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１、はじめに 

 

アメリカの金融危機を契機として、各国企業のグローバル成長は後退局面にある。特に、こ

れまでアメリカ市場に大きく依存した国際経営を行ってきた日本企業にとって、景気低迷の

影響は企業業績に相当程度のダメージを及ぼしている。グローバルな収益環境が悪化する

中で、多くの企業が、生産や販売の縮小、設備投資の先送り・中止、人員削減を決定し、コス

ト削減に追われている。しかし、企業業績を回復させるには、コストを削減するだけではなく売

上高を伸ばすことも必要不可欠である。売上高を伸ばしていくには、将来の収益源を創出し

ていく研究開発の能力強化や効率性を強化することが重要になってくる。 

これまで多くの企業は、新規の技術開発や新製品開発など、研究開発活動を本国本社で

集中的に行い、その成果（新技術・新製品）を本国で利用するだけでなく、海外拠点に技術

移転を行ったり、海外市場に新製品を投入（輸出）することで、グローバル規模の売上高・シ

ェア向上を図ってきた。しかし、近年では、各国の顧客ニーズの多様化、製品ライフサイクル

の短縮化、あるいは、産業の技術革新のスピードの向上、技術資源の国際的分散化などの

多様な要因によって、本国本社に研究開発活動を集約化していただけでは、現地市場への

適応の遅れや技術能力の低下など国際的な競争優位構築の阻害要因になってしまう可能

性が高くなっている。 

このような状況に対処するために、今日の企業は、海外での研究開発活動を活発化させる

ことが重要な戦略的課題となっている。例えば、欧米企業は、1970 年代から 80 年代にかけて、

日本企業も 1980 年代後半から研究開発活動の国際化を始め、各国・各地域に研究開発拠

点を数多く配置するようになった。また、研究開発の国際化当初は、既設生産拠点の技術的

サポート、本国本社で開発した技術や製品を現地市場へ適応させることが主な業務であり、

その後、現地市場向けの独自の新製品開発活動を行うようになった。つまり、研究開発の国

際化当初は、現地市場に適応することが主目的であったが、 近では、活動内容を高度化さ

せ、世界市場向けの先端的な技術開発や新製品開発を行うなど、グローバル市場に貢献す

るように進化している。更に、このように進化した海外研究開発拠点から創出されるイノベー

ションの成果（技術的知識・新製品）を、本国本社や他国子会社へ移転し、企業内での新た

なイノベーションの創出や能力強化に結びつけるなど、企業のグローバル成長を持続させて

いくものとして、海外研究開発拠点の活用が期待されるようになっている。 

しかしその一方で、海外に研究開発拠点を配置することによって、あらゆる企業が、国際競
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争力の強化を実現している訳ではない。例えば、ある国に拠点を配置しても、従来の国際経

営研究での通説通り、本国本社の技術的知識に依存し、技術移転拠点から進化しない拠点

も依然として多い。そのため、十分な成果が出ないために進出先国から撤退するケースも多

くなっている。また、ある国に配置した拠点が、世界市場向けの製品開発拠点として役割進

化を果たすことはできたが、現地市場で創出された成果をグループ内部に移転することに失

敗し、本国本社や他国子会社の新製品開発や技術能力の強化に結び付けることができず、

結局、ローカル市場に貢献するだけの拠点として役割を後退させる海外研究開発拠点も少

ない訳ではない。 

では、海外研究開発拠点は、現地市場への適応を経て、グローバル市場に貢献するべく、

どのように役割進化を果たしているのだろうか。また、役割進化に伴い創出されるイノベーショ

ンの成果をどのように移転しているのだろうか。このような問題意識を踏まえて、本稿では、事

例分析を通じて海外研究開発拠点の役割進化及びグローバル・グループ内（本国本社や他

国子会社）への知識移転の成功要因を明らかにしていくことを目的としている。そして 後に、

本稿の事例分析の結果からインプリケーションを導出することで、海外研究開発拠点を既に

設立している、あるいは、将来的に設立予定のある企業に対して、海外研究開発拠点を活用

したグローバル成長を実現していくための示唆を提供することにしたい。 

 

２、先行研究レビュー 

 

近年、国際経営の研究領域において特に活発に行われている研究分野の１つが、海外研

究開発に関する研究である。ここでの目的は、海外研究開発に関して過去どのような研究が

行われてきたのかを振り返ると共に、本稿の研究の位置付けを明確化することを試みる。 

 

２－１ 海外研究開発活動の実態 

企業経営の国際化は、一般的な傾向として発展段階を経るといわれている（小林,1980;茂

垣,1999）。研究開発・生産・販売活動を国内のみで行っていた企業が、 初の段階で行う国

際化は、商社等の中間業者に依存した海外市場への間接輸出である。その後、自社単独で

行う直接輸出、海外販売拠点、海外生産工場の設立へと移行し、国際化の 終的な到達点

として海外研究開発拠点の設立が位置付けられている。ここでは、各国企業の海外研究開

発活動の実施時期、また、どの程度浸透しているのか（海外研究開発費、拠点の分布）とい
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った視点からみていく。 

Creamer（1976）は、1972 年の『Fortune』誌の売上高上位 1,000 社の製造企業リストをもと

に 913 社のアメリカ企業を対象とした海外研究開発に関する質問票調査を実施し、アメリカ企

業の海外研究開発活動の実態を初めて明らかにした。アメリカ企業は、1960 年代～70 年代

の早期から海外研究開発活動を実施しており、1971 年と 72 年の海外研究開発費は、10 億ド

ル以上を計上し、アメリカ企業全体の研究開発費の約 10％に相当する金額であった。海外

研究開発費の分野別配分比率をみると、基礎研究 1.1%、応用研究 29.9%、開発 69%であるこ

とから、基礎研究分野は主に本国本社に集中しており、開発活動が中心であることがわかる。

当時の拠点分布は、カナダ、イギリス、西ドイツに約 3 分の 2 が集中しており、次にフランス、

オランダ、ベルギー、イタリアに集中し、日本は 1%未満であった。このような拠点分布の背後

にあるのは、近隣諸国や英語圏など心理的・文化的ギャップがほとんどない場所、あるいは

高度な科学技術の基盤のある国という要因が影響している。 

Hakanson & Nobel (1993a)は、エンジニアリング産業と化学産業に属するスウェーデン企業

20 社に対して質問票調査を実施した。1987 年の調査時点で、20 社の海外研究開発拠点数

は合計 172 ヶ所で、その内約 60%が 1980 年以後に設立されていることから、1980 年代を通じ

て海外研究開発が進展してきたといえる。また、20 社は合計約 5 億 6 千万ドルの海外研究開

発費を支出しており、企業全体の研究開発費の約 23％に相当していた。拠点の分布は、主

に欧米に集中しており、ヨーロッパが約 71%、北米が約 25%を占めていた。更に、海外で雇用

した研究者・エンジニアは約 8,100 人であり、企業全体の研究開発従事者の約 20％に相当し

ていた。 

日本開発銀行（1988）は、日本企業を対象に海外研究開発活動に関する質問票調査を実

施した。日本企業の海外研究開発拠点の設置が 1980 年代後半から活発化し、大企業の 1

割程度が海外研究開発活動を保有していることを明らかにした。しかし、海外研究開発費は、

国内研究開発費の約 1%であり、更に拠点のほとんどがアメリカに集中していた。また、 近で

は、経済産業省（2004）の『我が国企業の海外事業活動』によると、日本企業の海外研究開

発費は、1986 年度の 577 億円から 2003 年度には 3,984 億円と、17 年間に 7 倍近く倍増し

たことを示していた。その内、化学（42％）、情報通信機器を含む電気機械（29%）、輸送機械

（20％）と 90％以上をこの 3 業種が占めていた。また、地域別では、北米（49%）、欧州(33%)、

アジア(16%)となっている。このことから、日本企業の研究開発活動のグローバル化は、 近、

本格化してきていることが理解できる。 
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このように研究開発活動は、本来、本国本社で集中して行われるものであったが、近年で

は各国企業が、既設の海外生産工場の内部に研究・開発機能を附置したり、独立した海外

研究開発拠点を設立する等、海外研究開発活動を行う動きが増加している。具体的には、

1970 年代以降、欧米企業の海外研究開発拠点の設立・活動が始まり、1980 年代後半からは

日本企業も海外研究開発活動を積極的に行うようになってきたといえる。 

 

２－２ 海外研究開発活動の内容 

上記の「海外研究開発活動の実態」から明らかになったことは、各国企業において海外研

究開発活動が活発化してきていることである。このことは、企業にとって海外研究開発活動が

非常に重要な戦略的課題になっていることを明示しているといえる。そして、このように海外

研究開発の実態が明らかになると、では、海外研究開発拠点はどのような内容の研究開発

活動を行っているのか、という課題が表面化してくる。 

Ronstadt（1977,1978）は、アメリカ企業 7 社（エクソン、エクソン化学、IBM、ユニオン・カー

バイド、CPC、オーチス・エレベーター、コーニング・グラス）の海外研究開発拠点 55 ヶ所を分

析対象とした事例研究を行い、その活動を 4 種類に類型化した。第 1 は、「技術移転拠点

（TTU：Transfer Technology Units）」で、本国本社から海外子会社への生産技術を支援する

ための拠点であり、更に、現地顧客に対する技術サービスの提供も行っている。第 2 は、「現

地技術拠点（ITU：Indigenous Technology Units）」で、海外市場向けの製品開発、生産技術

開発のための拠点であり、これら製品は本国本社からの技術移転の結果ではなく子会社に

新製品開発を実行できる経営能力・技術能力が存在する際に設置される。第 3 は、「グロー

バル技術拠点（GTU：Global Technology Units）」で、世界市場向けの製品開発、生産技術

開発のための拠点であり、現地市場を対象とした研究開発を行うだけではなく、多国籍企業

による全体的な企業戦略の実行を補完するための拠点である。第 4 は、「全社的技術拠点

（CTU：Corporate Technology Units）」で、長期的且つ探索的な基礎研究を全社向けに行う

拠点である。Ronstadt は、技術移転拠点 31 拠点の内の 9 拠点が現地技術拠点として進化し、

更に、その内の 3 拠点がグローバル技術拠点へと進化していたとする進化論的アプローチを

とっている。つまり、Ronstadt は、これらの海外研究開発活動が、より高度な活動内容への進

化に求められる条件を満たすことで、進化していくことを明らかにしている。Ronstadt の研究

は、海外研究開発活動の進化パターンを見出した点で、その後の研究に大きな影響を与え

た貢献がある。特に、海外で新製品開発活動が実施されている状況に関する指摘は、本国
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での研究開発活動の集中的な実施を仮定している伝統的な多国籍企業論に議論の余地が

