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はしがき

本研究は､アジアの日系企業と現地企業における組織文化の比較研究を通じて､

｢アジア的経営｣というものの成立可能性を探るところに焦点がある0

アジア経済において､日本企業の存在感はきわめて高く､日本企業が行う技術移

転や戦略的意思決定によってアジア各国の経済パフォーマンスが大きく左右される

時代になっている｡とくに､東南アジア地域では､日系企業､日本人の数があまり

にも多いため､現地経営に際しても慎重な対応が求められるようになった｡しかし､
慎重な対応が必要なのは日本企業に限ったことではない｡この地域には韓国系､台

湾系､香港系､シンガポール系企業の進出も急激に増えてきており､一部ではこれ

'らN旺S系企業による未熟な国際経営が現地の従業員や地域住民の反発を買うケー

スもある｡

同時に､産業や技術分野によっては､日系企業､ N旺S系企業､地元企業との間

に競争力の均等化傾向もあり､現地の日系企業としては､新技術の移転や組織文化

の活性化を通じて新しい競争優位を構築しなければならない状況にある｡

本研究では､日系企業が現地経営を軌道に乗せる上で直面する諸問題にはどうい

うものがあるのか､日本的経営システムは現地-の移転に問題がないのか､という

点に焦点を絞り､現地の日本人および現地雇用管理職に対して実施したヒアリング

調査に基づき､ここにその結果の一部を紹介する.

プロジェクトの進行期間過程で､空前絶後の通貨危機が韓国を襲い､韓国企業と

の比較研究を行うという当初の計画は多少修正されざるを得なかった｡暫定的な結

論ではあるが,香港､シンガポール,マレーシアの場合は,かつてイギリスの植民

地にあったとという歴史的な背景も影響し､人事システム､会社に対する従業員の

考え方､組織文化などが欧米に近いようで､当然日系企業にも日本国内とは異なる

シ不テムが随所に見られるo韓国では､従来､終身雇用制を基本とした最も日本式

に近似したシステムを用いていたが､ IMF体制による構造調整のなかで､昨今では

年俸制の導入､抜擢人事､外部労働市場の重視などに表される欧米システム導入-

の傾斜が目立っ｡ただし､欧米システムになってしまうのかという点については即

断を避けるべきであり､その行方は明確ではない｡韓国の例にもれず､世界の企業

の経営システム全体が､経済危機の影響によりどのように変化していくのかという

今後の方向性については､いま少し時間をかけて眺めてみる必要があるものと考え

られる｡
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第1章 アジアにおける日本型システムと国際移転に関する研究

曹斗埜

(名古屋大学大学院国際開発研究科)

揮木聖子

(滋賀大学経済学部)

Ⅰ.はじめに

本研究は､アジアにおける日系企業と現地企業との経営システムの比較を通

じて､日本型経営システムの普遍性や特殊性を解明するところに主眼点が置か

れているo海外の日系企業を訪問調査すると､日本人の考え方や経営方式に違

和感を抱く現地人スタッフが少なくなく､現地の日本人からも､ ｢日本の常識

は海外では非常識である｣という意見を度々耳にする｡こうした意見は､日本

的経営の海外-の適用可能性､すなわち普遍性には｢疑問あり｣ということを

示すものである｡

他方､アジアの日系企業の経営成果は極めて高い｡品質水準や生産性に満足

する日本人経営者も多く､ほとんどの子会社は黒字経営である｡この点は日本

的経営がそれなりに現地子会社において機能していることを示唆する｡すなわ

ち､移転可能性に｢問題なし｣ということである｡

そうなると､上記の意見の食い違いはどこに起因するのだろうか｡前者につ

いてどういうところが問題なのかを詰め寄ると､印象論や文化の違いを取り上

げる意見が多いoまた後者の場合では､品質管理や生産管理という具体的な経

営手法の適用可能性を強調する｡日本的経営の原理のレベルでは違和感がある

が､具体的な手法は十分実践できるものという解釈になるのか｡この点をケー

ス研究を通じて検証してみるのが本研究の狙いである｡ケース研究に入る前に､

日本的経営･日本的生産システムの国際移転可能性という課題は研究史のうえ

でどういう位置づけにあるのかを簡単に振り返ってみよう.

1 980年代以降､日本製晶の高い国際競争力の背後には､独自の経営方式､

生産システムが存在していることが認識され､日本企業の国際化とともに､日

本的生産システムの国際移転に可能性に関する関心が理論と実践の両面から急

浮上した.しかし､ ｢日本的生産システム｣の国際移転可能性がホットなテー

マとして活発に議論されたにもかかわらず､その前提になるべき｢日本的生産

システム｣の本質や構成要素に関して､これだと言える体系化されたモデルは

今のところ存在しない｡

本節では｢日本的生産システム｣をもっとも包括的に捉えている安保他(1991)､

板垣編(1996)を参考に､筆者なりの概念定義を行った後､それに合わせてケー

ス研究を整理し､日本とアジアとの比較を試みる｡その後で｢日本的生産シス

テム｣の国際移転に関する研究が多国籍企業研究の流れの中でどういう位置を
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占めるのかを簡単に示したい｡

Ⅱ.多国籍企業研究のうえでの｢日本的生産システム｣の国際移転論

1.海外直接投資論

現地子会社の｢支配｣ (Control)を目的とする直接投資は､投資動機や進出

形態の面で､証券投資や技術提携契約とは明確に異なるものであるという点を

最初に認識したのは､ Hymer(1960)であるo 彼は､海外での事業活動は地元

企業に比べていろいろな面で不利な立場にあるので､この不利を克服できる優

位(競争力)を本国本社が有することが直接投資の基本前提にあると主張したo

そして､ 1 950年代､海外で事業活動を展開するアメリカ企業のほとんどが

寡占産業に属しているという事実に注目し､寡占産業が持つ何らかの産業特性

が海外直接投資の引き金になるという(寡占的)差別的優位仮説を提唱した(岡

本1987)｡寡占産業に属する企業は､差別的な優位に基づいて､それを活用す

る目的や､あるいは他の企業との競争を排除する目的で､海外直接投資を実施

するのである.こうした優位はライセンシングの形で海外の企業に売買するこ

とも理論上は可能であるが､その価値を正当に評価してくれる市場が存在しな

い､あるいは､たとえ市場が存在していても実効性のある契約を結ぶのが容易

ではない､さらには優位そのものが模倣されやすいという条件が揃うと､その

可能性は退けられる｡すなわち､寡占企業は技術提携やライセンシング契約を

選択せず､優位を内部化する形で海外直接投資を選択するのである｡ 地元企

業を凌駕する競争優位が存在し､それを企業内部で活用する目的で海外直接投

資が行われるという Hymerの命題は､理論的な説得力と経験的な納得性を備

えたものであったため､この分野の研究を大いに刺激した.内部化理論

(RⅦgman 1981)､プロダクト･サイクル理論(Vernon 1966)､折衷理論

(Dunning 1988)､寡占反応仮説(Knickerbocker 1973)､産業技術サイクル理

袷(Magee 1977)などの海外直接投資に関する重要研究は,基本的に寡占産業

を対象に､差別的な優位の存在(所有優位)とその内部活用(内部化優位)を

中心に,多国籍企業の形成と発展を論じている点で､基本的にはHymer仮説

の延長線上にある｡

この流れを汲む一連の研究は､海外直接投資論の理論的な枠組みを明確にし､

方法論の精練化には大きく寄与したが､海外直接投資を理解するためには企業

や産業の競争優位を認識する必要があるという主張に止まり､それが具体的に

どういうものか､そしてその優位の海外-の移転プロセスにはどういう問題が

あるのかに関する具体的な関心は全く欠如しているという限界がある｡競争優

位を提示する場合でも､地元企業に対して活動条件が不利なはずの多国籍企業

が､現地で事業活動を継続しているという現状をみて､特許､ブランド･イメ



-ジ､技術などの一般的な優位･(Generic Advantage)を帰納的に列挙してい

るに過ぎない｡海外直接投資､そしてその帰結としての多国籍企業を産業寡占

化の一つの派生物としてしか認識しないこのアプローチに､企業固有の競争優

位や技術移転問題-の関心を期待するのは､そもそも畑の違う批判であるかも

知れない｡

こうした寡占優位を経営資源という言葉で置き換え､寡占産業(従って､大

企業).を前提にしなくても､豊富な経営資源を持つ企業ならば海外直接投資は

可能であるという点を明確にした注目すべき研究(小宮1975,洞口1992)は

あるo この修正は一見些細なもののように思われるかも知れないが､海外直接

投資論のうえでは重要な意味を持つo 理論の拡張によって､海外直接投資を行

う個別企業の競争優位に研究者の関心が高まり､さらには寡占化されていない

産業や中小･中堅企業による海外直接投資を本格的に研究する理論上の土台が

提供されたからである｡特に､海外直接投資の件数の面で圧倒的な多数を中小･

中堅企業の占める日本企業の国際化を分析するのに､この経営資源アプローチ

の有効性は大きい｡しかし､そこに取り上げられている｢経営資源｣の内容も､

やはり企業の一般的な競争優位を総花的に列挙しているにすぎず､優位の海外

子会社-の移転問題に関しても､すべての経営資源は何ら抵抗を受けることな

しに海外子会社にそのまま移転可能なものと暗黙的に考えられている点では,

従来の産業組織論の限界をそのまま引きずっている｡

これらの研究が､具体的な経営資源の内容や移転問題に立ち入らなかったの

は､研究者のほとんどが経済学看であったこと､そして研究の主眼点が産業レ

ベルでの海外直接投資の決定要因の分析にあったことに起因するものと考えら

れる｡

海外直接投資論の研究目的が､輸出､ライセンシング､海外直接投資という

三つの選択肢のなかで､海外進出の手段として直接投資が選択される理由はど

こにあるかという決定要因の分析にあったとしても､理論化を急いだあまり､

多国籍企業の実態と経営資源の移転問題を蔑ろにしてきた点はやはり問題点と

して指摘しなければならない｡次節で述べる経営学的アプローチは多国籍企業

の優位と組織の問題を正面から取り扱うものである｡

2.グローバル競争論

Porter(1986)､ポーター(1988)に代表されるこの分野の研究者は､企業間競

争がグローバル化する環境変化に着目して､ここで優勢な競争上の地位を確保

するためには､どういう組織構造と競争行動をとるのが望ましいかについて関

心が強いo 海外直接投資が既存優位の活用に関心があったとすれば､グローバ

ル競争論はそれに加えて進出後の新たな優位の創出により大きな関心を示して
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いると言える｡

グローバル競争とは､ある国での競争上の地位が他国での競争地位によって

影響される現象を指すもので､ここでは複数の地域に子会社を持つ多国籍企業

が当然有利な競争を展開できる｡この場合､多国籍企業の戦略上の課題は､国

レベルの適応能力(National Adaptiveness)とグローバルレベルでの事業統

合能力(Global･Integration)をバランスさせることであるoすなわち､各国

に分散されている現地子会社が､.現地社会の一員として機能できるように適応

瀧力を高める一方､一つのグループとして競争力を発挿できるように､さまざ

まな活動を統合しなければならない｡この場合､統合対象として原材料や中間

'財､最終製品といった｢目に見える｣資源も重要であるが､それよりは多様な

地域､人種､文化が発散するエネルギー､創造性など｢目に見えない｣資源を

結集して､新しい製品やサービス-と変換できる組織能力の方がより重要であ

ろうo

ただし､問題は国レベルの適応能力(National Adaptiveness)とグローバ

ル･レベルでの事業統合能力(Global lntegration)は互いに括抗する性質が

あって､それをバランスさせることは決して容易でないということである｡例

えば､現地ニーズを的確に捉えるためには研究所の分散配置が望ましいが､こ

れには重複投資による無駄や調整コストが高くつく｡その反対に研究所をある

-カ所に集中すると､コスト的にはメリットがあるかも知れないが､現地のニ

ーズを取り入れた研究開発は進めにくい｡この点は経営システムにも言えそう

である｡

郷に入らば郷に従えという諺に倣って､人事労務管理や品質管理､生産管理､

資材管理などの経営システムはある程度現地化する必要はあろうが､それを極

端に進めると､多国籍企業としての統合優位は発揮できなくなる｡極端な分散

化は組織のバベル塔化を招き､如何なる調整仕組みも無力化されるo

反対に本社の経営システムを強要したり､共通システム化を図ったりすると､

現地の文化や考え方との間に不協和音が生じるかもしれない｡とにかく､現実

の多国籍企業は両者を同時に達成するために多角的な努力を傾注しているが､

満足すべき成果を上げている企業はごく限られているo この間題-の対応は､

組織構造の変革だけでは不充分で､意思決定のプロセスや経営マインドのグロ

ーバル化が先行すべきであるというのが専門家の一般的な見解である

(prahalad=Doz 1987, Stopford=Wells 1972, Bartlett=Ghoshal 1989)｡

総合的にこのアプローチは多国籍企業が積極的に展開する資源の配置と活動

の調整･統合プロセスが競争のグローバル化を促進し､これによって国家間の

相互依存関係が深化していく現代の国際経済関係を理解する枠組みを提供して

くれる点は評価できる｡多国籍企業の戦略的な意図が､個々の現地子会社を越
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えた多国籍ネットワーク全体の効率､感受性にあり､それを極大化する方向に

企業内技術移転や経営資源の分散配置､統合が行われるものであれば､個々の

現地子会社の経営者は言うまでもなく､多国籍企業の誘敦を通じて技術形成を

図ろうとする国々も､グローバルな観点に立って技術移転･技術形成の問題を

考えなくてはならない｡

ただし､こうしたアプローチは多国籍企業の競争優位や経済的効率性のみを

重視.していて､あたかも本国本社の戦略や組織化原理が何ら抵抗を受けること

キく現地子会社に適用､浸透できるものと想定する点で限界があるo ナショナ

リズムや異文化摩擦といった受入側の論理が全く欠落しているのである｡その

意味では､前節の海外直接投資論と共通する問題点を抱えていると言える｡例

えば､ Porter(1986)は,多国籍企業全体の生産効率を高めるためには現地工場

の閉鎖､子会社の差別的な管理などの必要性を提唱するが､これは多国籍企業

の技術合理性だけを重視した見方であると考えられる｡グループ全体の合理性

追求は競争上不可欠であるが､それだけが優先されると､現地側の反発によっ

てグループ全体の競争優位が返って低下する恐れもある｡

曹(1994)では､米系多国籍企業の存在感が近年著しく薄くなってきた原因の

一部を進出と撤退を繰り返す行動パターンに求め,それが長期的な競争力の構

築､維持には如何に有害であるのかを主張したo 現地-の配慮という課題は､

多国籍企業の経営及び現地子会社-の技術移転を考えるうえできわめて重要な

側面であるにもかかわらず､グローバル競争論ではまともに取り扱われていな

いo

多国籍企業の競争優位は現地側の社会経済的な要因によって大きな制約を受

ける場合が多い｡そのなかでも､特に問題になるのが､現地には固有の経営方

式や考え方が存在していて､たとえ企業内部であっても､本国本社の競争優位

を支える組織化原理がそのまま適用されるとは限らないことである｡日本企業

の高い生産性の源泉として指摘される日本的な組織化原理が､アメリカの現地

工場にはそれほど実施されておらず､その結果､日本の親工場との間に品質水

準や生産性の面で格差が依然として残っているという指摘は､その代表的な例

である｡

最近の新制度派理論(Westney 1990, 1993. Kogut,et al. 1993)は､仕事を

組織化する原理は国によって異なっているという点を基本的な前提に置き､企

業の国際化とは､本国本社の組織化原理を一方的に他国に移転する過程ではな

く､異なる組織化原理同士の｢同化｣ (相互干渉)過程の一環として認識する

必要があると主張しているo 次に取り上げる｢日本的生産システム｣の国際移

転問題は､このアプローチと基本的な認識を共にしている｡ここでは組織化原

理における日本の革新と現地システムとの干渉､衝突､調和が問われる｡
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3. ｢日本的生産システム論｣

近年大きな進歩を遂げている｢日本的経営｣や｢日本的生産システム｣の国

際移転論は多国籍企業論にも大きなインパクトを与えている｡既述したように､

従来の海外直接投資論や多国籍企業論が多国籍企業のなかで行われる経営シス

テム､生産システムの国際移転問題を等閑視してきたために,本国本社と現地

子会社-の訪問調査を通じて移転可能性を検証していくこの分野のアプローチ

はヾ学界では新鮮な衝撃として受け止められている｡生産･経営方式､より抽

:象的な概念を用いるならば､
｢組織化原理｣における国家間の差異が近年に入

って発生したことではないことを勘案すれば､この分野の研究が比較的最近に

なって注目されるようになったのは不思議なことであるo その理由の一つは､

多国籍企業の研究者が生産現場や生産組織の問題に比較的無関心であったとい

う事情もあるだろうが､より根本的には､欧米流の高度に標準化された技術な

いし組織化原理は､現地子会社で大きな抵抗を受けずに受け入れられたという

側面も関係していると考えられる｡

多国籍企業といえば､アメリカ企業という時代が長く続くなかで､現地経営

の失敗を喫したアメリカ企業も多かったはずだが､その理由を異質性のマネジ

メントの失敗として認識する経営者は少なかったo組織化原理の違いに起因す

る葛藤や摩擦を深刻に受け止める雰囲気ではなかったのであるo これには欧米

システムの普遍性に対する根強い信念が働いている｡新古典派の知的伝統､方

法論を受け継いだ多国籍企業の研究者は､アメリカ的経営･生産方式を｢ベス

ト･プラクティス｣と見なして､これに対立する現地方式は非効率で時代錯誤

的なもの､したがって経営の近代化が進められれば,いずれは消滅し,アメリ

カ式に収赦していくものと考え､組織化原理の国別差異にはあまり注目しなか

った｡

しかし､日本企業の競争優位が｢新製品｣や｢ブランドイメージ｣
｢マーケ

テイング･ノウハウ｣といった寡占的優位ではなく､ ｢生産管理技術｣という

製造現場の組織的側面にあることが認識されるようになって､組織化原理の国

家間の違いや移転可能性の問題が理論と実践の両面から急浮上してきたo標準

化の程度が低く､マニュアル化があまり進展していない日本企業の技術優位を､

日本とは諸条件が異なる現地に果たして移転できるか､一つのシステムとして

競争優位をもたらす経営資源のなかから一部の要素だけを取り出して現地に移

転､適用しても根付くだろうか､移転をスムーズかつスピーディに行う方法は

あるのか､もし移転のプロセスがうまくいかないのであれば､その理由はどこ

にあるのかといった問題に関する関心が80年代の後半から急速に固まり､今

までに膨大な研究成果が日本内外で蓄積されたo このアプローチの問題関心と

生産現場を丹念に訪問､観察するという調査方法論は,従来のアプローチには
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ない斬新さがあり､研究の成果から, ｢技術｣というものはそれほどの普遍性

はなく､生まれる環境による影響､すなわち強い属性依存性(traitdependency)

を持っていることが浮き彫りになったo

このアプローチの背景と意義に関して,安保(1991,9p)はヨシノ(1977)を

評価しながら次のように解説しているo

｢ヨシノは､日本的経営の強みを均質性､集団志向など､日本社会の特異性

と関連づけて理解し､そこからこの経営システムが国境を越えて異質の環境に

持ち込まれる時の困難性､問題性を強調したo この日本社会の文化的な特性と

からめてその経営システムの国際移転可能性を問題にする視点は､日本型多国

籍企業論における核心ともいうべきものであり､その意味でヨシノの研究はこ

の分野における里程標と呼んでもよいだろう｣

日本企業の生産システムのなかで､どういう側面に日本独特の文化が投影さ

れているのか､そしてその文化依存性が海外移転可能性をどの程度左右してい

るのかは今のところはっきりしない｡ ｢日本の常識は海外の非常識である｣と

いう意見がある反面､日本的生産システムが見事に機能している海外工場も多

いからであるo しかし､ -つ明らかなことは､ ｢技術｣､なかでも生産管理技術

の本質を成す｢組織化原理｣が､国ごとに異なる方向性､現れ方を示すという

点である｡もちろん､同一国家のなかでも産業の性格や企業の戦略的判断など

により､組織化の態様は一様ではないが､国ごとの差異ほど大きくはないとい

う点は広く指摘されている(Dosi=Kogut 1993, Jurgens 1993,藤本･テッド

1993)o この点は､国境を越えた企業間の｢ベスト･プラクティス｣の学習が､

国内企業間･産業間よりは困難であることを示唆している｡

しかし､このアプローチは現在のところ発展途上にあり､完成度の高い理論

が備えるべき体系性､論理性､概念の操作可能性においてはまだ十分ではない｡

その最大の理由は､ ｢何が日本的なのか｣という議論の出発点が唆味であると

いう点にあるo アメリカ的組織化原理の代名詞であったテイラリズムやフォー

ディズムは､当時の先行モデルであったイギリス方式とは明確に区別できる新

しい組織化原理として､アメリカ国内ではもちろんのこと､ヨーロッパ､ソビ

エト､日本まで波及し､経済的繁栄と生活様式の変化をもたらした｡波及を支

えたのはアメリカ企業の強い国際競争力であり､それに吸引されてアメリカ的

組織化原理は時代の｢ベスト･プラクティス｣として模倣の的になったのであ

るo

｢日本的生産システム｣は､アメリカのシステムとは本質的に異なるもので

あるという評価を受けながら日本企業の強い輸出競争力を支えてきたが,その

全体像は依然として唆味なままである｡現場組織の柔軟性､改善活動､円滑な

組織横断的なコミュニケーション､イノベーションを刺激する組織間関係など､
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サブ･システムの効率性を示す証拠は豊富だが､システムの全体の構造と機能

パターンを欧米システムとの比較において体系的に捉えた研究はほとんどない｡

したがって､日本企業が誇る生産性と品質面での優位に対して日本独特の組織

化原理がどの程度貢献したのかを特定化できない｡バブルの崩壊後､マスコミ

などではアメリカシステム-のシステム転換を促す論調が主流になっているが､

少なくとも物づくりの分野において､日本的システムが有効性を失ったことを

示す決定的な証拠はないし､実際､企業の輸出競争力も衰えを示してはいない｡

:r日本的生産システム｣の研究が､引き続き意味を持つと思われるのはこのた

めであるo

ここで注目すべき事実は､ ｢アメリカ的組織化原理｣が生まれ､戦後になっ

て世界中に波及してきた背景には､ほぼあらゆる産業分野において圧倒的な競

争優位を構築してきた米国企業が､海外進出を積極的に行い多国籍企業イヒして

きたという歴史的な事実があると言うことである｡アメリカ企業の強さを突き

つけられた現地企業や現地政府､また研究者は､その秘密がどこにあるのかを

真剣に検討することになるが,これに歩調を合わせる形で｢アメリカ的組織化

原理｣の体系化も進行した｡

このように考えると､今後日本企業の国際化がさらに進展し､現地子会社の

競争優位が本格的なものになれば､日本的組織化原理に対する関心が海外でも

高まり､両者の建設的な対話､議論を重ねているうちに体系化が進むものと考

えられる｡その中で,移転可能な要素とそうではないない要素の識別や文化依

存性も明らかになっていくであろう｡反対に､現地経営の失敗が相次ぎ､技術

移転がうまく進展しなかったりすると､ ｢日本的生産システム｣は普遍性がな

いもの､すなわち日本という特殊な文化による国内だけに通用するローカルシ

ステムに過ぎないというレッテルが貼られてしまうことも懸念される0

どういう方向に進むのか､今のところその判断は難しい｡最近のアジアの経

済危機に際して､アジア子会社に対して技術移転のスピードを落としたり､人

材育成のスケジュールを見直すという消極的な動きが気になるo いずれにして

も､欧米システムや現地システムとは明確に区別できる日本的要素を発見し､

それが持つ経営上の意味や移転可能性を明確にしなければ､日本的経営論や日

本的生産システム論は一つの学問分野として完成したものにはならないo そし

て､経営実践の面では､子会社に移転される日本的生産システムには､当該子

会社の競争優位-の寄与はもちろん､現地の従業員や現地社会の満足度､福祉

の向上もが要求される｡

次節で取り上げる｢適用度評価モデル｣は､日本的生産システムを構成する

要素と考えられる項目を網羅して,それを欧米システムとの比較において提示

している点がまず注目される｡特に､海外の日系工場を観察し､日本的要素が
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どの程度実施されているのか､あるいは実施されていないのかを確認するとき､

