であれ
ば管理者）を支配する領域および賃金がどのように変化するのかを分析した。
以下では明確な結果のみ述べることにする。ケース１（２層）では，CAD と CAM に関する費用
の低下は労働者と管理者の知識を増加させる。このことは知識（能力）は賃金を増加させること
を意味している。また両者の外部性の改善も知識を増加させ，賃金増加へと導くことになる。部
下の支配領域に関しては，CAD 費用の増加は管理者の支配領域を縮小させる（相対的に管理者一
人あたりの労働者が少なくなる），労働者の外部性の改善は管理者の支配領域を拡大させる。
つぎにケース２（３層）におけるコミュニケーション費用の低下，CAM の費用の低下，および
管理者の外部性の改善は管理者および企業家の知識を増加させ，それに伴って賃金も上昇する。
つぎに，部下の支配領域に関しては，コミュニケーション費用の低下は管理者および企業家の支
配領域を拡大させる。CAM 費用の低下と管理者の外部性の改善は管理者の支配領域を拡大させ
る。
最後に，賃金と情報技術費用の増大の関係はプラスで，賃金と外部性の改善との関係はマイナ
スである。これらの結果は一見上述した結果と矛盾すると思えるが，比較静学分析は他の事情を
一定にしているために，このような結果となった。
したがって，今後の課題としては，シミュレーションによる分析を行う必要がある。また，理
論的分析に関する３層の比較静学分析では，労働者，管理者および企業家の３つの経済主体の同
時分析が行われておらず，より精緻な分析を行う必要がある。
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補論
２層からなる企業組織：労働者と管理者からなる階層
次式のように，利潤最大化問題を表すことができる。

ただし，上式に関して以下のような管理者の異なる層に対しての時間制約式に従うものとする。

上記の問題を解くと，以下のように１階の条件を得ることが出来る。

上記の１階の条件を使用すると，以下のようなヘッセ行列の要素を示すことができる。

したがって，次式のようにヘッセ行列が得られる。

企業組織における ICT の役割に関する経済分析

利潤最大化問題を取り扱っているため，ヘッセ行列式の符号はプラスでなければならない
。１階の条件をベクトルで

と表示すれば，次式を得ること

ができる。

ここで

のようにベクトルで表示すると，パラメータ > に対して，
が成立し，この式を使用すれば以下の結果が得られる。
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に関しては，以下の結果を得ることができる。

３層からなる企業組織：労働者，管理者および企業家からなる階層
ここでは，管理者と企業家との関係のみを言及する。２層と同じように，利潤最大化問題は次
式で表される。

ただし，上式に関して以下のような管理者と企業家の異なる層に対しての時間制約式に従うもの
とする。

式（ 4.69），式（ 4.70），および式（ 4.71）を使用すると，以下のように１階の条件を得ることがで
きる。
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上記の１階の条件を使用すると，以下のようなヘッセ行列の要素を示すことができる。

したがって，以下のようなヘッセ行列を得ることができる。

利潤最大化問題を取り扱っているため，ヘッセ行列式の符号はプラスでなければならない
。これまでのように，１階の条件をベクトルで

と表示すれば，

次式を得ることができる。

をベクトル表示にすると，パラメータ > に対して，

が成立し，
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この式を使用すれば，以下の結果が得られる。

部下の支配領域
できる。

関しては，以下の結果を得ることが
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