あることを指摘している。 

Nobel & Birkinshaw（1998）は、Ronstadt(1977,1978)の既存の活動内容の分類に基づき、

スウェーデン企業 15 社の海外研究開発拠点 110 ヶ所のデータをもとに海外研究開発拠点の

役割を独自に 3 種類に分類した。第 1 に、「現地適応拠点（Local adaptor）」は、本国本社か

ら現地の生産拠点へ技術移転を支援するための拠点である。すなわち、現地市場に製品投

入する時に現地適応を促進するために本国本社から供給された技術を現地に適合するよう

に改良を加える役割を果たしている。第 2 に、「国際適応拠点（International adaptor）」は、現

地生産拠点のサポートを行うだけでなく、現地市場向けの新製品・改良製品の開発を行う拠

点である。第 3 は、「国際クリエーター拠点（International Creator）」であり、現地国の生産拠

点とは関わりを持たず、本国本社 R&D 部門との密接な連携によりグローバル規模での R&D

活動を行う拠点を示している。すなわち、世界市場向けの製品開発や長期的な基礎研究を

行う拠点である。Nobel & Birkinshaw も、Ronstadt（1978）と同様、海外研究開発活動の進化

パターンを意図している。このことは、アメリカ企業だけでなく、ヨーロッパ企業においても、海

外研究開発活動が活動内容を高度化していく傾向が強いことを裏付けている。その一方で、

アメリカ企業は新規設立が多いのに対して、ヨーロッパ企業では役割を獲得する上で、買収

を利用している企業が多い。 

Kuemmerle（1997）は、Ronstadt の研究を受け継ぎ、ヨーロッパ、アメリカ、日本企業 32 社の

合 計 238 ヶ 所 の 海 外 研 究 開 発 拠 点 を 、 ホ ー ム ベ ー ス 活 用 型 研 究 所 （ HBE ：

Home-Base-Exploiting Laboratory site ） と ホ ー ム ベ ー ス 補 強 型 研 究 所 （ HBA ：

Home-Base-Augmenting Laboratory site）の 2 種類に分類している。ホームベース活用型研

究所は、本国本社の知識を現地の生産・販売拠点に移転・展開するための市場志向の拠点

であり、現地のニーズに対する既存製品の適応を支援するために知識を中央研究所から現

地の生産・販売拠点へと移転する事を目的としている。また、新製品を迅速に海外市場にお

いて商業化する必要があるために、大規模な市場と生産拠点の近くに立地している。238 ヶ

所のうち、約 55%が当該拠点に該当していた。ホームベース補強型研究所は、科学的水準の

高度な国・地域において、大学や外部の研究機関等から知識を獲得し、本国本社へ移転す

る事を目的としている。新たな知識の獲得は、優れた科学技術の集積地域において開かれ

る公式・非公式の会合への参加、競合企業からの研究者の獲得、サプライヤーからの資源の

調達など多種多様な方法で行われる。238 ヶ所のうち、約 45%が当該拠点に該当していた。 
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このように、海外研究開発活動の内容は、技術的支援から基礎研究に至るまで多岐に渡

っている。経時的にみると、技術的支援から、現地市場向け、地域市場向け、グローバル市

場向けの新製品開発というより高度な活動内容へと進化する海外研究開発拠点の存在が明

らかになった。しかし、その一方で、先行研究では、その進化がどのようなメカニズムを通じて

なされるのかは十分に言及されていない。 

 

２－３ 海外研究開発活動の要因 

上記の「海外研究開発活動の内容」から明らかになったことは、海外研究開発拠点が企業

内部で果たす多様な活動タイプの実態と進化の可能性である。このような多様な活動タイプ

の存在が明らかになると、なぜ、研究開発活動が国際化するのか、という、研究開発活動の

海外分散化要因といった研究課題が表出してくるのである。 

Terpstra（1977）は、アメリカ企業を分析対象として、海外分散化要因を列挙しているPP1。

第 1 に、大規模市場である先進国であること。つまり、当時のアメリカ企業にとって隣国のカナ

ダや西欧における大規模市場において海外研究開発活動が も盛んであった。第 2 に、十

分に研究者やエンジニアがいる国であること。これらは、たとえ土地面積で小国であっても、

優秀な研究開発人材が多数存在すれば、アメリカ企業は研究開発活動を海外に附置するの

である。第 3 に、海外企業の買収である。当初の海外進出の目的が、研究開発ではなくとも、

現地企業を買収したことにより結果的に海外研究開発拠点を有することが多い。第 4 に、産

業・製品特性である。企業が取り扱う産業や製品特性によって分散化は影響される。例えば、

消費財の方が、各国ごとの異質な嗜好、市場ニーズやテストが必要であり、現地で研究開発

活動を行うことが重要になってくる。第 5 に、現地国政府の圧力やインセンティブである。現地

国政府にとって、企業の研究開発拠点の誘致は、雇用の創出や技術レベルの底上げにつな

がるといったメリットがある。また、企業にとっては、研究開発拠点を設置すれば、補助金や税

制面での優遇が得られる。 

                                                 

Florida（1997）は、外国企業によってアメリカ国内に設立された 207 の海外研究開発拠点

を分析対象としたヒアリング調査に基づいて、アメリカにおける外国企業の研究開発活動の

供給要因（技術獲得志向）を明らかにしている。サンプルとなった海外研究開発拠点の活動

 
1 Terpstra(1977)は、研究開発活動の本国集中化要因も列挙している。①クリティカルマスや規

模の経済性、②本国でのコミュニケーションの容易さ、③技術ノウハウの保護、④現地政府の

影響の軽減、⑤他の企業活動（生産・販売・マーケティング）との連携によるシナジー効果、

を挙げている。 
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内容として、新製品アイデア開発、アメリカでの科学・技術情報の収集、高レベルの科学・技

術者・デザイナーの獲得などが上位に挙げられていた。また、海外研究開発拠点の研究開

発投資と、科学技術の才能の獲得や、アメリカの科学技術コミュニティとの繋がりの形成とい

った供給要因が有意に関係していることが指摘されている。 

竹中・真鍋（2003）は、近年の日本の電気機器メーカーにおける海外研究開発の特徴を、

1991 年と 2001 年の 2 種類のデータを活用して、「海外研究開発拠点数」と研究開発の「本国

集中化要因」・「海外分散化要因」との関係から定量データの分析に基づき明らかにしている。

まず、1990 年代初頭の段階における日本の電気機器メーカーの海外研究開発は主に北米

に向けられており、北米の先進的な知識や人材の獲得を目的とした内容が中心であったこと

が明らかにされた。しかし、2001 年のデータでは、設置地域は欧州とアジアにも拡散し、特に

アジアにおける設置数に顕著な増加が見られた。そして、現地における生産・販売活動のた

めの研究開発の必要性、すなわち需要要因を重視した海外研究開発が、90 年代以降進ん

でいた。また、海外の先進的知識や人材を獲得するために行われる供給要因を重視した海

外研究開発が継続的に行われていることも指摘されている。これらの分析から、近年の日本

の電気機器メーカーによる海外研究開発は、需要要因と供給要因の両面を重視する方向へ

と変化していることを明らかにしていた。 

以上のことから、研究開発の国際化要因として、現地市場に適応するための需要要因と、

新たな技術を獲得・移転する供給要因の両者が特に重要になっている。国際化の開始時点

では、需要要因が重要であるが、その後、供給要因も重要性を増してきている。需要要因は、

販売活動や生産活動といった既存の企業活動がある国に研究開発活動を分散化させる一

方で、供給要因は、先進的科学・技術クラスターが存在する一部の国や地域に研究開発活

動を集中させている。つまり、企業は、既存製品を現地のニーズや生産条件に適合させるこ

とで短期的な収益を獲得するだけではなく、将来の新製品の創造に必要な技術獲得といっ

た中長期的な蓄積も視野に入れて海外研究開発活動を実施しているといえる。 

 

２－４ 海外研究開発活動の成果と活用 

上記の「海外研究開発活動の要因」から明らかになったことは、海外研究開発活動は、現

地市場に適応するためだけではなく、新たな技術を獲得し、それを移転する供給要因の存

在である。供給要因の背後にあるのは、海外で創出された開発の成果や研究の成果を、現

地で活用するだけではなく、本国本社や他国子会社で活用しようと考える本国本社の戦略で
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ある。 

Mansfield & Romeo（1984）は、アメリカ企業 29 社の主にヨーロッパとカナダに附置する海外

研究開発拠点に対するヒアリング調査を実施して、技術の逆移転の程度・成長性・性質・効

果を経済学的に分析している。調査対象となった企業の産業別内訳は、化学・医薬品（14

社）、機械（4 社）、電気機器（3 社）、精密機器（3 社）、その他（5 社）である。分析の結果、以

下の点を明らかにしている。第 1 に、海外研究開発拠点は、米国本社が創出した技術を受け

取る存在だけではなく、米国本社に利益をもたらすような技術を開発するようになっている。

第 2 に、海外研究開発拠点から米国本社へ逆移転される技術には、改良製品や改良生産

工程ではなく、新製品が多くなっている。第 3 に、海外研究開発拠点で開発された技術は、

ほぼ同時期に米国本社においても適用されている。第４に、技術の逆移転の成果を明らかに

した。1970 年から 79 年までに逆移転された技術は、米国本社における 1980 年の利益を約 3

億ドル増加したことが明らかになっている。また、海外研究開発拠点は、国内研究開発以上

に米国本社の生産性に大きな影響を与えていることから、海外研究開発拠点で開発された

技術は、同拠点にもたらす利益と生産性向上と同程度の生産性・利益を米国本社にもたらし

ているのである。 

吉原他（1990）は、欧米企業 7 社の事例分析を行い、本国本社への技術の逆移転、他国

子会社への技術の水平移転の実態を明らかにしている。その中では、P&G の日本の子会社

が開発した「ウルトラ・パンパース」を米国本社へ逆移転し、アメリカ市場で販売したところ大き

な成果を挙げた事例、テラダインが日本の大手顧客が有していた品質管理技術を米国本社

へ逆移転した事例、テキサス・インストルメンツの日本の生産工場で実施・展開していた TQC

を米国本社へ逆移転していたという事実を明らかにしている。更に、吉原（1992）は、富士ゼ

ロックスが、普及型複写機、大型図面用複写機、ファクシミリ等を米国本社のゼロックス、イギ

リスのランク・ゼロックス社へ輸出供給しているという事例から、技術の逆移転といった視点で

分析すると共に、オーバーラップ型製品開発体制、TQC 活動、マス・マーケティング法を米

国本社へ逆移転しているといった、より包括的な「経営の逆移転」を明らかにしている。 

Hakanson & Nobel（2000,2001）は、スウェーデン企業の海外研究開発拠点を分析対象とし

た質問票調査に基づいて、海外子会社から本国本社への技術の逆移転を分析している。有

効回答 69 拠点点の内 34 拠点が過去 5 年間に、少なくとも 1 回以上、本国本社に技術的ノ

ウハウを移転していた。地域別に見ると、北欧が 4 拠点で 34 件、その他の欧州地域が 18 拠

点で 111 件、北米が 7 拠点で 47 件、南米が 1 拠点で 10 件、アジアが 2 拠点で 6 件、オー
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ストラリアが 1 拠点で 6 件の逆移転を行っていた。 