大きな参考になる｡

Ⅲ. ｢適用度評価モデル｣

1.モデルの構造

<表1>は安保他(1991:33･35P)の｢評価モデル基準表｣に基づいて､生

産シヌテムの日米間の差異が明確に比較できるように再整理したものであるo

ぞの内容を簡単に説明すると以下の通りである｡

まず作業組織は五つの項目によって構成される｡アメリカ方式はきめ細かく

痩定されている多数(50種類以上)職務(ジョブ)を前提に､各々の労働者

は職務固定的であり､各自が受け持つ職務に応じて定額の賃金(時間給)が支

払われるた吟に､職務間の移動は柔軟ではない｡この職務固定性は､ジ占ブの

保護を最優先課題とする労働組合によって一層強化されるo 他方の日本の場合

は､まず職務区分の数がきわめて少ない(2種類以下)｡そして､職務間の移

動が比較的柔軟であるために､計画的な配置転換による多能工の育成が可能で

ある｡柔軟な配置替えが可能なのは､貸金が職務に直接連動していないためで

ある｡そして､昇進の面でも､アメリカでは生産職労働者が職長や係長という

現場監督層まで昇進するのはきわめて珍しいことだが､日本ではもちろん全員

が昇進するわけではないが､現場監督層は全員現場上がりであるし､課長以上

の管理職まで昇進できる可能性は制度的には保証されている｡現場の労働者に

は人事考課を実施しないアメリカシステムとは違い､日本では直属の上司によ

る人事考課が生産職労働者までを対象にしているo また､外部からの採用者が

多く､現場の労務管理(欠員対策)だけを受け持つアメリカの職長(フォアマ

ン)と比べて､日本の職長は現場上がりとしての豊富な経験と知識をベースに,

労務管理だけでなく､作業チームの実質的なリーダーとして品質管理､作業標

準の作成､新人指導など幅広い管理能力を発揮するo 場合によっては､職場の

最古参として家族的な雰囲気を演出する役割までもが期待される｡

このように､生産現場組織にみられる日米間の差異は､簡単に解消できる性

質のものではないことがわかる｡それぞれの制度は一気に出来上がったもので

はなく､制度のなかにはその起源が産業化以前の社会構造にまで遡るものもあ

るし､比較的近代に始まった制度も､異なる労使関係や教育制度､社会的な関

係と整合性を保ちながら歴史的に進化してきた経緯があり､急激に変えたり止

めてしまうのは容易ではない｡さらに､各々の項目は個別的に意味を持っので

はなく､他の項目との有機的な結びつきがあって始めて効果を上げる､すなわ

ち､一つのシステムとして機能するものなので､一部だけを変えたり移転する

のでは意味がない｡要するに､生産システムとはいくつかのサブ･システムが
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個別的に機能するのではなく､相互規定性を持ちながら､上部の経営システム､

さらには産業構造､文化的･制度的環境とのリンケージのなかで機能している

ということである｡こうしたシステム性を分析するうえで､多くの調査項目を

網羅した同モデルは大きな参考になるo

ただし､調査対象は､産業化の歴史が長く独自の生産システムを持つアメリ

カではなく,韓国､シンガポール､マレーシアのように､産業化の歴史がまだ

浅い国に進出した日系企業である｡したがって､欧米-の進出ケースに比べる

:と､日本式の現地適用を妨げる要因は少ないと考えられるo しかし､以下でも

みるように､それぞれ国の生い立ちや文化が違うため､日本式､日本的な考え

方とは両立し得ない要素が数多く存在しているo 調査項目の整理に際しては､

現地の日本人が日本とは違うと認識している点を重点的に取り上げた｡ただし､

この違いが直ちに現地経営の問題点や失敗につながっているわけではない｡あ

る意味では､現地の日本人は日本的生産システムの伝道師ではなく､違いを反

映した新たな制度を作り上げ､ハイブリッド経営に成功しているといえるo

Ⅳ.ケース研究

1.日韓の合弁企業A社

1)事業の概要

同社は1985年に設立された日韓折半出資の合弁会社である｡両パートナー

はともに日本と韓国を代表する大手企業であり､製品と生産技術は日本サイド

が提供し､販売は韓国サイドが担当する｡主要生産品目は複写機､トナー､プ

リンターであり従業員は1, 100名ほどである｡複写機の心臓部に当たるドラ

ムは韓国では生産せず､日本から輸入して､カートリッジ装着を韓国で行うと

いう形で工程間分業を行っている｡社長は韓国人で､日本人は副社長の地位に

あり､生産現場と日本との技術交流を管轄している｡ A社の経営実演は､きわ

めて良好で､利益率の面では海外拠点のなかでは1位､ 2位を争っている｡し

かし､日本-の配当は払わず､安定した生産体制を作るために､再投資に回す

方を優先している｡

2)経営目的

日本と特に違うところはない｡現地側にはシェア拡大(規模の迅速な拡大)

の要請が強く､新技術や新製品の移管を求める傾向があるが､日本側としては､

導入した製品の事業性を優先している｡すなわち､むやみに新技術や新製品を

導入するのではなく､ある程度売れる見込みがあるものを導入する｡

3)競争優位
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第一としては､輸出も行っているので市場変化に応じた新しい技術を迅速に

導入していること｡第二には､優秀なエンジニアがいて韓国の使用環境に合わ

せた製品改良が可能であること｡

4)経営の現地化に対する考え方

同社は日本側パートナーの海外拠点のなかではもっともヒトの現地化が進展

している｡ 1,100名の従業員のなかで日本人はわずか3名にすぎない｡そして､

モ･ノの現地化も進んでいる｡同社は海外進出に際して現地の外注加工メーカー

や部品メーカーを利用することを心がける｢共生｣という経営哲学を打ち立て､

その実践に努めてきたが､韓国においても大きな成果を上げてきている｡

5)日韓間の経営システムの異同

①人事評価:日本の評価システムを根幹に現地の良さを加味した｡例えば,人

事考課の評価に超優秀というランクを設けたのはその一例｡日本では､このよ

うな点数ランクは存在しないし､あったとしても評価する側がまず付けない｡

しかし､韓国では超優秀という項目にもしっかりと点数を付ける｡

査定項目に関しては､日本と同様であるし､フォーマットもホワイト･ブル

ー共通である｡査定に際しては､考課を行う者は点数だけでなく､コメントを

書くことを求められる｡また､考課は複数で行って相互チェックするようにし

ている｡そのためか,査定結果に対する不満はあまりなく､労働争議につなが

ったこともない｡

韓国では年功よりは実凍,能力評価を重視しているo しかし､個人差はそれ

ほど大きくないo 現在は組織の拡大期にあり､優秀な管理者､監督者が必要な

ので能力評価が重視されているが､安定成長期に入れば､年功に能力を加味し

た日本型に近づくはずである｡

②昇進･昇格

管理者の採用は内部昇進が中心で､原則的に外部採用はしないという点では

日本と同様である｡ただし､韓国側のパートナーが財閥グループなのでグルー

プ内のローテーションはあるo

③資格制度

生産と営業ともに日本の職能資格制度に近いシステムになっている｡将来的

には社員数に比べて昇進ポストが足りないことが予測されるので､日本本社の

資格制度を導入したいと考えている｡現行の制度に日本システムをそのまま導

入しても不都合はないと考えている｡日本本社の資格等級は以下の通りである｡
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sー 専門職補2,1- 技師補2,1- 技師2,1-副参事2,1-参事2,1-取締役

主事補2,1- 主事2,1 理事

(係長) (課長代理) (課長) (部長代理) (部長)

ー常務-専務-副社長一社長一副会長-会長

昇格は,昇進試験の結果と人事評価に基づいて行われる｡ただし､日本との

違いは韓国では資格と職位をいっしょにしないと納得しないという点であるo

すなわち､資格だけあって､管理職に付けない者がプライドを保てるかどうか

が問題であるo該当者全員を課長､部長にするわけにはいかないので､職能資

格制度の導入は是非とも必要だが､この制度が根付くには時間がかかりそうで

あるo

④給与体系

日不本社の就業規則と貸金体系をそのまま適用するのは困難である｡大きな

理由は､管理職は財閥のグループ内を移動するのでここだけが別個のシステム

を持つわけにはいかないため｡日本との違いで言えば､特殊な手当が存在する

こと(経理手当など)､退職金制度の運用が違う点(例えば､日本では解雇し

た人には退職金を出さないが韓国では出すなど)などであるが､システムの基

本は大差がない｡

⑤教育訓練

韓国の三星グループには及ばないものの､社員教育には熱心であるo教育の

体系は親会社が二つあることもあって､二本立てになっている｡部課長クラス

には､ Management Training Programなど世界的にやられているものはここ

でも取り入れている｡専門の外部機関に教育委託も実施している｡日本-の派

遣は技術と営業がメインである｡ただし､これはこちらの要請によるものでい

わゆる人事教育の一環ではない｡

最初の立ち上げの際には相当の人数を派遣したo長い人は8ケ月(6名ほど

で技術吸収が目的)ほど日本に滞在したoまた､日本からも多数の人が来て指

導に当たったo人事･総務を除いたほぼすべての分野(生産管理､検査､ QA､

外注管理､経理､営業など)において日本人が派遣されたo現在までは日本か

ら韓国-の派遣が主流であったが､最近は韓国から日本-の派遣も増加してい

る｡基本的には韓国人マネジャーに日本を分かってもらいたいという趣旨だが､

日本で開かれるビジネス･ショーや新製品展示会などに通訳を付けて派遣するo

⑥生産管理

生産管理の面で日本との違いを総じて言えば､日本では組織内部で工場のパ

ワーがかなり強いが,韓国ではそれほどではないという点｡納期の達成率は日
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本並である｡遅れると罰金を科す｡製品の在庫は最低半月分を維持する｡日本

から調達する部品は日本本社のコンピュータシステムを通じて自動的に供給さ

れるので､生産管理が大変楽である｡

工程内の在庫管理の面で日本との違いは､日本は一度発注すると､次の発注

までは絶対に変更はないが(つまり営業サイドの事情には構わずに生産でき

る)が､韓国ではそれがあまり徹底していない｡だから､納期管理が営業サイ

ドにより振り回される傾向がある｡工場の組織内地位が営業より低いためであ

ろ･.rうo

⑦生産設備

機械設備の図面は基本的に日本から来る｡図面に基づいて韓国の機械メーカ

ーに製作を依頼する｡一部特殊機械は日本から購入する｡生産ライン全体のレ

イアウトは韓国でも十分可能だし､そのレベルは日本と遜色がない｡

製品設計の場合は日本のものをそのまま使用する場合と現地ニーズ-の適応

を図って現地で書く場合の二つのケースがある｡特に､韓国語使用環境に合わ

せたソフトウェアの開発は全面的に現地に任せている｡

⑧作業管理

作業標準は日本のものを基本にここで直すという形を取る｡作業標準を守る

点では日本並で全く問題はない｡同社はISO9000シリーズをクリアしている

が､作業標準の整備と遵守がしっかりしている証拠であるo ただし､最初の頃

はそうではなく､従業員が勝手なことをしてかなり困ったというo

⑨多能工化

現在､多能工化を試みている｡メインラインとユニット組立ラインを配置替

えさせながら両方のノウハウを習得させる｡これは欠勤者の対策にも役に立つ｡

課長クラスにも多面的な対応能力を身に付けてもらうために計画的な配置替え

を実施している｡しかし､その水準は日本の今のレベルとは比較にならない｡

⑩メンテナンス

日本のメンテナンスシステムを導入して定期点検を徹底的に実施しているo

稼働率の面では日本工場と大差ない｡

⑪ 品質管理

ここの品質管理の特徴は品質保証部を現場に直結させた点にある｡抜き取り

検査をして異常が見つかれば､品質保証部は生産ラインの中止を命令できる｡

生産現場と品質保証部を一体化させるために､課長レベルの配置替えを頻繁に

行った.定期的に生産課長は品質保証部に移り､品質保_証の課長は生産に移るo

これによって相手の立場が分かり､幅広い技能の吸収が可能になったはずであ

る｡

⑫現地サプライヤーの育成
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日本の親会社は部品の現地調達には熱心な方で､ A社の現地調達率は8 0%

を越えている｡現地調達率を高めるためには優秀なサプライヤーの発掘､教育

が課題になるが､進出当初は大変だったようであるo当初は納入部品の3割位

は不良品で､月の3分の1は生産ラインは止まったoそこで繰り返し指導を行

うo品質問題を起こしたサプライヤーの名簿を作成し､定期的に公表すること

により注意を喚起するoクリアすれば名前を消すo問題が継続的に発生するサ

プライヤーには取引を中止命令を出す｡ 90年度を前後してサプライヤーの能

力水準が良くなり､今は品質･納期の面では日本と同等のレベルになったo

⑬小集団活動

日本の親会社には小集団活動の長い歴史があるo 30年前からやってきたo

年間40億円の改善成果を出せるほどまで達しているo しかし､韓国では歴史

が浅く､大きな改善成果は期待できない｡それなりには頑張っている｡小集団

活動を浸透させるには社長の率先がもっとも大切だが､この点同社では問題は

ない｡ただし､作業者の入れ替わりが激しいのが活動の定着には大きなネック

となっている｡

日本では残業(手当を支給しない)までして小集団活動をやるが､韓国では

月2回の活動のうち, 1回は残業手当を支給する｡

提案制度は個人ではなくグループ提案を要求しているoアメリカで提案制度

を実施してたら課長の悪口がほとんどであったが､ここでは高級な提案も出て

くるようになった.

2.単独出資のB社

1)事業概要

同社は日本の世界的な電機企業の1 00%出資子会社で､設立時期は1972

とかなり古い｡約3,000名lの従業員に日本人は1名､社長も韓国人が務める

世界的にも希な現地化が顕著に進んだ日系企業であるoオーディオ製品や電子

部品を生産しており､操業以来黒字経営という良好な経営実演を誇っている｡

2)日韓の経営システムの異同

①日韓のコミュニケーションギャップ

<韓国人社長の意見>

同社の係長以上の人材はほぼ全員日本語能力を持っており､日本語による指

示でも仕事の遂行ができる｡しかし,コミュニケーションというのは日本語が

喋れるかどうかの問題ではない｡日本人は英語を重視し韓国語を学ぼうとしな

い｡しかし､言語の問題はどちらかが相手の言語を勉強すれば良いわけで決し

て難しいことではない｡韓国側が日本語を学べば解決できるからであるo
むし
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ろ､人間のコミュニケーションには人を信頼できるか､気持ちが通じるかとい

った基本的なコンテクストの共有が問題である｡日本人のなかには相辛(韓国

人)を信頼しようとせず､常に裏ばかり探ろうとしていた人もいた｡しかし､

これは日本人だからという問題ではなく､個人の問題だと思うo そういう人は

日本に帰ってもやはり問題を起こすと思うo ただし､日本本社がそういう人の

情報に依拠して判断を下すようになるのは問題である｡

日本人の考え方を韓国人が理解するのが難しいのは事実である｡日本人は反

対意見を持っていてもストレートには言わないとよく言われるo この点を韓国

人が理解していればよいのだが､これがなかなか難しい0 日本人派遣社員の立

場としてさ耳次のような見解を持っているo

<日本人派遣社員の意見>

韓国人との間に考え方の違いを感じることは度々ある.韓国の人は､直'情家

が多く､頑固で考え方をなかなか変えようとしない人が多い｡日本人からみる

と､そういうタイプの人は､自分では何も行動せずに意見ばかり出しているよ

うに見える｡ただし､最近ではこうした態度に一々立腹していたのでは損と思

うようになった｡相手もすぐ忘れてニュートラルに戻って来るのでこれでよい

と思う.

②意思決定方式

韓国では仕事ができる一人が力を持って他をリードするという傾向が強い｡

システムではなく人が動いて何かをやるという感じであるo 皆で話し合って決

めるというよりは､大事なところが鶴の一声でやってしまう｡トップダウンで

意思決定は速いが､日本人には違和感がある｡

③人事評価システムにおける日本との比較

勤続年数や学歴の比重が日本より高い｡この点はホワイト･ブルーカラーも

同じである｡そして考課者のマインドが日韓の間には違うと思う｡韓国では､

親分子分関係や地縁などの要素が､評価する側に強く働いているのではないか

という印象を受けるが,この点はなかなか変わらない｡したがって､評価され

る側が結果を出しても､それがそのまま評価につながらないことがあり､これ

は問題である｡こうした地縁､学縁による評価の歪みを排除するために､人事

考課は必ず複数でチェックするようにしているo 例えば､課長が一次評価をす

れば､部長が二次評価をし､理事が三次評価をするという具合である｡複数チ

ェックのなかで,以上のような歪みは是正されていくはずである｡

一般の作業者にも個人査定を実施しているが､個人間の差を付けることはあ

まりしていない｡

④提案制度

日本では理系･文系を問わず個人ベースでの改善提案が中心だが､ここでは
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集団で提案するようにしている｡また､日本では事務系の活躍ぶりが結構目立

っが､ここでは事務系の活躍が弱い｡生産現場やエンジニア優先の思想が強く､

事務系は遠慮しているような印象を受ける｡事務は現場を支援するものだとい

う意識の現れなのか｡

⑤作業標準

同社は作業標準を作成できるほどの能力はある｡もちろん､日本のものがそ

のまま使える場合にはそれを使う0 日本の作業標準がそのまま使えなかった例

としては､半田付けする大きさを米粒くらいの大きさと指示していたマニュア

ルが､日韓では米粒の大きさが違っていたため､修正を余儀なくされたケース

がある｡

⑥機械設備の稼働率

同社で使用している機械はほとんど同社の内部で設計したものなので､止ま

ったときの対応も迅速にできる｡自分で設計した機械なのでメンテの仕方も分

かるからである｡もし機械設備を日本から調達したとすれば､この点が大変だ

と思うo 設置の初期段階を過ぎて落ち着くと,稼働率の水準は日本並になるo

内部で設計した機械のメンテは日本に頼る必要はない｡ここのメンテ能力は日

本と同等以上だと思うo 予防保全もしっかりしているo 生産計画に合間には予

防保全の時間を入れている｡

3. 合弁事業のC社

1)事業概要

同社は形のうえでは合弁会社であるが､資本金の95%を日本側が出資して

おり､経営権を完全に握っている点で実質的には単独出資に近い｡設立は1 9

87年で､磁気-ツドやチューナなどの電子部晶を製造して､全量を日本に輸

出している｡従業員の数は 800名ほどで､経営成果は単年度ベースでは黒字

であるが､累積損失がまだ残っており､利益率も1%-2%ほどで香ばしくな

い｡もっとも,ここは円高対策拠点なので､独立した会社として高利益率を追

求できる立場ではないという事情はある｡

2)現地化に対する経営者の考え方:日本人社長の意見

現地化の意味は現地の人々の力を最大限に活かすという意味で捉えているo

この意味からすれば､ここは海外子会社のなかでトップ･クラスにある｡

設立当初は日本人が50名-60名ほど滞在していたが､現在は12名に過ぎ

ない.ただし､これ以上の削減は難しいと思うo

外資系企業に対して韓国人は､いっかは逃げていくものと思っている｡これ

は現地の経営幹部も同じで､だからこそ彼らは､企業が存続する間にできるだ
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け高い給料を得ておきたいと考える｡その考え方をいかにして打ち消すかが､

外資系企業の経営者に課せられた大きな役割である｡それを打ち消す方法は､

正攻法でぶつかるしかないo 第一に､従業員の説得o 例えば､自動機を導入す

れば中国にも負けることはない､将来の韓国の自動車産業は必ず伸びるし､そ

の限りにおいて事業撤退はあり得ないと従業員を安心させるための説得を繰り

返す｡第二に､積極的に設備投資をして､これでは逃げられないと思わせるこ

と0 日本から機械を借りたのでは不安が残るので､自前で機械を購入して安心

さ･rせる｡同社は100億円を投資したが､銀行から借金はしておらず､土地､

建物､機械はすべて自前である｡しかし､ここまで努力してもー般従業員の不

安は完全には打ち消せない｡

3)コミュニケーションギャップ

言葉がコミュニケーション上聞題になったことはない｡言語以外の面でのギ

ャップは多くあるが､仕事を進めていくうえで大きな支障になることはほとん

どない｡

4)日韓の経営システムの異同

①労使関係

設立当初は韓国の歴史のなかで労働運動がもっとも活発な時期であって同社

も大きな争議を経験した｡立地場所は韓国のなかではもっとも労働運動が過激

な地域で､日系企業がメイン･ターゲットになったこともあったが､現在は平

穏を取り戻しているo 当時は､社長が5S運動を徹底させるために工藤内を巡

回すると､労働者監視の強化であると非難されたこともあった｡また､毎晩料

亭で遊んでいるとか､ゴルフをウイークデイにもやっているとか､いわれのな

い批判を受けたこともあった｡ゴルフに関しては､日本人だけでのゴルフは極

力しないようにしている｡年1回社長杯ゴルフ大会を開催するが､これには全

社員から参加者を募っている｡

②意思決定の違い

韓国ではトップダウンを広く受け入れる環境がある｡これは､社長が強い意

志を持って､イエスかノーかをはっきり示さないとうまくいかないということ

を意味する｡当初は､日本流に皆で考えながらコンセンサスを取り付けってや

っていこうとはしていたが､それだけではここの経営ができないことを分かっ

た.個々人の能力は韓国人がうえで､日本人は集団やチームで勝負するところ

が強いと言われたことがあるが､実感ではそれは正しい｡

日本での研修成果が個人の資産になってしまい､大勢日本に研修をさせても

成果が上がらないという点は問題になった｡これは個人のイニシアティブや個
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人プレーを重視しすぎることの問題点である｡この対策として､研修を受けて

