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１、はじめに 
 

企業の国際化・グローバル化は、現在、潜在的な市場を求めて海外市場に輸出を行った

り、安価なコストを求めて海外に生産拠点を設立するだけではなく、特に製造業が企業成

長を図っていく上での根源的な要因であるイノベーションに関しても、グローバル化の現

象が起きている。 

多国籍企業のイノベーションに関して、これまで、2 つのタイプが存在するといわれてき

た。１つは、本国本社主導で研究開発や製品開発を行うタイプである。このタイプは、拠

点を 1 つに集約する等の経済効率性を重視しているが、各国市場の顧客ニーズの多様化や

技術的資源の国際的分散化に対応することは困難である。日本企業がかつて積極的に採用

していた戦略である。2 つ目は、海外現地主導で研究開発や製品開発を行うタイプである。

今日、先進国市場だけではなく BRICs を中心とした新興国市場においても現地に海外 R&D
拠点を設立し、現地ニーズに合った製品開発を行うことが戦略的に重要であるとされてい

る。このタイプは、現地ニーズに適合した製品開発を行うことができる等の現地適応性に

非常に優れる半面、各国に海外 R&D 拠点を設立することで、コストが膨大になるだけでは

なく、現地市場に過剰に適応したイノベーションでは本国や他国市場にスムーズに移転で

きないという現象も見出される。 

特に後者のタイプは、海外 R&D 拠点でイノベーションの創出・活用が完結してしまって

おり、多国籍企業全体でイノベーションを共有・活用していこうという戦略思考ではない。

今日の多国籍企業では、本国本社で創出したイノベーションをグローバルレベルで共有す

るだけではなく、海外子会社で創出したイノベーションもグローバルレベルで共有するこ

が国際的な競争優位につながると考えられている。 

このことから 近では、各国・各地域に配置された海外 R&D 拠点のなかに、現地市場に

適応することを主目的とした拠点から活動内容を高度化させ、グローバル市場向けの製品

開発を遂行する役割を担ったり、本社や他国子会社の能力強化に努める拠点も増加し、本

社・子会社間の技術的知識の共有・活用も進展するようになってきた。つまり、今日では、

本国本社―海外拠点間での相互依存的な連携が多くみられ、多国籍企業は一つのネットワ

ークとして企業成長を図る存在として認識されるようになってきたのである。その一方で、

海外 R&D 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や

技術的知識をどのように他の拠点との間で共有・活用しているのだろうか。これら一連の

プロセスは先行研究で、十分に研究されているとはいえない。 

前稿、島谷(2009)『海外研究開発拠点の活用とグローバル成長』では、こうしたプロセス

を解き明かすことを目的に、米国企業の日本の R&D センターの事例をもとに、海外研究開

発拠点の役割進化と知識移転の成功要因を抽出し、分析フレームワーク（理論的概念）を

構築することを試みた。本稿では、この分析フレームワークを活用し、更に欧米企業 2 社
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の事例分析を行う。 

本稿の構成は以下の通りである。まず、米国企業 T 社の事例、欧州企業 M 社の日本の

R&D センターの事例について 初にみていく1。そして、両企業の事例を、前稿で提示した

海外研究開発拠点の役割進化と知識移転の分析フレームワークをもとに比較検討した事例

分析を行う。 後に、まとめと今後の課題について触れることにする。 

 

２、米国企業 T 社の事例 

 

2-1. T 社の概要と国際化の変遷 

T 社は、1941 年に米国ペンシルバニア州で創立したコネクターを主力製品とする世界で

トップクラスの電子部品サプライヤーである。電子部品業界では、専業メーカーが多い中

で唯一のフルライン戦略を採用している総合サプライヤーであり、コネクターだけではな

く、ケーブルアッセンブリー、リレー、センサー、LAN 専属製品等を主要製品としている。 

事業部は、自動車本部、インダストリアル本部、CC & CE 本部（Global Communications, 
Computer & Consumer Electronics）の 3 事業部である。自動車本部では、環境対策（環

境負荷物質の削減）や情報化が進む自動車の電子機器やワイヤーハーネスに使用するコネ

クター、車載用リレー、エンターテインメント機器を光ファイバーでつなぐ車載ネットワ

ークシステムを自動車メーカーに提供している。インダストリアル本部では、産業機器業

界、計測機器業界、白モノ家電業界に産業機器向けコネクターを提供している。CC & CE
本部では、通信、コンピューター、デジタル家電、ビジネスマシン、ゲーム機器等の企業

に製品を供給している。このように、自動車、産業機器、コンピューター・家電製品、情

報通信機器等のあらゆる産業分野に製品を供給しているが、 近では、主にデジタル家電

（デジタルカメラ・液晶テレビ）、携帯電話、パソコンへの需要が多くなっている。その理

由は、製品自体の技術の複雑化により、製品１台当たりに利用される、コネクターやリレ

ーの数が従来よりも増加するようになったからである。 

T 社の国際化に関しては、現在、本国本社が拠点を置く北米はもとより、南米・欧州・ア

ジア等の世界の主要地域 54 ヶ国 234 拠点に、販売拠点、生産拠点、技術開発拠点（テクニ

カルセンター）を数多く配置している。国際展開は、イギリス、フランス、オランダにつ

いで 4 番目に日本市場に進出している2。 近では、アジア地域への進出が多くなっており、

中国では、上海、深センを中心として、青島、蘇州、北京、重慶、広州等に 28 拠点を配置

している。その多くは、中国に進出している多国籍企業への製品供給を行うための生産工

場や販売拠点が多いが、上海と深センには、技術開発拠点も配置している。その他には、

台湾、韓国、フィリピン、ベトナム、オーストラリア、インド、シンガポール、インドネ

                                                   
1 米国企業 T 社及び欧州企業 M 社の事例に関しては、両社ともヒアリング調査を行っている。2006 年 5
月～6 月にかけて、日本の R&D センターの開発設計部長に関して聞き取りを行った。 
2 現在（ヒアリング時の 2005 年）、T 社の日本子会社は、173 億円の資本金を有し、従業員数は 1,200 名

である。 
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シア、マレーシア、タイにも拠点を配置している。 

開発拠点は、北米に 5 拠点、日本に 2 拠点、台湾に 1 拠点、韓国に 1 拠点、中国上海に 1
拠点、シンガポールに 1 拠点、欧州に 2 拠点を配置している。なかでも、北米、日本、欧

州が新製品開発の中心的な拠点として位置付けられている。また、世界の開発拠点 13 拠点

と生産拠点を密接に連携させ、グローバル・ネットワークを構築することで、技術開発力

が高く、低コストな製品をグローバル市場に供給できる体制を構築している。 

従業員数は、グローバル全体で 8 万 8,000 人を有しており、その内、開発拠点で従事す

る研究者やエンジニアは 7,000 名である。また、特許保有数は 2 万件以上にのぼる。グロ

ーバル市場全体での売上高は、12.2 billion ドルで、その内自動車本部が 30％、インダスト

リアル本部が 33%、CC & CE 事業部が 26%を占めている（図表 2-1 参照）。 

 

 

図表2-1：2005年度　グローバル売上高の内訳

Other
11%

CC&CE
26%

Automotive
30%

Industrial
33%

 

 
出所）T 社の日本のテクニカルセンターの提供資料をもとに筆者作成 

 
2-2. 一般電子部品産業の競争環境3 

ここでは、T 社の日本のテクニカルセンターの具体的な事例に入る前に、T 社を取り巻く

競争環境について、明らかにしておく。 

一般電子部品産業は、T 社の顧客企業からも明らかなように、民生用エレクトロニクス機

器や総合電機メーカー、自動車メーカー等に製品（部品）を供給する業界である。そのた

め、電子部品企業の利益変動の方向性は、 終セットメーカーからの影響を強く受け、セ

ット製品の生産動向によってパフォーマンスが左右される。そのため、近年では、電機産

業と自動車産業の両産業に参入している企業が増加している。 

また、電子部品産業は、どこまでを部品と定義するのかで、市場規模が異なってくる。

                                                   
3 一般電子部品産業の競争環境に関しては、林（2003;2004）の論文を参考に記述している。 
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例えば、ハード・ディスク・ドライブ（HDD）は、PC セットメーカーから見れば部品で

あり、部品サプライヤーから見れば完成品となる。つまり、セットメーカーの視点から見

た場合、電子部品企業は、モジュール部品の一部を構成する部品を供給しているので、2 次

サプライヤーの位置付けである場合が多い。一般的に、電子部品企業の顧客企業である電

機機器企業のグローバル市場での産業規模は、約 130 兆円、自動車の産業規模は、約 150
兆円であり、それに対する電子製品の世界市場での市場規模は、15 兆円程度と捉える場合