高井（2000）は、日本の耐久消費財企業の海外子会社を分析対象とした質問票調査に基

づいて、第 1 に、アジア地域・欧州地域・北米地域における子会社の機能展開及び子会社の

タイプ、第 2 に、海外子会社から本国本社への知識の逆移転をサンプル数 21 社で統計的に

分析している。アジア地域の子会社は、主に「生産・販売・調達」の機能を担っている企業が

多いが、製品開発・設計活動も半数の企業が行っており、基礎研究活動も将来に行う企業が

見られた。欧州・北米地域の子会社も、製品開発・設計活動を半数以上の企業が行っている

が、アジア地域の子会社と比較すると基礎研究活動を担う企業が多かった。また、アジア地

域の子会社タイプは、本社の戦略を忠実に実行する「実行型子会社」（42.5%）が も多く、特

定機能については本社と同程度の機能・役割を有する「専門型子会社」（40%）が続いている。

次に、自立度が高く、経営諸活動の全てを保有している「自立型子会社」（17.5%）が も少な

くなっている。一方、欧州・北米地域の子会社タイプは、「実行型子会社」は少なく、「専門型

子会社」が も多く、欧州（43.4%）、北米（46.5%）の割合となっている。それ以外は、自立型子

会社である。逆移転に関しては、実行型子会社から製品開発・設計活動の知識移転が若干

行われ、専門型子会社では基礎研究活動の知識移転もやや行われるようになっている。自

立型子会社になると、基礎研究、製品開発・設計活動の知識移転を積極的に行う企業が 30%

に拡大している。このことから、自立型子会社は本社業績への貢献度が も高いことが示さ

れている。 

このように海外研究開発拠点の成果と活用に関する研究は、海外研究開発拠点が創出し

たイノベーションが、現地で利用されるだけではなく、本国本社や他国子会社でも活用してい

るという事実を明らかにしている。 

 

２－５ 本研究の位置付け 

本章では、これまで多様な角度から企業の海外研究開発活動に関する既存研究をみてき

た。ここからわかることは、各国企業の国際化は、輸出や海外生産だけではなく、1970 年代

から 80 年代にかけて、研究開発の国際化を本格化させてきたことである。更に、海外研究開

発活動の内容は、既設生産拠点の技術サポートや本国向け製品の市場適応といった側面

だけではなく、現地市場向けの新製品開発活動、世界市場向けの新製品開発活動、基礎研

究活動など多岐に渡っている。また、それに伴い、海外研究開発のグローバル化要因も、各

国市場に適応することを目的としたものだけでなく、次第に、新たな技術を獲得しグローバル
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に貢献することを目的としたものも含まれるようになってきた。そして、技術獲得志向の国際化

要因の増加は、海外研究開発活動から創出される成果をグローバル拠点に移転して、企業

全体の競争力を底上げしていこうとしていた。 

このような既存研究の特徴から、海外研究開発拠点がグローバル・グループ内部で果たす

役割は、単に拠点の立地場所である現地市場への適応だけではなく、企業全体に技術的貢

献を果たす役割、あるいは、拠点間での技術的相互依存体制を構築していことうする役割の

重要性が増加していっていることがみてとれる。つまり、海外研究開発拠点を活用して、国際

競争力を強化していこうと考える企業が多くなってきているのである。 

それでは、海外研究開発拠点は、どのように役割進化を果たしているのだろうか。また、役

割進化に伴い創出されるイノベーションの成果をどのように移転しているのだろうか。これまで

みてきた海外研究開発活動に関する先行研究では、質問票調査や既存資料を主な情報源

とすることで、一時点での海外研究開発活動の現状や一定期間における進展度、グループ

内での海外研究開発の成果の活用といった、静態的な視点からの研究は蓄積されてきたと

いえる。特に、海外研究開発活動の内容では、海外研究開発活動が、技術的支援から現地

市場向け製品開発拠点、更に多国籍企業の国際競争力に貢献する世界的な製品開発拠点

へと活動を進化させるプロセスの存在を指摘しているが、具体的なプロセスの内容までには

言及していない。つまり、このような進化がなぜおこるのか、またどのようにして進化を遂げて

いくのかといったメカニズムの解明は十分になされている訳ではない。また、海外研究開発拠

点の成果と活用に関する研究でも、成果の移転がなぜおこるのか、どのように移転を行って

いるのか、あるいは、どのように技術能力の強化を図ったのかに関するメカニズムに関しては

十分に言及されていない。つまり、役割進化や知識移転のプロセスといったダイナミックな視

点からの研究はあまり行われてこなかったといえる。そのため、今後の研究には、動態的な視

点に焦点を当てた分析が必要になってくると考えられる。海外研究開発拠点は、設立すれば、

自然に企業に貢献するように進化していくものではない。そこでは、何らかの戦略やマネジメ

ントが必要になってくるのである。 

以下では、アメリカ企業の日本における研究開発拠点を分析対象として、海外研究開発拠

点の役割進化と知識移転の事例分析を行うことにする。アメリカ企業の日本の研究開発拠点

を分析対象とした理由は、日本企業よりも研究開発の国際化の経験が豊かであり、海外研究

開発拠点の役割進化や知識移転に関しても一定の蓄積があると考えたからである。研究方

法は、主にヒアリング調査を実施して、二次資料・公表資料で補完するといった事例研究とい
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う方法を採用している。その理由は、海外研究開発拠点の役割進化や知識移転プロセスとい

った経時的な現象を解明するには、時間軸に沿った事例分析が必要不可欠であるためであ

る。 

 

３、事例研究 

 

本章では、アメリカ企業 K 社の日本の R&D センターを分析対象として、設立当初の本国本

社からの技術移転期からグローバル市場向け製品開発期へと進化するおよそ 20 年間のプロ

セス及び本国本社への技術的知識の移転プロセスに関する事例を取り上げる2。 

 

３―１ K 社の概要と国際化の変遷3 

K 社は、創業者が写真用乾板の大量生産を可能にする感光乳剤の塗布装置を発明した

事を契機として、1880 年にニューヨーク州ロチェスターで設立し、営業用乾板製造から事業

を開始した。1889 年には、透明ロールフィルムの開発に成功し、エジソンの映写機にも利用

され、1896 年に世界で初めての映画を実現させた。それ以来、ロールフィルムは、銀塩フィ

ルムカメラのドミナント・デザインとして産業を発展させた。透明ロールフィルムの開発を契機

に、K 社は世界的な銀塩フィルム供給企業に成長した。 

国際化に関しては、1885 年にイギリスに販売事務所を設立し、1891 年にロンドン郊外のハ

ーローに新工場を設立した。当初は、典型的な市場志向型の海外進出であった。その後、

販売拠点をフランス、ドイツ、イタリアなどヨーロッパ各国に構築した。1899 年に第 2 の海外生

産拠点として、カナダを選択し新工場の建設を開始した。1907 年には、オーストラリアにおい

て小規模な乾板製造会社を吸収合併して、第 3 の海外生産拠点を構築した。英語圏 3 カ国

に生産拠点を構築し、20 年間に及ぶ国際経営のノウハウを蓄積した後、1927 年にドイツとフ

ランスに同時に進出し、現地生産を開始した。 

第 2 次大戦後、K 社は多国籍化戦略を本格化し、戦前に構築した海外生産拠点の大幅な

拡充と近代化を行った。1954 年には、ラテンアメリカの自由貿易連合の加盟国に輸出する目

的で、ブラジルで印画紙工場、1970 年には、メキシコへ進出しフィルム製造工場の操業を開

始した。1975 年以降、海外の生産拠点を有機的に連携させて企業内国際分業を確立するた

                                                  
2 役割進化の部分に関しては、島谷（2007）を活用している。 
3 K社の概要と国際化の変遷に関しては、同社広報室の資料を活用している。 
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めに、「プロダクト・インターチェンジ・プログラム」を推進した。例えば、欧州の生産拠点では、

写真用フィルム、印画紙、カメラ、X 線フィルム、複写機を生産する等、特定製品について 1

拠点が集中的に生産し、コスト引き下げ、効率の良い品質管理を実行した。また、本社工場

での成果は同種の生産ラインを担う海外工場に移転されるだけではなく、海外工場で成し遂

げた品質向上やコストダウンの成果が、本社工場に逆移転されていた。例えば、当時のオー

ストラリア工場では、エンジニア、技術者、機械オペレーター、サプライヤーが協力して画期

的な生産工程の改良を生み出し、K 社グループ内部の全工場で採用され、年間 300 万ドル

のコスト削減を達成していた4。 

また、研究開発のグローバル化も積極的に行っていた。海外研究開発拠点の目的は、第1

に、各地域のニーズに即した市場志向の研究開発の実施、第 2 に、各国の優秀な研究者の

雇用、サプライヤーやユーザーネットワークへのアクセスを通じて技術・ノウハウを獲得し、全

社的に貢献するような研究成果を生み出すことにあった。海外研究開発拠点のスポンサーは、

本国本社の関連する事業部・事業本部・中央研究所であり、本国本社の事業部から要請さ

れた研究テーマに取り組んでいた。具体的には、イギリス・フランス・ドイツに研究所を有し、

1988 年には日本に研究開発拠点を設立した。 近では、1998 年に中国上海にソフトウェア

開発拠点を設立した。現在、欧州や東アジアに5つの海外研究開発拠点を配置し、デジタル

画像分野をコア技術に設定した活動を行っている。 

 