きた人には報告書を書かせたり､勉強会を開いて皆の前で報告させたりして､

知識･情報の共有化を図っている｡ここは､放っておくと個人プレーに走って

しまうので､そちらに行き過ぎないような工夫が要る｡

③人事システム

韓国流をベース(80%-90%)にして日本式を若干加味したものになってい

る｡人事政策の基本は日本､米国､韓国､どこでも変わりはないはずだが､違

いがあるとすれば実際の運営面だと思うo 実際の運営の面でみると､韓国は年

功序列的な色彩が日本よりも強いようである｡これは､韓国が肩書きを大切に

する社会ということに起因するo つまり､大学の同期の誰かが課長になったの

に､自分が課長に昇進できないと､通常の場合､そうした人は放置しておくと

会社を辞めてしまうo 韓国は､横並び意識が日本以上に強いo この場合､日本

人は我慢して会社に残る｡こうしたことで大量の人材が会社を辞めてしまうの

では困るので､勢い部課長の地位に就く人の数が増えてしまうo 正直に言って

幹部社員の1/3は要らない｡

しかし､徐々に日本的な考え方を採り入れつつある.待遇は部長待遇を与え

て､肩書きは部長代理や次長に留める制度も試み始めた｡また､専門職制度と

しての技師制度も導入したo もっとも､韓国の地場企業もこうした制度の導入

を試みている｡ある財閥系企業のエンジニアーを部長待遇でスカウトしようと

した際に､彼から自分は技師であり､専門家になりたいので管理職としては働

きたくないと言われたことがある｡このようなタイプの人材は韓国ではまだ少

数派だと思うが､しかし,韓国社会も確かに変化しているのは間違いない｡

④査定システム

査定項目は日本とほぼ同じである｡リーダーシップやスキルなどについて評

価するo 査定の結果は日本では本人に知らせないが､ここでは一部本人にフィ

ードバックしている｡一定の地位以上の人には個人面談を行い査定結果を知ら

せる.
-つだけ日本との違いを指摘すると,昇進に際して語学力がかなり重視

されるという点である｡日本語と英語のどちらを選択させるが､ 80%の人は

日本語を洗濯する｡中堅幹部以上は60点以上､作業者は20点以上取らない

と昇進できない｡ただし,社長は現場の作業者の点数基準はもっと下げても構

わないないのではないかと考えているo しかし､幹部社員は語学力が不可欠で

あると考えている｡

⑤採用時の方針

採用の時には日本や日本人に対する考え方を確認している｡親日派になる必

要はないが､日系企業なので少なくとも知日派(日本のことに興味があり､日

本のことを勉強しようと言う意思のある人)が欲しいと思っている0 日本を知
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ったうえで日本のことを批判するのなら構わないと思っている｡

⑥昇進システム

内部昇進が基本で､この点では日本並である｡

⑦教育訓練

社員教育には会社として取り組んでおり､そのための予算も計上している｡

もっとも教育効果の高い指導方式は日本人によるマン･ツー･マン方式の教育

と日本での実習である｡韓国能率協会などが主催する研修会に行かせることも

あるが､やはり日本-の出張の方が要求も多いし､能力が向上するなど教育効

果が高い｡

日本派遣は必要に応じて行うという考え方で､上級職-の昇進条件として日

本での研修を課すことはない｡しかし､部課長の8割は日本で教育を受けた経

験を持つ｡人事･総務を除くほぼすべての部門で日本-の派遣研修が行われて

いる｡特に､生産･技術関係が多い｡また､これとは別の定期的な日本-の派

遣としては,年1回10名ほどの視察団を派遣しているo参加者は優秀な人を

選抜するo この中には現場の女子作業者も含まれるo ただし､参加者には1年

間は辞めないという条件を付けたが､現在のところ､皆さん充実に守っているo

⑧′j､集団活動

5S運動は製造業の基本なので徹底するように心がけている｡定着度は日本

と同等のレベルにあると思うo韓国内の他の日系企業からも高い評価を受けて

いる｡社長は工場内を巡回するとき､きれいな職場の責任者を誉めるようにし

ているo

QCサークル運動もやっているし､改善提案は月単位で応募してもらい年単

位で表彰する｡レベルの低いものは事務局で審査し､高いレベルのものは管理

者が審査する｡年単位の評価の1位には､ 50万ウォンほどの賞金を出す｡提

案の中身は玉石混交だが､レベルは日本本社と同等と考えてよいと思うo

小集団活動を定着させるための秘訣は､社長以下の管理者が姿勢を正してき

ちんとやることが重要だと思うo 特にトップの心構えは重要で､社長が部屋の

中にただ座っているだけでは絶対定着しない｡徹底して繰り返し指導すること

で条件反射のようになっていく｡

⑨作業標準

日本のものがそのまま使えるものは韓国語に直して使う.そうではないもの

は生産技術担当の現場の課長が作成するo 作業標準はきちんと遵守しており,

この点での問題はないo

⑩多能工化

多能工化はかつては労組の反対により実現できなかった.職場を変える時に

組合の承認を得なければならなかったからである｡今では､組合の抵抗がなく
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なり､自由に移動させることができるようになったoそこで､多能工の育成に

も努めているが､実際の水準は日本よりはやや落ちるo これは､ここでは若い

作業者が多いという事情もあるので､これを勘案して考えれば､日本と大差な

いかも知れない｡

4.日本･マレーシア合弁事業のD社(マレーシア)

1)事業概要

同社は1983年度設立された自動車用部品(エアコン､ラジエータなど)

を生産する合弁事業であるo現地資本が3割ほど入ってはいるが､技術･経営

は日本側の主導で行われいている｡従業員は820名ほどで､マレーシアの自

動車産業が一定の成長を遂げた8 8年以降黒字経営が続いているo

2)現地化の課題

｢現地化｣という問題を考えるとき､まず以て｢ヒト｣の問題がクローズア

ップされるo本当の現地化はここの経営をすべて現地の人に任せていくべきだ

が､現状ではとにかく管理職の定着度が低いため任せきれないのが問題であるo

現在のように製品の設計図面を日本に依存していて､また新製品を次々と導入

しなければならなくなると､どうしても日本人スタッフの力が必要になる｡そ

して､日本から派遣される人は､若い人でもここでは管理職になる｡これがま

た現地人の意欲を削ぐことになる｡まさに｢鶏が先か卵が先か｣の議論になっ

てしまう0

日本人スタッフとしては､ここにいたくない､早く帰国したいというのが本

音だ｡しかし､そのために現地の人を育ててもすぐ辞めてしまうので､結局日

本人がいなければ何もできなくなるo 当社の顧客はほとんど日系企業だが､彼

らは品質､納期などの面で我々日本人スタッフにかける期待は大きく､日本人

がいないと相手にしてくれない｡もっとも､現地人スタッフに責任･権限を与

えてしまえば､状況はからっと変わってしまうかも知れない｡一度やってみる

価値はあると思うが,失敗したときの後遺症が怖くてなかなか踏み切れないo

3)現地企業の問題点

マレーシアの国産車企業であるプロトンは､三菱自動車との合弁事業だが､

経営そのものはマレーシア人スタッフによって行われている｡しかし､部品供

給を行う当社の立場から観察すると､経営がうまくいっているとはとうてい思

えない｡発注状況一つをみても滅茶苦茶である｡とにかく､受注変更がやたら

に多いo 酷いときには､納入した時点で｢倉庫がいっぱいだから｣という理由

で注文を取り消されることもある｡
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性急なマネジメントの現地化が裏目に出ているようである｡マレーシア人ス

タッフの手で経営するという意気込みで､日本人を帰国させたこともあるが､

結局呼び戻されざるを得なかったoとにかく､前向きの姿勢は評価できるが､

日本企業との違いは短期的な利益だけを求めて長期的な経営基盤を築いていこ

うとする姿勢に欠けるoただし､この点は日本企業に特有の考え方で､他の国

の企業からすれば､日本企業の方が異端のように写るかも知れない｡

4)現地人とゐコミュニケーション･ギャップ

それほど困ったことはないo しかし､とにかく高い離職率が問題であるo技

術教育の成果が根付かないo 日本人の常識では一人前のエンジニア､テクニシ

ャンになるためには少なくとも10年ほどの経験を積むのを当然と考えるが､

こちらの人々は3年程度やればベテランになったっもり他の良い条件を出して

くれる企業に移ってしまうo

5)日本システムと現地システムとの異同

①小集団活動

生産現場ではQCサークル活動を実施しているが､なかなか根付かないのが

実感であるo過去に一度やって失敗した経験があり､現地従業員もQCサーク

ルという名称には抵抗感が強いので､ SGIA(Small Group lmprovement

Activity)へと名称を変え､小集団活動の再開を試みているところである｡以

前失敗したのは日本人が中心であったという反省から､今度は10年ほど勤務

経験のあるマレーシア人をリーダーに据え,試験的に7名-8名からなるグル

ープを作ったo このグループの成果を基盤にもっと広げていくつもりで,グル

ープ･リーダーには一端始めた以上確実に成果を出してくれとお願いしているo

このリーダー達は｢QCが何であろうか｣という点を熟知しているので､それ

なりの成果を上げることはできると思うが､そうした人材は非常に少なく､増

やすのも大変だと思っている｡

②作業指示書

マレー語,英語の併記で､日本のそれよりは図などを多くして目で見てわか

りやすいものにしている｡マレーシアはかつて英語が公用語であったが､マハ

ティール首相によるマレー語の国語化が実施され､若い人のなかには英語がで

きない人が増えてきているo特に現場の若い人たちはマレー語ではないとコミ

ュニケーションもできない｡

③人事考課

ホワイト･ブルーからともに実施しているo現地のマネジャーが部下の評価

を行うとき､業績よりは個人的な好みを優先する傾向があるが､しかし､人事
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考課というものは如何に客観的な基準を決めようとも所詮は主観的な判断によ

るところが多いので､この点深刻に受け止める必要はないと考えている｡

④教育訓練

現地人マネジャーの教育は日本で実施する｡日本本社には年に1度､ 2週間

の教育プログラムがあるo 現地子会社からみて､日本本社の役割で一番感謝す

るのはこの人材教育である｡ここで七は日々のオペレーティングが忙しく､教

育する余裕など全くないからである｡周辺にある他の日系企業の経営者も同じ

ことを言っている｡ブルーワーカーには現場の OJT が中心で､特別の教育プ

ログラムは用意されていないが､ ISO9000 を取得するための努力などが良い

訓練につながる｡

5.日系単独出資のE社

1)事業概要

進出時期が74年というマレーシアの日系企業のなかでは歴史が古い企業の

一つであるo 従業員は1,500名ほどで半導体の組立(後工程)が中心であるo

2)現地化に対する考え方

マネジメントの現地化を進めており､すでにマレーシア人の下で日本人が働

く状況になっている｡しかし､仮に社長が現地人だから現地化が進んだと言え

るかというと､決してそうではないo アメリカ系企業などでは現地人を社長に

据えているところもあるが､中身をみると､形だけの現地化で､投資の決定か

ら製品仕様の変更まですべて本国が実権を握っているケースが多いo それでは

単なる製造担当の責任者に過ぎない｡

3)現地人とのコミュニケーション･ギャップ

欧米企業と比べて日系企業は現地-の技術移転に消極的であるとよく批判さ

れるが､これにはコミュニケーションの問題が大きいと思う｡つまり､英語能

力の差である｡日本側は技術情報に関しては基本的にオープンなのだが､日本

語ができない現地人技術者が日本に行っても十分吸収できない｡技術情報がす

べて英語化され､日本から現地に送られる文書が英語になれば､この課題はも

っと改善できるはずである｡現地人が個人主義であるのは否めない事実である

が､企業内教育やここでの経験を通じて少しは変わっていく｡また､自分を高

く売り込むために自分が持つ知識や情報を他のものには教えないという傾向も

あるが､これは現地の考え方なのだからある程度は割り切ってやるしかない｡

4)日本式との異同
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①貸金体系

同社では｢資格社会｣であり,また｢階層社会｣であるという点を基本にし

て人事制度を作っている｡イギリスの影響もあって同一職種､同一貸金で男女

間の格差はない｡

②教育訓練

管理職は日本に派遣して教育してもらう｡その形態は出張扱いと出向扱い(2

年間)lの二つがある0 日本派遣の効果は､日本のスタッフとコンタクトが取れ

るという点が大きい｡現地で日本側に何か聞きたい問題があっても､どのセク

γヨンの誰に連絡すればいいのかが判らない場合が多いo 日本に行ってそれぞ

れ関連す亭スタッフと面識ができれば簡単に連絡を取ることができるo特に技

術者にはこの点が大きな助けになっているようである｡現地人マネジャーの質

はまずまずだが､欲を言えば､もうちょっとグローバルな観点から物事を考え

ていく能力を養って欲しい｡半導体産業はワールドワイドな展開が必要な産業

なので狭い地域レベルの問題に拘っていると､産業の流れについていけない｡

③小集団活動

1984年頃から実施してからかなりの年月は経っているが､実力はまだま

だ不充分であるoすべてのチームにはマレーシア人マネジャーが指導役を務め

ているが､一般従業員の姿勢というものは経済的な刺激がないとやらないとい

うものである｡日本では一つの職場内でグループを作ることができるがここで

は無理である｡日本ではブルーワーカーも多能工として､一つの問題を解決す

るのに自らいろいろな観点から考えるだけの知識と能力を持っているので,ブ

ルーワーカーだけでもグループを作れるo こちらでは､自分のやっている仕事

しか知らないから､どうしても一つの職場だけという訳にはいかず､機械設備

の機械屋などがグループに加わらないと活動が始まらない｡したがって､こち

らでは日本と比較すると､活動のテーマが限定されてしまうoテーマ設定につ

いて現地人管理者が指導しているが､これも問題が多い｡エンジニアをサポー

ト役に入れると､今度は出てくるテーマが結局はエンジニアが作成したものに

なってしまうので､小集団活動の本来の意味を全く生かせない｡

Ⅴ.日本型システムの国際移転と現地化 -ケースを通じて一

以上､韓国とマレーシアに進出した日系企業の事例を通じて､日本型システ

ムやその根底にある組織文化を構成するさまざまな要素が､どのように国際移

転されているかについて検討してきたo

ここでとりあげた企業の形態は､日本本社の出資形態が100%単独出資である

場合と､現地資本との合弁である場合の2種に分けられているo 出資形態の違

いは､日本本社側から現地に反映される組織文化の様相に大きく影響すること
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が確認された.

ケースの事例を通じて､出資形態の違いが､現地に対する海外事業戦略に端

を発し､生産に関する技術そのものや､経営管理に付随する権限委譲に関して

も質的､量的な違いをもたらすことを確認することができたoこれを｢現地化｣

というひとつの概念から考察してみよう｡

海外事業を展開する日本企業にとって､現地化という課題はどの企業もが共

通して直面する問題として位置づけられる｡製造業の場合､とりわけヒトの現

地化は重要な意味を有すoそれは､経営管理にあたる上級管理職の現地化をは

じめとして,実際にモノづくりにあたるヒトの現地化,またそれらの人々に技

術指導等の教育ができる中間管理職の現地化といったように､職種や職位の複

層的な次元における人材育成を必要とした上でのヒトの現地化を目標としなく

てはならないからである｡

資材や物など､すでに目に見える有形物の現地化の時期を見計らうことは､

本社側の意思決定の仕方次第で､ある程度コントロールができると考えられる｡

それに比して､人的資源と､その人的資源の質に大きく関わる技術移転の側面

は､当該企業が考える戦略にみあう要求水準に達するまでには､人材育成のた

めの技能や時間が必要とされる点で､本社側の意思決定に関する自由度が制約

される面がある｡このことが､具体的には権限委譲をめぐる日本側と現地側の

認知ギャップを引き起こし,現地化を難しくする問題点となっているのである｡

日系企業にとって､現地の人的資源を活用して経営を安定させていくことは

至極あたりまえのねらいとして考えられている｡事例でとりあげた企業も､こ

れにもれず人材の現地化を推進させる方向でいる｡しかし､韓国A社のような

例を除けば､現地における日本人派遣社員は､管理職層や技術部門ではなおも

必要とされており､ヒトの現地化が遅々として進まない状況を露呈している｡

先に述べたように､出資形態の差が､経営管理に対するコントロールの度合

いを大きく左右することから考えると､合弁企業ではヒトの現地化が進んでい

るように一見思われるが､それと企業のパフォーマンスの高さに正の相関があ

るという議論は､また別の問題になる｡つまり､合弁企業の場合は､日本側が

あらゆる意味で安心できるようなレベルのパートナーと提携しているか否かが､

現地化の程度を図る上で重要な要素となってくるのである｡パートナーの資源

に問題があれば､人材の現地化は数の上では進行していても高い業凍に結びつ

くことは望めないということになるo事実､韓国A社の競合メーカーである韓

国の日系企業z社は､韓国側パートナーとの50:50の合弁契約を解消して､

単独資本に切り替えて再建をはかっている｡

このように､数の上での人的資源の現地化と業庸とは､必ずしも-敦するも

のではなく､恵まれないパートナーと合弁契約を結んだ企業の方が､単独出資
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の日系企業よりも日本本社のシステムを導入する上では苦慮する場合が多いと

いえるoこの考え方に基づけば､ 'B系企業が海外に進出する際､日本本社にあ

る競争優位と考えられる日本的なシステムや方式を導入する上では､単独出資

の日系企業である方が比較的やりやすいことになるoこのことは,日系企業で

働く現地雇用管理職の職務満足を､当該企業群を単独出資と合弁企業とにわけ

て比較測定した浮木聖子(1995)の先行調査研究においても考察されている｡

その研究の中では､一見して権限委譲が進行していると仮定された合弁企業よ

りも､ 100%日本独資の日系企業で働く現地社貞の方が､高い職務満足を表し

た結果が報告されているoこれら後者の日系企業では､企業の経営理念や方針

を､教育訓練や人材育成制度を通じて現地により浸透させていることも明らか

にされているo

上述したような事実に鑑みると､日本企業の生産システムや人的要因に根ざ

す組織化原理と､それを支える組織文化には何らかの優位性があるものと仮定

することができると思われるoそこで本研究では､アジアにおける日系企業に

おいて､日本企業の組織文化が現地日系企業にどのような影響を及ぼし､また､

地元の企業と比較した場合の相違点はどのような因子に抽出されるのかを明ら

かすることを第一の研究目的としたo本調査研究では､諸条件の制約から､日

系企業が進出した現地にある地元資本の企業との比較調査が中途段階に終わり､

残念ながら現段階では明確な指摘をするに至っていない｡しかし､主目的であ

る日本企業が現地日系企業の組織文化の構築に与えた影響については､香港と

シンガポールの日系企業を対象に行ったヒアリング調査を通じて､第3章と第

4章で再び概観したい｡

次章では､後述される日系企業のアジア-の進出行動における特性を､より

明確にする意味において､米国における日系企業の進出行動について､曹斗埜

(1997)の先行調査研究から得られた知見を纏めることにあえて1章をさき､

それに基づいて議論を進めることとする｡
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第2華 北米における日系企業:アジアとの比較を通じて

曹斗埜

(名古屋大学大学院国際開発研究科)

Ⅰ
.はじめに

本章では､本国際学術研究の研究対象であるアジアにおける日系企業の特徴

を明示する目的において､これらの企業の中心的事業となる技術移転に焦点を

あて､北米地域に所在する日系企業の動向について､アジアの日系企業との比

較を意識しながら検討を進めていく｡

80年代以降本格化した日本多国籍企業による北米地域-の直接投資は､ア

メリカを起点とする技術製品ライフサイクルを逆転させたという点で､アジア

地域-の進出とは比較にならないほど大きな関心と議論を呼び起こしたもので

あったo ライフサイクルの逆転に寄与したと思われる日本的組織革新(改善活

動､現場主義など)が大きく取り上げられたのはもちろんのこと､日本的生産

システムの北米地域-の移転可能性が多角的に検討された｡しかし､ 90年代

の後半になると､かつての話題性は下火になり､対米直接投資も金額･件数と

もに減少し､安定､成熟期を迎えている｡

製造業の分野においては､大型の新規投資はあまりみられず､現在は既存拠

点の能力拡充のための追加投資､例えば､新製品の導入､製品の入れ替え､ラ

インの自動化等,が主流を占めている｡現地経営の面でも､日本的生産システ

ムがそのまま適用されているわけではないが､アメリカシステムとの調和の中

で､日本的なモノづく り体制がある程度定着し､企業の業凄もおしなべて良好

であると評価できる｡もちろん､自動車や半導体工場のように､巨額の累積投

資が重い負担になり赤字経営を余儀なくされている分野もある｡しかし､この

場合でも単年度ベースでは一応黒字を出しており､現在のような好景気がしば

らく続くとすれば､ 2000年の初頭には累損解消も可能なものとみられている｡

こうした明るい見通しは､数値に現れる現在の経営成果だけでなく､現地子

会社の技術能力に対する高い自信感にも支えられているので､実現の可能性は

高いとみてよいだろう｡

その中でもっとも注目すべき成果を上げてきたのは自動車産業である｡本田

技研(1979年)を皮切りに日産(1983年)､ NUMMI(1984年)､トヨタ(1988年)に

続く一連の自動車企業の北米進出は､投資規模が巨大なうえ､日本とは制度的

な環境があまりにも異なる地域-の進出であったため､社運をかけた意思決定

が行われたと言えるが､成功-の見通しはそれほど明るくはなかった｡この際

もっとも懸念されたのは､敵対的な労使関係-の対応と部品供給体制を如何に

確立するかという二つの課題であった｡すなわち､日本企業の競争優位であっ

た日本的なモノづく り体制,一言でいえば｢品質の作り込み｣を達成するには､
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柔軟な作業組織や現場における改善活動が不可欠で､そのためには労使双方が

緊密に協力することが何よりも要求されるが､当時のアメリカの労働組合は組

合員のジョブを守ることを最優先(job
controlunionism)とし､品質や生産

性の向上には一切協力しないという方針を堅持していたので､組合対策が進出

企業にとっては第一の課題とあったo

また､サプライヤーに関しても,現地企業を活用せざるを得なかったが､取

引慣行や品質保証の面などで日本の下請企業とは全く異なる論理で動く現地の

サプライヤーを､日本的な取引が可能なレベルまでレベルアップできるかどう

か､予測が困難な状況であった｡

しかし､既述したように､当初の憂慮はまるで嘘であったかのように､ 1 0

数年が経過した現在､アメリカの日系企業は見事な環境適応を果たし､業績も

着実に伸ばしてきている｡この間の軌跡は決して平坦な道のりではなくて､日

本本社や日本人出向社員が流した汗と涙は想像を絶するものであった｡慎重な

立地選択(中西部の田園地帯)､ノンユニオン戦略の採用､人材育成､日系サ

プライヤーの同伴進出､日本的経営システムの段階的移転といった地道な努力

が功を奏して､現地子会社は安定的な操業基盤を構築することができたo それ

と同時に､一部の現地工場は地元のちょっとした観光名所にもなっているほど､

現地社会-の溶け込みも着実に進んでいる｡

T社の場合､地元の各種団体や学校からの講演要請に応えて､毎年平均100

回以上のスピーチを行っており､工場-の見学者は年間3万人を越えている｡

他の会社もだいたい同様の状況にあり､地域社会との共存に力を入れている.