が多い。日本の代表的な企業としては、TDK、村田製作所、ローム、日本電産が挙げられ

る。個別製品でこれら日本企業の世界市場シェアは約 70%を占めている4。このように、電

子部品産業の特徴は、総合電子部品企業が少なく、専業メーカーが多いことである。 

また、完成品のコア部品である電子デバイス（半導体や液晶、電池）を除いたものが一

般電子部品に該当する。コア部品は、セットメーカーが内製していることが多い。例えば、

シャープの液晶や、自動車ではエンジンを自社で内製している企業が多い。セットメーカ

ーが、コア部品（電子デバイス）を内製化する目的は、競合企業に対する製品それ自体の

差別化の源泉になるだけでなく、コア部品を競合企業に外販することで利益を獲得できる

からである。 

しかし、中長期的に高い利益率を享受しているのは、汎用的な一般電子部品企業の一部

の企業であるという指摘もある。一般的に、付加価値が高いハイテク部品は、技術的完成

度が低く、イノベーションが起こりやすい。そのため、新技術導入の余地が大きく、新規

参入を導きやすく、また、代替技術の登場や世代交代による競争優位性の持続は難しい。

更に、製造装置が高価で固定費負担が大きく、短期間に大幅な歩留まりの改善余地がある

ことから、需給バランスが崩れた際には、各社は低価格を提示しても数量確保を優先する

傾向になる。強い価格低下圧力にさらされるので、中長期的には低利益率に留まることが

多く、個別企業が技術的優位性を持続的に維持するのは非常に困難なのである。その一方

で、ローテクと呼ばれる電子部品を扱う企業では、残存者利益や特別な事業構造により単

価を下げずに済むか、単価下落により用途拡大が進展し、生産量を拡大してコストダウン

出来ている場合には、中長期的に高収益を維持している。 

林（2004）は、一般電子部品産業の利益率の高い企業がどのような戦略ポジションを構

築しているのかに着目して、以下の類型図を提示している（図表 2-2 参照）5。この類型表

では、縦軸に「社内で行われている擦り合せの程度」と、横軸に「社外（顧客企業）で行

われている擦り合せの程度」を設定し、これらを 2 軸とした 4 象限のマトリックスを提示

                                                   
4 日本企業の世界市場シェアが高いのは、小型モーター（マブチモーターは、10 年以上、世界市場シェア

50%以上を維持）、ミニチュアベアリング（ミネベアは、世界市場シェア 60%以上）、HDD のスピンドルモ

ーター（日本電産は、世界市場シェア 60%～70%）、セラミック・コンデンサ（村田製作所は、世界市場シ

ェアトップの 30％）である。その一方で、日本企業のコネクター、リレーの世界市場シェアは高くない。 
5 日本の一般電子部品産業は、100 社の中のトップ 20 社で営業利益の 80%を稼ぎだしており、これら 20
社の時価総額合計は 90%を占めている。部品企業は、マーケティングや安定供給などの観点から、製品・

戦略的な差別化が困難な業界構造になっているが、収益を上げている企業と、収益を上げていない企業の

2 極化が歴然と出ている。 
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している。社内での擦り合せの程度は、「生産性重視（モジュール型）」か「技術重視型（擦

り合せ型）」か、という軸である。一般的に、日本企業で成功した電子部品企業は、社内で

の擦り合せを駆使した先端製品を得意としている。一方で、DRAM のような半導体は製造

設備の業界標準化が進んでおり、PC などの完成品も外部から標準化されたモジュール

（HDD、CPU、DRAM）を購入して組み立てることから、「生産性重視型（モジュール型）」

に分類される。社外での擦り合せの程度は、「標準品（モジュール型）」か「カスタム品（擦

り合せ型）」か、という軸である。 

 

 

図表 2-2：電子部品の戦略ポジションマトリックス 
 

 社外：擦り合わせの程度 
 
 
モジュール型 
（標準品） 

 
 
 
擦り合せ型 

（カスタム型） 
社内：擦り合わせの程度 

 
モジュール型 

（生産性重視） 

  ③ 
DRAM、 

パソコンなど完成品 

  ④ 
ローム、キーエンス、 
ヒロセ電機、マブチモーター 

 
 

擦り合せ型 
（技術重視型） 

①  
村田製作所、Intel、 

HDD ヘッド企業 

②  
日本電産、京セラ、 
日本の電子部品企業多数 

 
出所）林（2004）をもとに加筆修正 

 
一般的に、大手の電子部品企業の場合は、新しいセット機器の誕生に合せて、新しい部

品を開発するポジションを確立しているので、カスタム仕様となる場合が多い。しかし、

各種のセット製品に共通に利用されている場合や、象徴的な技術ロードマップのコンセン

サスがとれている場合（例；コンデンサのサイズ、MPU の周波数、半導体メモリの容量）

は、業界での標準化が進んでいる。 

①は、「社内（技術重視）－社外（標準品）」の組合せであり、村田製作所やインテル等

が該当する。村田製作所はセラミック・コンデンサで世界トップの 30％のシェアを有して

おり、通信用向け高周波部品でも世界トップのシェアがある。セラミック・コンデンサは、

社外に対して「小型化」や「大容量化」という技術ロードマップで標準化されている。こ
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れらの標準化があり、社内でのセラミックに関する材料や製造装置を含めた地道な技術開

発が有効的に行うことができる。インテルも、MPU のクロック周波数を高めることで PC
需要を拡大しており、同様の例といえる。 

②は、「社内（技術重視）－社外（カスタム品）」の組合せであり、日本電産、京セラ、

ミネベアが該当する。一般的に部品企業は、顧客企業の新製品に対してカスタム対応し、

先端の技術を内部の擦り合せ技術で作り上げることが多い。しかし、顧客企業の製品市

場が拡大すれば、部品企業も恩恵を享受するが、 終消費者のニーズが顕在化してくると、

製品差別化が困難になり、価格競争が激化する。それと共に、部品企業へのコスト圧力が

強まり、部品の複数購買戦略により低収益に入ってしまう。しかし、日本電産や京セラ、

ミネベアは、M&A を活用して、このようなジレンマから抜け出している。 

③は、「社内（生産性重視）－社外（標準品）」の組合せであり、DRAM、PC などの完成

品に該当する。この場合、他社との差別化が困難であり、設備投資のスピード競争に陥っ

てしまい、特に日本企業にとっては得策ではない。 

④は、「社内（生産性重視）－社外（カスタム品）」の組合せであり、ローム、ヒロセ電

機、キーエンス等が該当する。顧客企業に対して、カスタマイズしながら、社内での体制

に合致する製品だけを供給しているために、このポジションの企業は必ずしも、シェアが

高くならないことがあるが、拡大している市場を追いかけないで、自社の得意とする分野

で地道に競争力を付けて高い利益率を上げている。 

以下では、T 社がどのような戦略ポジションをとっているのかにも着目しながら、T 社の

日本のテクニカルセンターの事例をみていく。 

 

2-3. 技術移転期：1973 年～1979 年 
 T 社は、日本の経済統制が続く第二次大戦後の 1957 年に、IBM に続き、日本に 100％単

独出資で進出した 2 番目の米国企業である。合弁形式での海外市場参入ではなく、単独進

出が日本政府に許可されたのは、T 社が有する圧着型端子の技術、いわゆる、コネクターの

技術が着目されたからである。進出後すぐに、生産工場が川崎に設立され、本国本社のエ

ンジニアがコネクターの生産技術に関する技術移転を行った。その後、1966 年には、これ

まで日本の代理店に委託していた販売を、直接販売に切り替えるようになった。また、1969
年には、静岡に第二工場を設立した。1973 年には、技術開発拠点（テクニカルセンター）

を設立し、生産工場、販売先企業への技術的支援やコネクターの日本市場での適正テスト

を行うようになった。 

しかし、その後、日本のテクニカルセンターは、日本の顧客企業から要求される小型化

製品や米国市場よりも厳しい品質基準に適合するような製品開発の必要性を認識し、自社

内部でコネクターの技術を独自に蓄積するようになったのである。具体的には、コネクタ

ーの小型化に関する技術的ノウハウ、環境を考慮したノンフロン技術などを蓄積していっ

たのである。 
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2-4. 現地市場向け製品開発期：1980 年～1998 年 
1980 年には、日本のテクニカルセンターは、高品質・小型化を特徴とするコネクターの