３－２ 本国本社からの技術移転期：1985 年～1993 年  

K 社は、1977 年に映画用/カメラ用カラーフィルムの販売を委託していた日本の販売代理

店を支援する組織として 100%出資の日本子会社を設立した。その後、テクニカルセンターを

1985 年に設置し、ユーザー及び代理店への技術的サポートと新製品の日本市場への適正

テストを行っていた。例えば、情報管理用システム、店舗向けプリントサービス、ヘルス事業の

CR/DR システムに関する日本市場向けシステムの適応活動である。1988 年に R&D センター

を建設し、研究員・エンジニアを 100 名程度雇用して、先端技術分野で研究開発活動を始め

る。その内容は、全社的に貢献する技術研究活動としてドキュメント・イメージングに焦点を当

て、部材・デバイス、ソフトウェア開発、コンピュータサイエンスを行う事であった。設立当初は、

主に本国本社からの技術的知識に依存した活動を行っていた。 

                                                  
4 このように当時から、K社では海外の技術ノウハウを有効に活用して、全社的なパフォーマ

ンスを向上させることが重要な課題であると認識していた。 
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しかし、その活動は短期間で縮小し、日本の R&D センターは自社内部で蓄積してきたデ

ジタル画質技術を利用した新分野での R&D 活動を模索しており、1993 年にデジタルカメラの

開発活動を行う事になった5。その契機となったのは、米系 PC 企業 A 社から委託された PC

への画像入力装置としてのデジタルカメラ開発である6。しかし、当時、K 社は銀塩フィルムカ

メラの開発・生産から撤退していたために、日本の R&D センターだけでは対処できなかった。

そのため、1985 年から銀塩カメラを OEM 委託していたサプライヤーC 社と連携する事でデジ

タルカメラ開発に乗り出す。C 社は、1948 年にカメラのレンズ、鏡枠・鏡胴の専門メーカーとし

て発足した。1960 年に 8 ミリカメラの生産を開始し、K 社へ販売した事から取引関係が始まる。

1970 年代に、ビデオカメラが登場し、8 ミリで培ってきたレンズ技術をビデオカメラ用に展開す

る事を決定した。また、C 社は 35 ミリカメラの開発・生産を行うようになり、銀塩カメラ製造から

撤退していた K 社は、1985 年から OEM 供給を委託する。更に C 社は、蓄積してきた光学技

術の活用方法を以前から模索しており、1986 年から電子スチルカメラの研究開発を開始した。

画像圧縮技術で大学とパートナーシップを構築し、技術能力を強化していった。当時、アナ

ログ記憶装置の一眼レフ/コンパクト式の試作品を開発したが、画質が向上せず、事業として

の成立は困難であった。その後、デジタル記録の媒体として ATA メモリーカードを利用する

事で、1990 年にはデジタルカメラの試作品を開発するようになった。 

そこで、日本の R&D センターのデジタル画質技術と C 社のデジタルカメラの試作開発で活

用した光学技術等を共有・学習する事で、A 社ブランドのデジタルカメラの開発に成功したの

である。しかし、A 社のデジタルカメラ開発のコンセプトは、あくまでも PC への画像入力装置と

して位置付けであり、画質・機能等の面で銀塩フィルムカメラを代替するものではなかった。 

 

３－３ ローカル市場向け製品開発期：1994 年～2002 年  

1994 年に、日本の R&D センターは、PC 用デジタルカメラの開発能力を背景に、日本での

デジタルカメラの製品開発活動の有効性を本社に主張し、主力活動をデジタルカメラの製品

開発へと本格的に移行することになった7。もっとも、活動の変化は、日本市場を中心にカメラ

                                                  
5 銀塩フィルムに関する本社の画質技術の移転は技術移転期に行われていた。その後、日本の

R&Dセンターでは、この画質技術をデジタル画質技術（画像処理分野）に応用するために、当

該分野の研究者やエンジニアを雇用し、独自に技術蓄積を行った。 
6 当時、A社は自社PCの画像処理に自信を持っており、PCを更に有効に活用する戦略を練って

いた。そこで、画像入力装置としてデジタルカメラを意識したが、カメラ開発に関する技術が

無く、日本のR&Dセンターに委託する。 
7 設立期から 1998 年まで日本のR&Dセンターは、本国の中央研究所の直轄下にあったが、そ
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産業が新しいライフサイクルへと発展したことも当然影響していた。つまり、デジタルカメラ産

業の勃興である。1970 年代後半、CCD8を利用した電子スチルカメラ（例;ソニー「MAVICA」）

が日本市場で登場し、1995 年には電気信号をデジタル方式で記録する世界初の民生用デ

ジタルカメラが登場する（例;カシオ「QV-10」）9。日本企業が主導したカメラ産業の技術体系

の変革において、R&D センターの日本人マネージャーは研究開発活動の転換を本社に訴え

たのである。 

また、現在、デジタルカメラ産業は、キヤノンやソニー等の一部の日本企業が世界市場で

高いシェアを保持している一方で、多くの外国企業が日本企業の後塵を拝しており、事業の

売却や撤退を余儀なくされている。日本企業の競争優位の背景には、「多画素・高画質競

争」（1997 年～）、「デザイン・小型化競争」（2000 年～）、「多機能化競争」（2003 年～）といっ

た自らが推進した競争次元の高度化と多くの技術・ノウハウを擦り合せた製品開発能力の構

築にある10。その一方で、K 社は元来、銀塩フィルムメーカーであり、デジタルカメラの製品開

発能力を構築する際に必要とされる技術ノウハウを完全には保持しておらず、製品開発に貢

献するのは、A 社から委託されたデジタルカメラ開発の際に連携したサプライヤーC 社であっ

た。 

1994 年に、K 社ブランドのデジタルカメラの共同開発を本格的に開始する事になった。当

時、コンパクトカメラが民生市場において本格化し、競争次元は多画素・高画質競争へと移

行していた。この時期は、多画素 CCD の搭載と自社独自の高画質の表現（色合い）を競って

いた。高画質を追求するには、CCD や信号処理回路（システム LSI）の供給企業から単に部

品を購入すればいいのではなく、製品開発上で起こる様々な問題を解決する必要があった。

それに対処していくために、日本の R&D センターがソフトウェアの開発設計、C 社がハードウ

ェアの開発設計を行い、両企業間で開発エンジニアの相互連携を強化していった。具体的

には、以下の技術ノウハウを用いて、製品開発活動での擦り合せを行っていった。 

K 社では、画質に関する研究を何十年間も行い、人がどのような画質を好むのかに関する

ノウハウを蓄積してきた。それが日本の R&D センターへも移転されており、デジタルカメラの

設計にも活用している。例えば、実際の撮影シーンの色とユーザーが求めている色との相違、

                                                                                                                                                  
の後、デジタル事業本部がコントロールすることになる。 
8 電荷結合素子（Charge Coupled Device）の略語である。 
9 デジタルカメラ産業の前史や勃興は、山口(2004)を参考にした。 
10 デジタルカメラの競争次元の高度化と製品開発能力については山口（2004）、中道（2006）
を参考にした。 
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撮影シーンの前で受ける色の印象といった心理的な要因も加味して日本のエンジニアが K

社特有の高画質（色合い）を創出している。これらの技術は、長期間、銀塩フィルム企業とし

てユーザーとの直接対話や観測を継続的に行ってきており、ユーザーが好む画質を熟知し

ているために可能なものである。更に、デジタル画質を評価する技術も保持している。画質を

判断する際の 善の方法は、適切な画質判断が可能な社員に投資を行い、長期的に訓練

し、イメージする画質の尺度を編み出している。これにより、自社製品と他社製品の比較や顧

客の観点から画質を判断する事が可能になっている。画質評価には、画質データベースも

利用されている。 

次に、日本のR&Dセンターの画質を表現していくために、C社では部品間の調整を行って

いた。C 社は、画質を考慮に入れて、デジタルカメラの要素部品である CCD・信号処理回路・

レンズなどの調整を実行していた。その目的は、多画素 CCD を搭載したことにより発生するノ

イズ、奥行き感/広狭感、解像度、感度などへの悪影響を、部品間の調整で 低限に抑える

ことにある。つまり、画質にかかるマイナス要素を削減し、高画質を 大限引き出すのである。

このように日本の R&D センターは、C 社との技術的な相互連携を通じて、多画素・高画質競

争に適応する製品開発能力を構築していった。 

その後、2000 年以降になると、競争次元は、デザイン・小型化競争へと移行した。この時期

は、おしゃれなデザイン性、筐体の小型化が訴求ポイントとなっていた。しかし、日本の R&D

センターは、競争次元への適応が困難であった。その原因は、製品開発上の国際分業体制

にあった。つまり、本国本社において商品企画が行なわれ、日本は本国で決定された商品

企画を商品に具現化する機能（ソフト・ハード開発）に特化していたからである11。本社のデザ

イナーにより企画・デザインされる商品は、日本企業と比較して、「分厚くて・不恰好なスタイ

ル」であった。既存の国際分業体制では、日本市場の 先端のニーズを迅速に吸収する事

を困難にし、更に、開発期間の遅延化を招くといった弊害を起こし、十分な競争力を維持す

る事が困難になっていた。競争力の低下が影響して、2001 年には日本市場から一時撤退す

る。 

 

 

                                                  
11 当時、本国側は、ウォルマートのような大手流通への販売戦略と一体化した商品戦略を打ち

出しており、顧客企業が望む価格と画素数の商品を迅速に市場投入することを重視していた。

そのため、商品企画部は本国に置いていた。 
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３－４ グローバル市場向け製品開発期：2003 年～現在 

2003 年に行われた本社会議において、日本の R&D センターの日本人マネージャーは、

日本市場への再参入及び世界戦略の成功には、商品企画部を日本の R&D センターへ移管

する必要があると主張した12。日本に移管する事で、 先端のニーズを素早く吸収し、商品力

と開発スピードが向上する事で、競合企業と対等に戦う事が可能になる。例えば、サプライヤ

ーC 社との連携によるデザイン改善や筐体の薄型化が実現できる。また、これまで開発スピ

ードは、日本企業より 1.5 倍遅かったが、意思決定の迅速化や開発・製造との連携が密接に

なる事で開発期間の短縮化が図れるのである。日本人マネージャーの推進した日本発のデ

ジタルカメラ開発スキームの結果、日本 R&D センターは商品企画－設計開発の機能統合を

行うことが可能となり、更に、部品調達・生産・販売に至るサプライチェーンマネジメント機能を

世界的に統合する責任を有する程、本国から大幅に権限委譲されることになった。この事か

ら、2004 年に日本市場へ復帰を果たすと共に、デジタルカメラの世界市場向けの製品開発

拠点として貢献する事になったのである。 

そして、日本の R&D センターは、商品企画の権限が委譲されたことで、デザイン・小型化

競争へ適応する事が可能になった。この競争次元においては、C 社との開発エンジニアの相

互連携は当然のことながら、生産技術部門との連携も強化され、製品開発上に起こる様々な

問題解決を行っていた。特に、薄型化には、C社レンズ部門の加工技術による部材精度の達

成と組立技術によりストレートレンズ方式を採用することで筐体の薄型化を実現した。その後、

2006 年には、デザイン・小型化、多機能化といった競争次元に適合する製品開発に成功す

る。この製品は薄い筐体、広角、素早い操作性等の多機能性を特徴としている。デジタルカメ

ラで広角を実現するのは、銀塩カメラと比べてかなり困難であった。銀塩フィルムは、斜めに

当たる光でも感光するが、CCD では跳ね返してしまう。その一方で、光を真っ直ぐに CCD に

当てようとすると、レンズが相当大きくなる。このジレンマを、超広角専用レンズ（上）と光学ズ

ーム専用レンズ（下）に、レンズと CCD を１組ずつ内蔵する事で解決したのである。つまり、二

眼レンズを搭載する事で、薄型化を図りながら広角を実現したのである13。この製品開発には、

C 社が培ってきた精密技術、小型化ノウハウ、エンジニアの設計思想に依拠する所が大きい。

一方、CCD やレンズが 2 つある事で、操作性の低下が生じる可能性が大きくなったが、日本

                                                  
12 日本人マネージャーの主張は、ヒアリング調査及び峰（2004）を参考にした。 
13 二眼レンズモデルの製品開発は、ヒアリング調査及び「週刊東洋経済」（2006.3.18 号、P66）
を参考にした。 
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の R&D センターがファームウェアをグレードアップすることで、操作性の向上やレスポンスの