対米進出に際して､日本企業がどれほど撤密な事前準備を行ったのか､そして

現地の基盤整備や人材の採用､教育に如何に積極的に取り組んでいったのかに

関しては､島田(1988),鈴木(1991)､安保他(1991)等の先駆研究が大き

な参考になる｡

ただし､上記のような評価は､産業や企業によって多少明暗が分かれる｡自

動車産業ではアメリカ市場の30%のシェアを占めるまでに成長したのに対し

て､ 70年代という最も早い時期に進出を果たした電機電子企業(主にカラー

テレビ)はかなり苦戦している｡輸入品との競争に破れた一部の企業は､工場

閉鎖､従業員のレイオフを実施せざるを得なかった｡カラーテレビの組立工場

の場合､キーパーツ(ブラウン管や電子銃など)はアメリカ国内において生産

を続けている場合が依然として多いが､セットの組立はほとんどの企業がメキ

シコのマキラドラで行っている｡今まで順調に成長してきた半導体企業も､そ

の見通しは明るくないようである｡世界的な半導体不況に直面して､各社は前

工程-の技術特化を図ったり､非メモリ分野-の多角化を試みるなど､新しい

成長戦略を模索しているが､産業全体の低迷があまりにも深刻であるため､個
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別企業の努力だけでは事態改善が困難な状況が続いているo

本稿の課題は､曹斗壁が1997年に実施した日本人経営者及び現地人マネジ

ャーに対するアンケート及びヒアリング調査を辛がかりにして､技術移転の観

点から現地経営の様々な側面を捉えることにあるo この調査では､加えて日本

的制度(例えば､人事考課､教育訓練､昇進,作業管理､サプライヤー管理な

ど)の現地-の移転可能性とヒト､モノ､カネ､考え方など面からみた現地化

の課題を検討するところに､調査研究の重点を置いているo

日本的制度の現地-の移転可能性や個別分野に関する分析は他の章に譲り､

本章では､技術移転と現地子会社の技術能力に焦点を当てて､できるだけ現場

の生の声や具体的な事例を多く挿入する形で､米国における日系企業について

言及していくこととするo

本章の構成は以下のとおりである｡ Ⅱでは､ ｢技術移転｣に対する筆者の考

ぇ方を提示するとともに､それを捉えるための枠組みの定式化を試みるo多国

籍企業における技術移転は､個別技術のスポット的な移転とは異なり､全体の

マネジメント･システムを整え,現地子会社の技術能力と組織能力を同時に高

度化していくという点に特徴があるので､まずこれを捉えられる四段階モデル

を提示する｡

Ⅲでは､訪問調査を行った日系企業27社(自動車組立工場6社､自動車部

晶工場6社､電機･電子工場11社､化学工場4社)に関する現地経営の事業

概要についてふれる｡

Ⅳでは､全節での議論を踏まえ,技術移転､能力向上にかかわる一つの論点

として技術移転における各社固有のモード確立を提唱する｡

最後にⅤでは､第1章で提示した｢現地化｣の課題との関係で､対米技術移

転に伴う問題点や課題を議論する｡

Ⅱ.現地子会社の技術能力高度化のプロセス

1.技術高度化の4段階モデル｡

冷戦体制下のイデオロギー対立が終蔦し､グローバル競争が激化する昨今の

世界経済において､技術移転は先進国､発展途上国を問わず､最大の関心事と

なっているo技術移転には様々なチャンネルがあるが､国境を越える技術移転

の主体として､ 20世紀後半におけるもっとも注目される存在は､何といって

も多国籍企業であろう｡多国籍企業による技術移転は､技術のスポット的な取

引が中心となる他の技術移転(技術ライセンシング契約や技術供与)とは異な

り､技術形成に不可欠な資本､設備､人間､ノウ-ウなどがパッケージとして

移転され､技術の組織化が同時に進行するという特徴がある｡すなわち､技術

のスポット的な取引は､独立した組織の間の取引が中心となるので､どうして
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も技術を送る側のコミットメントには限度がある｡しかし､子会社-の技術移

転は､組織内移転プロセスとして､技術そのものがマネジメントシステムに組

み込まれて移転されるので､その効果も大きく持続的であるo さらに､技術移

転の成果は当該子会社のみに限定されるものではない｡多国籍企業が自主的に

行う人材育成やサプライヤー-の技術指導などは､受入国が適切な普及メカニ

ズムを用意すれば､企業の境界を超えて現地社会-の技術波及も期待できるも

のである｡

しかし､多国籍企業が技術移転の担い手として注目されるようになったのは

比較的最近のことである｡長い間､多国籍企業に対する風当たりは､従属理論

に代表されるように､かなり厳しいものがあった｡批判のポイントは次の二つ

に要約できる｡一つは､多国籍企業の行動原理を問題視するものであり､企業

の成長や利潤追求のみを考えており､進出先の経済発展や経済的厚生に対する

配慮が全くないという点を批判している｡すなわち､多国籍企業は巨大企業が

ほとんどであることから､圧倒的な財務能力や組織能力にものを言わせて､進

出先の経済資源(例えば､原材料や労働力等)を独占してしまったり､場合に

よっては自社の世界戦略にあわせて資源の性質を変えてしまったりすることで､

進出先の均衡のとれた経済成長や経済自立を著しく阻害しているという批判で

ある(-イマ-1976､ギルピン1975)0

この場合､ブラジルのケースが度々引き合いに出される｡ブラジルは広大な

国土を持ち､食料の自給自足には全く問題のない国であったが､農業部門にお

いて巨大多国籍企業によるプランテーション経営(コーヒ豆など)が著しく進

展してしまった結果､今や毎年何万人の餓死者が出るほど､歪んだ経済構造に

よる弊害が深刻化している｡いわば､多国籍企業の世界戦略に組み込まれてし

まった途上国経済の悲惨さを象徴しているといえよう｡もちろん､こうした事

態は巨大多国籍企業の意図によるものではなく､またブラジル政府が慎重に対

応すれば､いく らか回避することはできたはずであるo しかし,各企業が同一

戦略を駆使し､そして現地政府もそれらの動きを全く調整しなかったために､

結果として現地経済の仕組みが大きく狂ってしまったのである｡

上記のブラジルの例はやや極端なケースであるかもしれないが､製造業の分

野でも類似した問題が発生しつつあるo 例えば､東南アジアには何千社を越え

る日系企業を始め､多数の欧米系､アジアNIES系企業が現地生産を行ってい

るが､これらの企業による人材独占の弊害がではじめている｡今のところ､弊

害の程度はそれほど深刻ではないが､現在のように多国籍企業による人材独占

が長続きすれば､いずれ問題は顕在化するであろう｡エンジニアや中間管理職

の人材プールがそれほど大きくないタイ､マレーシアなどのアジア諸国の場合､

優秀な人材を外資系企業に採られてしまった地元企業には､すでに人材不足が
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顕在化しつつあるo また､中間技術論や適正技術論が提起する技術ギャップに

対する批判も､多国籍企業による技術移転が現地の経済条件や技術水準とはマ

ッチしていないという点を指摘しているので､批判のポイントは同じであるo

もう一つは､多国籍企業というピラミッド組織が持っ従業員同士の｢引き裂

かれ｣の深刻化に対する批判である(伊丹1991)｡企業の多国籍化は､世界規

模における企業活動の水平的､垂直的な拡張によって進展していくわけである

が､この場合､戦略を打ち立てる権力の中心(例えば､本国本社)と手足のよ

うに分散されている海外拠点との間には､必ずと言ってもいいほど,疎外感､

対立､葛藤がつきまとうo こうした葛藤は､主として本国本社対現地子会社と

いう対立構造からも生じるが､本社からの出向社員対現地従業員､現地人マネ

ジャー対現地人労働者といった具合に､組織構造のあらゆる局面で発生する可

能性が高い｡軽度の対立葛藤はかえって組織の活性化に寄与する側面もある｡

しかし､本社の人間と子会社の人間との対立といった国境を挟んだ｢引き裂か

れ｣を長期的に放置してしまうと､組織は瓦解しかねない｡ハイマ- (1976)

は､巨大多国籍企業のピラミッド構造に着目し､国家間の支配と従属の構造は,

一部には企業内権威主義的な構造そのものに原因があるとみて､その変革の必

要性を強調している｡こうした批判に対する多国籍企業の現実的な対応こそが､

組織構造のフラット化及び経営技術の現地化の推進に繋がるのであるが､この

点に関しては後で再度検討することにしたい｡

こうした批判があるにもかかわらず､多国籍企業の成長は目覚ましく､寄せ

られる期待感も高まってきている｡中でも､日系多国籍企業-の関心は特に高

いo発展途上国だけでなく､今や先進国も日本企業の誘敦に躍起になっているo

その理由としては､雇用創出､外貨獲得､地域開発に対する貢献-の期待もあ

るだろうが､各国の誘敦計画書等をみると､技術移転効果-の期待がもっとも

強いo 改めて指摘するまでもなく､今のところ､トヨタ生産システムに代表さ

れる日本的生産システムに対する世界中の評価はほぼ固まっており､日系企業

の誘敦を図る国々も､日本企業を誘敦することによって日本的モノづくりの本

質､具体的手法,制度化の方法等の学習が可能ではないかという技術移転効果

をもっとも重視している｡すべての日系企業がこうした要望に応えるべく行動

しているわけではないが､現地の技術能力を高めるために企業の範囲を超えた

支援を行う企業も少なくないo

例えば､トヨタは直接取引関係を持たない米系サプライヤーに対しても､ト

ヨタ生産システムや品質管理の基本を教えるプログラムを開放している｡また､

他の企業では,現地政府が実施する熟練工養成プログラムに､講師派遣､資金

や設備の提供といった様々な支援を行っている例もみられる｡

しかしながら､今までの経過をみると､その移転や学習のプロセスが順調に
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進んでいるとは必ずしも言えない側面もある｡ヒアリングに応じて頂いた日本

人経営者も､ Ⅲで詳しく述べるように､現地子会社の技術能力､組織能力には

大きな満足を示しながらも､その能力水準をいっそう高度化する必要性がある

と考えている｡現地子会社の技術能力に関する現状評価としては､モノづくり

の基本は十分マスターしており､マイナーチェンジ-の対応能力は高いが､大

きな変化-の対応能力や自ら変化を創出する能力の面ではまだまだ改善の余地

があるとみているo つまり､改善能力の構築が今後の戦略的課題となるわけで

ある｡この点は､海外子会社-の技術移転が一回限り(once
and for

all)で行

われるものではなく､いくつかの段階を踏まえながら徐々に高度化していく

(step by
step)性質のものであることを示唆している｡これを,以下では曹

(1994)で展開した｢現地子会社の技術能力高度化のプロセス｣を参考に､

技術移転の段階性を吟味してみようo ちなみに､この段階モデルは､ ｢技術

(Technology)｣の移転ではなく､ ｢技術能力(Technological Capability)｣の形

成に重点を置くモデルであるo 現地子会社に対する技術移転は､その本質がマ

ネジメントシステムの構築にあると考えられるが､この点までを考慮に入れた

技術移転論はそれほど多くない｡今回のアプローチは､研究上の空白を埋める

という意味もあるが､この段階モデルに基づいて､各社の技術移転のプロセス

を観察してみれば､企業によって移転能力の違いや考え方の違いという点がみ

えてくるo タルムード(Talmud:ユダヤ律法とその解説の集大成の本)流に

言えば､お腹を空かしている子供に対して､ ｢魚｣をそのまま与えてしまう企

業もあれば､ ｢魚を捕る方法｣を教える企業もあるo どちらの方が本当の技術

移転なのかは改めで言うまでもないが､現実的には｢魚(Teclmology)｣そのも

のと｢捕る方法(Technological Capability)｣との区別が容易でない場合も多

いo ｢捕る方法(Teclmological Capability)｣の違いに関しては､ Ⅳで､技術移

転のモードを検討しながら再度言及する｡

図1にあるように､現地子会社の技術能力高度化の第一段階は､工場の立

ち上げに際して､日本本社において長い時間をかけて形成してきた技術システ

ムを直接導入し､技術学習を開始する段階である｡工場設立とともに機械設備

や作業マニュアルの導入が図られるが､現地の条件にあわせた修正や現地語-

の翻訳が行われるo この段階では大量の人材が本国本社と海外子会社を往来し

ながら､モノづくりに必要な機械の換作方法､治工具の交換方法､作業準備の

要領､品質管理の基本などを学習する｡日本企業の場合､特に人材交流が活発

であるo これはOJT(on the job training)を重視する日本の技術思想にも理由

があるが､日本技術の特徴とも言える生産管理技術(process technology)は､
製品技術(product teclmology)とは異なり､組織的な性格やノウハウの領域

が大きいため､目に見える形のマニュアル化が容易でなく､その移転のために
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は対面的接触が不可欠であるという事情もある.操作技術の移転が中心となる

ので､人材育成の重点は､当然に現場の作業全般を指揮できる作業長の選抜や

育成に置かれるo

対米進出の場合は､特にこの作業長の育成を重視した｡工場の立ち上げに先

立って多くの作業長候補を選抜し､彼らを日本の生産現場で日本人従業員と一

緒諸に働かせることによって､生産技術の学習だけでなく､組織風土､雰囲気

を直接体験させた｡例えば､トヨタの場合､ NUMMIの立ち上げの際には9グ

ループ､合計257名を親工場である高岡工場に集め､ 3週間の研修を実施した.

トヨタ単独の本格的な進出となったケンタッキー工場の場合は､日本での研修

期間を4週間-と1週間ほど伸ばし､延べ330名を堤工場で研修させた｡彼ら

が帰国して現場の主軸となる人材になったのは言うまでもない｡こうした日本

研修IG3:トヨタに限らず､殆どの日系企業において実施されている｡各社ともに

現地人の日本研修が技術移転に大変有効な方法であると強調している0

この段階における技術移転の主体は日本人であり､大量の日本人が現地に駐

在しているので､現地側が基本的な理解能力と学習意欲さえ備えていれば､こ

の段階をマスターするのはそれほど難しいことではない｡ただし､技術指導に

赴いていた日本人トレーナーが帰国した後に,思いもかけない問題が発生し､

生産ラインが止まってしまうケースが度々起こるので注意を要する｡頭で理解

することと実際動かすことは違うので､機械の換作を直接やらせてみたり､教

えた内容を文書の形で整理させたりするなどの確認作業が欠かせないa

しかし､この段階において現地生産がいったん軌道に乗ったとしても､その

能力水準というものは､あくまでも基本的な作業方式をマスターしたことにす

ぎず､機械の調整やメンテナンス､生産機種の入れ替えに伴う治工具の交換､

不良の原因を突き止め再発を防止するといった｢異常と変化｣
-の対応能力は

非常に制限されている｡

第二段階は､技術の定着過程に不可欠な｢異常と変化｣
-の対応能力を蓄積

する段階である｡いわば機械のメンテナンス､労務管理､操業管理､資材管理,

生産管理といったマネジメント能力を､現地子会社に根付かせる段階であると

言えよう｡もちろん､生産の流れを統合的に管理するためのマネジメント能力

は､あらゆる段階で求められるが､この段階では独立した組織としての管理体

制が整っているかどうかが問題になる｡従って､人材育成のポイントも､経営

管理の基本を理解し､自分なりの判断で仕事ができるテクニシャン､マネジャ

ークラス育成に重点が置かれるo

現地子会社の内部に管理能力を持っ人材が育成されると､一定範囲内の｢異

常と変化｣ -の対応ならば､現地人だけでも対応できるようになる｡そうなる

と､現地に派遣されている日本人の数は減少していくo しかし､この段階をク
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リアするのに意外に時間がかかる場合が多い｡これは管理業務の性質に起因す

る｡すなわち､マネジャーの真価が問われる｢異常と変化｣というものは､文

字通り予測が容易ではないために､対応措置をマニュアルや文書の形であらか

じめ作成しておくことが困難であるということに関係している｡

現代の生産現場は､たとえそれが普及品の大量生産を行う量産工場であって

も､絶え間ない変化に晒されている｡機械の故障､従業員の欠勤や移動による

配置転換､生産機種や生産量の変動に伴う作業方式の変化､納入部品の欠陥や

品切れなど､その変化の内容は実に多岐にわたっており､その対応を-つ間違

っても生産ライン全体が止まってしまいかねない｡この変化-の対応能力は､

前述したとおり,規格化､マニュアル化が容易でないため､結局はハイエクの

言う｢現場の人間(the man on the spot)｣の経験､ノウハウ､知恵､意欲に
頼りながら個別的に対応していくしか方法がないが､そうした人材を組織内部

で養成し､チームワークを醸成するには､相当の時間と努力が必要であろうo

本章で実施した調査企業の中でも､広い視野と経験豊かなマネジャーの不足に

悩む企業は多く､この点が改善能力まで組織能力を高度化するうえで大きなボ

トルネックになっていた｡

ともあれ､この段階をクリアすれば､マイナーチェンジ-の対応能力､不良

や問題点を解析しその原因を推理する能力､ビジネスプロセス全体を統括する

能力等が組織内部に定着されるので､現地子会社の技術能力､経営能力は飛躍

的に向上する｡もちろん､日本国内工場のレベルに比べると､まだ改善の余地

は大きいだろうが､応用能力を持つ人材とマネジメントの基本的な仕組みが形

作られている点で､その意義は決して小さくないo 生産品目のマイナーチェン

ジや生産工程の再編成程度の変化ならば､日本人が現地に赴かなくても､電話

やファックス1枚で処理できる｡従って､この段階をクリアしただけでも技術

移転の成果は十分であるとの評価もできるが,この段階の能力水準というもの

は､どこまでも日本本社や日本人による指導の下という限定付きなので､自主

性･自発性が足りないという限界がある｡現地人による新しい貢献は､この段

階ではまだ期待できないのである｡

第三段階は､製品､生産設備､作業方式における独自の改善･改良が可能な

改善段階であるo 一般的に､現地工場は労働集約的な工程が多く､特に現地市

場向けの拠点は日本国内工場に比べると多様な製品群を少量ずつ生産する場合

が多いので､日本国内の生産システムをそのまま適用できない場合もある｡ま

た､要求される製品の品質水準､デザイン､性能､耐久性等も地域によって異

なる場合もあるし､現地で調達する設備､部品､原材料も日本とは違う場合が

多い｡こうした差異を明確に認識し､それに対応するだけの能力を持っている

か否かが､第三段階の改善能力を判断する基準になるo
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具体的には､一番目の機械は日本から導入するが､類似した機能を持つ二番

目以降の機械は現地で制作できるか､あるいは現地の状況に合わせた小型化､

機械のスピードアップ､工程の再編成といった独自の改善が可能かどうかがこ

の段階のポイントになる｡この段階における改善成果は､単体の機械や設備､

作業方式に留まらず､全体の生産ライン､さらにはマネジメントシステム全体

といった広範囲に及ぶo 自ら変化を創出し､システムを進化させる組織能力が

身に付くのである｡こうした能力はエンジニアや上級管理職による貢献が大き

くかかわっているので､人材育成のポイントもこうした人材の体系的な育成に

焦点が置かれることになる｡

改善能力が備わった現地子会社の存在は､現地での競争を有利に展開できる

だけでなく､グローバル競争においても大きな武器になる｡例えば､現地子会

社での改善成果が他の地域に所在する子会社や日本本社までフィードバックで

きる性格のものである場合､多国籍企業全体としても競争優位は一層高度化し

ていく｡一部の企業では､エンジニアや専門工を主体とする専門家チームを編

成して､現地子会社を定期的に巡回させている｡このチームの使命は､現地子

会社が独自に行う改善活動に関する情報を収集･分析して､他の拠点-の活用

可能性を検討することにある｡いわばそれぞれの民族が持つ知恵をグローバル

な次元で活用しようとしているのである｡

この改善段階のもう一つの特徴は､現地子会社の経営者の関心を組織内部か

ら組織外部に向かわせる契機を提供するという点である｡第二段階の技術定着

の段階では､子会社の組織能力が脆弱であるため､経営者の注意はどうしても

内向きにならざるを得ない｡しかし､独自の改善が可能なレベルになると､経

営者やマネジャーの関心は工場内の常軌的な仕事よりは､現地サプライヤーの

発掘や現地の研究機関､競争相手の動向といった外部世界の方に移っていく｡

現地社会とのリンケージ形成を試みるのである｡この試みが成功を収めると､

現地子会社は本国本社の単なる従属物や下請工場の地位を脱皮し､より自主

性･自立性の高い拠点-と一歩前進する｡現地の社会やポーター(1991)の

言う現地の産業クラスター(industry cluster)にしっかり根を下ろした子会社

は､もはや｢お客様｣ではなく､現地社会の一員として､大きなメリットを享

受できる｡本国にはない経営資源を取り入れ新たな競争優位を作ることもでき

るし､現地経営に伴うリスクも大分軽減される｡例えば､イギリスのフォード

社は､進出歴史が長く(1911年設立)､現地人による経営体制がいち早く確立

されていたために､ほとんどのイギリス人は､同社のことをアメリカフォード

の子会社ではなく地元企業として認識する｡ ｢地元化｣によってフォード社の

競争上の地位がより強固なものになったのは言うまでもない｡

しかし､この段階にも限界がある｡子会社の存続･発展が基本的には本国本
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社から送られてくる技術･情報に依存している点が､問題であると言えば､問

題であるo 現地子会社が文字通りの自主性･自立性を確保するためには､現地

顧客のニーズや技術発展を敏感にキャッチして､これらを新たな製品や生産シ

ステムに結びつくといった独自のイノベーション能力を備えなければならない｡

このためには､現地子会社の内部に本格的な研究開発組織を作り､独自の研究

開発ができるように資源や自由度を与えなければならないo後述するが､日本

企業の場合､本格的な開発拠点を海外に置く企業はきわめて少ない｡ IBMやユ

ニリーバ-などの欧米多国籍企業は世界の主要地域にその特性を生かした研究

所を設立し､研究所同士のネットワーク運営に拍車をかけているが､日本企業

は大きく遅れをとっている｡日本国内が技術進歩を大きくリードしていた時に

は､日本本社が研究開発を主導する戦略は､投資効率の面やコミュニケーショ

ンなどの面で､それなりの成果を上げてきたと考えられる｡実際､グローバル

市場向けの製品開発や生産管理技術の進歩における日本国内の開発組織が果た

した役割はきわめて大きかった.しかし､最近になって開発の一極集中に伴う

弊害も徐々に現れつつあるo次世代のデジタル技術､ソフトウェア､注文型半

導体､通信機器などの分野では､日本国内がイノベーションの発祥地でもなく､

日本企業の優位もそれほど強くない｡こうした時代において､生産子会社に開

発機能を持たせたり､感受性の高い研究開発組織を世界の主要拠点に設けてお

くことは､グローバル競争力を大きく高められることになるであろう0

第四段階はまさにこうした開発能力の確立段階である｡前述したとおり､独

自のイノベーション能力を備える段階で､これは技術移転の最終段階と言うよ

りは､技術創造という新しい次元-の挑戦を意味するかもしれない｡海外子会

社に研究開発機能を追加したり､研究所を設置運営していくためには､従来と

は異なった戦略的な判断とマネジメント･システムの構築が必要である｡日本

本社が研究開発機能を遂行できるほどの経営資源と裁量権を子会社に与えるこ

とができるか､そして現地には日本とは異なる技術ニーズと開発インフラが存

在しているのか､日本本社との間にどういう技術分業を行うか､そして開発成

果を全社的に活用するためにはどういう組織構造が必要なのか､といった新た

な課題を検討しなければならないのである(Bartlett=Ghoshal
1989)o

以上､海外子会社-の技術移転は一気に行われるのではなく､四つの段階を

経験しながら､徐々にレベルアップしていくものであることを､ <図1>に沿

って説明した.同時に､各子会社が具体的にどういう段階にあるのかを判断す

るための基準も提示した｡もちろん､この四段階の区分は､多少悪意的なもの

であり､互いにオーバラップする部分も多い｡また､すべての海外子会社が各

段階を機械的に踏みながら高度化していくものではないかも知れない｡例えば､

いっまで経っても第一段階に留まり､同じことを繰り返している子会社もある
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だろうし､比較的速いテンポで各段階をクリアして､次のステップ-と進む子