開発能力を背景に、日本人マネージャーが、日本でのコネクターの製品開発活動の有効性

を米国本社に主張し、活動内容を生産工場への技術的支援や本国本社製品の市場テストか

ら、日本市場向けの製品開発活動へと本格的に移行することになった。 

その後、日本市場向けの製品開発活動において、日本のテクニカルセンターは、日本の

顧客企業向けの製品設計、設備設計の活動を行っていった。T 社の顧客企業は、自動車組み

立てメーカーでは、三菱自動車、ホンダ、トヨタ、日産等、自動車サプライヤーでは、デ

ンソー、矢崎等、産業機器では、日立、東芝等、コンピューター・家電製品では、松下、

ソニー、東芝、シャープ、三菱電機等、情報通信機器では、NTT 等といった日本の産業界

の主要企業の多くと取引関係を構築している。 

日本のテクニカルセンターの技術・製品開発プロセスは、新製品開発から量産体制を整

えるまでのプロジェクト管理になっている。製品開発が行われる際は、製品設計・製造技

術、品質保証の担当者が割り当てられ、プロジェクトチームを構成して仕事を行っている。

また、設計開発、購買、営業等のおよそ 10 部署とのやり取りが必要で内部での調整力が製

品開発のスピード向上や製品品質それ自体に影響を受ける。また、顧客企業からも全く新

しい技術を利用して、「こんな感じのものができないか」という要望が多く出される。顧客

企業との関係は、特に営業部門が中心となり、主要製品群の 50 以上の製品ブランドのなか

から 1 つを選択し、トータルなソリューションをパッケージ化して提供する形式である提

案型営業を実践しているが、技術開発・製品開発部門等のテクニカルセンターとの協力・

連携活動といった共同開発は行われてはいない。 

 この事から、顧客企業と日本のテクニカルセンターは、直接的な技術情報や技術的知識

の獲得・共有はなく、営業部門から間接的に顧客の要求を聞いて、自社製品に顧客の要望

を一部反映しているのである。というのは、T 社の電子部品での完全カスタム製品は、ボー

イング、エアバスに収める航空機部品に限定されており、日本の顧客企業の製品は可能な

限り標準的に規格したものを供給している。顧客企業に対応する場合でも、基本的には、

製品コンセプトは一緒にして、形状・仕様を少し変えたりしているだけである。例えば、

松下に納入した部品を、外装面だけを変更して、ソニーにも同様に納入しているのである。 

 しかし、日本のテクニカルセンターは、日本の顧客企業との技術的やり取りは少ないが、

顧客の厳しい要求を、営業部から間接的に伝え聞くことで、その要求に的確に対処できる

ような製品開発能力を自社内部で構築・強化していったのである。 

 

2-5. 世界市場向け製品開発期：1999 年～現在 

 その後、日本のテクニカルセンターの日本人マネージャーは、アジア市場での中核的統括

拠点としての役割、並びに、グローバル・グループ全体に貢献する技術開発・新製品開発



9 
 

拠点としての役割付与を本国本社に主張していく。その背景には、急拡大するアジア市場

へ対応するために設立された 50 ヶ所近くの拠点を統括する必要性と共に、日本のテクニカ

ルセンターの技術力が本国本社や欧州の開発拠点と比較した場合でも遜色なく、それ以上

の技術能力を蓄積していたと認識したためであった。 

このことから、現在では、T 社の世界市場向けの技術開発・新製品開発拠点は、フィラデ

ルフィアにある北米拠点、ドイツ拠点、日本のテクニカルセンターの 3 拠点が中心となり

製品開発の国際分業体制を構築している。3 つの拠点が責任を有する製品群はそれぞれ異な

り、北米は主に PC・通信関連の製品、ドイツは携帯電話・産業機器、日本はデジタル家電・

白物家電等、各国市場に強み（立地優位性）がある製品群の世界市場向けの製品開発でそ

れぞれの責任を有している。また、それ以外でも、設計上で共通する部分では、3 拠点間で

CAD を利用して設計情報のやり取りをすることで、インテル等の大手顧客企業からの注文

には、時差を利用した 24 時間体制の設計開発活動を行っており、納期の迅速性を売りにし

た製品開発体制を構築している。更に、毎月 2 回に渡って大規模な国際技術会議を開き、

現状のプロジェクトの進捗状況や今後のプロジェクトの方向性を議論している。 

その一方で、世界市場向けの製品開発拠点に進化しても、日本での開発スタイルは全く

変化せず、生産技術・製品性能の要求が厳しい日本の顧客企業に対応するために、自社内

部で独自に製品開発能力を構築・強化していったのである。 

 

2-6. 本国本社の技術能力の強化 

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テクニカルセンターは、そ

の後、自社内での技術会議において、中国生産工場への生産技術の移転と共に、近年、日

本とは逆に製品開発能力・設備設計能力が低下してきている北米のテクニカルセンターの

技術能力の強化に関して、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。 

その背景には、北米のテクニカルセンターでは基礎研究への過大な投資により、開発エ

ンジニアの質の低下を招き、開発・生産部門の生産性が低くなっているという事態が生じ

ていたためである6。日本の技術会議では、北米に展開しているグローバルな顧客企業から

の苦情もあり、早急な手立てを打つ必要がると認識していた。また、日本人マネージャー

が中心となった社内での技術会議においても、ベースとなる技術は日本と米国で従来から

それ程変化しておらず、移転に伴う困難さは余りないのではないかと考えられた。そして、

本国本社の技術能力の強化を行うために、コネクターの基礎理論や生産技術開発に関する

技術的知識を日本のテクニカルセンターから移転することを決定したのである。 

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、国際的な技術会議に臨むことになった。国際的技術会議では、日本で話

し合ってきたコネクターの基礎理論や生産技術開発に関する技術的知識の移転が必要であ

ることを本国本社の幹部に主張したのである。本国本社の幹部も、 近の北米テクニカル

                                                   
6 こうした情報は、日本人マネージャーが出席していた国際技術会議で獲得していた。 
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センターの技術能力の低下を非常に懸念しており、目立った反対意見もほとんどなく、日

本からの技術移転が決定したのである。 

本国本社から技術の逆移転の承認が得られて以後、日本のテクニカルセンターは、独自

で具体的な移転計画を立案していくことなる。コネクターの技術は、ベースの部分では世

界的に標準化してはいるが、一部各国で適応しなければならない部分もある。そのため、

本社の技術能力の強化には、コネクターの接続方式、形状・材質、通信等を各国で適応す

る必要があることから、日本からエンジニアを本国本社へ派遣して、米国市場の特性を考

慮した技術的知識の移転を行うことが得策であると考えた。更に、日本人マネージャーは、

コネクター技術の専門知識を持ち、コネクターの基礎技術に関する保有特許も多く、生産

技術に関する知識も豊富であり、日本で多くのプロジェクトにも関与していたことから、

日本の製品開発能力の強みも熟知していた。そのため、彼自らが、本社テクニカルセンタ

ーに赴き米国人エンジニアへ直接指導を行うことを決定したのである。 

その後、日本のテクニカルセンターからアメリカ本社へ日本人マネージャーが直接行き、

コネクターの基礎理論や生産技術に関する技術的知識の移転が実際に行われていくことに

なる。実際の移転活動は、T 社においても、両者の技術情報を事前に共有化することから始

まった。現地での技術会議を数回行い、本社テクニカルセンターの詳細な状況、米国人エ

ンジニアが技術的にどういう点で苦労しているのか、なぜ生産性や品質が低下したと考え

るのか等、双方で話し合うことで問題点を共有化していった。このことは、本国本社の技

術能力を確実に向上させていく上で、必要な施策だったのである。 

事前の技術情報の共有後、現場での実地指導と共に、研修活動が実行されていく。実地

指導では、日本人マネージャーと米国人エンジニアが、生産工場の中に入って、ラインの

実習を行った。日本人マネージャーは、作業効率や品質改善を図るために、ラインの生産

性/不良率の低下に効果のある生産技術のノウハウを米国人エンジニアに教育していった。

研修活動では、製品エンジニアに対して、コネクターの要素技術や、VE/VA、プロセステ

クノロジーなどのテーマを中心に指導を行っていった。具体的には、コネクターの設計ス

ペック、コネクターを構成する部品等の寸法の由来や、素材の選定条件などの技術的ノウ

ハウである。もっとも、これらの技術的知識のベースは、日本のテクニカルセンターを設

立した当初、米国人エンジニアが日本人エンジニアに指導したものである。しかし、年月

が経つにつれて、米国本社は基礎技術に注力する傾向になり、逆に、日本は品質の厳しい

顧客企業の要求に応えるために、その技術を深化させていったのである。この事は、両国

テクニカルセンターの雇用状況にも反映されている。近年、米国では、有名大学やヘッド

ハンティングを通じて多くの基礎研究者を採用しているのに対して、日本では、従来通り、

製品エンジニアやプロセスエンジニアの雇用を強化している。そのため、米国では、製品・

生産部門のエンジニアの質の低下という問題が生じているのである。日本人マネージャー

は、日本のテクニカルセンターの製品開発能力の高さの源泉として、日本で行われている

技術・製品開発プロセス、プロジェクトチームの話を行うことで、技術上、問題が起こっ
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た時にエンジニアにはどのような行動パターンをとっていく必要があるのかなど、問題解