素早さを補完した。 

以上のように、日本の R&D センターは多画素・高画質競争と同様に、C 社との技術的な相

互連携を通じて、グローバル市場で日本の競合企業とのデザイン・小型化、多機能化競争に

対抗できる製品開発能力を構築・強化していったのである。 

 

３－５ 技術統合による欧米市場向け製品開発 

世界市場向けの製品開発拠点としての地位を確立した日本の R&D センターは、その後、

自社内での技術会議において、グローバル市場ニーズが世界共通と認識されがちなデジタ

ルカメラにも欧米市場を中心として多機能化の面で地域固有のニーズが存在しており、K 社

は、どのように対応していくべきであるのかを協議していた。欧米市場では、写真の撮影後、

その場ですぐに家族や友人のパソコン、現像サービスの店舗に画像を転送するというニーズ

が存在する。一方、日本市場では、ソフトバンク等の情報通信企業を中心に、こうしたサービ

スが徐々に浸透してきており、キヤノンもワイヤレス機能付きのデジタルカメラの販売を一部

開始している。しかし、日本市場では、インフラ整備の遅れからサービス可能な市場規模には

至っていないのが現状である。そのため、K 社は、欧米市場のニーズにも的確に対応する製

品開発が必要であった。 

2006 年現在、K 社はデジタルカメラ事業に関して、日本の R&D センターは製品開発を行

い、本社 R&D 部門はデジタルカメラ開発に応用可能なイメージサイエンス（赤目補正）、新ア

ルゴリズム開発、デバイス、ワイヤレス等の基礎研究/先端技術、通信技術の開発を中心に行

い、大規模な生産拠点を中国上海に配置する国際分業体制を構築している。このため、日

本の R&D センターの技術会議では、欧米市場向けの製品には、日本の製品開発能力と本

国本社の通信技術を活用した製品開発が必要不可欠であると認識することになったのであ

る。 

しかし、実際に共同開発を行う、社内の開発エンジニアからは、反対意見が多くだされた。

製品開発のスピードが成否を分けるデジタルカメラ市場において、「米国本社との共同開発

は、時間のロスにつながり、非効率である」、また、「従来までは、巨大な筐体で、デザイン面

や機能面で、日本企業から競争上遅れをとっていたが、デザインもスタイリッシュで、広角仕

様の二眼レンズモデルを米国市場にも投入すれば十分なのではないかと」という意見である。

更に、「サプライヤーC 社との間で構築してきた設計開発能力を移転すること自体難しいので

 18



はないか」という意見があった。これまでの日本の R&D センターのデジタルカメラの製品開発

の歴史は、C 社との共同開発の歴史でもあり、本社との共同開発には、C 社の協力が不可欠

であった。C 社が移転活動に賛同してくれるのか、また、C 社の技術的知識を考慮するなど、

自社単独で移転を決定するのではなく、C 社との話し合いを行うことが必要だったのである。

その後、日本の R&D センターの技術会議では、日本人マネージャーを中心とした幹部、自

社内の開発エンジニア、サプライヤーC 社のエンジニアが集合し、日本人マネージャーは、

自身の経験を踏まえて彼らを説得したのである。具体的には、市場シェアの移行が激しいデ

ジタルカメラ業界では、競争次元に適合できない企業は競合企業に敗北すること、そのため

的確に欧米諸国のニーズに応えていくことが K 社のデジタルカメラ開発にとって何よりも重要

であること、更に、そのためには C 社の技術的知識も必要不可欠であるといった主張であっ

た。 

その後、日本人マネージャーは、自社内での技術会議の決定事項を、本国本社の幹部と

協議するために、国際技術会議に臨むことになった。国際技術会議では、日本で話し合って

きた欧米市場向けニーズに適応した製品開発の必要性、このニーズを満たすためには、日

本の R&D センターの製品開発能力と本社 R&D 部門の通信技術を活用した共同開発が必要

であることを、日本人マネージャーは本国本社の幹部に主張したのである。 

本国本社の幹部は、確かに、デジタルカメラ産業において日本企業の米国市場やグロー

バル市場での確固とした地位を切り崩し、K 社の地位を確立していくためには、米国市場や

欧米市場のニーズに適応した製品開発を行うことが重要であると認識していた。しかし、それ

と同時に、共同開発には多くの障害が存在することも本社幹部は認識していた。例えば、本

社 R&D 部門のエンジニアや研究者は、イメージサイエンスやデバイス、通信等の基礎研究/

先端技術の博士学位を有しており、日本のモノ作りを中心としたハード面での設計開発能力

には、非常に懐疑的であり、国際共同開発には、本社側の研究開発人材の事情、日本の

R&D センターの技術的特性が大きく影響していた。このことから、本社役員の反応はあまりよ

くなく、国際共同開発には憂慮していた。 

しかし、日本人マネージャーは、本国本社と日本の両 R&D センターの技術統合こそが、世

界市場のシェア争いで、日本の競合企業との溝を埋めるためには、必要不可欠であると強く

主張し、ようやく国際共同開発の決定がなされたのである。その背後には、日本人マネージャ

ーのこれまでの技術的経歴が影響していた。そもそも、日本人マネージャーは、K 社への入

社以前に日本の競合企業である O 社のデジタル映像事業の責任者であった。彼は、民生用
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デジタルカメラが市場に投入された直後に、多画素・高画質化モデルの開発を指揮した人物

で、デジタルカメラ事業を O 社の基幹事業に育てたキーパーソンであった。その後、技術的

な手腕が評価され K 社の本国本社主導によるヘッドハンティングにより、日本法人のマネー

ジャーに就任したのである。 

本国本社による国際共同開発の承認が得られて以後、日本の R&D センターは、独自で具

体的な移転計画を立案していくことなる。欧米市場向けの製品開発といっても、企画・製品設

計を新たに行う訳ではなく、既存の製品をベースにワイヤレス技術を搭載していくモデルの

開発である。既存製品をベースに開発していくことから、日本の R&D センターのエンジニアが

本国本社に出向して、本社 R&D 部門のエンジニアや研究者と双方の技術的知識を共有・学

習するといったスタイルではなく、既存製品の技術的蓄積が多くなされている日本の R&D セ

ンターで共同開発を行った方が効率的である。つまり、試作品のテストを行うための実験設備、

長年に渡りデジタルカメラの製品開発に従事してきたエンジニアの存在、また、サプライヤー

C 社のプロジェクトへの参加も、製品開発のスピード向上やコスト削減には効果的なのである。

このことから、ワイヤレス技術を専門的に研究・開発してきた本国のエンジニアや研究者を日

本に出向させ、日本の R&D センターで双方の技術的知識を共有・学習した方が、欧米市場

向けの製品開発を行っていく上で必要な施策だったのである。 

その後、日本の R&D センターと本国本社の R&D 部門の共同開発が実行されていくことに

なる。実際の共同開発プロセスでは、まず、両者の技術情報を事前に把握しておくことから始

まった。対面式の国際技術会議を数回行うと共に、TV 会議や情報通信技術を利用した技術

検討会議を行ことが、製品開発をスムーズに進展させていく上で必要であったのである。事

前の技術情報の共有が終了してから、本国エンジニアが日本の R&D センターへ出向し、日

本の R&D センター、サプライヤーC 社、本国 R&D 部門の 3 社共同開発が実行されていく。

共同開発では、ソフト面での通信技術を自分の技術領域の基盤とする本社エンジニアと、日

本の R&D 部門やサプライヤーC 社のモノ作りが中心となるハード面での設計開発エンジニア

が、技術情報を共有し、既存モデルとワイヤレス技術の間での技術的干渉をどれだけ低減さ

せる事が可能であるのか等をディスカッションすることを通じて、製品開発でのシナジー効果

を発揮していた。その結果、欧米市場向けの製品には、日本の製品開発能力と本国本社の

通信技術を活用し、二眼レンズの製品をベースにワイヤレス技術を搭載した製品を創出する

ことに成功したのである。 

現在、K 社は、機能面・世界市場シェアでも日本企業と大きな差は存在しなくなった。K 社
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ブランドのデジタルカメラの世界市場シェア（出荷台数ベース）は、2001 年度（多画素・高画

質競争期）までは 10%前後を推移していたが、2002 年度（デザイン・小型化競争期）には、5%

台まで下げる。しかし、2003 年度（多機能化競争期）から徐々に回復し、7.3%に回復した。

2004 年度には、10%まで回復し、その後急成長し、2005 年度にはオリンパスを抜き世界市場

シェア 3 位の 14.2%になった。世界市場シェア 2 位のソニーに 1.5 ポイント差まで迫ったので

ある（図表 1 参照）。14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1：デジタルカメラの世界市場シェア推移（主要3社）
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４、事例分析 

 

ここでは、上記の K 社の日本の R&D センターの事例から、役割進化と知識移転の成功要

因を抽出することを試みる。そして、抽出した成功要因を活用して、改めて海外研究開発拠

点の役割進化と知識移転の一連のプロセスを理論的概念として明確にしておく。 

 

４－１ 役割進化の成功要因の抽出 

（１）技術的相互依存関係と能力構築 

                                                  
14 ヒアリング時（2006 年 5 月）の提供資料のデータを利用しているので、2006 年度のグロー

バル市場シェアは計上していない。 
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多国籍企業を「内部ネットワーク」（本社－子会社関係）の視点でみるだけでなく、「外部ネ