会社もあるだろうo

しかし､ここで重要なポイントの一つは､進出先が先進国､途上国を問わず､

前の段階をスキップして次の段階に進むということは不可能に近いという点で

ある｡ ｢技術進歩には飛躍がない｣とよく言われるが､子会社の技術能力の高

度化にも同じことが言えるo <図1>の下方にある図は､技術は｢飛躍｣する

ものではなく､ ｢蓄積｣されていくものであると言う点を強調するために,筆

者が用意したものである｡この階段図では､新たな段階-の移行が前段階の蓄

積の上で進められるという点が強調されているo もちろん､企業側の努力によ

って,各段階をクリアするのにかかるコストや時間を節約できる｡実際､国際

経営の経験が豊富で､独自の技術移転のモードを確立した企業の場合は､移転

のスピードがきわめて早く､生産機種の変更や日本人の交代という変化があっ

ても､前段階に逆戻りすることはない｡しかし､相当長い進出歴史を持ちなが

らも､第一段階に留まっていたり,人材流出などが原因で前の段階に戻ってし

まう企業も少なくない｡一般的に､現地子会社の技術能力高度化プロセスには､

進出の歴史､現地子会社の戦略的位置づけ､派遣経営者の現地経営に臨む姿勢､

確立された技術移転のモード､人材育成の方法､現地化に対する基本的な考え

方などいった多くの要素がかかわっている｡その意味で､国際経営の成功は,

個別制度やテクニックの移転を超えた総合力の勝負でもあるのであるa

海外のさまざまな日系工場の間には､規模や業種,進出先を越えた共通性も

みられる｡しかし､それをはるかに上回る多様性がある｡よく整理整頓された

生産現場､きちんとした制服姿の従業員､日本人経営者による定期的な現場巡

回､経営情報の積極的な公開と言った側面に着目すれば､日系企業一般として

現地経営のあり方を議論することもできる｡しかし,上述した現地子会社の戦

略的位置づけ､経営にあたる日本人派遣者の現地経営に臨む姿勢､技術移転の

モード､人材育成の方法､現地化に対する基本的な考え方などいった定性的な

側面となると､そこには同じ日系企業とは思えないバラエティがあり､一般化

は危険であるという印象すら覚える｡多くの日本人研究者が使う日本的経営の

移転可能性という調査の枠組みは､現地システムとの対比で日本システムを捉

えており､日系企業としての共通性を把握するのには意味があるが､その一方

でバラエティに富んだ個別企業に対するアプローチが抜け落ちてしまいかねな

い｡

日本的経営･生産システムの国際移転可能性というテーマは､依然として重

要な研究課題ではあるが､進出の初期段階ならともかく､ 10年以上の現地経

営の歴史を持つ海外拠点を対象に､なおシステムの移転可能性を問い続けるの

は､方法簡上問題がないとは言えない｡そのため､新しい枠組みの構築が要請
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される｡国際経営は必然的に本国とは異なる言語､地域､文化､宗教､制度を

前提に行うものであり､その本質はこの差異を如何に克服して､一つの企業と

してきちんとしたマネジメントシステムを構築できるかにある｡先ほど各社の

現地経営がバラエティに富んでいると指摘したのは､目標は同じであっても､

それにたどり着くまでのアプローチは企業ごとに大きく異なっている点を示唆

する｡この｢段階モデル｣はまだ完成されたものではないが､産業や進出先に

あわせて適切な修正を行えば､それぞれの企業が独自の方法で行う技術移転や

そのアプローチの違いを把握するのに大いに参考になるものと私は確信する｡

2.段階論からみた現地子会社の技術能力の評価

この四段階に合わせて調査対象企業を評価すれば,その結果はどうなるだろ

うか｡以下､自動車組立､自動車部品､電機電子､化学という四つの産業それ

ぞれを代表する現地子会社を1社ずつ選択して､第2段階に当たる工程管理能

力水準､第三段階に当たる工程設計及び新生産システムの立ち上げの能力水準､

第四段階に当たる製品設計･開発能力水準のそれぞれに焦点を当てて､日本人

経営者による自社評価を参考に大まかな評価を行ってみよう｡

1)自動車組立のN社

製晶設計の機能はなく､すべての図面は日本本社から提供されるo ただし､

日本から送られる設計図面に対して､同工場の設備ではきちんとした生産体制

を整えることができない場合には､日本本社にその旨を伝え､設計変更を要求

することはできる｡こちらの生産サイドの情報を集めてどこを直せばいいかと

いう意見を日本の設計部隊に述べる程度のことである｡

工程設計は基本的にこちらでも対応できる｡ただし､新しいコンセプトを伴

う新生産システムを導入する際には､こちらの力だけでは対応できない｡日本

から応援者を呼ぶとともに,こちらからも人材を派遣して､両方向の技術学習

を行う必要がある｡しかし､製品のマイナーチェンジに伴う工程の再編成程度

のことなら､こちらの実力でも十分対応できる｡当社の海外工場の中では､こ

の面の実力は断然強い部類に属すると思う.

生産設備の改良は改善的な性格のものなら対応できるし､発注先の機械メー

カーに対しても改善提案ができるだけの実力はあるが､機械の構造を変えたり

大きな改善を行えるほどの能力はまだない｡

工程管理の能力水準は日本に比べるとやはり落ちる.作業負荷の山積み表な

どは一応こちらでも作れるようになり､負荷の調整を通じて作業者の調整を行

う仕組みに対してもある程度の理解はあるo しかし､その実践はなかなか捗ら

ない｡道具は揃っていてもその先までいかないという感じである｡その意味で

工程管理の基本となる作業の割り当て､作業の指示能力の面では日本よりは多
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少落ちるといわざるを得ない｡

2)自動車部晶のT社

設立当初は製造機能だけを担う分工場として位置づけられていたが､今では

設計部門が置かれるようになったo 設計部門には日本人1名とアメリカ人1名

が属しているo ただし､開発機能は持っていないo 現地で生産する製品の設計

開発はすべて日本本社に依頼している｡

製品開発はすべて日本本社で行うのが原則で､製品の設計図面はすべて日本

から送られる｡図面通りの製造ができない場合には､寸法や材質などに若干の

修正を行う必要あるが､こちらの設計部門が現地の仕入先や納入先との間に調

整を行う役割を果たす｡また,顧客の自動車組立メーカーによりしばしば若干

の寸法変更を要求されるが､これに対応するのも､こちらの設計部門の大切な

役目である｡

新生産システムの立ち上げは現地に派遣されている日本人エンジニアが中心

となって行うo この際､導入される機械設備は日本から導入するものと現地で

調達するものがあるが､組立ラインに直接使う機械設備は基本的に日本から導

入する｡日本のマザープラントでも同様の製品を生産しているので､日本と同

じ機械設備を導入すれば,日本のノウハウも同時に移転できるというメリット

がある｡この場合には､日本からエンジニアが派遣され技術指導を行う｡しか

し､前工程の機械設備は単発の機械が多く､アメリカ製の機械を導入してもそ

れほど問題は生じないので､前工程に限っては環地側が単独で生産を立ち上げ

ることができる｡

一方､生産ラインの工程設計は現地で行わざるを得ない｡日本から完壁なシ

ステムを導入したとしても､生産ラインを作って実際稼働してみると､予測も

できない不具合がいろいろと発生する｡これは文字通り1earning by doingで

調整するしか方法がない｡この作業には日本人も加わるが､基本的にはアメリ

カ人エンジニアの主導で行われる｡ちなみにアメリカ人エンジニアは改善提案

活動のリーダーの役割も兼ねている｡

現地の作業者は作業標準は比較的よく守る｡少なくとも日本人が教えたこと

は､充実に守る傾向があり全く問題はない｡しかし､自ら問題点を見付ける能

力､そして改善まで持っていく能力はまだ不十分で自発性もみられない｡日本

と現地との間にはスイッチの仕組みや安全基準などが異なっていて､日本の作

業標準を翻訳してそのまま使うことはできないため､もっと自主性を発挿して

欲しいが､考え方の違いなのか､なかなか期待通りにいかない｡

3)電機･電子産業のK社
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製品開発はすべて日本で行い､現地にはそのような機能はない｡当社の製品

は世界的に規格が統一されたグローバル製品なので､現地子会社が独自の商品

開発を行う意味が全くないからである｡ただし､材料変更程度のものなら現地

でも一部手がけている｡しかしこの場合でも､サンプルを日本に送り､品質の

評価､機能の確認､特許のチェックなどをやってもらう｡一々日本で評価を受

けなければならないのは､グローバル製品なので品質を統一する必要のためで

もあるが､製品の耐性検査などを行うための体制(測定器やエンジニアなど)

が現地にはまだ整っていないからである｡ただし､一部の技術分野でアメリカ

が先行する分野に限っては､現地子会社がそれをキャッチして日本の開発部隊

に提案する場合もある｡アメリカにもいろんな技術革新が行われているので､

日系企業としてもこの点をきちんと押さえておかないと､技術競争に負けてし

まう｡生産主体の子会社であるからと言って､従来のように言われたとおりに

ものを作るだけでは済まなくなってきたのである｡

1997年からスタートした新生産システムの立ち上げは､基本的に現地人エ

ンジニアと製造部門の人間が主体になって進めている｡従来は､日本人エンジ

ニアが工程のレイアウトを決め､アメリカ人エンジニアはその補助的な役割し

か果たせなかったが､何回かの技術導入を経験しているうちに､アメリカ人エ

ンジニアの知識も向上し､現在ではその役割が逆転している｡

現地の作業者は作業標準はきちんと守るo しかし､言わ`れなければやらない

という傾向もみられ､この点をどうするかが大きな課題である｡

4)化学産業のA社

主要な製品設計はすべて日本で行われる｡しかし､最近に入って主要顧客で

ある日系自動車メーカーからデザイン･インヘの参画要請があったので､それ

に応えられる組織作りに着手しているところである｡自動車用のガラス分野は

現地企業も結構強い競争力を持っているし､現地に進出している日系企業同士

の競争も激しいので､現在の競争力を維持するためには設計機能の強化が不可

欠であると考えている｡

生産設備や工程設計はすべて日本から導入されたもので､今まで工場の運転

が止まるほどの大きなトラブルを経験したことはない.ただし､チョコ停が.*

発したり､段取り替えの時間が遅く､設備の稼働率が高いとは言えない｡その

理由は主に予防保全体制がまだ整っていない点に起因するが､操業歴史が浅く

て､ノウハウが不足していてどうしようもない状況である｡

日々の作業管理はもっとも大変である｡現地人の手によって作られた作業標

準はあるが､それが充実に守られているとは言えない｡進捗管理や現品管理で

も同様なことが言えるわけで､制度としての形は一応整っているが､それを実
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践に移す人間の能力がまだ十分ではない｡

以上､それぞれ産業を代表する企業を取り上げ､現地子会社の技術能力がど

れほどなのかを簡単に紹介した｡項目によっては進んでいる企業もあれば､遅

れている企業もあるが､平均的な能力水準としては以下のように要約できるの

であろう｡すなわち､現地子会社の中で基本設計までを現地で行う企業はない｡

しかし､ほとんどの子会社は現地の状況に合わせた設計変更能力は有しており､

一定の成果も現れている｡工程設計の面では､機械設備の日本への依存度が高

いため､工程編成や修正過程における日本人や日本本社の役割が大きいが､全

く新しい生産システムの導入でもない限り､現地人主体で対応していけるくら

いの能力はある｡日々の作業管理は､化学産業を除けば､作業標準の遵守度も

高く､それほど深刻な問題はない｡ただし､自ら問題点を見つけ出し､それを

改善成果まで持っていく能力はまだ十分とは言えない｡

この点を<図1>の段階モデルに当てはめてみると､北米子会社の技術能力

は､すでに第1段階の技術学習､第2段階の定着段階はほぼ完了しており､第

3段階の改善段階に向けた新たな挑戦が始まったといえる｡次のⅢⅠでは､現地

子会社の具体的な事業概要を通じてこの点をさらに詳しく説明する｡

ⅠⅠⅠ.調査対象企業の事業概要及び技術移転の成果

1.北米子会社の事業概要

<表1>は､
･斗埜らが直接訪問調査を実施した北米工場に関する基本的な

データをまとめたものであるが､この裏にしたがって日系企業27社の事業概

要について説明しよう｡

生産品目を産業別に分類すれば､ 1番-6番までが自動車組立(6社)､ 7

香-12番が自動車部品(6社)､ 13番-23番までが電機･電子(1 1社)､

24番-27番までが化学(4社)に､それぞれ対応する｡以下では､基本的

に産業を基準にして技術移転のあり方を議論するが､こうした産業別分析は以

下のような問題があって､その解釈に注意を要する｡すなわち､自動車組立の

6社は､製品､技術､管理システム､戦略的な比重などの面で共通性が高く､

したがって企業間の横断比較は意味を持つが､他の産業分野は企業ごとに生産

品目や技術体系が相当異なっているので､それらを一括して一つの産業として

議論するのは問題があるということである｡従って､以下での産業別の議論は､

どこまでも便宜上のものであり､具体的な分析は個別企業のケースを中心に行

う｡

ここで取り上げた企業の他に､メキシコのマキラドーラに所在するカラーテ

レビ工場の3社に対しても､訪問調査を実施したが､これらの工場は非常に特

殊な状況で現地生産が行われているので､これについては機会を改めて議論す
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ることにしたい｡

まず､進出の時期をみると､一部の例外はあるが､ほとんどの会社(24社)

が1 980年代､なかでも85年のプラザ合意以降(14社)に集中している｡

より詳しくは､ 80年代の前半(1984年まで)までに設立された企業が1 0

社､それ以降設立された企業が1 7社となっている｡この点から､ 80年代に

入り激化していった日米間の通商摩擦が､日本企業の北米進出を促す大きなき

つかけであったということが伺える｡いずれにしても､各工場はすでに1 0年

以上の歴史を持ち､日本的なモノづく りもある程度定着しているので､子会社

の組織能力､技術能力を議論するには十分な対象であると言えよう｡

資本金の規模をみると､まず規模の大きさが注目される｡産業別平均をみれ

ば､自動車工場は3億5000万ドル､自動車部品は4千800万ドル､電機･

電子は8千7百万ドル､化学は1億6千万ドルとなっていて､ 1社当たりの資

本金規模は非常に大きい｡アジアの日系企業の数十倍の規模を誇る｡特に自動

車､半導体の場合はほぼ全工場が1億ドルを優に超える｡資本金の規模が大き

いことは､進出に際して周到な計画が必要なだけでなく､それ以降の現地経営

にも細心の注意を払わざるを得ない｡何故なら､現地経営の失敗はそのままグ

ループ経営の危機につながりかねないからである｡後で詳しく述べるが､それ

ぞれの企業における北米子会社の戦略的比重は高く､北米工場の現地経営を早

く軌道に乗せるために､アジア子会社にはみられない本格的な資源投入､技術

移転を重ねてきた｡さらに､ここで注意しなければならないのは､北米工場へ

の投資金額が進出当初からこれほど大きかったわけではない｡ある程度の操業

歴史を持つ現地子会社を調査してみると､生産機種の入れ替えや新機種の追加

のため､あるいは生産工程の高度化(例えば加工工程の追加)､合理化(自動

化設備の導入など)のためといった追加投資が繰り返し行われている｡それに

伴って投資金額は当然大きくなる｡こうした追加投資は､資本金の形で日本本

社から送金してもらう場合もあるだろうが､今回の調査対象企業の中では日本

本社に頼るケースはほとんどなく､ほぼ全社は現地の金融機関(日系銀行や米

系銀行)からの借り入れや内部留保から賄っている｡追加投資分を資本金の形

にするのかそれとも借入金の形にするのかといった会計処理の仕方が会社ごと

に異なるので､累積投資の大きさを資本金の規模によって比較するのは問題が

あるが､各社ともに資本金の規模を大きく上回る累積投資を行っていることは

ほぼ間違いない｡例えば､ 6番目の会社は資本金規模は自動車組立工場として

は比較的小さな3億7 50 0万ドルの規模であるが､設立以降今まで行った累

積投資の合計は資本金の37倍に当たる140億ドルにも達している｡投資規

模を徐々に増やしてきた企業はこの会社に限らない｡<表1>増設投資の欄は､

進出以降行った大型投資の回数を尋ねたものだが､ほとんどの会社は設立以降
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2-3回以上の追加投資を実施している｡その具体的な投資内容をみると､ト

ラック工場の増設､塗装工程や樹脂成形工場の追加､エンジン工場の設立､営

業物流センターの増築､クリーンルームの改造といったものであるが､調査を

行った時点においても近いうちに大型追加投資を計画している企業も少なくな

かった｡このような事業拡大､生産設備の拡充のための追加投資は､北米地域

に進出した日系企業がアメリカ経済に対して公式的な統計(例えば大蔵省によ

る海外直接投資の実績)をはるかに上回る責献を果たしているということを示

すものとして注目してよいが､追加投資が行われる度に､それに伴って新しい

技術移転も行われるという点も決して無視できない｡

出資比率はアメリカ会社との合弁事業の形態をとっている3社(1番目､ 1

2番目､ 1 8番目)を除けば､すべての会社が日本側100%出資となっている｡

この点は現地資本との合弁形態の多いアジアヘの進出とは大きく異なる点であ

る｡ 100%所有政策がとられたのは､アメリカにはアジア諸国とは違って投資

比率の制限といった現地政府による規制措置が全く存在しないという点が大き

いと思われるが､日本企業としても､戦略的に高い比重を持つ米国子会社に対

して積極的な技術移転を行い､できるだけ早く現地経営を軌道に乗せるために

は､ 100%所有がより望ましいという経営判断があったのであろう｡

上記の合弁事業3社の中でも､現地パートナーが経営権を握っている子会社

は･1社もない｡ 1番目の会社は日米企業の折半出資となっているが､アメリカ

側は少人数のスタッフで構成される学習チームを派遣しているだけであって､

日々の経営管理や技術的な側面には全く関与していない｡アジア進出の場合は､

現地政府による規制や現地パートナーとの対立が現地経営を難しくする要因と

して働く場合があったが､北米進出の場合は､この点の心配はなさそうである｡

実態はともかくとして､外面上は日本側が高い自主性を持ち､経営管理､人材

育成､技術移転に従事できる制度的な基盤が整っているのである｡

輸出比率はそれほど大きくなく､北米市場への供給が中心となっている.一

部例外的に輸出比率が高い企業もあるが､それは次の理由に起因する｡まず､

自動車組立の場合､3番目企業と5番目企業の輸出比率が高くなっているのは､

立地場所がカナダであるためである｡カナダ拠点の場合､一部カナダ市場に供

給されるものはあるが､基本的なミッションはアメリカ市場向けの製品生産で

ある｡半導体分野でも輸出比率が高い｡半導体の中でもメモリ分野は､製品そ

のものが均質で嵩張らないので､他の製品に比べてグローバル性が高い.例え

ば､ 14番目の企業は､調査対象企業のなかで唯一輸出100%の企業であるが､

この会社は半導体の前工程(ウェハーの拡散工程)に特化しており､ここで生

産されるウェハーは全量シンガポールやマレーシアに所在する後工程専門の子

会社(姉妹工場)に輸出している｡つまり､グローバルネットワークを通じて
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工程間分業を行っているため､輸出比率が高いのである｡また､アジアの日系

企業の場合､販売先が現地市場か先進国市場かによって生産機種や品質管理の

レベルが異なる場合が観察されたが､アメリカ子会社の場合には､そうした区

別があまりない｡日本人経営者の共通した意見としては､アメリカ市場は世界

で最も競争の激しい市場なので､日本と同等か､場合によって日本以上の品質､

納期､コストが要求されるという｡実際､アジアの場合は､産業による違いは

あるものの､現地企業や欧米多国籍企業による競争圧力はそれほど強くなく､

成長するマーケットであったため､競争圧力を訴える日本人経営者はあまりい

なかった｡しかし､アメリカの場合は現地での競争の厳しさを指摘する声も多

く､一時も気を休められないと言う.現地の競争企業が存在するうえ､アジア

企業との競争(半導体､家電分野)や市場の飽和､成熟化等により競争状況は

極めて厳しい｡自動車産業のように､大型乗用車及びトラックは現地企業､小

型乗用車は日系企業といった製品間の棲み分けがある程度はっきり している場

合には､現地企業との競争はそれほど厳しくないが､自動車部品､電機･電子

の分野ではグローバル競争に巻き込まれていて厳しい現地経営を強いられてい

る｡しかし､見方を変えれば､現地競争の厳しさは技術移転にはプラスに働く

側面もあると考えられる｡

現地調達率(ローカルコンテンツ)は､製品生産に使用される原材料･部品

をどれほど現地で調達しているのかを調べたものである｡企業によってバラツ

キはあるものの､産業別平均をみると､化学が90%としてもっとも高く､自

動車組立74%､自動車部品58%､電機･電子49%の順となっている｡自

動車組立分野は､アメリカ政府及びNAF TAによる現地調達比率の規制があ

って､一時期その達成如何や算定基準等をめ(oって日米間に摩擦が起こったこ

ともあるが､調査時点ではほぼ全社がこの基準をクリアしている｡中核部品の

現地生産及び日系部品メーカーの進出が現地調達率を上昇させるのに大きく寄

与したものと考えられる｡電機･電子分野は平均的に現地調達率が低いが､こ

れは現地政府による規制が存在しないうえ､キーデバイスを供給できる現地企

業が存在しないため､日本やテジア子会社から調達せざるを得ないという事情

によるものである｡例えば､ 1 7番目の電子部品メーカーは現地調達率1 0%

として今回調査した企業の中ではもっとも現地調達率が低いが､それは部品生

産に必要な原材料の100%を日本から輸入せざるを得ないという事情によるも

のである｡すなわち､同社が生産するコンデンサに使用する素材(セラミック)

は､純度や湿度等の面で極めて特殊な性質を有しているので､現地には供給業

者が存在せず､日本本社から真空パックで空輸している｡また､第2節で言及

したように､現地子会社に開発機能がないのも､現地調達率の上昇にネックと

なっているケースもある｡ 22番目の会社の場合､現地調達率は14%として
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極めて低い水準にあるが､同社の日本人経営者によれば､半導体産業の場合､

部品の購入先は開発段階でほぼ自動的に決まってしい､現在のところ開発機能

は日本本社に集中しているので､日本から調達せざるを得ないという｡従って､

現地での調達率を高めるためには､開発機能の現地移管を始めとする長期的な

取り組みが不可欠であるが､今のところそうした計画はないという｡製造業に

おける技術移転は､製品､部品や工程といった具体的なハードウェアに付随し

て行われる側面が強いが､自動車部品と電機･電子産業分野では､まず現地企

業の能力水準が脆弱なうえ､現地子会社の技術能力というものも組立が基本で､

戦略部品や加工工程､設計の現地化があまり進んでいないという現状から判断

して､技術移転による対米インパクトそのものはそれほど大きくないと考えら

れる｡この点は最後の現地化との関係で再度議論したい｡

従業員に占める日本人比率をみよう｡産業別にまとめてみると､自動車組立

が1.7%としてもっとも低く､電機･電子2.7%､自動車組立3.4%､化学4.0%の

順となっている｡一般的に､日本人比率は工場の技術的性格と密接な関係があ

る｡例えば､組立型産業の場合は大量の従業員を採用する必要があって､派遣

されている日本人の絶対数が多くても､日本人比率は低くくなるが､装置型産

業や加工工程主体のエ場はそうではない｡従って､上記の比率は産業の技術的

な性格を反映したものと言えよう｡しかし､ここで問題になるのは､日本人比

率の高さに対する内外からの批判が高まってきているという点である｡欧米系

多国籍企業に対する調査研究が不足しているので､どの程度高いかという具体

的な数値を以て検討することはできないが､派遣されている日本人の数や比率

が高いという点に関しては現地の日本人経営者も認めているところであり､そ

れが現地子会社の経営成果にも影響しているという指摘も多い｡となると､ど

れほどの日本人比率が望ましいかという点が問題になるが､現在のところ一致

した見解はない｡筆者は現地調査を行う度に､理想的な数と比率を必ずと言っ

てもいいほど質問してみるが､経営者の答えは少ない方がよい､ 1%程度が目

安である､常時3%は維持する必要があるといった具合に､意見はバラバラで､

一概には言えないようである｡海外子会社の経営は本国本社による経営･技術

支援によって成り立ち､日本人の役割も広義の意味での技術指導､技術移転に

あるので､一定比率の日本人を維持するのはそれなりの意味がある｡しかし､

長期的には日本人比率を下げていく必要があるのであろう｡この点で一つ明る

い展望をもてるのは､ここ1 0年間にわたり日本人比率が着実に低下してきた

ことである｡ほぼ1 0年前に実施した実態調査(安保他1989)との比較でみ

ると､この調査研究は我々の調査対象企業とかなり重複しているので大いに参

考になるが､日本人比率は自動車組立では3.8%⇒1.66%､自動車部品は4.6%

->3.4%､電機･電子は3.3%->2.56%のように大幅な減少を示している｡化学
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分野は研究対象にしなかったので直接比較はできないが､この産業においても