決や思考パターンに至るまで徹底的に米国人エンジニアを教育しているのである。 

そして、日本人マネージャーのモノづくりの能力、コネクターの技術的知識の移転が行

われた結果、本国本社の技術能力は強化され、工場の生産性の向上、不良率の低下、製品

開発のスピードが向上し、米国の顧客企業へ高品質な製品が提供されるようになってきて

いる。現在、T 社は、コネクターでは、Molex や住友電工、リレーでは、オムロンや NEC、

デンソー、タッチスクリーンでは、3M 等のアメリカ、日本の競合企業との競争に打ち勝ち、

各製品部門で世界市場のトップシェアを握っている。その他も、概ね、上位を独占してお

り、電子サプライヤーとしての確固とした地位を確立している（図表 2-3 参照）7。 

 
図表 2-3：T 社製品のグローバル市場ポジション（2005 年度） 

 
Products Market 

Position 
Major Competitor 

Connectors    1 Molex, Delphi, 
Hon Hai, Methode, Sumitomo 

Relays    1 Omron, NEC, Denso, Hella 
Heat-Shirink 

Tubin-Harness 
   1 Sumitomo, Cannusa, DSG 

Touch Screens    1 3M, Guzo, Eturbo Touch 
Polyswith 

TM Devices 
   1 Littelfuse, Bourns, Polytronics 

Application Tooling    1 KOMAX, JAM 
Wireless Systems    2 Motorola 

Fiber-Optic 
Components 

   2 Agilent, JDS Uniphase, Yazaki 

Power Sytems    3 American Power, Emerson,Marconi 
GaAs/Sillicon/Passive 

Components 
   3 Motorola, RFMD, Skyworks(Alpha), 

Watkins-Johnson 
PrintedCircuit Boards 10 Sanmina-SCI,Compeq 

MFg Co, E&E, Merix 
 

出所）T 社の日本のテクニカルセンターの提供資料をもとに筆者作成 

 
                                                   
7 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 年度以降のグローバル市

場シェアは計上していない。 
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３、欧州企業 M 社の事例 
 

3-1. M 社の概要と国際化の変遷 

M 社は、自動車のエンジン部品（ピストン、シリンダー、バルブトレイン、エアーマネ

ジメント、リキッドマネジメント）を主力製品として開発・製造を行う自動車業界のグロ

ーバル・システム・サプライヤーとして世界上位 30 社にランクされている企業である。1920
年にドイツのシュツットガルトで創業した。事業部の構成は、ピストンエンジンコンポー

ネント、フィルターシステム、バルブトレインの 3 部門で形成されている。売上高は、4,000
億円で、グローバル従業員数は、29,000 名である。 

1920 年の設立当初に、エンジン製造において初めてアルミニウム製及びマグネシウム製

ピストンの開発と実用化を果たし、当時としては画期的なイノベーションを創出していた。

国際化に関しては、1960 年代に海外拠点の展開を始め、現在では世界各国に販売・生産・

研究開発の拠点を数多く有する多国籍企業へと成長している。また、国際化の拡大は、新

規設立方式ではなく、現地の既存企業の買収といった M&A 方式を通じて行っていた。世界

の自動車メーカー各社が主に製造拠点を配置している 4大陸に 65の生産拠点を持つことで、

各地域に密着した効率的な生産と販売を可能としている。研究開発機能は、本国本社の設

立当初に小規模なテスト工場からスタートしたが、現在では、本社所在地のドイツ、アメ

リカのデトロイト、ブラジルのサンパウロ、日本に R&D センターを設立し、新しいコンセ

プト、製品開発、システム開発を手掛けるべく拠点間で相互に密接な連携体制を構築して

いる。また、顧客企業である世界の自動車組立てメーカーからの評価が高く、共同開発パ

ートナーとして位置付けられている。 

 

3-2.自動車部品サプライヤー業界の競争環境8 

ここでは、M 社の日本の R&D センターの具体的な事例に入る前に、M 社を取り巻く競

争環境について、明らかにしておく。 

近年、自動車部品サプライヤー業界を取り巻く競争環境は劇的に変化している。特に、

顕著なのは、グローバルレベルでの M&A（Merger & Acquisition）の増加である。欧米の

自動車部品サプライヤーは、1990 年代の部品業界再編の激化から、グローバル M&A を進

展させてきた。日本においても、従来の組立てメーカーとサプライヤーの長期取引方式で

ある系列の見直しから、サプライヤー自らが国境や系列を越えた M&A を展開するようにな

っている。例えば、外資系サプライヤーから資本を受け入れたり、企業買収に応じる日本

のサプライヤーが現れている。ここでは、グローバル M&A の背景にある近年の自動車部品

業界を取り巻く競争環境として、自動車組立てメーカーが取り組むグローバル化と世界

                                                   
8 自動車部品業界の競争環境に関しては、主に、藤樹邦彦（2004）「M&A で国際競争力を強化する自動車

部品メーカー」藤樹ビジネス研究所（http://www2s.biglobe.ne.jp/~fujiki/r-kyoukai.pdf）を参照して、

記述している。 
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適調達戦略の展開、系列再構築の動き、モジュール化の動向や燃料電池を始めとした環境・

安全技術の開発競争などの要因を取り上げる。図表 3-1 は、近年の自動車サプライヤーの国

内・国際的な M&A 事例である（図表 3-1 参照）。 

 
 

図表 3-１：近年の自動車部品サプライヤーの国内・国際 M&A 事例 

 

時期 内容 対象部品 

1999 年 デルファイ(米)が曙ブレーキへ 5.8%資本参加 ブレーキ 

 ビステオンがナルディック(マツダ系)を買収 安全・電子制御 

 デンソーがマニュティ・マレリ(伊)の電装事業部を買収 電装 

 オートリブ(スウェーデン)が泉自動車(独立系)を買収 ハンドル 

2000 年 カルソニック(日産系)とカンセイ(日産系)が合併 計器・空調 

 ヴァレオ(仏)が市光工業(日産系)へ 20%資本参加 ランプ 

2001 年 光洋精工(トヨタ系)が富士機工(日産系)へ 23.7%資本参加 ステアリング 

 キリウ(日産系)を UIP(米)が TOB 買収 鋳物部品 

 アイシン精機(トヨタ系)がエクセディ(日産系)へ23%資本参加 変速機 

 マーレ(独)がテネックス(日産系)の株式 57.7%取得 フィルター類 

2002 年 栃木富士産業(日産系)へ GKN(独)が 20.5%資本参加 車軸部品 

 トヨタ/デンソー/アイシン/住電の合弁で開発・販売会社設立 ブレーキ 

 ボッシュの日本事業を全てボッシュ AJ に統合 安全・電子制御 

 日立がユニシアジェックス(日産系)を買収、子会社化 電子制御・駆動 

2003 年 ジャトコ(日産系)がダイヤモンド M(三菱系)を吸収合併 自動変速機 

 ミツバ(ホンダ系)が自動車電機(日産系)へ 35.8%資本参加 モーター類 

2004 年 豊田紡織(トヨタ系)/アラコ/タカニチが経営統合 内装 

 アルティア(日産系)と橋本フォーミング経営統合 用品・外装 

 日立が子会社のトキコとユニシジェックスを吸収合併 走行制御 

 

出所）藤樹（2004）をもとに加筆修正して作成 

 
(1)自動車メーカーのグローバル化と世界 適調達戦略 

 自動車部品サプライヤーの M&A 活発化の理由として考えられるのは、自動車メーカーの

グローバル化とそれに伴う世界 適調達戦略の展開である。欧米の自動車メーカーが海外

での生産を拡大すると共に、日本の自動車メーカーも円高と国内成熟化を背景に、1980 年

代以降それまでの輸出依存から需要がある海外市場で生産するという方針へ転換し、2003
年には海外生産が 850 万台に突破し、生産の海外シフトが進展している。また、自動車メ
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ーカーの再編により、日産とルノー、スズキ、富士重工、いすゞの GM グループ、フォー

ドとマツダ、ダイムラーと三菱自動車工業など提携した自動車メーカー各社が、世界市場

向けにワールドカーを相次いで開発し、世界各地で生産・販売を始めている。 

このような海外事業の拡大と共に、自動車メーカーは世界 適調達戦略を加速させてい

る。その特徴の 1 つは、世界 適サプライヤーの選定である。グローバルに拡大した生産

拠点へ安価で良質な部品を供給するには、世界各地への調達拠点の設置や提携パートナー

との共同調達体制を構築し、現地サプライヤーからの調達拡大を進めている。2 つ目の特徴

は、世界 適価格の実現である。部品価格決定に当たっては、世界 適規模でベンチマー

クを行うことが不可欠となり、コストダウン活動もグローバル化している。3 つめの特徴は、

調達システムの世界 適化・標準化である。トヨタや日産でも調達管理システムを世界的

に統合化・標準化することが 近進展している（例；トヨタ「WARP」、日産「GTOP21」）
9。 

自動車メーカーの世界 適調達戦略に対応して、自動車部品サプライヤーも世界の各地

域で部品を供給できる体制を整備してきているが、事業展開にあたり開発や生産の機能を

単独出資で新しく海外子会社を設立していては、グローバルレベルでの供給体制に遅れが

生じることになってしまう。海外市場で自動車メーカーのニーズに的確に応えられなけれ

ば、その存立基盤を失ってしまうので、単独での対応が困難な場合は、世界に多くの拠点

と幅広い製品群を有する海外の自動車部品サプライヤーと提携を結ぶか、もしくは、M&A
により、その企業を傘下に置く戦略をとっていく必要がある。例えば、日本の自動車部品