ットワーク」（子会社－現地環境）を含めた組織間ネットワークとして捉える見方が現在一般的

である（Ghoshal & Bartlett,1990;Ghoshal & Nohria,1997）。内部ネットワークの既存研究では、

主に本社を中心としたヒエラルキー的な支配構造に基づく海外子会社への一方向的な知識

移転から、拠点間での相互依存関係による知識共有・学習へと研究の焦点が移行してきた

（Hedlund,1986;Bartlett & Ghoshal,1989）。一方、 近では、海外子会社と外部ネットワークと

の相互依存関係による知識共有・学習が注目され、海外子会社がどのようにイノベーションを

創出するのかといった視点からの研究が行われている（Hakanson & Johanson,2001;

森,2006）。 

こうした点を踏まえて、ここでは、数少ない海外研究開発拠点の役割進化研究である

Ronstadt（1978）を参照し、役割進化の鍵要因に関する理論的な知見を読み取ることにした

い15。Ronstadt は、本研究と同様に米系多国籍企業の海外 R&D 拠点を分析対象として、

R&D 活動が企業内部の学習の蓄積に伴い、より高度な活動内容へと経年的に進化していく

可能性を明らかにした。設立初期の「技術移転拠点」の段階は、本社主導で開発した製品・

プロセスを現地適応するために、本社の技術的知識を海外 R&D 拠点へ移転する事が重要

であった。つまり、この時点での R&D 活動は、基本的に本社で蓄積した経営資源・能力に依

存しているといえる16。その後、「現地技術拠点」へ進化すると、内部の開発人材が中心となり、

学習した知識を独自に活用し、現地市場ニーズに特別に対応した製品開発を行う。つまり、

本社知識の学習が蓄積されると、これまでの開発活動がルーティン化し、活動を維持する以

上の経営資源のスラックが生じる（遠原,2003）17。そのスラック資源を利用して、海外 R&D 拠

点は現地市場向けの製品開発能力を独自に構築するのである。また、「グローバル技術拠

点」への進化は、単一製品を世界市場へ供給するための責任が本社から付与される事で、

グローバル市場で競合企業に対抗できる製品開発能力を構築していく事が求められる。その

ため、現地向けの開発成果でグローバルな需要を満たせなければ、競合企業に対抗する先

                                                  
15 Ronstadt(1978)の研究は、役割進化のメカニズムに関する理論的な分析は不十分であり、類

型論の枠組みにとどまっているといえる。 
16 海外子会社の設立時には、本社から知識を移転する事が事業活動を行う上で重要とされてお

り（Hymer,1976）、特に、企業特殊的要素の強い暗黙知を移転し、経営資源・能力の蓄積をい

かに実現していくかが、現地市場での不利を克服する上で必要である（吉原,1988;安室,1992）。 
17 遠原（2003）は、この時のスラック資源に関して、「意欲的な海外開発活動の従事者は、自

らの生産・プロセス技術の知識を、これらの知識の学習プロセスにおける自らの経験に基づい

て、独自に活用するようになる」事と定義している。 
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端製品の開発、効率的な開発を行うための他機能との企業内連携等、独自能力を強化する

事が重視される18。つまり、Ronstadt の研究から、海外 R&D 拠点の役割進化を導く鍵要因は、

内部学習を通じた本国本社とは異なる独自能力の構築・強化であるといえる19。しかし、その

一方で、この研究では現地環境との関係を検討していない。 

今日の競争環境は、海外 R&D 拠点が独自能力の構築を行っていく上で、企業内学習だ

けでは十分に対応できない状況を示している。この背景には、製品開発を行う上での要素技

術の複雑化や開発費の増大、ライフサイクル短縮化等の原因があり、全ての技術活動を内

部・自前で行う事は困難であり、非効率とされている。そのため、外部企業の積極的な活用、

活動の外部化を有効に利用することが戦略的に重要になっている(山倉,2001)。海外 R&D 拠

点 の 国 際 化 要 因 も 現 地 環 境 か ら の 技 術 獲 得 志 向 が 多 く な っ て お り

（Florida,1997;Kuemmerle,1997）、競合企業・顧客企業・サプライヤー等の市場環境・技術環

境からの情報収集や技術的知識の獲得が自社の能力構築を促進する。しかし、単に現地企

業からの一時的な知識獲得の視点だけでは、役割進化の本来のダイナミズムさを分析する

には不十分である。むしろ、海外研究開発拠点の役割が進化するのであれば、獲得する知

識の源泉は変化していくことになる（椙山,2001）。そのため、海外研究開発拠点の役割が進

化する段階に応じて、どのような異質な知識を現地企業から獲得しているのか明らかにする

必要がある。 

もっとも、現地環境を構成する全ての行為者から同程度に学習が出来る訳ではなく、個別

の顧客やサプライヤー等との直接的・排他的な取引関係による学習の方が、企業の能力構

築に影響する暗黙知を継続的に獲得する可能性が高いといえ、海外 R&D 拠点の役割進化

に役立つと考えられる20。本稿では、こうした技術開発・製品開発等の技術活動における二企

業間での技術的知識の共有・学習を「技術的相互依存関係」として定義する。このような考え

方に基づけば、技術的相互依存関係は、海外研究開発拠点の役割進化にとって重要な概

念として位置付けられる。また、 近では、埋め込み理論を援用し、海外子会社と現地環境と

の社会的関係に焦点を当てた研究が増加している。特に、Andersson et al.,(2002)は、現地

の取引先企業（販売先・サプライヤー）との技術活動上の社会的関係（「技術的埋め込み」）

                                                  
18 Ronstadtは、全社向けに基礎研究活動を行う事を役割進化の到達点にしているが、本研究で

は製品開発活動での進化に注目する事から、基礎研究への進化は分析範囲に含まない。 
19 Birkinshaw & Hood（1998）も、海外子会社の能力構築と役割進化の関係を分析している。 
20 山口（2003）は本国のマザー工場から海外工場への暗黙知の移転が子会社の能力構築をもた

らし、役割進化に結び付くとしている。この事から、海外R&D拠点も現地企業の有する暗黙知

の獲得を通じて能力構築を果たす事が、役割進化に影響すると考えるのは極めて妥当である。 
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が海外子会社の能力構築に影響を及ぼす研究を行っている。例えば、技術開発・製品開発

における人材交流、信頼関係、その他には、『適応性』の指標（取引先企業の製品・部品との

調整：カスタマイズ化）、『重要性』の指標（取引先企業との関係が自社の能力形成にとって必

要不可欠であると認識している）といった要素を「技術的埋め込み」と定義している。この事か

ら、「技術的埋め込み」は、「技術的インタラクション（技術的相互依存関係）」を補完する概念

といえ、技術的埋め込みを包含する概念として技術的相互依存関係を定義する。 

以上の事から、例えば、現地市場向けの製品開発を行う際、本国の既存製品の技術体系

とは全く異なるイノベーションが現地国で創出された場合、新しいニーズに対応するための技

術的知識を自社内部で完全に保持していない場合がある21。そのため、海外研究開発拠点

は現地企業との技術的相互依存関係のもとで双方の暗黙知を共有・学習する事で、現地ニ

ーズに対応する独自の製品開発能力を構築する事が可能になる。また、その後、グローバル

技術拠点としての責任が付与された後でも、競合企業に対抗する先端的且つ効率的な製品

開発を行う能力を自社内部で単独で構築できなければ、技術的相互依存関係を通じて異質

な知識を共有・学習する事で、自社の製品開発能力を強化し、全社的に貢献していく事が可

能になる。 

この事から、本稿では、海外研究開発拠点が現地企業との技術的相互依存関係を通じて、

異質な知識を継続的に獲得し、独自能力の構築・強化を図っていくことが、役割進化に影響

すると考えられる。 

 

(2)海外子会社の戦略的イニシアティブ 

しかし、独自の経営資源や能力を継続的に構築・強化することだけが海外研究開発拠点

の役割進化を導く要因ではない。継続的に経営資源を蓄積・能力構築を行い、役割進化を

促進するには、海外子会社の自律的戦略が必要不可欠になってくる。 

これまで海外子会社の役割は、国際プロダクトライフサイクル理論（Vernon,1966）以来、企

業の国際化プロセスに沿って本社主導で付与するという見解が一般的であった。しかし、

近では、海外子会社が独自の戦略的イニシアティブによって自らの役割を創発的に修正して

いくという議論が活発化している（Birkinshaw,1997;Birkinshaw & Hood,1998)。Birkinshaw の

                                                  
21 例えば、富士ゼロックスは日本の複写機市場における日本の競合企業に対抗するための小型

複写機「3500」の開発に当たっては、キヤノンの技術者を中途採用する事で、小型・軽量化の

設計思想を取り入れた（吉原,1992）。 
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研究によれば、パートナー的な役割を有している海外子会社は、本国本社から役割付与さ

れたというよりも、むしろ本社が事前には想定していなかったような独自の自律的戦略の結果

として、新たな役割を獲得していること、更に、このような海外子会社の進化には、研究開発

活動に伴う独自の経営資源や能力を有していることが大きいと指摘している。Birkinshaw は、

このような海外子会社の自律的戦略のことを、「海外子会社の戦略的イニシアティブ」と呼ん

でいる。イニシアティブとは、「企業が自社の経営資源を活用し、拡大する新たな方法を推進

する、意図的・積極的な企て」を意味する（Birkinshaw,1997）。つまり、イニシアティブの背後

には、子会社が独自で蓄積した能力の存在があり、その能力を活用した自律的活動のもとで、

自らの役割を修正していくのである。というのは、海外子会社と本社間には相互の資源・能力

に関して認知上のギャップがあり、本社が子会社の能力を正当に評価することはできないの

で、子会社は本社に対して自己の役割を見直すようなアクションを起こす必要があるのである

22。具体的には、子会社マネージャーが独自能力の顕示と多国籍企業内部での有効性を本

国本社に説得し、それが成功すると、自律的活動を行えるようになるのである。 

また、本国本社では、海外子会社からの働きかけによって、海外子会社の自律的戦略を

遡及的に正当化する機会を得るために、既存のグローバル研究開発戦略を変化させる可能

性がでてくる。すなわち、本国本社が世界市場で通用する技術や製品等のイノベーションを

集中的に創出し、海外ではそれを応用するにとどまる「センター・フォー・グローバル型イノベ

ーション戦略」から、現地市場向けの製品開発は、海外子会社の技術的資源や組織能力で

対応する「ローカル・フォー・ローカル型イノベーション戦略」へ、更に、現地市場向けに開発

されたイノベーションや、そのイノベーションを創出する際に活用した海外子会社の技術的資

源や組織能力をグローバル規模でも活用しようとする「ローカル・フォー・グローバル型イノベ

ーション戦略」へ、と戦略を変化させるのである23。つまり、本国本社は海外研究開発拠点が

主導した自律的戦略によって、グローバル研究開発戦略を創発的に修正しているのである。 

この事から、本稿では、海外研究開発拠点は独自能力の構築と共に、自ら積極的に役割

を修正していくような企業家的プロセスが役割進化に影響すると考えられる。 

 