ここ1 0年間に日本人比率は大きく減少したという｡いずれにしても､ここ1

0年にわたり何回かの増設投資が行われ､その度に従業員の数が増えたにもか

かわらず､日本人比率が低下したということは､人材の現地化､技術の現地化

を示す証拠として考えてもよいだろう｡

日本人比率の項目で興味深い点は､類似した産業に属しながらも､企業間の

遠いが大きい点である｡例えば､自動車の組立工場の中で4番目と5番目は､

それぞれ2.25% (260名)､ 3.44% (62名)として大量の日本人が現地に駐在し

ており､その数他社を大きく引き離している｡この数値は､ 6番目の会社

(o.53%)に比べる飛び抜けて高い水準で､同じタイプの自動車を組み立てて

いるのに､ 5倍以上の格差がある｡こうした差異は､現地経営や技術移転に対

す考え方やアプローチの違いを反映したものと考えられるが､この点に関して

はⅣで再度議論したい｡

離職率の水準は年間の離職率を回答してもらったものだが､アジア子会社と

は比較にならないほど低く､ほぼ日本国内工場の水準に近い｡立地場所や技術

性質によって多少のバラツキはあるが､労働力の定着度はおしなべて高い｡日

本的モノづくりの定着及び技術移転には良好な環境であると言えよう｡アジア

子会社の場合は､技術移転や技術定着を妨iずるもっとも大きな要因として現地
従業員の高い離職率を取り上げた経営者が多かったが､アメリカの場合はそう

いう不満を吐露する経営者は一人もいなかった.一部半導体分野では､好調を

続けるアメリカの電子産業の現状を反映してして､エンジニアの移動が多少気

になるとの意見はあったが､現地経営に支障をきたすはどではないという｡こ

こで興味深いことは､データが取れた範囲で言うと､ワーカーの離職率が管理

職よりも大きい企業の数が12社で､その反対のケースの5社を上回っている

ことである｡仮に､辞めていく理由が経営管理に対する何らかの不満によるも

のであるとすれば､上記のデータは現場ワーカーの方が日本的経営に対する拒

否感がより強いことを意味する｡これはやや意外な結果である｡すなわち､既

存研究によれば､企業内平等主義を根幹とする日本的経営は､現場のワーカー

には歓迎されるが､エンジニアや管理職等の現地のエリートにはあまり受けが

よくないといわれている｡しかし､この結果は反対である｡ただし､各産業に

おける離職率の水準を注意深くみると､自動車部品や電機･電子､化学は一般

ワーカーの離職率がエンジニアのそれを上回っているが､自動車組立の場合は､

全体として離職率の水準も低く､管理職よりはワーカーの離職率が低い｡デー

タの制約もあって結論は避けたいが､自動車の場合は競争力の源泉が､他の産

業に比べると相対的に現場ワーカーによる品質の作り込みや高いコミットメン

トにあったので､その点をきちんと認識した経営管理が行われ､結果的には離
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職率の低下につながったという説明は可能ではないかと考えられる｡

労働組合は2社(1番目､ 20番目)を除けば組織化されていない｡したが

って､現地経営を展開するうえで組合による直接的な制約は全くないと言える｡

第1節で述べたとおり､経営側との対立姿勢を崩さなかったアメリカの産業別

組合の存在は､対米進出を模索する日本企業にとっては大きな脅威であった｡

しかし､組合活動の強い伝統的な工業地区とは地理的に離れた田園地帯にエ場

を建設し､現場主義的な経営スタイルが奏功して､組合組織のない状況が1 0

年以上続いている｡しかし､各工場の周辺では労働組合による組織化活動が依

然続いており､ちょっとした現地経営の失敗がそのまま組織化につながってし

まう可能性はないとは言えない状況である｡直接的な制約はなくても､常時気

を使わなければならないという点で間接的な制約は大きいと言えよう0 1番目

の企業は､ UAW傘下の労働組合が存在しているが､雇用保障さえ守ってくれ

れば､経営の細部には全く干渉しないという設立当初に交わした協定により､

今ま･で一度のトラブルを経験したこともなく､経営側の自主性が制約されるこ

ともなかった｡ 20番目の企業も､労働組合との間に葛藤を経験したことはな

く､極めて良好な関係を維持している｡潜在的な脅威はあるにしても､組合組

織による制約を全く受けていないと言う状況は､経営側が高度な自主性を持ち､

柔軟な経営管理に臨むことが可能であるという点で､技術移転､技術能力の構

築には極めて有利な環境であると言えよう｡

次はポストの現地化の面で現地人が占める最高位の職位及び管理職全体に占

める日本人比率をみよう｡まず､現地人の社長化が全く進展していない点が目

に付く｡6番目と2 7番目の2社のみが現地人が社長となっているだけである｡

現地人の最高位ポストとして上級副社長､副社長のタイトルが多いが､名目は

ともかく､実態としては日本の部長級に該当するらしい｡社長ポストの現地人

化､すなわち日本人化が顕著な欧米系多国籍企業の日本子会社とは様相が異な

る｡この点を憂慮して日系多国籍企業の緊急課題として現地人社長化を主張す

る論者もいるが､しかし筆者はこの点をそれほど深刻な問題であるとは考えて

いない｡日系子会社なので日本人が社長になるのは当然という考え方もあるだ

ろうし､本国本社とのグローバル統合には日本人社長の方がより適している点

も無視できないからである｡日本人社長体制では優秀な現地人が入ってこない

し､モラルの低下も心配であるとの意見もあるが､現に将来社長の地位まで視

野に入れて多国籍企業に就職する人がどれほどいるかを考えると､無理をして

まで現地人社長化を図る必要はないと考えられる｡実際､現地人が社長になっ

ている上記の2社は､早すぎた現地化が裏目に出たのか､日本的なモノづく り

体制が不徹底で､業績も芳しくない｡

それよりは､管理職に占める日本人の比率が高いという点が気になる｡この
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データは課長以上のポスト(管理職)に占める日本人比率を求めたものである

が､ 27社の全体平均が30%としてかなり高く､過半数を超える企業も少な

くない｡操業歴史がまだ浅く､技術移転､技術形成の途上にある現地子会社の

現状を考慮すれば､日本人主導の経営管理､技術管理はやむなしの側面もある

が､ポストの現地化に対する具体的なスケジュールをを持たずに､日本人によ

る｢経営統制｣がいつまでも続く場合､その弊害も当然現れるだろう0

以上､訪問調査を行った2 7社に対して､主要項目を中心にその事業概要を

整理し､技術移転との関係を考えてみた｡ <表2>は､上記の説明を表の形に

まとめてみたものである｡次節で詳しく述べるように､海外子会社への技術移

転に際して､それぞれアプローチの仕方は異なるかもしれないが､各企業の一

次的な目標は､日本国内工場レベルの品質水準､コスト､納期､稼働率､生産

性を達成するところに置かれるのであろう｡もちろん､日本とは異なる海外で

の生産活動を通じて新たな競争優位を獲得できれば､それより越したことはな

いが､現在のところ､海外の生産工場から日本的生産システムを越えられる新

たなモノづく り技術が生まれる可能性はそれほど大きくはない｡第2節で､現

地子会社が現有する技術能力は､一部の企業が第3段階の改善段階に向けた挑

戦を試みているとは言え､全体としてまだ第2段階に留まっているという点を

思い起こして欲しい｡

しかし､日本国内工場並の水準に達することは容易なことではない｡各社が

日本国内での長期にわたる試行錯誤を通じて造り上げてきた熟練､品質管理の

体系､サプライヤーマネジメントといった競争優位は､それぞれが別個に存在

するのではなく､組織的知識の性格を有するうえ､ノウハウ的要素が強いため､

たとえ子会社であっても､それらをそのまま移転､再現することはたやすいこ

とではないだろう｡特に､アメリカは､大量生産システムの発祥地として､日

本とは本質的に異なる経営管理システムを発展させてきた国である｡企業の資

金調達パターン､労働者の採用･選抜･訓練制度､賃金や昇進制度､労働組合､

技術開発のパターンなど､日米間の制度上の差異は大きい｡その意味で､アメ

リカは日本企業が活動していくうえでもっとも厳しい環境であるかもしれない｡

具体的な制度を変えるのも難しいが､異なる制度の背後に存在する人間の意

識､考え方を変えることはより難しい｡他の章が強調しているように､日本企

業では半ば常識的であるジョブローテーション(多能工化)､ブルーカラーに

対する人事査定､小集団活動､サプライヤーとの長期的な取引など､制度の形

は北米工場に持ち込まれても､実際の機能や成果は大幅に制約されている｡こ

れは制度の形は移転できても､それを支える考え方のバックアップを伴わなけ

れば､十分機能しないという点を示唆している｡しかし､日系企業としては現

状に妥協してしまうわけにはいかないだろう｡日本本社や現地の日本人は､日
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本的モノづくりに対する自負心､あるいは自分のシステムしか知らないという

こともあって､できるだけ日本的な制度を持ち込み､従業員の意識や考え方を

変えさせるための様々な努力を行うことになるだろう｡

企業ごとの具体的なアプローチはⅣで改めて議論することにして､ここでは

アメリカ子会社の事業概要が技術移転に如何なる関係があるのかを簡単に示し

てみよう｡

前述したとおり､アメリカは大量生産システムという非常に完成度の高い生

産システムを作り上げ､制度化させた国として､組織のあり方や人々の考え方

はこれと密接に結びついていた｡70年代の後半から日本企業の躍進とともに､

大量生産システムに内在する問題点が指摘され､制度改革が叫ばれたが､長い

歴史の中で住み着いた考え方や社会的文脈を一気に変えることは容易ではなか

った｡ほぼすべての進出企業が体系的なフィージビリティ調査を行い､制度や

技術の移植に細心の注意を払ったのも､アメリカンシステムの歴史やその発展

のための社会的文脈を理解するためであった｡この点アジア進出とは状況が多

少違う｡

アジア諸国は日本企業の誘致を通じて技術形成を図ろうとする意思が強く､

より根本的には､はっきりした現地システムが存在しなかったため､現地の制

度的な側面にそれはど神経を使わなくても済んだ｡だからといって､アジア日

系子会社が現地経営や技術移転の面でより優れているとは必ずしも言えないが､

少なくとも進出に際しての心理的抵抗や緊張度はアメリカほどではなかった｡

アジアとアメリカの日系企業を調査しながら両者の違いとして筆者がもっとも

強く感じたのは､日本人経営者の心理的な側面､心構えの違いである｡この項

目でマイナス符号を二つ付けたのは､この点を強調するためである｡しかし､

技術移転との関係で米国子会社がすべての面で不利なわけではない｡

1 0年以上の操業歴史､大きな投資規模､完全所有､競争の激しい米国市場､

原材料･部品の現地調達比率の規制､高い日本人比率､組合が存在しないとい

う側面は､アジア子会社に比べてアメリカ子会社の方が有利な地位にある｡社

長を含め高位ポストの現地人化があまり進展していないという点は､現在の成

長過程においてはそれはど問題にならないだろう(+)が､長期的にはマイナ

ス効果もあるだろう｡

2.技術移転の成果

<表3>は､日系現地子会社の組織能力及び技術能力をモノ､ヒト､制度の

側面に分けて整理したものである｡基本的な内容に関してはすでに第2節で説

明したので､ここでは簡単な数値(アンケート調査によるもの)を利用して､

第2段階の定着段階における子会社の技術能力がどの程度のものなかのをみて
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みることにしよう｡

まず生産設備及び設計図面の項目から説明を始めよう｡生産設備は現地工場

で使われている設備の中で日本本社から導入されたものの比率を示したもので

ある｡全体の平均は5 0%として設備の半分程度は日本から導入したものであ

る｡産業別にみると､化学分野がもっとも低く､自動車関係は組立､部品とも

に6 0%として高い｡表には明記してないが企業間のバラツキも大きい｡自動

車組立の場合､平均は60%であるが､ビックスリーの1社が閉鎖してしまっ

た工場をそのまま引き受けて使用している1番目の企業(25%)を除けば､

残りの5社の平均は7S%まで上昇するo 自動車部品も､ 7番目の25%を除

けば､ 7 5%までに上昇する｡ 7番目の企業は本格的な生産拠点として出発し

たのではなく､販売拠点として設立されたところに一部の生産機能が追加され

たという経緯があって､機械設備の水準はそれほど高くない｡

この項目の数値はアジア子会社に比べれば多少低い水準ではあるが､予想外

の高い日本への依存度である｡アジア諸国の場合は機械産業の発展がまだ未熟

であるため､現地生産に際して機械設備を一括して移転せざるを得ないという

事情があるだろうが､アメリカは自動車の先進国として､生産設備の供給先が

豊富であると考えられるが､結果はそうではない｡その理由として､日本企業

の競争優位が組織的な側面だけでなく､企業特有の生産設備(この場合､単体

のマシンではなくライン全体の組合せがポイントになる)にもあるので､こう

した機械設備はアメリカでも購入できないということもあるだろう｡そして､

日本国内で使い慣れた機械設備を導入することによって､日本で培ってきた知

識､経験を活用するという側面もあるだろう｡

製品の設計図面は7 0%以上を日本から持ち込んでいる｡特に､自動車組立

と自動車部品の場合は90%を越える｡この数値は､ ⅠⅠでも言及したとおり,

基本設計のはとんどは日本国内で行い､現地では改良設計や一部の部品設計を

行っているにすぎないという現状を反映したものであるc 各社ともに設計チー

ムを現地に派遣したり､テクニカルセンターの設立を通じて､設計の現地化に

積極的に取り組んではいるが､この数値をみる限り､その機能や役割はかなり

制約されているといわざるを得ない｡現地子会社の技術能力を第三段階の改善

段階までに向上させるには､設計図面や生産設備の現地化(現地調達)が不可

欠なものと考えられるが､両項目における日本への高い依存度は､北米子会社

の技術水準がまだ第二段階のレベルに留まっているという点を示す｡

しかし､化学分野は生産設備及び製品図面の両方において日本への依存度は

低い｡原材料の殆どをアメリカ国内で調達しているうえ､自動車や電機製品と

は異なり､現地適応(LocalAdaptiveness)を必要とする製品そのものの性格

によるものであると考えられる｡あるアメリカの技術史家は､技術移転のタイ
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プを｢物質移転｣ ｢デザイン移転｣ ｢能力移転｣の3段階に分類し､ ｢能力移転｣

が最も高いレベルのものであると主張するが､この主張で言えば､自動車産業

の水準というものは､第1段階の｢物質移転｣が中心であって､やっと｢デザ

イン移転｣に向かってスタートを切ったところと言えるかもしれない(小林

1976)0

次に作業長と保全要員の能力水準をみてよう.この項目は日本国内工場の水

準を100とした場合､現地の作業長､保全要員の能力はどういうレベルにある

のかを調べてみたものである｡現地子会社の技術能力を判断する指標として､

作業長と保全要員の能力水準を選択したのは､それが現地経営の要に当たると

考えたからである｡実際､量産工場における生産性と品質水準は作業者の熟練､

柔軟な作業チーム､品質の作り込み､設備の稼働率といった現場の管理体制に

大きく左右されるo この現場管理における中核的な存在が作業長とメンテ工で

ある｡

日本的生産システムに関する多くの研究(安保編1991,板垣編1997,板垣

1994,小池･猪木1977,浅沼1997)が,日米間には作業長やメンテ要員の組

織内の地位や役割､育成訓練の方法などにおける顕著な差異があり､生産性格

差のかなりの部分はこれによって説明できると強調したのも､それなりの理由

がある｡調査対象企業においても作業現場をリードできる作業長の育成と予防

保全のできる保全要員の育成を最重要経営課題にしている｡

その能力評価をみると､全体平均としてアメリカ子会社の能力水準は作業長

のレベルが77%､保全要員が81%程度で､産業間のバラツキがそれほど大

きくないという特徴を示している｡この評価は日本人経営者の主観的な判断で

あって､それぞれの判断基準が相違しているため､それらを集計平均して､企

業間､産業間という形で比較を行うのは多少問題があるが､日本の80%の水

準にあると言う自己評価は､それなりの意味があるのではないか｡企業の中に

は日本と比較しても全く遜色のないレベルにある(100%)と答えた経営者も

あるが､経験不足､視野の狭さといった日本との格差を指摘する意見が多かっ

た｡日本人派遣社員が多いのも､一部にはこの格差を補うためではないかと考

えられる｡

小集団活動に関しても､同様の方式で日本人経営者の主観的な判断をお願い

したo 自動車組立(65%)を除いては､他の産業の水準は50%を下回り､日

本との格差は大きい｡この評価は現に実施していると答えた企業の能力水準を

集計したものだが､半数以上の企業はフォーマルな形の小集団活動を実施して

いない｡

改善提案制度に関しても､日本との比較でどれほど活発に行っているのかを

質問したが､日本企業は′J､集団活動と改善提案制度を一つのセットとして導入
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する傾向があるので､その評価は小集団活動と同じ水準で,日本の制度はアメ

リカの子会社ではそれほど機能していないといえる｡実施率とその能力水準が

低い理由として､文化や考え方の違い､増設投資の繰り返しで実施する余裕が

なかった､離職率が高くてリーダーの育成が難しいといった様々な意見が寄せ

られた｡しかし､インタビューでの印象としては､これから本格的に取り組み

たいとの意欲を示す経営者はそれほど多くなかったので､今後大きな成果を期

待するのは難しいものと考えられる｡その背景には以下のような事情があるの

ではないか｡小集団活動と改善提案制度は､その元を辿ればアメリカ発の組織

革新ではある｡しかし､本場のアメリカでは日の目を見ることができず､戦後

間もない頃日本企業に導入されて大きな成果を上げた｡具体的な品質改善や生

産性-の寄与はもちろん､労働者の参画意識を向上させるのに､文字通り驚異

的な力を発揮した｡

しかしながら､最近の日本国内工場を調査してみると､かつてほどの活力は

見あたらない｡あっさり止めてしまった企業も多く､残している場合でもその

目的は変質している｡活動が下火になってしまったのは､生産設備や生産技術

が高度化してしまい一般作業者による問題解決や改善が難しくなったという技

術的要因が大きいようである.ロボットやNCマシン､ SMD(surfacemounting

device)といったハイテクマシンは､一般ワーカーの知識や経験をはるかに超

えており､エンジニアや専門工､場合によっては専門の機械製造メーカーの人

でなければ､改善どころか修理さえも不可能に近いという.

根本(1991)は改善成果の8割以上は作業長以上の現場管理者によるもの

であるという主張し､改善活動における管理者の役割を強調しているが､現実

に工程技術の飛躍的な発展により一般ワーカーによる貢献は持続的に低下して

いるo これ以外にも､生活にゆとりを持った労働者が職場単位で集まって何か

をやるというグループ活動にあまり熱心ではないという点も活動の低迷につな

がっている｡もちろん､例外もある｡トヨタ系の企業は､現場の生産性や品質

に直結しないテーマを認めたり､活動のやり方や組織を柔軟にするなどの努力

を通じて､小集団活動の再活性化に努めている｡これを受けて海外工場での実

施度も当然高い｡

<表1>の1番､ 2番､ 3番､ 7番､ 8番､ 9番企業はいわゆるトヨタ系企

業であるが､小集団活動における組織率やその能力水準の面で他社を圧倒する｡

最後の二つの項目は不良率(工程内)の水準と一人当たりの生産性を日本国

内工場(マザープラント)との比較で評価してもらったものだが､生産現場に

おける技術移転の成果を判断する指標として､この項目ほど格好の経営指標は

ないと考えられる｡一般に､海外直接投資の成果を判断する指標として､売上

高利益率やROIなどを利用する場合が多いが､こうした指標の場合は､投資償
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却や販売部門の力量､日本本社のグローバル戦略といった外部要因が強く関係

しているため､個別生産拠点(工場)の能力水準を議論するには適していない｡

実際､調査対象になった企業のほとんどは,組織内部における位置づけが工場

としてのコストセンターであり､販売やマーケテイング部門は別組織となって

いるため､売上高利益率やROIを以て経営成果を判断するのは問題がある｡す

なわち､製造工場としては優れた技術能力及び組織能力を有しながらも､累積

投資の償却負担や販売機能の脆弱さなどにより業績低迷を余儀なく されている

子会社も多く､そのような状況から工場の能力を判断するのは問題があるとい

うことである｡この点､外部要因による影響を裁ち切り､純粋に工場としての

能力水準を判断する指標として､工程内不良率の水準と一人当たりの生産性を

取り出し,それを比較検討することは､少なくとも工場における技術移転の成

果を評価するうえで大きな意味があるだろう｡

工程内不良率の平均は日本国内工場の88%の水準にあり､自動車組立は9

o%を越えている｡個別企業の水準をみると､半数以上の企業が100%､すな

わち日本国内工場と全く変わりがないと答えている｡非常に高い能力水準であ

る｡もちろん､単品の大量生産が行われる現地工場と多品種少量生産の国内工

場とは工程内の品質管理のレベルが違うという点を差し引いても､ 10年以上

にわたる技術移転の成果は十分に現れていると評価せざるを待ない｡一人当た

りの生産性の面でも､日本の83%の水準にあり､その差は急速に縮小しつつ

あるというo この結果を､ <表2>で取り上げた既存のアメリカ生産システム

による抵抗がそれほど強くなかったとみるか､それとも日本的マネジメントの

勝利として捉えるか､はっきりした結論を述べることはできないが､経営学を

専門とする筆者の立場としては､マネジメントの勝利の方に軍配を上げたい｡

文化､言語､考え方の壁は確かに存在するし､それは現地経営の失敗者にはい

い言い訳にもなる｡しかし､同じ壁に直面しながらも､現地経営や技術移転に

大きな成功を収める企業も多い｡この点､次の日本人経営者の意見はマネジメ

ント勝利の本質を突いているo 多少長いが､引用しておこう.