サプライヤーの中には、大手の欧米系部品サプライヤーや国内で競合する部品サプライヤ

ーと提携を結んだり、更には、その傘下に入ることで生き残りを図っているのである。そ

のため、欧米系自動車部品サプライヤーにとっては、日本市場でのビジネス拡大にも非常

に有利であり、グローバル M&A が進展したのである。例えば、フォードから分離・独立し

たビステオン、フランスのヴァレオ、ドイツのボッシュなどの大手の欧米系部品サプライ

ヤーが、日本市場を含むアジア市場でシェアを高めてきている。 

 

(2)自動車メーカーによる系列再構築 

自動車部品サプライヤーの M&A が活発化している第 2 の理由は、自動車メーカーによ

る系列政策の見直しである。戦後、日本の自動車メーカーは、自らのニーズに迅速に対応

する優秀な部品サプライヤーを選別し、資本参加や人材の派遣、技術や品質ノウハウを移

転し、部品サプライヤーを育成することで、系列化を構築してきた。つまり、日本の自動

車メーカーは部品サプライヤーとの間で「資本・人的資源関係」「濃密な情報共有化」、そ

                                                   
9 トヨタ「WARP（World wide Automotive Real-time Purchasing System）」：部品番号の統一で 27 カ国、

60 拠点の情報を一元化。価格ベンチマークの強化や開発・生産・調達活動の一元化を図る。日産「GTOP21
（Global Total Oriented Purchasing System 21st Century）」:部品番号の統一化による情報の一元化。見

積もり授受、価格改定、VA 案の採否、コストダウン実績集約など開発段階から量産までの価格管理システ

ムを世界で統一化する。 
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れに基づく「長期継続的関係」を結び、共同で力を結集させて目標を達成するという育成

購買を調達の基本方針としてきた。自動車メーカーは、厳しいコストダウンや品質向上を

要求する反面、その目標達成にあたっては合理化支援を行い、共存共栄の認識のもとに、

その成果を部品サプライヤーと共有したのである。 

しかし、グローバル化の進展や環境・安全問題などの技術面で解決すべき課題が山積し

ている状況で、育成した系列部品サプライヤーを主体とした調達だけでは、提案力の欠如

やコストダウンの低迷などが見られるようになり、特に経営が急激に悪化した日産、三菱、

マツダでは、部品サプライヤーを育成、支援すること自体が困難になり、経営を立て直す

ためにも系列化を再構築する必要性に迫られたのである。その中でも、とりわけ経営困難

に陥っていた日産では、ルノーから派遣されたカルロス・ゴーン社長のもとで、日産再生

策の一つとして系列解体策を実施した。グローバル市場の中でベスト・プラクティス、パ

フォーマンスを発揮できるグローバル・サプライヤーとのパートナーシップを促進する戦

略へと転換したのである。そのため、日産系の部品サプライヤーは、このまま系列に安住

して無策でいることは将来的に危機に直面することは明らかであり、自社の将来を切り開

いていくためには、自主的な戦略を打ち出すことが求められていた。その結果、従来、日

産が筆頭株主であった 30 数社の主要な系列部品サプライヤーの大半が、日産との資本関係

を解消し、欧米系の自動車部品サプライヤー等との提携や M&A を選択する結果となった。

提携先については、日産の意向も働いているが、部品サプライヤー自ら提携先を選択した

事例も多い。図表 3-2 は、主要な自動車メーカーが実施した系列再構築の内容である（図表

3-2 参照）。 

 
図表 3-2：自動車メーカーが展開する系列再構築 

 
 施策 
トヨタ グループ内企業の分野別開発・生産・販売機能を整理統合することによって、

重複事業を解消する（ADVICS、FTS、ファーベスト社等の設立）。 
日産 「株式保有の 1,394 社を 4 社へ削減」を目指して、資本関係の解消。日産・

ルノーの共同購買比率の 70％達成。 
ホンダ 日、米、欧州、アジア世界 4 極 Best Sourcing を実施。フィットでは系列外

部品メーカーとの取引拡大。 
マツダ 系列 166 社を半減。フォード流 FSS（Full Service Supplier）へ発注集約。 
三菱自工 閉鎖工場の部品事業を系列外部品メーカーへ売却。分社化した自動変速機事

業を日産系ジャトコと合併。 
 
出所）藤樹(2004)をもとに筆者作成 
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(3)モジュール化への対応 

自動車部品サプライヤーの M&A が活発化している第 3 の理由は、自動車メーカーが展

開を始めているモジュール化への対応がある。モジュール化とは、従来と比較して大きな

単位で部品の開発や生産を行うことと定義できる。例えば、エアコンや計器類、エアバッ

ク、ハーネスなどは、別々の部品サプライヤーから納入されて自動車工場で組み付けられ

てきたが、これらの部品を全て単一のサプライヤーが「コックピットモジュール」として

開発し、あらかじめ組み付けたものを車輌工場へ納入する仕組みが出来てきている。もっ

とも、モジュール化は、日本車の脅威に対抗するために、内製組立コスト低減と作業者の

負荷削減を狙いに、1980 年代に欧州自動車メーカーが始めたものであり、車輌組立工場に

隣接させて、サプライヤー工場を建設するなどして注目された。その後、単に生産をアウ

トソーシングすることにとどまらず、 終的には設計開発機能もアウトソーシング化によ

って部品統合化を図ることで、大幅なコストダウンが見込まれることが注目され、2000 年

前後から日本の自動車メーカーでも採用が拡大している。 

また、モジュール化にあたっては、部品サプライヤーは、従来の自社分担の部品だけで

はなく、その周辺部品群についての技術情報を評価・検証する能力をも持つ必要がある。

しかし、競合の部品サプライヤーと協力してモジュール化に取り組んでも、自社製品に関

する情報開示への固執から、調整に多大な時間がかかり、大胆なコンセプト提案にも限界

があるのである。そのため、周辺部分を受け持つ部品サプライヤー同士が提携や M&A で対

応するようになったのである。日産系のカルソニック（空調部品）と同じく日産系のカン

セイ（計器類）が合併して、2000 年に誕生したカルソニック・カンセイなどが代表的事例

である。 

 

(4)技術能力強化への対応 

自動車部品サプライヤーの M&A が活発化している第 4 の理由は、技術能力強化への対

応である。今日、世界の自動車メーカーは、地球規模の環境・安全問題へ対応するために

燃料電池車などに代表される次世代車や ITS（Intelligent Transport System：高速道路交

通システム）などの実用化に取り組んでいるが、開発資源も限られている中で数多くの開

発課題を抱えており、部品サプライヤーが果たすべき役割や期待も非常に大きくなってい

る。部品サプライヤーは、これらの期待に応えるために、CAD/CAM/CAE ネットワーク構

築による開発期間の短縮化、グローバル開発体制の確立、部品単位技術からモジュール化

に対応したシステム化技術へのシフトなど技術能力の強化が必要になっており、それには

多額な投資が伴うことから、自社のコア技術へ資源を集中させるとともに、周辺部分につ

いては積極的に他企業との連携を図るなど部品サプライヤーの M&A が増大している要因

ともなっている。グローバルレベルでのコア技術能力の構築のために、分散していた日本

の部品事業を全てボッシュ AJ に集約したボッシュ、更に、子会社のトキコやユニシアジェ
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ックスを吸収・合併し、走行制御部品の開発・生産機能の一体化を目指す日立などが代表

的な事例である。 

 