                                                  
22 島谷（2006）は海外R&D拠点から本社への知識移転を成功させるには、両者の資源・能力

構築プロセスが異なるために双方で当該知識の重要性・有効性を認識するための施策が必要で

あるとしている。 
23 Bartlett & Ghoshal(1989)は、多国籍企業戦略との関係からグローバル・イノベーション戦

略をこのように類型化している。 
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４－２ 知識移転の成功要因の抽出 

(1)技術的相互依存関係と技術統合/強化 

上述では、海外研究開発拠点の役割進化に伴い、本社のグローバル研究開発戦略が変

化する可能性があることに言及した。特に、ローカル・フォー・ローカル型イノベーション戦略

から、ローカル・フォー・グローバル型イノベーション戦略への移行は、海外研究開発拠点か

ら本国本社や他国子会社への知識移転を促進させる。 

このように海外子会社の知識を多国間レベルで移転・共有していく事は、多国籍企業グル

ープ全体の技術能力向上にとって重要な戦略的要因となっている。つまり、本国本社・他国

子会社の製品技術・生産技術の改善・改良、あるいは、新たなイノベーションを創出する要因

として海外研究開発拠点の知識は認識されるように変化してきたのである。 

多国籍企業内部の知識移転は、「知識を認知し、多様なプロセスを経て、送り手側から

終的に受け手側で活用・定着される複数段階のプロセス」（Mahnke & Pedersen,2004）という

概念として位置付けられている。しかし、 近では、知識移転の各段階において、コストや障

害要因が存在し、拠点間での技術やノウハウの移動は単純ではない事が明らかとなっている。

つまり、「認知」・「移転・融合」の各段階のレベルに応じて移転コストが影響してくる24。そのた

め、海外子会社の技術やノウハウが、グループ内部で全て活用できるかどうかは未知数であ

り、受容側に対して早急に移転・融合を実施することは、失敗につながる可能性が高くなる。 

認知段階（知識を多国籍企業内部に採用する段階）の障害要因は、「情報の粘着性」と呼

ばれ（von Hippel,1994）、例えば、暗黙性・システム依存性等の知識特性により移転は影響を

受ける（Kogut & Zander,1993;Szulanski,1996）25。また、組織内部の知識、あるいは、外部環

境を通じて創出された知識の相違も移転に影響してくる（Foss & Pedersen,2002;島谷,2006）

26。同様に、浅川（1999）によれば、実際、海外子会社の知識が他拠点で採用される認知段

                                                  
24 本研究では、知識移転を 2 段階のプロセスとして捉えている。知識移転の 1 段階目である認

知段階とは、「知識を多国籍企業内部に採用する段階」である。知識移転の 2 段階目である移

転・融合段階とは、「移転方法を立案し、送り手側から受け手側へ実際に知識が移転され、受け

手側がそれを吸収することで知識統合がなされる段階」として定義する。 
25 暗黙性には、コード化可能性、教育可能性、複雑性（Kogut & Zander,1993）、因果関係曖

昧性（Szulanski,1996）等の特性を含んでいる。 
26 Foss & Pedersen(2002)、島谷（2006）では、外部との関係性から創出された知識でも移転

の困難さにはレベルがある事を指摘している。「クラスターベースの知識」は、ネットワークの

構成要素の全てが相互作用する事でその優位性が形成されるという点で、最も場所に粘着的で

あり、移転は困難になる。一方、「ネットワークベースの知識」は、顧客やサプライヤーを通じ

て実質的な業務活動での知識獲得を志向しているので、グループ内部の同種の事業部門への実

質的な影響が考えられ、移転は抑制されないとしている。 
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階では、「知識の性質」と「認知的障害」が密接な関係にあるとしている。このように認知段階

では、知識属性の粘着性により移転の成否が左右されるのである。 

もっとも、知識がグローバルに分散化する今日では、必要のない知識を闇雲に移転してい

ては、人材の移動等コスト増になってしまうだけで戦略的でない。全ての知識が必ずしも当該

企業にとって重要な訳ではなく、多国籍企業は自社でその知識が実際に重要であるのかを

把握する必要がある。特に、海外子会社が現地企業との技術的相互依存関係のもとで構築

したネットワークベース知識は、本社がアクセスできない分だけ貴重なものである一方で、関

係特殊的・コンテクスト特殊的な知識の可能性も併せ持っていることから、他拠点では全く役

に立たない場合もある。実際、グループ内で重要な知識が何であるのか、移転は可能である

のかといった観点から、移転を実行する前に知識特性の選別（目利き）を行うことが認知段階

では必要な活動になってくる。このように、認知段階では、海外子会社のネットワークベース

知識が、多国籍企業内部で有用であるのかといった知識の有用性、実際に移転可能である

のかといった粘着性の判断を通じて、海外研究開発の有する知識を多国籍企業内部へ採用

するかどうかを決定する段階であると考えられる。 

移転・融合段階の障害要因は、受け手側の吸収能力（Cohen & Levinthal,1990）や NIH 症

候群、双方の関係性等（Szulansiki,1996;Ghoshal et al.,1994）の組織属性の粘着性が移転の

成否を左右する要因である。また、浅川（1999）では、この段階に関して、政治的障害・制動

的障害等の移転コストが影響することを明らかにしている27。特に、海外子会社が外部環境を

通じて獲得した知識や能力は、コンテクスト特殊的・関係特殊的な要素が強く、送り手側から

受け手側へ実際に知識が移転される移転・融合段階においても、拠点内部で蓄積した技術

や知識よりも組織属性の面で困難を伴う。しかしながら、外部環境を通じて獲得した知識や

能力をグループ内部へ移転し、技術統合や能力強化に成功すれば、他企業が容易に模倣

することは困難であり、国際的な競争優位は一層強固なものになる。 

このことから、海外研究開発拠点が現地企業との技術的相互依存関係を通じて蓄積・構築

した経営資源や能力（ネットワークベース知識）を多国籍企業内部へ移転を成功させるため

には、各段階で生じる障害要因（知識属性・組織属性）を克服するためのメカ二ズムが必要

                                                  
27 「採用・普及・定着」の各段階で、認知的障害・政治的障害・制度的障害が影響する。認知

的障害とは、知識の有効性が受け入れ側に認識されないために生ずるコストであり、知識特性

（因果曖昧性）が影響している。政治的障害は、受け入れ側の心理的反発や抵抗により生ずる

コストであり、組織属性（双方の関係性）が影響する。制度的障害は、他の社会的コンテクス

トに移転された際に生じるコストである。 
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になってくる。 

すなわち、海外研究開発拠点のネットワークベース知識を本国本社や他国子会社に普及

させるには、内部拠点といかなる関係性を構築していくべきなのであろうか。ネットワークベー

ス知識の移転を成功させるためには、技術開発・製品開発等の技術活動における二企業間

での技術的知識の共有・学習である「技術的相互依存関係」が有効であろう。受容側である

本国本社や他国子会社との二企業間でのインタラクションの方が密接な関係のもとで障害を

取り除くことが可能となり、移転を成功に導くのである。 

認知段階における知識属性の障害要因を克服するには、子会社知識がグループ内部で

どの程度重要であるのか、移転可能であるのかを子会社－本社間レベルで評価・認識し、知

識特性を双方で理解することで、知識属性の粘着性を緩和することが必要である。また、

Subramaniam et al（2001）も暗黙知のレベルによりコミュニケーションレベルも変更すべきであ

ると主張していることから、内部知識以上の関係性の構築が必要になってくるであろう。すな

わち、ネットワークベース知識の移転時には、海外研究開発拠点とグループ内部の二拠点間

での「強い紐帯」が必要なのである。 

移転・融合段階では、実際に海外研究開発拠点がグループ内部との間で、相互に知識を

共有・学習することで組織属性の障害要因を克服するには必要である。当然の事ではあるが、

単に移転すれば良いという訳ではなく密接な人的交流を通じて信頼関係を醸成させることで

受け手側の NIH 症候群などが緩和され（Ghoshal et al.,1994）、移転がスムーズに進展するで

あろう。 

このことから、本稿では、海外研究開発拠点が現地企業との技術的相互依存関係を通じ

て蓄積・構築した経営資源や能力（ネットワークベース知識）を多国籍企業内部に移転を成

功させるためには、海外研究開発拠点がグループ内部との技術的相互依存関係を通じて、

認知段階・移転融合段階の各段階で生じる障害要因（知識属性・組織属性）を継続的に克

服していくことが、グループ内部拠点での技術統合や能力強化に影響すると考えられる。 

 

(2)海外子会社の戦略的イニシアティブ 

しかし、グループ内部拠点との技術的相互依存関係による障害要因を克服することだけが、

海外研究開発拠点のネットワークベース知識の移転を成功に導く要因ではない。ネットワー

クベース知識の移転を成功させるには、海外子会社の自律的戦略のもとで障害要因を克服

することが必要不可欠になってくる。 
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海外子会社の戦略的イニシアティブは、海外研究開発拠点を基点とした知識移転を実現

させる上でも重要なメカニズムである。これまでの伝統的なグローバル戦略論のもとでは、本

国本社が唯一の知識創出の場であり、海外子会社からの知識移転は想定されていなかった。

しかし、海外子会社の自律的戦略を通じてグローバル R&D 戦略がローカル・フォー・グロー

バル戦略に変化することで、海外子会社からの知識移転も考えられるようになってきたのであ

る。 

その一方で、本国本社が安易に子会社知識を移転させようとしても失敗する可能性が高

い。その理由は、例えば、現地知識に不案内であり、知識特性にあった適切な移転方法も分

からないからである。そのため、これまで現地環境で長期間に渡って経営資源の蓄積や能力

を構築してきた海外研究開発拠点が主導権をとって、イニシアティブの背後にあるネットワー

クベース知識の移転を実行に移していくことが重要になってくる。このことから、海外子会社

の戦略的イニシアティブは、ネットワークベース知識の移転が円滑に進展するための１つの

施策といえる。 

認知段階における知識属性の障害要因を克服するには、当該知識がグループ内部でど

の程度重要であるのか、移転可能であるのかを、グループ内部との協議（技術的相互依存関

係）の前に子会社レベルで評価・認識し、知識特性を自社内で十分に理解することで、知識

属性の粘着性を緩和することが必要である。ネットワークベース知識は、多国籍企業内部に

とって有用な知識源泉として位置付けられるが、実際、知識が移転可能であるのかの判断は、

認知段階での子会社イニシアティブに依存する。具体的には、海外研究開発拠点で移転が、

困難であると判断されれば、ネットワークベース知識は、現地企業との取引のみで利用される

に留まり、グループ内部との知識採用の協議には移行しない。逆に、移転が有効であると判

断されれば、ネットワークベース知識をグループ内部に結び付ける機能として効果を発揮す

る。 

また、移転・融合段階における組織属性の障害要因を克服するには、知識特性に適合し

た具体的な移転計画を子会社自身が決定することが必要である。多国籍企業内部へ知識を

採用することを決定したとしても、受容先では海外研究開発拠点のネットワークベース知識に

関して十分に理解しているとはいえない。そのため、受け手側が具体的な移転方法を決める

ことは、失敗する可能性が高くなる。具体的には、海外研究開発拠点が主導権をとり、組織

属性の障害要因（移転先の吸収能力・NIH 症候群）を克服するような移転計画・移転方法を

立案することが懸案事項になる。 
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このことから、本研究では、海外研究開発拠点のネットワークベース知識を多国籍企業内