｢うちの工場の品質水準は日本のマザー工場と比べても全く遜色がありませ

んo 工場現場における生産性の面でも決して日本を下回ることはないと思いま

すo ただし､工場全体の生産性の面では日本の85%の水準にあるのではない

かと考えています｡その意味では技術移転の実演は8 5%程度であると言える

でしょうo lOO%を理想と考えれば､残りの1 5%が解決すべき課題となりま

すが､私としてはこの数値に満足しています｡海外に工場を作って､日本工場

の8 5%の品質水準と生産性を上げるくらいのマネジメントシステムを整える

ことは､思った以上に大変なことです｡文化や言葉の違いもありますが､より
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生産性に直結するサプライヤーやインフラストラクチャーが日本とは全く違う

からです｡現場の生産性は遜色がなくても全体の生産性が下がってしまうのは

このためです｡その意味では残りの1 5%は､クリアすべき課題ではなく(多

分努力してもできないと思いますが)､アメリカという国が持つ社会的な文脈

に対する日本側の妥協と捉えた方が､焦らなくてもよいし､柔軟な態度で現地

人とつき合うことができまして､精神健康にもいいです｡しかし､ここまで来

るのに､ 1 0年ほどの歳月がかかったと思いますが､成功の秘訣は何よりも人

のマネジメントに成功した点にあると思います｡日本的な制度(人事労務管理)

の持ち込みを急がず､ブルーカラーの人々にも考える力があることを認め､彼

らの意見を日々の生産過程にできるだけ反映させていこうと心がけたのがもっ

とも効いたと思います｡伝統的なアメリカンシステムはブルーカラーを機械の

部品のように取り扱い､彼らの能力を引き出す努力をしなかったと思いますo

この点､我が社の基本的な発想は日本的経営そのものかもしれないが､具体的

な制度のレベル､例えばブルーワーカーに対する人事査定やジョブローテーシ

ョンなどの面ではアメリカの制度そのものですo 基本原理さえしっかり押さえ

ておけば､具体的な制度やテクニックはアメリカ式に妥協しても､十分な経営

成果を上げられると思います｡今後の課題は､同じ原因の故障や問題が繰り返

し発生しておりますので,それを防ぐ.ための仕組みを作ることです｡日本では

問題が起こってもそれを後につなげないような仕組みができているが､ここで

はまだそうした仕組みはまだ定着しておりません｡｣

現地工場の能力水準は日本工場の85%の水準にあるという意見は,他の経

営者からも度々聞ける意見であって､その集計が<表3>の評価につながって

いると考えられる｡この85%を上記の経営者に倣って満足すべき水準である

とすれば､それを可能にした要因とは何か､そして､それにたどり着くまでの

アプローチの仕方は如何なるものであったかを問わなければならない｡この点

の議論が次章の課題であるが､日本国内工場の85%の水準にありながらも､

世界でもっとも競争の激しいアメリカ市場において十分競争できるということ

は､日本企業の競争力の強さ､日本型生産システムの有効さを物語る何よりの

証拠ではないか｡最近､日本企業や日本的生産システムに対する世間の風当た

りは厳しさを増している｡確かに､日本のシステムのなかでも新しい時代には

合わないものも多いだろうo しかし､モノづくり技術や人のマネジメント分野

における日本企業が長年取り組んできた組織革新､ノウハウは依然有効性が高

く､捨てるどころかもっとも積極的に海外移転を行わなければならないと考え

られる｡
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Ⅳ.技術移転にかかわる論点:技術移転モードの確立

Ⅱにおいて､現地子会社-の技術移転は､具体的な制度やテクニックの移転

を越えた技術能力､組織能力の構築に､その本質があるという点を指摘した｡

そして､子会社の技術能力は､いきなり高度化できるものではなく､いくつか

の段階を経験しながら徐々に高度化していくものであるという点を<図1>の

四段階説を利用して説明したo この四段階説は､まだアイディアのレベルに留

まっていて改善すべき点が大きいが､従来の分析フレームワーク､例えば､日

本的経営や日本的生産システムの移転可能性などと比較した場合､企業による

アプローチの違いや技術移転の課題を研究するうえでは有効性が高いものと考

えられる｡序章で言及したとおり､対米進出10年余が経過した現在､日系企

業の中でも技術能力や業凍の面で格差が徐々に大きくなっているo こうした格

差は､日本的経営や日本的生産システムの移転可能性という問題意識では解明

できない｡この課題に応えるためには､成功と失敗に関係する企業別の要因を

明らかにしなければならず､個別企業に対するケース研究(in-depth case

study)が不可欠である｡しかし､今回の調査は具体的なケース研究を目指した

ものではなかったので､ここではその要因の一つとして考えられる技術移転の

モードを取り上げ､探索的に整理してみることにしたい｡

子会社に対する技術移転の進め方は､各企業によって大変バラエティーに富

んでいるが､それを筆者なりに整理すれば､次のような三種類の移転モードが

あるのではないかと考えられる｡この分類は主としてトヨタ'､日産､ホンダの

事例からヒントを得たものであるが､他の産業でも注意深く観察すれば､大体

のところ三つのモードに収束していく傾向がみられる｡上記の3社は､対米進

出に際して全く異なる技術移転のモードを採用しているが､興味深いことに､

後続の対英進出の場合でもそれぞれ同様のモードを踏襲している｡ということ

は､ある程度現地経営の歴史を持つ企業は自分なりの一貫性のある移転モード

を確立し､それをグローバルに展開しているということを示唆するo 現在のと

ころ､どの移転モードが現地子会社の技術能力を高めるうえでもっとも効果的

であるのか､その判断は難しいo モードごとに一長一短があるので､一概にど

ちらが優れているとは言い切れないのである｡

1番目は､ホンダのアプローチにみられる｢共体験を優先する｣という技術

移転モードである｡1982年という他社に先駆けて北米に進出したホンダは､

15年が経過した現在でも日本人主体の現地経営という基本的な姿勢を少しも

崩していない｡当初400名近くにいた日本人は現在では260名まで減少してお

り､その意味では着実な人材の現地化は進んでいるo しかし､駐在している日

本人の数や比率の面では､依然として日産やトヨタの水準を大きく上回ってお

り､技術移転､経営移転におけるホンダウェイ(Honda Way)というホンダ的
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考え方の存在を浮き彫りにしている｡その背後には､比較的短期間のうちに拡

張投資を繰り返したために(例えば､ 1979年二輪工場､ 1982年四輪工場､ 1989

年四輪工場､ 1985年エンジン工場の設立など)､現地人の育成が間に合わなか

ったという要因もあるだろうが､他の企業も同様の拡張投資を実施しているの

で､これだけでは説明ができない｡そうなると､別の説明を求める必要がある

が､筆者は日本人と現地人との｢共体験をきわめて重視する｣という技術移転

に対するホンダの基本的な考え方の方により根本的な理由があるのではないか

と考えている｡すなわち､ホンダという会社は次に述べるトヨタや日産のアプ

ローチとはやや違って､あらかじめ技術移転のプロセスを計画化､体系化して

おき,それに基づいて順次移転していくというパターンではなく､大量の日本

人を生産現場に投入し現地人と一緒に働かせることで､モノづく りの基本やチ

ームワーク､改善の方法､さらにはホンダのフィロソピーなどを徐々に浸透さ

せていくというパターンをとっているようである｡

この点,現地の労働者は次のように述べている｡これはホンダ･オハイオ工

場を観察した島田(1988)からの引用であるが､この短い文章の中からも,

ホンダが如何に共体験を重視しているか､その効果がどれほど大きいかが推察

できる｡

｢皆誰もが毎日何か新しいことを学んでいると思うよo 特別な訓練の時間が

あるわけじやないo
一緒に仕事をしながら覚えていくんだ｡教室に座って講義

を聞いたからって判るってもんじやない｡お互い仕事をしながらいろんなこと

を本当に勉強するわけさ｣

｢私はKさんからもの凄くたくさんのことを教えられた｡彼だけでなくプレ

ス部門のスタッフ技師からもですo 一緒に働く期間が長くなり､お互いを知り
合うほどお互いに学ぶこともどんどん増えていったように思います｣

｢彼らは大変オープンで熱心に教えてくれます｡この工程の作業はどうする､

記録はどうつける､機械の位置はどうするのがよいか､日本ではどうやってい

るか､
･--等々｡｣

既述した現地子会社の技術高度化のプロセスにおいて強調したように､ ｢技

術学習｣の段階で日本と現地との間を大量の人材が往来するのは､OJT(OnTbe

Job Training)を重視する日系企業に共通してみられる特徴ではあるが､技術

学習が終了し､高品質生産がすっかり軌道に乗ったかのようにみえる段階にお

いても､これほど｢共体験｣にこだわる企業はホンダ以外にはない｡もちろん､

ホンダでも大まかな現地化の構想はあるだろうo すなわち､まず大量の日本人

を派遣し現地の人にホンダの考え方を教え込む段階からスタートして､次いで
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現地の人のレベルを底上げして､現地の人と日本人とで一緒に仕事をする段階

を経て､最終段階では日本人を次第に帰国させるというパターンである｡その

意味で､北米子会社における日本人派遣社員の数が減少に転じたということは､

同子会社が技術移転の最終段階に入ったということを示すものと考えられる｡

しかし､派遣社員の数､従業員に占める比率､減少のスピード､いずれの項

目をとってもホンダのアプローチはユニークで､他の地域-の進出に際しても

同様なモードを踏襲している｡例えば､ 1985年に進出を果たしたイギリス工

場においても､現在160名の日本人が駐在しており､従業員対比比率(160/2516)

は6･4%にも達するなど､ ｢共体験｣を極度に重視する襲術移転の姿勢はそのま

ま維持されている｡

二番目は､ ｢現地には現地の発想､やり方がある｣という考え方を実践して

いる日産にみられる移転モードである｡まず日産の場合は､進出当初から現地

人社長､現地人主体の現地経営という方針を一度も曲げずに実践している､ホ

ンダとは好対照を成す企業である｡ 1983年操業以来､日本人派遣比率は､四

度にわたる増設投資やモデルチェンジにもかかわらず､
0.5%-0.6%(20名-

30)に安定しており､組織内における日本人の地位も､副社長と財務担当の

2名を除けば､残りの全員はライン権限を持たないアドバイザーとなっている｡

日産がこのように現地人を前面に出し､日本人を背後に退くという｢クロコ｣

政策をとったのは､日本本社の明確なポリシーによるものである｡すなわち､

同社の考え方としては､アメリカは自動車の先進国として車作りに関しては豊

富なノウ-ウがあることをまず認めなければならない､そして現地に関する知

識は現地人が一番よく知っているので､それを現地経営に活かさないわけには

いかないということを前提に､現地人主体の経営を始めたのである｡もちろん､

利潤追求に直接かかわる基本的な部門は日本サイドがきちんとコントロールし

ているが､その他の部門(具体的な人事システムや作業の進め方)はホンダに

比べると,現地のやり方が大幅に取り入れられている｡日産のアプローチに対

して､現地化を急ぎすぎて日本的なモノづくりが浸透しなかったという批判も

あるが､現地人を主体に現地のやり方､知識をフルに活用しようとする考え方

にも,それなりの論理の一貫性がある｡

三番目は､トヨタのアプローチから類推できる｢技術移転の標準化､体系化｣

という移転モードのことであるoトヨタの技術移転に対する姿勢は､日本人比

率やアプローチの仕方という面で､ホンダと日産の真ん中に位置している｡日

本人比率は全体従業員の0･8%-0･9%に推移しており､アプローチの仕方も､

ホンダのように極端な｢日本化｣ (Japanization)を進めるものでも､日産のよ

うな極端な｢現地化｣ (Localization)を図るものでもない､中間的な姿勢を堅

持しているoすなわち､現地子会社-の技術移転に際して､
TPS(Toyota

57



production System)の基本原理にはとことんこだわりながらも､人事システ

ムや具体的な手法の移転はそれほど急がず､時間をかけた学習を重視する移転

モードを採用している｡このモードを一言で表現すれば｢技術移転の標準化､

体系化｣に優れているとしか言いようがないが､その特徴を山田(1997)に依拠

しながら簡単にスケッチしてみる(<図2>参照)o

この図はトヨタ方式のNUMMI-の移転プロセスを経時的にプロットしたも

のであるが､何よりも目立つのは､トヨタ的な手法や制度の移転を一気に移転

するのではなく､現地子会社の技術能力の進展に合わせて段階的に移転してい

るという点である｡この点を多少詳しくみると､トヨタはNUMMI-の技術移

転に際して次の二つのステップを考えたようである｡第1段階は1984年進出

以来80年代末にかけて､品質の再現性を重視したアプローチ､すなわち品質

が安定した自動車を継続的に生産可能な製造現場の構築に移転の重点を置いた

時期である｡例えば､現場管理の思想や形態の面で､国内工場の考え方やチー

ム制などの制度をそのまま導入したり､ JITをはじめとするTPSの用語を日本

語のままローマ字化して使用したりしたo さらに､設備の面でも､新しい設備

を用意するのではなく､日本国内で使用実績のある設備を大幅に導入したo
こ

の段階における技術移転の姿勢は､ TPSの基本原理にかかわる部分は､現地適

応よりは徹底的に｢日本化(Japanization)｣するというものであるo

第2段階は90年代からスタートしたものとして､第1段階の技術移転が一

定の成果を上げたという内部判断に基づき, TPSの本質に当たる改善能力の移

転を試みた時期である｡いわば､日本との環境条件の違いに対応できる応用能

力の構築を目指すというもので､純粋な意味での｢現地化｣ (Localization)と

は多少性質が異なるが､現地状況に合わせた改善能力を持たせようとしている

点で､新たな次元での｢現地化｣ (Localization)努力として評価できるだろうo

こうしたトヨタの姿勢を第2節で展開した段階論に沿って再整理すれば､第

2段階の定着段階を経て第3段階の改善段階に向けた挑戦がスタートを切った

と言える｡何を以て改善段階に入ったと評価するのか､その判断は難しいが､

<図2>をみればある程度のことは想像できる｡例えば､ <図2>で明らかな

ように､ 90年代以降のトヨタは､トヨタ生産方式トレーナーの育成や自主研

の実施､ QS(PS)サークル､サプライヤー改嘗チーム-の指導といったワンラ

ンク上のヒト作りと企業外-の拡散に技術移転の重点を置いている｡トヨタ生

産方式トレーナーの育成とは､ TPSの基本を日本人が現地人に指導するのでは

なく､現地人による現地人-の指導を目標に､アメリか人エキスパートを養成

するプログラムのことである｡自主研とは実際の改善活動における中核をなす

現地人中間管理者を対象にして実践的な改善活動のノウ-ウや手法を教えるプ

ログラムである｡サプライヤー改善チームとは､ TPSの基本を現地サプライヤ

58



一にまで普及する目的で設立したTSSC(Toyota Supplier Support Center)と

いう組織を中心に,セミナー開催､改善指導先-の見学会などを実施し､サプ

ライヤーの能力水準を向上させることで､企業全体の競争力のレベルアップを

図る試みであるo

トヨタだけでなく他の企業も､第3段階の改善段階に向けて様々な努力を展

開しているが､繰り返し指摘してきたように,現在のところ､その成果に満足

する企業はほとんどないo しかしながら､トヨタの技術移転にみられる移転モ

ードは､ホンダのような徹底した｢日本化(Japanization)｣や日産のような徹

底した｢現地化(Localization)｣を止揚し,移転されるモノの性質や現地子会

社の技術能力に合わせて移転の方法を適切に使い分けしている点は多いに注目

されてしかるべきであろう｡

以上技術移転に関する基本的姿勢として三つのモードを取り上げたo それぞ

れの移転モードは､多分日本本社の考え方や競争優位の違い､進出の時期､現

地経営の経験といった様々な要因を反映したものと考えられるが､ここではっ

きりしているのは各社とも自分のモードに強い自信感とこだわりを持っていて､

それを簡単に変えようとしないということである｡ 3社ともアメリカ拠点を起

点に､カナダ､イギリス､アジア(3社ともに､ 90年代に入ってから70年

代からのKD拠点を戦略的に見直し､タイを中心に本格的な一貫生産拠点化を

模索している) -と､グローバル展開を図っているが､技術移転に対する姿勢

やモードをみると､アメリカにおける移転モードがそのまま踏襲される傾向が

あり､その意味ではきわめて一貫性が高いo 以下では三つのモード間の長所短

所の比較検討を行うが､これはどこまでも論理的な詮索によるもので､自分の

モードにこだわる各社の考え方にはそれなりの理由があることを忘れてはなら

ない｡

｢共体験｣を重視するホンダ型は､徹底した｢日本化(Japanization)｣と表

現したとおり､日本的なモノづくりを現地に根付かせるうえではもっとも効果

的であろう｡品質の作り込み､仕事のうえの助け合い､チームワーク､予防保

全､作業長のリーダーシップといった日本的生産方式の根幹に当たるものは､

具体的な制度を作るだけでは不充分で､従業員の意識や考え方そのものを変え

ないとうまくいかない場合が多い｡この場合､大量の日本人を現場に張り付け､

一緒に仕事をさせながら､日本人との日々のコミュニケーションのなかで､そ

のコツを学ばせるというやり方の意味は大きい｡公式的な講義や研修ではカバ

ーできない日常性がそこにはあるわけである｡毎日学んでいるとか､講義で技

術が判るのかと言う現地人の発言から､日々の接触を通じて考え方が変わって

いく様子が伺われる｡しかし､このやり方は当然のことながら大量の日本人を

現地に駐在させることに伴う高いコストが問題である｡直接の経費も大変だろ
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うが､家族が払う心理的なコストも決して無視できないoまた､多量の日本人

が長期にわたりラインマネジャーとして直接指揮､指導に当たっていると､学

習意欲の高い現地人なら多くのことを学べるかもしれないが､他方では最後は

日本人がやってくれるだろうという依存体質ができてしまったり､過度の｢日

本化｣によって現地人の士気が低下してしまう心配もある｡

｢現地化｣を前面に掲げる日産型は､ホンダ型の長所をある程度犠牲にしな

ければならないという問題点もあるが､米国人主導の経営は､日系多国籍企業

の将来の姿を先取りしている側面もあり､それなりのメリットもあると考えら

れる｡そのメリットとしてもっとも注目されるのは､何と言っても､政治的､

社会的リスク-の対応能力であろう｡北米の日系企業は､かつての通商摩擦に

代わって､オーバープレゼンスに伴う投資摩擦や意思決定権限をめぐる経営摩

擦といった新たな摩擦に直面しがちであるが,この場合､人材や意思決定の面

で､徹底的な｢現地化｣を図る日産モードは､有事の際に威力を発拝する可能

性が高い｡同時に､他のモードに比べて比較的大幅な意思決定権限が現地人に

委譲されているので､現地で行われるイノベーションをタイミング良く取り入

れられるメリットもあるo ただし､このモードの場合は､本社との戦略統合や

技術移転のためには､アドバイザーとして配属されている日本人の役割がカギ

となるが､現地人が助けを求めたとき､それにきちんと対応できる日本人を安

定的に供給できるか否かが問題であると言えようo少人数の日本人があらゆる

質問や問題に対応するのは容易なことではない｡適切な指導や情報を提供でき

ず､現地の人に頼りになれない日本人は､組織の中で浮いてしまう可能性もあ

る｡実際､イギリス日産ではライン権限を持たない日本人が組織の内部で疎外

される問題があってアドバイザー制度の見直しを検討している｡

両者の中間にあるトヨタ型は､いろんな意味でバランスの取れた移転モード

である｡トヨタは北米進出の面では他社に後れをとったが､それにもかかわら

ず､もっとも良好な経営成果を収めているのは､トヨタ独自の移転モードにも

その秘密がある｡このモードの優れた点は､ TPSの基本原理にはとことんこだ

わりながらも､移転成果に基づき適切に｢日本化(Japanization)｣と｢現地化

(Localization)｣の両方を組合せているという点である.この場合､組合せの

順番がきわめて合理的である｡というのは､トヨタはまずしっかりした｢日本

化(Japanization)｣を図?たうえで,その次のステップとして｢現地化

(Localization)｣を図るというやり方で技術移転を行っており､その逆ではな

い.日産モードのように､初期段階から｢現地化(Localization)｣に走ってし

まうと､現地文化や考え方-の同化圧力(Westney 1993)が強くなり,日本的

システムの良さを移転することが難しくなるが､この点トヨタモードは違うo

すなわち､まずTPSの基本に関しては徹底的な｢日本化(Japanization)｣を試
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みるということで日本的システムの良さを十分浸透させたうえで､徐々に｢現

地化(Localization)｣を図っていくという段取りをとっているのであるo もち

ろん､長期間にわたり｢日本化(Japanization)｣にこだわりすぎれば､現地-

の適用が難しくなるが,前述したとおり､トヨタはTPSの定着を見計らったう

え､現地人によるTPSの指導を開始することで､現地-の適応も視野に入れて

いる｡ ｢日本化｣の次にくる｢現地化｣は､元々現地に存在していたシステム

や考え方-の回帰を意味するものではないだろう0 日本的なやり方､考え方を

しっかり内面化した現地人は､現地のシステムを取り入れる場合でも､単純に

｢現地式｣に流されてしまうのではなく､常に｢日本式｣との調和を考えなが

ら｢現地化｣を図ることになるのであろうo 次のような現地人マネジャーの意

見は､この当たりの内面化の成果をよく現しているo

｢私は8ケ月にかけて2名の日本人について品質管理に対する特別訓練を受

けましたo 測定器械の操作方法や報告書の作成要領等を教科書ではなくいわゆ

るOJTで教わりましたo このとき､ Defect Zero､すなわち不良率ゼロという

とんでもない目標を掲げる日本人の考え方にびっくりしました｡彼らは神様の

領域に近づこうとしているようにみえたのですo なぜなら､私たち西欧人は基

本的に､人間だから間違いを起こすのは当たり前のことで､一桁の不良率の水

準なら人間に許される範囲であるし､それを少し減らすのが管理者の仕事であ

るという考え方を持っていますが､日本人はとにかくDefect Ze叩です｡しか

し､日本人との接触の時間が長くなるにつれて一つ判ってきたことは､日本人

は本気で不良率ゼロを目指しているわけではないということです｡すなわち､

日本人はできるだけ高い目標を設定し､それに挑戦していく姿を望ましく考え

る習慣があり､目標が実際達成されたかどうかにはそれほど拘っていないとい

う点が判りましたo神様ではなく人間だから改善も可能だという発想でしょう

かo とにかく､厳しい訓練(私は頭の日本化と呼んでいますが)の中で私の考

え方もだいぶ変わりましたo弊社の品質管理はまだパーセントのレベルで､そ

の管理体制も｢品質の作り込み｣とは距離があり､どちらかと言えば､アメリ

カ的品質管理そのものですが､知らないうちに､仕組みの改善に目がいく自身

の変化に気づき､私の考え方も多少は｢日本化｣したと苦笑いしたりします｡｣

以上技術移転における三つのモードを説明し､その長所短所を簡単に述べた｡

トヨタ型の合理性を強調した評価になってしまったが､これはどこまでも論理

的な詮索の結果であって､本当にどういうモードがもっとも効果的なのかは､

現実におけるテストを待たねばならない｡実際､ 90年代以降トヨタが展開し

てきた現地人によるTPSの拡散が今のところ大きな成果を上げているとは言い
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にくく,他の2社とも安定的な現地経営を行っているので､一概には言えないo

ただし､ここで最も重要な論点は､他社のものを安易に真似するのではなく､

自社の技術的な性格や組織風土､競争能力に適した移転モードを開発し､それ

に合わせた技術移転､人材育成､管理システムを構築しなければならないとい

ぅことである｡ Bartlett=Gbosbal(1989)は､多国籍企業の戦略的な課題は､

どういう戦略を打ち立てるかの問題ではなく､誰の目にも明らかになっている

グローバル戦略を実践に移せる独自の組織能力を如何に構築､転換できるが問

題であるというo Chandler(1990)が組織能力(Organizational Capability)と

いう用語を最初に提起して以来､企業が長期的な競争優位を維持するうえで必

要な組織能力とは何かをめぐる議論が活発に展開されてきた

(Lazonick=Mass1995)o藤本(1997)によれば､企業特殊的な競争能力として

最も重要な組織能力は､既存ルーティンの安定的な反復能力(｢静態的能力｣)

やルーティンのなかでの動態能力(｢改善能力｣)ではなく,進化能力(能力構

築能力)であるという｡彼の説明によれば､進化能力とは意図的に実行する非

ルーティン的な実験(一種の飛躍を伴う)のなかで有効なものを組織内部にル

ーティン化(体化:embodiment)させる組織能力のことであるo第2節の<

図1>における第三段階の改善段階-の移行は､彼のいう｢改善能力｣とは用

語の使い方が異なる点に注意してもらいたいが､ある種の｢組織的飛躍｣が必

要であるという点で､まさに藤本がいう｢進化能力｣ (能力構築能力)に当た

るものと考えてもよい｡

組織能力の進化や飛躍には､その内部に変化しないテクニカル･コアの確立

が前提になるoテクニカル･コアを持たない組織は進化･飛躍したくてもしよ

ぅがないo方向が定まらないためである.変化するために変化しないものをあ

ぇて作っておく必要があるとでもいおうかoこうした文脈で考えると､企業特

殊的な移転モードの確立は､そう簡単に変えられないテクニカル･コアとなり､

組織能力の高度化を促進させる触媒になるものと考えられるo

v.経営資源の現地化度評価と今後の課題

最後に､日系企業の｢現地化｣に関する現状について概観したいo

<表4>はヒト､モノ､カネ､情報という四つの次元において北米子会社の

現地化の現状を大まかに評価してみたものであるo ヒトは､ Ⅲで詳しく述べた

ように､日本人比率は着実に減少しているとは言え､管理職ポストに占める日

本人比率が依然として高く､決して現地化が進んでいるとはいえない状況であ

る｡組織内の高位ジョブのほとんどを日本人が掌握しているのであるoそして,

今後の展望もそれほど明るくはない｡その理由として､マネージャークラスの

考え方や行動が日本とは相当異なっていて､日本的なやり方に拘ると優秀な管
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理職を取れないという側面がある.