3-3. 現地市場向け製品開発期：2001 年～2002 年 
では、このような自動車部品サプライヤーのグローバル M&A の増加とその背景にある近

年の競争環境の中で、M 社はどのように対応していったのであろうか。M 社の日本の R&D
センターが、世界市場向けの製品開発拠点へと進化していく変遷をみていく。 

2001 年、M 社は、主力製品に自動車用フィルター・樹脂製品・公害対策部品に強みを持

つ日本の自動車部品サプライヤーを買収することで、日本市場に進出を果たした。それ以

前にも、この企業との間で技術提携を行い日本での業務を行っていたが、同社を買収する

ことで本格的に日本市場に参入した。参入理由は、日本での事業基盤の構築及びアジアの

事業ネットワーク拡大への対応、販売及び技術能力の強化にある。M 社の日本子会社の従

業員数は、被買収先の日本企業の従業員の再雇用も含めて930名である。M社の日本のR&D
センターの当初の設立理由は、日本市場のニーズに適した製品開発である。 

被買収先の日本企業は、戦後の 1945 年に設立し、1963 年に生産工場・技術研究所を設

立した。1980 年代には、タイで合弁会社を設立し、インドネシア企業と技術ライセンシン

グを締結するなど ASEAN で事業基盤を構築していった。1990 年代に入ると、アメリカ、

イギリスに進出した。また、同社は、エンジン部品の樹脂製品開発ではトップクラスにあ

り、従来はアルミだったが、樹脂素材による開発に成功し、自動車の軽量化・省力化・コ

スト削減を実現させている。このことから、エンジン吸気系部品・燃料系部品の製品開発

に独自の強みを有しており、消音技術、濾過技術、吸脱着技術、システム化固有技術とい

った独自技術を蓄積してきた。 

独自技術の蓄積の背景には、取引先の自動車メーカーとの共同開発がキーとなっていた。

既存顧客との継続的な共同開発を行ってきており、古くは創業時から取引関係を続けてい

る企業も少なくない。例えば、日産とは、1937 年から取引を開始しており、資本提携を構

築し、日産の系列のもとで技術能力を構築していった。現在は、系列を離れたので共同開

発は質・量共に減少したが、過去にゲストエンジニアの交流が相互に活発に行われ、技術

開発・製品企画・コスト低減の協力がなされた。日産との技術面での人材交流であるデザ

インイン体制、技術面以外での業務関係でも密接な関係を築き、信頼関係を構築すること

で、独自の技術ノウハウを蓄積していった。このことから、日産との取引関係は、創業以

来 50 年間に及んでいた。その一方で、1997 年に日産の系列から脱退して以後は、次第に

ホンダ、日産ディーゼル、トヨタとも取引量を増加させている。系列が崩れて完全な独立

企業になったので、顧客を拡大する必要にあった。しかし、製品の供給量が も多いのは

依然として日産である。取引量の 50％に達している。 

このため、M 社の日本の R&D センターは、ドイツ本社から特に顕著な技術移転を行う

こともなく、独自技術の獲得に成功し、フィルター技術を、そのまま活用することで日本
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市場向けの製品開発を行うことが可能となったのである。 

 

3-4. 世界市場向け製品開発期：2003 年～現在 

その後、M 社の日本の R&D センターは、本国本社から技術能力の高さが評価されて、

世界市場向けの製品開発拠点としての役割を付与される。海外の R&D センターは、アメリ

カのデトロイト、ブラジルのサンパウロ、日本に拠点を配置しているが、研究開発活動の

内容に関しては、その進展度がそれぞれで異なる。M 社では、海外 R&D 拠点が行う活動

を「現地市場向け開発」、「応用開発」、「先行技術開発」に分類しており、それは開発活動

のグレードともいえる。すなわち、先行技術開発が、 上位の開発活動に位置する。 

先行技術開発まで可能なのは本社ドイツと日本であり、アメリカの R&D センターは応用

開発を中心に行っている。ブラジルは現地市場向けの製品開発に留まっている。特に、

近では、エンジンにとって変わる次世代動力源の燃料電池に対応した吸気システムの先行

技術開発を日本の R&D センターがリードして行っている。 

 

3-5. ドイツ本社との技術統合の困難性 

世界市場向けの製品開発・技術開発拠点として主導的な役割を果たしているドイツ本社

と日本の R&D センターは、グローバル研究開発ミーティング、グローバル製品開発チーム

（各商品・各技術）を通じて双方の技術的知識や情報を共有すると共に、グローバルに標

準化した新製品開発（ワールドカー）への対応に関する協議を行っていた。 

グローバル研究開発ミーティングでは、大規模な国際技術会議を年に数回行い、双方の

技術的知識を持ち寄り、協議している。これらの国際的な技術ミーティングの目的は、ド

イツ本社と日本の R&D センターのエンジニアの代表者が集まって、グローバルな視点で問

題解決を図る場として位置付けられている。例えば、いかにして各地域での差を減らし、

共通した技術・材料を利用するのかが当面の課題になっている。共通材料の使用は、双方

のコスト低減のメリットから実現可能であるが、技術面での共通化に関しては、ほとんど

進展していない。また、個別の製品開発チームのグローバル・ミーティングは、代表者が

集う全体会議よりも多く、頻繁に双方の間で意見交換を行っている。グローバル製品開発

チームは、カーボンキャニスター、ヘッドカバー、オイルクーラー等の開発チームを結成

し、グローバルに標準化した効率の良い設計をどのように可能にするのか、吸気系の音の

コントロール技術等を協議している。 

しかし、その一方で、相互の技術や開発方式の共有、共同開発ができるかどうかは、現

地の顧客が存在しているため、そう簡単に統合できる訳ではない。自動車メーカーはそれ

ぞれの判断基準を持っており、日本市場でも顧客企業によって仕様が全く異なる。更に、

国の環境が違えば、活用する技術は全く異質であるために、ドイツ本社と日本の R&D セン

ターの双方で統合できるのは、技術的な影響が少ない箇所からになってしまう。確かに、

グローバルに統合して、一箇所で設計して、同じ材料を使えば、コストパフォーマンスを
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得ることは可能であるが、研究開発という機能上、相当な困難を要する。 

特に、取引関係が長期間に及ぶ顧客の自動車メーカーに対して、部品のコンセプトを変

更することは、顧客企業の製品設計上の技術的変更を余儀なくされることから、顧客企業

に対して余分なコストと時間を負担させてしまうのと同時に、これまで培ってきた信頼関

係も崩壊させてしまう。それにより、取引量や技術上の学習パートナーとして重要でもあ

る顧客企業を減少させてしまうことになる。同時に、グローバルレベルで製品開発プロセ

スを統合しようとしても、双方の国の顧客企業に合せて開発ツール（CAD、CAM）を密接

に適合させているためにうまくいかないのである。そのため、現状では、ドイツ本社は欧

州の自動車メーカー、日本の R&D センターは日本の自動車メーカーに対応した製品開発を

実施しているのに留まっている。このように、グローバルレベルでの技術統合の大きな障

害は、顧客企業との技術的関係により大きく影響を受けているのである。 

また、技術統合の困難さは、現地顧客企業に適合させた技術的知識の特性によるギャッ

プだけではなく、ドイツ本社のエンジニアの NIH 症候群も少なからずあった。本社のエン

ジニアは、日本のシステム自体に難色を示すと共に、それを学習しようという意識が薄か

ったのである。今後は、日本のエンジニアが、1,2 年間、ドイツ本社に滞在して解決策を講

じていく方針であるが、世界市場向けの製品開発拠点として進化した日本の R&D センター

とドイツ本社との間での技術統合の見通しは全くたっていないのである。 

 

４、事例分析 

  

ここでは、上述の欧米企業 2 社の事例を、前稿、島谷（2009）で提示した海外 R&D 拠

点の役割進化と知識移転の分析フレームワークをもとに比較検討した事例分析を行う10。 
 

4-1. 海外 R&D 拠点の役割進化の分析フレームワーク 
 島谷（2009）では、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

位置付けた。具体的には、技術移転期における現地企業と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ことを

本社に主張するイニシアティブを推進する。これを契機として、本社から役割付与がなさ

れた後、海外研究開発拠点は更に現地での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、それに伴い、こうした開発能力が世界市場向けの製品開発活動

が当該拠点で実行可能であること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、本社から世界市場向けの製品開発拠点として役割を付与された後、再度、海外研

究開発拠点は、現地で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

                                                   
10 分析フレームワークの詳細は、島谷(2009)、P21～P33 を参照されたい。 
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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

いくことが前提になっている。 
 そして、本国本社は、このような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・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といえる。すなわち、

技術移転期当社は、本国本社主導で研究開発や製品開発を行うセンター・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

市場向けの製品開発拠点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。また、特にローカル・フォー・ローカル戦略は、海外研究開発拠点でイノ

ベーションの創出・活用が完結してしまっており、多国籍企業全体でイノベーションを共

有・活用していこうという戦略思考ではない。そして、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、グローバル・

イノベーション戦略は、ローカル・フォー・グローバル戦略へと転換させるのである。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 大の特徴としており、多国籍企業全体でイノベーションを共有・活用し

ていこうという戦略思考である。 
以上のことから、ここでは、特に、海外 R&D 拠点の進化過程のなかで、現地企業との技

術的相互依存関係や海外子会社の戦略的イニシアティブといった要因が本稿 2 つの事例に

おいても影響を与えているのか、時系列に沿って検証していく。 
 

(1) 海外 R&D 拠点の技術移転期 
米国企業 T 社の日本のテクニカルセンターの事例では、設立当初の技術移転期は、生産

工場の支援、顧客企業の技術的支援、新製品の市場適応を行なうために、本国本社からコ

ネクター技術に関する知識移転がなされていた。本国本社から製品エンジニアや生産技術

者が日本の R&D センターへ派遣され、日本の従業員に指導を行った。コネクター技術は、

当時の日本政府も注目していることから、日本企業が有していない企業特殊的要素の強い

暗黙的知識である可能性が高い。このため、日本市場で T 社が競争優位を確立するために

は必要な技術であった。その後、本社のコネクター技術の知識が十分に蓄積され、本社で

開発した新製品の市場適応を行なう以上の経営資源のスラックが生じ、日本市場のニーズ

に適応した製品開発を実施するために、内部学習で独自にコネクター技術を蓄積するよう

になっていった。このため、T 社の日本のテクニカルセンターでは、特に現地企業との技術

的相互依存関係を通じた製品開発能力の構築は行っておらず、むしろ、自社内部でコネク

ター技術に関する暗黙的なノウハウを蓄積していったと考えられる。 
欧州企業 M 社の日本の R&D センターの事例では、日本企業の買収を通じて日本市場に

進出したために、本国本社からの技術移転を支援することを主な活動内容とする技術移転

期そのものが存在していなかった。海外 R&D 拠点を新設する場合は、本国本社からの知識

移転は必要不可欠であると考えられるが、買収先の現地企業の既存技術をそのまま活用す
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ることで海外研究開発活動を開始したといえる。 
 