部に移転を成功させるためには、グループ内部拠点との技術的相互依存関係を通じて各段

階で生じる障害要因（知識属性・組織属性）を克服するだけではなく、海外研究開発拠点の

自律的戦略のもとで、移転の障害を取り除くことがグループ内部拠点の技術統合や能力強

化に影響すると考えられる。 

 

４－３ 役割進化と知識移転のダイナミック・プロセス 

ここでは、抽出した成功要因を活用して、改めて海外研究開発拠点の役割進化と知識移

転の一連のプロセスを理論的概念として明確にしておく。下記の図表は、K 社の日本

のR&Dセンターの役割進化と知識移転のプロセスを理論的にまとめたものである（図

表 2、図表 3 参照）。 

このように、海外研究開発拠点の役割進化は、現地企業との技術的相互依存関係に

基づく独自能力の構築と子会社イニシアティブのダイナミックな連鎖が鍵要因である

と考えられる。技術移転期における現地企業の技術的相互依存関係を通じて構築され

た開発能力は、子会社マネージャーが現地市場向けの製品開発活動を行う事を本社に

主張するイニシアティブを推進する。本社から役割付与がなされた後、海外研究開発

拠点は技術的相互依存関係を通じて現地市場向けの製品開発能力を構築するが、その

一方で、こうした能力は世界市場向けの製品開発活動が実行可能である事を本社に説

得するイニシアティブを後押しするのである。そして、再度、技術的相互依存関係を

通じて世界市場向けの製品開発能力を構築するのである。もっとも、この進化のメカ

ニズムは、海外研究開発拠点が現地企業との技術的相互依存関係を通じて、双方の暗

黙知を継続的に共有し、独自能力の構築・強化を図っていくことが前提となっている。

分析結果を整理した表中の①～⑧の連鎖が、海外研究開発拠点の役割進化のキー要因

である。 

そして、本国本社は、海外研究開発拠点が主導した自律的戦略により、グローバル・

イノベーション戦略を創発的に修正する可能性が高まる。すなわち、技術移転期当初

は、センター・フォー・グローバル戦略を採用していた。しかし、子会社イニシアテ

ィブにより海外研究開発拠点が現地市場向け製品開発期へと進化したことを受けて、

ローカル・フォー・ローカル戦略へと変化させる。更に、子会社イニシアティブによ

り海外研究開発拠点が世界市場向け製品開発期へと進化したことを受けて、ローカ

 30



ル・フォー・グローバル戦略へと転換させるのである。また、ローカル・フォー・グ

ローバル戦略は、海外研究開発拠点からグループ内部への知識の逆移転・水平移転を

最大の特徴としている。 

同様に、海外研究開発拠点の知識移転は、本国本社との技術的相互依存関係に基づ

く技術統合・強化と子会社イニシアティブのダイナミックな連鎖が鍵要因であると考

えられる。海外研究開発拠点が世界市場向け製品開発期に創出したイノベーションや

それに伴う技術的知識・製品開発能力は、多国籍企業内部にネットワークベース知識

を認知（採用）しようとする子会社イニシアティブを推進する。そして、本国本社と

の技術的相互依存関係を通じて正式にネットワークベース知識の採用が決定すると、

子会社側で実際の移転計画を立案しようとする子会社イニシアティブを後押しするの

である。その後、グループ内部との技術的相互依存関係を通じて移転・融合が実行さ

れ、両者の技術を統合した新しいイノベーションの創出やグループ内部の技術能力の

強化が為されるのである。分析結果を整理した、表中の⑨～⑬の連鎖が、海外研究開

発拠点を基点とした知識移転のキー要因である。 
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図表 2 海外 R&D 拠点の役割進化プロセス－K 社の日本の R&D センターの事例－ 

 

役割 イニシアティブ 技術的相互依存関係 R&D 能力 

本国本社からの 

技術移転期 

(1985 年～1993 年) 

  

①C 社との共同開発 

（画質技術－光学技術の共

有） 

市場適応能力 

②PC 用 DSC

製品開発能力 

ローカル市場向け 

製品開発期 

（1994 年～2002 年） 

③日本人マネージ

ャーの日本での

DSC 開発の主張 

④C 社との共同開発 

（画質技術－部品間調整能

力の共有） 

⑤DSC の 

製品開発能力 

（設計開発） 

 

グローバル市場向け 

製品開発期 

（2003 年～現在） 

⑥日本人マネージ

ャーの DSC 開発

の統合スキームの

主張 

⑦-1 C 社との共同開発 

（ソフトウェア技術－小型

化ノウハウ、設計思想の共

有） 

⑦-2 C 社との連携強化 

（企画－設計開発－生産技

術） 

⑧DSC の 

製品開発能力 

強化 

（企画も可能）

 

出所）筆者作成、DSC はデジタルスチルカメラの略語 
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図表 3 海外 R&D 拠点の知識移転プロセス－K 社の日本の R&D センターの事例－ 

移転の到達段階 イニシアティブ 技術的相互依存関係 技術統合/強化

認知段階 

（知識採用） 

 

 

⑨技術統合の重要性

を子会社の技術会議

で認識 

 

 

⑩技術統合の重要性を本国

本社との国際技術会議で認

識 

 

 

移転・融合段階 

 

 

⑪子会社主導の 

移転計画立案 

（知識特性に適合し

た移転方法） 

 

⑫日本での 3 社共同開発 

（日本の R&D 拠点と C 社

製品開発能力、本国本社の

通信技術の共有） 

 

⑬欧米市場向

けの DSC 製品

開発 

 

 

出所）筆者作成、DSC はデジタルスチルカメラの略語 

 

５、インプリケーション 

 

後に、本稿の事例分析の結果からインプリケーションを導出することで、海外研究開発

拠点を既に設立している、あるいは、将来的に設立予定のある企業に対して、海外研究開発

拠点を活用したグローバル成長を実現していくための示唆を提供することで、本稿の結びと

したい。 

第 1 に、役割進化と知識移転を成功に導く要因としての、現地人（現地国籍）マネージャー

の重要性である。現地人マネージャーは、海外研究開発拠点を配置した現地環境に存在す

る市場ニーズや技術的知識を的確に認識する能力を有している。例えば、現地市場で発生

する新しい市場ニーズに自社内部だけでの対応が困難である場合、現地人マネージャー自

身が、これまで築いてきた人脈や取引先企業との信頼関係を活用することで、優秀なエンジ

ニアを自社内部に雇用したり、取引先企業との技術的相互依存関係を迅速に構築することを

可能にする。しかし、その一方で、本国派遣マネージャーの場合は、現地の市場ニーズを的

確に認識することや、その市場ニーズに対応するために、どのような技術的知識が必要であ
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るのか理解できない可能性がある。また、たとえ、製品開発に必要な技術的知識を理解した

としても、現地技術へのアクセスは、言語、信頼関係、現地のビジネス慣習、人脈などで不利

であることは確実であり、現地人マネージャーの方が現地技術へのアクセスに関して時間的・

能力的に有利であることは間違いない。つまり、現地人マネージャーの存在は、海外研究開

発拠点が独自能力の構築を図る上で、現地企業との技術的相互依存を迅速に構築したり、

必要な人材を自社内部に招集するために有効であり、役割進化を成功させるためには必要

不可欠であると考えられる。 

また、グループ内部への知識移転に関しても、現地人マネージャーの存在は有効である。

とかく、本国本社の立地場所が技術的優位性を保持していればいるほど、本国派遣マネー

ジャーは、本社技術を絶対的なものとして認識する傾向が高い。そのため、現地技術を軽視

し、移転活動への意思決定は遅れることになる。一方、現地人マネージャーの場合は、技術

的特性を十分熟知しており、グループ内部への移転が全社的に有効であるならば移転を促

すことも可能であるし、逆に、移転が困難であるならば移転を抑制することも可能である。また、

知識移転の媒介者としての現地人マネージャーは、本社主導でのヘッドハンティングによる

採用が有効である可能性もある。本社採用（本社の役職も兼務）により本社とのパイプを構築

することで移転がスムーズになる。現地採用では、技術的知識の移転を実行した途端、自己

のパワーを喪失する可能性も高く、保身から故意に知識移転を実行しない可能性も出てくる

のである。このように、あらかじめ現地人マネージャーを、全社的に貢献させるようなマネジメ

ント体制の整備が各国企業にとって重要であると考えられる。以上のことから、現地人マネー

ジャーは、現地での知識獲得とグループ内部への移転を結び付ける媒介者として重要であ

ると考えられる。 

第 2 に、段階的な知識移転プロセスの重要性である。本稿では、認知段階や移転融合段

階といった段階的な移転プロセスを通じて知識属性や組織属性を取り除くことが移転成功に

は必要不可欠であると捉えていた。しかしながら、段階的な移転プロセスは、移転を成功させ

ることだけに有効な施策ではないだろう。例えば、認知段階において移転困難であると分か

ったら、エンジニアの国際的移動や国際的な技術調整といった移転・融合段階でかかるコス

ト負担を免れることができる。移転・融合段階での失敗は、企業のパフォーマンスにとってマイ

ナス要因であることは明らかであり、認知段階というプロセスを経て移転を実行しないことも企

業戦略にとっては重要なのである。つまり、知識がグローバルに分散化する今日では、必要

のない知識を闇雲に移転していては、コスト増になってしまうだけで、戦略的ではない。実際、
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グループ内部で重要な知識は何であるのか、移転は可能であるのかといった観点から移転・

融合段階の前に選別（目利き）を行い、移転を実行するのかの戦略的判断が企業業績を左

右するのである。 
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