（2）海外 R&D 拠点の現地市場向け製品開発期 

米国企業 T 社の日本のテクニカルセンターの技術移転期から現地市場向けの製品開発期

への進化においては、T 社の主要顧客企業であるホンダ、トヨタ、日立、東芝、松下等の日

本の技術環境・市場環境が間接的に影響を与えていたと考えられる。しかし、進化の直接

的な契機となるのは、日本人マネージャーのイニシアティブであったといえる。自社内部

で構築した高品質・小型化を実現するコネクターの製品開発能力を背景に、日本市場での

新製品開発活動の有効性を本国本社に主張し、米国本社から現地市場向け製品開発を実行

するための役割が与えられたのである。 
T 社の日本のテクニカルセンターでは、本国本社から現地市場向けの製品開発拠点として

の役割が付与されて以降も、自社内部で独自の製品開発能力を構築していくスタイルを貫

いている。もっとも、営業部から、多くの顧客企業の厳しい要求を間接的に聞くことで、

製品・技術上の修正や品質改善を実践するなど、顧客企業とコンタクトをとることは重視

している。しかし、その一方で、テクニカルセンターと特定の顧客企業との直接的な技術

的やり取りを少なくし、顧客各社に対してカスタム化された製品開発ではなく、標準化さ

れた製品の開発能力を自社内部で構築・強化するようにしている。むしろ、現地市場向け

の製品開発プロセスでは、製品設計、製造技術、品質保証、設計開発、購買、営業等の社

内におけるプロジェクトチームでの技術的相互依存関係が強くなっており、企業内部での

組織能力が構築されたといえる。この組織能力によって、T 社の製品開発のスピードや製品

品質が向上したのである。このように、T 社では、村田製作所やインテル等の企業と同様に

社外に対する技術ロードマップが標準化されており、製品戦略上、製品を標準化したパッ

ケージで顧客に提供することを製品開発で重視していたのである11。 
M 社の日本の R&D センターでは、上述の通り、日本企業の買収を通じた R&D 拠点の設

立であったために、技術移転期が存在せず、この段階からスタートしたといえる。このた

め、技術移転期から現地市場向け製品開発期への役割進化それ自体がなく、現地マネージ

ャーによる本国本社への説得活動も存在しなかった。つまり、M 社の場合は、日本企業を

買収した直後に、本国本社から一方向的に、現地市場向けの製品開発拠点としての役割が

付与されたといえる。 
M 社の日本の R&D センターは、本国本社から現地市場向けの製品開発拠点として役割

が付与されて以降、買収先企業の取引先企業であった顧客企業との技術的相互依存関係も

引き続き継続することで、独自の製品開発能力を獲得している。買収先企業の内部では、

特にエンジン吸気系部品の開発に必要な、消音技術、濾過技術といった独自技術を創業時

から蓄積してきており、企業特殊的要素の強い暗黙知であったといえる。また、これらの

独自技術は、自社単独で蓄積してきた訳ではなく、長期間に及ぶ自動車メーカーとのデザ

                                                   
11 図表 2-2-を参照されたい。 



22 
 

インイン活動が影響している。そして、こうした関係は、M 社の買収後も日本の自動車メ

ーカーとの間で引き続き行われている。 
 

（3）海外 R&D 拠点の世界市場向け製品開発期 

T 社の日本のテクニカルセンターは現地市場向け製品開発期から世界市場向け製品開発

期へと進化していた。その契機となるのも、日本人マネージャーのイニシアティブの影響

が大きかった。その背後には、現地市場向け製品開発期に蓄積した独自のコネクター技術

の存在があり、その能力を活用し、アジア市場やグローバル市場で絶対的な技術的基盤を

作っていくことが必要であると本国本社に主張したのである。T 社の日本の R&D センター

は、本国本社から世界市場向けの製品開発拠点としての役割が付与されて以降も、これま

でと同様に、標準化された製品の開発能力、つまり、自社内部で組織能力を構築・強化す

るように努めていた。 
更に、M 社の日本の R&D センターも現地市場向け製品開発期から世界市場向け製品開

発期へと進化していた。しかし、その契機となるのは、T 社とは異なり、現地人マネージャ

ーのイニシアティブではなく、本国本社からの一方向的な役割付与であった。M 社の日本

の R&D センターでは、世界市場向けの製品開発拠点として役割が付与されて以降も、現地

市場向けの製品開発期と同様に、顧客企業との技術的相互依存関係をもとに、引き続き独

自の製品開発能力を構築していた。 
 

4-2. 海外 R&D 拠点の知識移転の分析フレームワーク 
世界市場向けの製品開発拠点へと役割進化した両社の日本の R&D センターは、その後、

グローバル・グループ内部への貢献を期待される。すなわち、これら拠点の役割進化によ

り、米国本社や欧州本社はローカル・フォー・グローバル型戦略へと戦略を転換する。ロ

ーカル・フォー・グローバル型戦略の 大の特徴は、海外 R&D 拠点から本国本社や他国子

会社への知識移転である。以下では、両社の知識移転プロセスの分析を行う。 

海外 R&D 拠点の知識が多国籍企業内部で採用される認知段階では、知識属性の障害が存

在する。また、その後、実際に移転・融合される段階においては、組織属性の障害要因が

存在する。このことから、知識属性と組織属性の障害要因を段階的に取り除いていくこと

が、知識移転の成功には不可欠である。この視点に着目して分析フレームワークをもとに

比較検討を行っていく。 

 

(1)知識の認知段階 

海外 R&D 拠点を基点とした知識移転の場合、まず、海外子会社レベルで知識属性に関す

る障害を克服し、採用の是非を決定することが重要である。つまり、認知段階では、技術

的知識が多国籍企業内部でどの程度重要であるのか、移転は本当に可能であるのかを海外

R&D 拠点で判断することが必要になってくる。 
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T 社の日本のテクニカルセンターでは、日本人マネージャーを中心とした技術会議におい

て、米国本社の技術能力の低下に、どのように対応していくべきか協議していた。日本の

テクニカルセンターでは、設立初期に本社から移転された技術的知識を応用して、独自に

技術能力を構築してきた。また、コネクターの基盤技術となる技術的体系は以前と比べて

それ程変化しておらず、現地企業との技術的相互依存関係のもとで蓄積したネットワーク

ベース知識とは異なり、企業内部で蓄積した知識であったために、グループ内部での知識

採用においては比較的障害はなかったといえる。 
認知段階での知識属性の障害要因を克服するには、移転元である子会社だけで障害要因

を克服するだけではなく、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・認識することも重要である。 
T 社の日本の R&D センターでも、日本人マネージャーが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、国際的な技術会議に臨むことになった。すなわち、

本国本社の技術能力を強化するためには、日本が自社内部で蓄積した組織能力を本社テク

ニカルセンターへ移転することが必要であると本社幹部に主張した。本社幹部は、良好な

話し合いのもとで、その意見に同意し、特に知識属性に伴う障害は少なかったといえる。

このことは、日本のテクニカルセンターの技術的知識が、本社の R&D 部門の技術的知識と

共通する特性が依然として多く、能力強化には、日本のコネクター技術の移転が必要であ

ると本社が認識したからである。このように、T 社の企業内部の知識には、目立った障害も

なく、両国間でスムーズに知識の採用が決定したのである。 
M 社の日本の R&D センターでは、子会社レベルでの検討はなく、ドイツ本社の一方向

的な意向で、日本の R&D センターを基点とした知識採用の検討を行うためのグローバル

R&D ミーティングを行っていた。M 社の日本の R&D センターは、ドイツ本社が主導した

グローバルレベルでの技術統合の確立を協議するための国際技術会議・製品開発チームの

会議にのぞんだ。本社は、日本の R&D センターとの技術的相互依存関係によるシナジー効

果により、M 社全体の技術的基盤が強化されると考えていた。しかし、同会議では、双方

の技術的知識は簡単に統合できるものではないことが明らかになった。 
すなわち、日本の R&D センターでは、顧客の各自動車メーカーとの間で、それぞれの企

業特有のネットワークベース知識を構築してきていることから、知識属性の粘着性は極端

に高くなる。また、エンジンに直接関係している吸気系関係の部品は、現地の環境や道路

事情、各種規制などローカル特性が も強い部分であり、グローバルに統合できるのは小

さい箇所からになってしまう。このことから、日本の R&D センターのネットワークベース

知識は、現地市場でのみ有効であり、移転が困難であるとの決断が両国の間でくだされた。

また、知識属性による移転困難性は一番大きな要因であるが、ドイツ本社のエンジニアの

プライドが高く、もし知識属性の障害が回避されても、組織属性の障害を回避することは

非常に困難であったのかもしれない。 
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（2）知識の移転・融合段階 

子会社－本社間での知識採用の決定後、具体的な移転・融合活動に入っていく。しかし、

M 社は、知識移転の認知段階における障害要因を克服することができなかった。そのため、

実際の移転・融合段階には到達していなかった。そのため、以下では T 社の事例分析を行

う。 
海外 R&D 拠点を基点とした知識移転の移転・融合段階では、まず、海外子会社レベルで

組織属性の障害を克服するような具体的な移転計画を立案することが重要である。本国本

社や他国子会社が安易に海外 R&D 拠点の技術的知識の移転計画を立案しようとしても、現

地知識に不案内であったり、知識特性にあった適切な移転方法が分からないために、失敗

する可能性が高い。特に、移転・融合段階では、移転先の NIH 症候群や吸収能力といった

組織属性の障害要因を取り除くような移転計画を海外 R&D 拠点が自ら立案していくこと

が重要になってくる。 
T 社の日本の R&D センターでは、日本のエンジニアの移転能力や、本社のエンジニアの

吸収能力を考慮した移転方法を立案していた。まず、米国市場の特性を考慮した技術的知

識の移転が不可欠であるために、日本で双方の知識を学習・共有するよりも、本社で学習

することを決定した。また、本社のエンジニアの技術能力が低下していることもあり、自

社のコネクターの技術的知識の強みを熟知している日本人マネージャーが、内部知識の移

転を行うという計画が立案されたのである。 
組織属性の障害要因を取り除くような移転計画を海外 R&D 拠点が自ら立案した後、実際

に両者間での移転活動に入っていく。移転計画に沿って、両者間で双方の技術的知識を共

有・学習しあう事で、組織属性の粘着性を取り除いていくことが重要である。 
T 社の日本のテクニカルセンターにおいては、組織属性の障害要因を低減するために、ア

メリカ人エンジニアへの技術指導を通じて内部知識の移転を行っていた。内部知識は、そ

もそも本国本社のコネクター技術の土台として、日本で改善・改良されてきた技術的知識

であり、本社の技術ベース（製品技術・生産技術）を強化する特性を持つ事は明らかであ

る。しかし、日本の内部知識が、本社では全く無知でないのにもかかわらず、事前の情報

共有を行っているのは、それは日本の技術文化や技術的慣習、技術的思想が内部知識に埋

め込まれているためで、本国本社の技術能力を確実に向上させるためには、双方で日本の

内部知識を改めて理解して本社に適合させる必要性があったからと考えられる。その後、

日本人マネージャーと本社エンジニアは、現場での実地活動や研究活動を通して、信頼関

係を築き上げることで、日本の製品技術や生産技術、組織能力等の日本のテクニカルセン

ターの内部知識を吸収していった。つまり、日本人マネージャーのモノづくりの能力、コ

ネクターの技術的知識の移転によって製品・生産部門のエンジニアの質は向上し、本国本

社の技術能力は強化されるようになったのである。その結果、T 社製品のグローバル市場シ

ェアのポジションは揺るぎないものとなっているのである。 
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4-3. 事例分析の結果 
事例分析の結果をまとめると以下のようになる。 
T 社の日本のテクニカルセンターは、設立当初の技術移転期は、本社に知識を依存してお

り、また、ユーザー企業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。また、その後、子会社イニシアティブにより現地市場向けの開発拠点へと進化する

が、自社内部で独自の経営資源や能力を構築することに集中し、現地企業との技術的相互

依存関係はほとんどなかった。その後、子会社イニシアティブにより世界市場向けの製品

開発期へと進化し、自社内部の技術的知識を、子会社イニシアティブ、本社との技術的相

互依存関係のもとで移転していった。 
一方、M 社は、既存企業の買収により日本の R&D センターを設立しているために、技

術移転期の段階が存在しない。そのため、買収後、現地市場向け製品開発拠点として本社

から役割を与えられ、既存顧客との技術的相互依存関係を維持し、独自の能力構築に努め

ていた。また、世界市場向けの製品開発拠点への役割進化も、本社からの一方向的な付与

であり、子会社イニシアティブは影響していなかった。本社への知識移転は、日本の顧客

企業との関係特殊的要素が強いネットワークベース知識が影響しており、技術統合は上手

くいっておらず、認知段階で移転は滞っているといえる。このように M 社の日本の R&D
センターは、現地市場向けの製品開発期は、取引先企業との技術的相互依存関係を維持し

たおかげで独自の経営資源を蓄積するのに寄与した。しかし、その影響で、知識の逆移転・

共有は上手くいっておらず、移転を模索している段階といえる。 
 

５、まとめと今後の課題 

 

後に、まとめと今後の課題について触れることにする。事例分析の結果から理解でき

ることは、以下の 3 点である。 

第 1 に、海外 R&D 拠点の役割進化には、現地企業との技術的相互依存関係に基づく開発

能力の構築だけではなく、拠点内部単独での開発能力の構築も依然として有効である。今

日、企業が成長していく上で、外部企業との戦略的提携は必要不可欠な要因になってきて

はいるが、企業内部で経営資源・能力を蓄積することも、役割進化に影響を与えるのであ

る。 
第 2 に、海外 R&D 拠点の役割進化には、独自能力を背景とした海外子会社の戦略的イニ

シアティブだけではなく、本国本社からの一方向的な役割付与も依然として有効である。T
社の事例では、自社内部で独自能力の構築を図り、その能力を背景とした海外子会社の戦

略的イニシアティブが進化のキー要因となっていた。一方、M 社は、子会社イニシアティ

ブではなく、本社からの一方向的な責任付与が進化の要因になっていた。このように、各

社における役割進化の成功要因は、一律ではなく、多様なパターンが見られた。そして、

前稿の事例である K 社と本稿の T 社、M 社の 3 企業で唯一共通な要因は、独自の経営資源
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や能力の保持・獲得である。つまり、海外 R&D 拠点は独自能力を軸として、多様な方法か

ら役割進化を果たすことができるのである。また、役割進化パターンに関する多様なアプ

ローチが散見されるのは、Birkinshaw & Hood(1998)の分析枠組みと共通するものである。 
第 3 に、内部知識よりもネットワークベース知識の移転は一層困難であり、グローバル

拠点間でのネットワークベース知識移転の成功には海外子会社イニシアティブが有効であ

る。M 社の事例分析からも明らかなように、本社からの一方向的な役割付与は、確かに海

外 R&D 拠点の役割進化の段階までは、有効な手法である一方で、知識移転の段階では、上

手く移転が進展しない等、むしろ逆効果になる。 終的な目的が、グローバル拠点間での

知識移転にあるならば、K 社や T 社のように現地人マネージャーの存在は必要不可欠なの

である。 
今日のグローバル経営では、研究開発、製造、販売といった各機能を立地優位性のある

国・地域に国際的に分散配置して、それらを調整することで企業はグローバル競争優位を

構築している。そのなかで、各国の多国籍企業は、有形・無形の経営資源をグローバルレ

ベルで双方向にフローすることで、企業成長を維持している。しかしながら、海外に配置

した研究開発拠点がどのように役割進化を果たし、そこで創出されたイノベーション、技

術的知識をどのように移転・普及させていくのかの動態的プロセスはこれまで先行研究で

十分に明らかになっていなかった。前稿、島谷(2009)では、米国企業 1 社のみの事例研究

から導出した分析フレームワークだったために、提示した分析枠組みが、海外研究開発拠

点の役割進化と知識移転を実際に分析していく上での信頼性は十分ではなかったといえる。

本稿では、更に、欧米企業 2 社の事例を追加し比較検討することで、新たな要因を見出す

ことができた。前稿までの分析フレームワークは、特に企業内部や外部の経営資源や組織

能力、意思決定の権限の所在に注目した分析であったが、各業界の競争環境、その中での

戦略的ポジション、海外拠点の設立方式等を加味した分析も必要不可欠な視点であること

が分かった。また、前稿から引き続いて本稿では、分析対象として欧米企業を中心とした

事例分析を行ったが、今日のようにグローバル競争が一層激化し、国際競争力を維持・強

化させていく事が困難になる中で、これまで主に本国本社の技術能力を背景にグローバル

競争優位を構築してきた日本企業にとっても、海外子会社の技術能力を活用してグローバ

ル成長を図っていくことは、より一層重要になっていくであろう。今後は、本稿で明らか

になったこれらの要因も取り入れることで、分析フレームワークの精緻化を行い、日本企

業の事例と共に実証分析を積み重ねていきたい。 
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