例えば､アメリカでは｢社会人は自分で自分のために教育投資をし､必要な

能力を身に付けて､それを評価してくれる仕事を自分で探す｣というのが基本

で､日本のように会社による教育を受け､その引き換えに長期勤務をするとい

うやり方を歓迎しない｡確かにこの点も大きいだろうが､筆者がヒアリング調

査を通じて分かったことは､管理職を育成するためのきちんとした教育システ

ムを持っている企業は極めて希で､ほとんどの日本人経営者が管理職育成に向

けた教育システムの整備を緊急課題の一つにしているということであったo

多くのマネジャーを日本に派遣せざるを得ないのも､現地子会社のなかに管

理職のための教育･訓練の仕組みがまだ整備されていないためである0 ｢改善

段階｣はエンジニアや上級管理職による貢献が何よりも要求されるが､そうし

た人材を確保するためには､内部昇進を優先する日系企業の経営体質からして

社内の教育制度を整備するしか方法がないと考えられるo

次にモノの側面をみてみよう｡ <表1>の現地調達率及び<表3>の生産設

備の持ち込み度合いのところで述べた通り､企業特殊的な生産設備の存在やア

メリカのサプライヤーの能力水準に限界があるけれども､まずまずの水準にあ

る｡より多くの付加価値を自分の国で体化させたいという要求は､先進国､途

上国を問わずのことであるが､この項目も短期間でこれ以上の成果を期待する

のは､現段階では難しいだろう｡ただし､直接投資をめぐる摩擦が再燃したり､

重要部品の現地生産が本格化したりすると､急速に改善される可能性もある｡

カネの現地化は二つの側面で考えることができる｡まず､カネの現地化を現

地の株式市場に上場することと捉えるならば､その可能性は極めて低いだろう｡

しかし､資金調達を現地で行ったり､利益の現地還元という側面で現地化を捉

えるならば､実態評価は疑問符を付けるしかない｡現地での資金調達が当たり

前で､内部留保の再投資もかなり進んでいる企業も多いが､問題はロイヤルテ

ィーや経営指導料という名目の本社送金があまりにも多いことであるo 設計図

面や基本技術を日本本社に依存している現状では､その使用料の支払いに対し

て現地従業員も納得するだろうが､今後設計の現地化が進展し､ ｢改善段階｣

に達したときでも､引き続き納得するかどうかははっきりしない｡実際､一部

の日本人経営者は本社による請求金額が大きすぎるという不満を隠さなかった｡

情報の現地化は､定義が難しいが､もし設計機能や研究開発の意味で捉える

ならば､今のところ全く現地化していないと断言しても過言ではない0

このように北米進出10数年の歴史を､ ｢現地化｣という尺度で評価してみ

ると､正直に言ってあまり高い点数はつけられない｡その分､クリアすべき課

題が多いわけである｡しかし､落胆するのはまだ早い｡たった10数年で日本

工場の85%の水準まで来たのであるo若い組織にとって課題が多いというこ
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とはいいことであるo それは､課題を追求するなかで組織の活性化を図れるか

らである｡ただし､ここで一つ注意しなければならないのは､課題追求の方法

が日本的なやり方に偏ってはいけないということであるo つまり､日本型生産

システムという一つのシステムで世界を制覇するという発想が間違っており､

別の拡大されたビジョンが求められるべきであると考えられる｡

以上のように､ヒト､モノ､カネ､情報という経営資源の現地化の課題は､

日系企業が現地側-送出する技術のレベルと相侯って､その進行過程で､日本

側､現地側との間でさまざまな認知ギャップや葛藤を引き起こすものとなるo

本章では､アジアにおける日系企業企業の現地化とその過程で見られる組織

文化の構築に対して､どのような現象が確認されるかを見ていく上で､北米に

おける日系企業の現状を分析視覚のひとつとしてとりあげた.次章以降では､

以上の先行調査から得られた知見に基づいて､香港､シンガポールで実施した

調査研究報告を展開したい｡
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諾

一ゝの

毒号 設立年輩本金(百万ド こ■
.--.I 禿上甫(百万ドル) 生産品目 椋出比一 現調率 従業員 日本人 比辛 離取皐(ワーカー 離取峯(管理稔 組合 現地人日本人..′管理取

ー

EL

1984 3ー0 5Oc 3回 2,830 ≡.-- 11ヽ 75㌔ 4.515 38 0.84!i 5.0㌔ 4.0% 育 上級副社長50

2 1988 I.180 100 4回 秘密 自動車 19ゝ 了5㌔ 6.800 61 0.90㌔ 4.2㌦ ■4.2モi蘇 同上8.8

3 1988 ー96 一oo 2回 秘密 自動車 ー5㌔ 60㍍ 1.281 26 2.03% ー.0% 2.0㌦ 蘇 副社長11.4

El 197!) 578 一oo 3回 8.970 自動車 1了㌦ EEE3 ー1.565 260 2.25㌔ 2.6!i 3.6!i ･:: 上級副社長29

5 ー986 158 100 自動車 BO㌔ 83㌦ 1.800 62 3.44% 2.0% 2.0% 蘇 同上42.3

6 1983 375 一oo 4回 6.000 自動車 EE3 65㌔ 6.000 32 0.53% 2.8㌔ 2.8㌔ 蘇 ‡土長3.8

了 l971 3.8 100 4回 517 カーエアコン 0!; 78% 3了6 15 3.99㌔ 4,0㌦ 3ー.0?i 蘇 上級副社長38.9

8 1990 74 一oo 4回 700 電装品 70㍍ 1,700 90 5.29% 5.5㌔

-
I 蘇 同上80.0!ふ

9 1986 ー25 一oo 2匝 703 カーエアコン 0?i 68㌔ ー,478 33 2.23㌔ 6.8㌔ 6.8㌔ 蘇 同上33

ー0 l980iー8 100 2回 2了6 コンフ-レフサ EEB 60% 92ー 28 3.04!i 蘇 会長.22.2

■l ー986 60 一oo 2回 104
,i=<)LL

16㌔ 63!; 486 ll 2.26!i ー8.0% ー2.0㌔蘇 次長53

ー21990 8.8 90 30 ケーブル ー!i 73㌔ 220 8 3.64% 20.0% 0.0㌦ 蘇 副社長30

ー311980 150 一oo 5回 46 半年体 30㌦ 50㌔ 7ー5 28 3.92㍍ 8.9㌦ -::. 副社長37

14Il988
261 100 ●● 半導体 100㌔ 48㌔ 656 25 3.81㌔ 4.9ゝ 3.7㌔ 蘇 副社長38
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19 ー987 30 100 1回 6Ll5 LBP 5?i 58㌔ ー.897 35 1.85?i 7.4!i 3.7㌔ 蘇 理事10

20 1978 10 loo 3回 515 CTV 21㌔ 75㌔ 723 7 0.97?; ーーーゝ 0.ー㌔ 単独 副社長21.4

21 ー989 20 100 2回 ー21 AStC 0,i LEES 354 ー0 2.82% 5.9㌔ 2.7㌔ 蘇 理事ー7.3

22 1985 46 一oo 1回 199.8 ;;-;....≡ 0㌔ 一`■

551 22 3.99㌔ 25.0% 10.0㌔ 蘇 エ場長代理45.7
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24 1985 221 一oo 4回 225 フイルム 6㌔ 70?i 600 34 5.67?i 8.4?i 9,4% 蘇 上級副社長31.2

25 1989 257 100 2回 771 OPC 30㌔ 95% 34l 22 6.45㌦ 0.5!; 0.3㌔ 蘇 上級副社長32.6

26 l986 64 100 1巨) 269 ガラス 25㌦
■一

ー.200 20 1.67㌔ 7.0㌔ 7.0(.i 蘇 副社長12.8

27 l982llO4 -一oo 1回 260 化粧品 12?; loo?i 621 EEl I.93㌔ 蘇 社長



<図1 >現地子会社の技術高度化のプロセス
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人材の往来 日本と現地との 少人数の日本人 少人数の往来 ほとんどない○

大桑の往来 派過 拠点間の交流

人材育成の主体 作業長 テクニシャン エンジニア 設計エンジニア

マネジャー 上級管理職 リサーチャー

移転の方法 マニュアル通り マニュアルの理解 マニュアルの修正 マニュアルの再編成

変化-の対応力 非常に低い やや低い 高い 変化を先取る
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第一段階 第二段階 第三段階 第四段階

<表'2>

項目 北米の現状 技術移転 アジアの現状

1.ア;(リカ的生産システ_Jk ++

2.操業歴史 10年以上 + 浅い

3.投資規模 非常に大きい + ′トさい

4つ出資比率 完全所有 + 合弁が多い

5.拠点の.性格 国内市場向け 輸出拠点が多い

厳しい競争圧力 + 穏やかな競争

6.LC規制 有(自動車) +
一郎ある

矩(電機○化学) 同上

7.日本人比率 高い + 低い

8.離職率 低い + 高い

9.労働組合 四■ + 佃
ノヽヽヽ

10現地人社長 皆無l? 皆夕照

ll.日本人/管理職の比率 高いJ+- 高い
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<表3> (単位:%)

項目 !l三度設1i旨旦軌品図面 作業長 保全要員 ′ト集Ef]活動不良率 生産性

自動車組立 60 90 77 82 65 93 86

自動車部品 60 95 69 71 45 85 82

電機.電子 50 64 81 81 48 89 88

化学 31 38 80 88 30 83 73

平均 50 72 77 81 47 88 83

<表4>現地化の総合評価

項目 現状

ヒト より高位ジョブを現地人に 低

モノ より多くの付加価値を現地で 中

カネ 現地の株式市場に上場○ 低

資金の現地調達o利益の現地還元 ?

情輯 設計機能や研究開発 ×

<図2>トヨタ方式のNUMM憎へのf!I云朋

トヨタ生産方式

･ア./ドン/自捌化

･カ,んはん/ジ十ストインタイム
･ ≒T;･yi_化

･標準作美/改告

I,'!l掘解決の1･･仰

州患工夫制1E

トヨタ生産方式トレーーナー在r'A

r'17主耶

QC (I'S)サーークル

サ7'ライヤー改善チ･-ム

86 8了 90 9l 9293frl

･外i.I:.かん は榔ク r仰こ実施さhている
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第3章 香港･中国(恵州)の企業調査報告

一日系企業-の企業文化移転についてのケース･スタディー

高木裕宜

(名古屋大学大学院国際開発研究科国際開発専攻博士後期課程)

Ⅰ.はじめに

本章では､香港､また香港から中国(恵州) -進出した企業をケースとして､

日本企業の企業文化の海外展開について研究調査報告を行う｡

企業文化とは､後に述べるように､目に見える範囲において､その企業独自

の行動様式と考えられるo その企業の特徴ある行動は､スタイルとして企業内

外での企業のイメージを決定していくことになる｡企業の従業員や関係者にと

って､そのイメージが､文化資本として蓄積されるようになると､その企業に

ついての一種の品格となっていく｡こういったスタイルや品格も企業活動のい

ろいろな局面において一種のパワーとして働いてゆくであろうo すなわち､現

在の不況下にあっても､否､だからこそ､例えば企業の外からの印象を決め､

企業内部の統合､結びつきを決定するという意味で､現在の企業経営にとって

重要な案件であると考えられるのである｡特に､現在の日本企業は､単なる商

品輸出のみならず､直接投資の形で海外進出を果たしており､商品のかたちで

直接消費者-そのスタイル等を示すことは当然であるが､それ以上に日本文化

のなかではなく､異文化のなかで､その対外的なイメージをはっきりと示すこ

とは緊急の要件となっている｡つまり､海外進出のために､日本のなかでは暗

黙の了解によって通じるツールも､明確な何らかの形で示さない限り､他国､

異文化のなかでは通じないことが多いと考えられるからである｡そのため研究

対象としても､このような論点は調査研究によって明確にされるべきことであ

ると考えられる｡.

本章における調査は､日本の製造業のメッカといわれる中部圏の独特の会社

文化が､その海外展開において､変容,強化されるかどうかなど-の関心によ

り端を発し企図されたものである｡そのため､例えば､漢人社会､儒教文化圏

といわれる香港､中国において､日本本社から移転していった企業文化が､そ

の地域的な文化による影響をこうむっているのかといった点についても関心の

対象である｡また本ケースでとりあげる対象企業は､香港から中国(広東省･

恵州) -進出しているが､同じ漢人社会においても､経済的先進地域から発展

途上地域-移動した場合はどうなのか､といった点も対象として存在している｡

ここで言う企業文化がなにであるのか､という問題については､文化はな

にであるのか､という定義づけが困難な問題であるのと同じく多くの論点が存

在し､現在では結論の出ていないことがらである｡しかしながら､ここではま
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ずさしあたって,文化の定義としてもっとも基本的なもの､すなわち､行動様

式を文化として扱うことに従って､企業文化も,まずは企業の特徴的な行動様

式としておく｡このなかでは､例えば日本本社で浸透している経営理念などは､

重要な構成要素として扱われる｡

Ⅱ.国際経営論及び企業文化論での先行研究にみる理論的フレーム･ワーク

当報告書における企業文化とは､国内のそれについて考えるものではなく､

日本から海外-の進出の形で､その異文化-の移転問題に焦点をあてて扱うも

のである｡現在までの企業文化論のうち､特にここで問題としている国際経営

面での研究とは､大きく二つのやり方に分かれていると考えられるo まず､そ

の一つはPerters and Waterman(1982)の｢エクセレント･カンパニー｣にあ

るような､ ｢IBMはどこ-行ってもIBM｣といった論点である｡このこと

は､国際経営全体の側面に当てはめれば､子会社-の権限委譲が進んでいる多

国籍企業というより､本社からの統合度の高いグローバル企業に当たるo次に､

異文化コミュニケーションの問題として､企業内での人間関係についてミクロ

な視点から､異文化理解などの問題を取り扱うものである｡

国際経営学では､多くの企業を対象とした研究蓄積が進んでいるためか､例

えばBartlett and Ghoshal(1989)のように､経営戦略､組織については､多

くの企業を分析可能とする､-なんらかの類型化や子会社の段階化などの方法が

開発されている｡こういった分析道具としての企業類型を用いることの効用と

は､調査を行うことによって､一定の基準に基づき､理念型的に構成されたい

くつかの類型を設定しうることであり､また逆にそのケース-差し戻して分析

が可能であることである｡その研究過程を経て､類型化による分析の基準等が

設定され､より研究の蓄積が図られることになる｡

国際経営面での分析ではなく､主に国内での企業を対象とした(多国籍企業

でもある企業も存在するが)企業文化の類型化については､加護野忠男他(1993),

Deal and Kennedy(1982)など､いくつかの研究が存在する.しかしながら､

こと国際経営での企業文化論については､適当な類型を設定した分析はいまだ

行われていないのが現状である｡特に､ここで扱うケースは､｢エクセレント･

カンパニー｣に出てくるような､他国においても本国においても同じ経営スタ

イルを通しているような超優良企業ではない｡こういったいわば中程度(超優

良ではないが不良でもないといった方がよいかもしれない)の企業についての

ケースに対しては､企業文化論において言及されていないのが現状である｡

そこでここでは､いくつかの企業文化の類型とその調査判定基準を設定して

分析を行うのが本来である｡国際経営についての戦略論や組織論､技術移転の

段階などの論点においてなされていることを参考にして､企業文化の移転状況
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について､類型化またはその段階､移行過程を考えてみたい｡まず第1に､

現地子会社が本社工場の分工場状態にある｡第2に､本社より分社(分権)

化状態にある｡第3にそのあいだに位置する､またそのあいだのなんらかの

移行過程にある｡このような企業文化の類型化自体は､いまだ研究蓄積がない

がゆえに､なんらかの基準を立てて分析することが現在では不可能であるが､

当調査および報告では､なんらかの類型を設定する上での予備的調査として位

置づけられる｡

そこで､ここでは経営戦略等での類型または海外-の段階モデルを参考にし

て､その海外子会社の企業文化移転の程度を測ることとするo このことは､後

述する企業文化の類型モデルの評価についてのアナロジーとしての手段として

用いられている｡こういった経営行動で表される生産システムや企業内の管理

等の行動は､企業文化をまずその経営行動の特徴的なスタイルやその企業に独

自な行動様式といった､観察上､目に見えるレベルでの特性において考えるな

らば､当然企業文化の特性と関連が存在すると考えたためである｡

このなかでも特に本調査では､曹(1994)における技術移転の段階モデルを参

考にしている｡この｢適用度評価モデル｣を使って,現地子会社の技術移転の

段階について分析を行う(この｢適用度評価モデル｣については､本研究報告

書第1章において､その他地域での詳細な報告がなされている)｡これは､｢評

価モデル基準｣､すなわち日本的生産システムの内容を欧米との比較において､

現地子会社の技術定着の進展プロセスについて判定するものである｡つまり,

企業文化自体の評価モデルではない｡しかしながら,企業文化以外の企業行動

の側面､特にここでは日本的経営の技術移転の側面について的確な評価結果を

得られることから､採用している｡またこの｢適用度評価モデル｣が､他との

比較において日本的経営移転についての問題を有効に測ることを可能とするも

のであるということに依拠してしているとともに､本報告書全体に一貫性を持

たせるためでもある｡

Ⅲ･調査対象及び調査項目について

本章のケース･スタディでは､ 1998年度に行った調査､ ｢中部圏における会

社文化に関する調査研究｣に基づいて､地域的に合致する対象企業を選定して

いるoその対象企業は､住友電装の香港現地子会社である香港電装有限公司と､

中国(広東省･恵州)にある恵州電装製作所の2つを扱っている｡この中部圏

企業-の調査は,今回対象とした海外現地企業の本社-調査研究を行ったもの

であるo (この調査研究については､平成8-9年度文部省科学研究費補助金

(基盤研究(C)(2))研究成果報告書『東アジア直接投資時代を迎えた企業連携･
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産業金融･地域協力の複層構造と政策課題』において詳しく研究報告が行われ

ている｡本社の選定にあたっては､この基盤研究を利用して抽出を行っている｡

すなわち､基盤研究のなかでの｢中部圏中堅企業を取り巻く内外の経営環境変

化とその対応(研究代表者名古屋大学経済学部付属国際経済動態構造センタ

ー?余照彦)｣において､名古屋商工会議所及び中部通産局の支援の下に､ア

ンケート調査を行った中から､回答のあった約200社中､歴史が50年以上,国

内シェアが主要3品目について平均10%以上のものについて､約50社程度を抽

出し､その中で現在訪問調査を終了した11社を対象として分析を行ったもの

である｡訪問調査を実施した企業についての詳しい事業等の内容については上

記研究成果報告書を参照｡)

現地子会社-の企業文化移転状況について､そのヒアリング調査の主な調査

項目は､以下の通りである｡

1.現地子会社設立の経緯と現在までの経緯

2.日本本社に存在する企業文化の子会社内での浸透状況

3.企業文化を浸透させるための諸措置(昇進､教育,報償､研修制度等)

4.企業文化と現在の競争優位との関係

5.その他本社との文化的差異等

以上の調査項目の中で､特に本章では前述の企業類型､段階説と関連が深

いと考えられる1.と3.を中心に報告を行うことにする｡

上記の調査項目の1.は､会社設立の経緯から会社経営の現状までについ

て調査を行ったものである｡ここでは､企業文化が現地-移植されてきたその

企業環境と内部事情について､企業文化の影響や関連が考えられるものについ

て焦点がおかれている｡これは､現在までの企業経営の経過と現状について､

現地-の進出､その動機,競合他社と比較しての優位性などを指す｡企業内部

については,その組織､日本本社の海外戦略､その企業の用いる技術体系､作

り出す製品などを､企業の外部にあたる企業環境としては､現地の経済状況､

市場環境として製品納入先､下請け関係なども考慮されるo

3.は､企業文化を浸透させるため､企業内で行われる諸措置について尋ね

たものであり､実際の施策として､昇進､教育､報償､研修制度などがいかに

行われているかなどを示す｡また組織内部のみならず､地域貢献など対外的に

企業文化を示すためにどのような方法をとっているのかを調査した｡

当国際学術研究においては､アジア的経営の開発を探るため､ ｢アジアの日

系企業と現地企業における組織文化の解明に関する研究｣を目標としている｡

そこで本来この研究には､日系企業と地元企業との比較分析が必要であるo し
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かし本章の調査では､時間的､地理的等々､条件の制約があったため､地元企

莱-の調査は行えなかった｡そのため､現地でのヒアリング調査においては､

日系企業に対して現地競合企業との関係等を中心に回答を求め,補完的な調査

を行っているo

Ⅳ･現地子会社設立の経緯と現在までの経緯と企業文化に関連する事項につい

て

当研究調査報告として扱う企業は､三重県四日市に本社を持ち､住友グルー

プの一角を占める住友電装の香港現地子会社である香港電装有限公司と､中

国･恵州にある恵州電装製作所の2つである｡住友電装は､自動車用ワイヤー･

ハーネスや送電用電線､ OA機器用ケーブルなどを主力製品とする､創業1917

年の企業である｡もともとこの企業は､東海電線という住友グループの企業で

はなかったが､第2次大戦前からの住友電線との提携以来､住友グループの

傘下に入り､現在では住友電工の傘下企業として存在するという複雑な経緯を

持っ会社である(住友電装本社について､その企業文化他の詳しい内容につい

ては､前出の研究報告書を参照)a

住友電装自体の海外展開は､ 20年以上の歴史を持ち､多くの国､地域に進

出を果たしている｡香港進出は1986年であり､ 1989年より中国恵州-恵州

市と現地企業(恵州発展公司)との合弁事業として進出(92年当時中国の法

律により合資､合弁の形をとる)し工場を完成させている｡恵州工場は､香港

中心地より通常車で3-4時間ほどの距離に位置している｡恵州電装において

は､ OA機器用ケーブル(プリンター･コピー機)などを電器メーカーへ地元

で供給しており､自動車用ワイヤー･--ネスの生産は他地域-移転している｡

恵州工場では､香港電装からの委託加工をしているが,設立時の資金､技術､

人は住友から提供している｡現在の従業員数は､約730名であり､前述の中

古の機械､設備等を現在でも使用しているo現在の段階では､他社との競争力

からいって､その生産性は厳しい状態であり､将来的には最新の機械等を導入

していきたいという希望を持っている｡香港電装では､経理､輸出業務等の事

務部門が中心となっている｡

香港-の進出動機としては､直接には､三田工業-の追従進出であるo三田

工業から､他企業では部品供給が不可能だという理由のため,住友電装-の要

請があったoまた､当時香港は英領であったため､ヨーロッパに輸出の際､関

税(8%程度)免除の特権が得られるという恩典があった.本社としては､当

然ながら将来的な中国進出をにらんで香港-進出を決定したようである｡進出

当初の香港人採用は50人であり､ピーク時には約100名程度となったが､そ
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の後恵州進出とともに､管理面での人材を除いて縮小している｡香港の工場機

能(コンベアなど)が完全に恵州-移転したのは98年である｡

89年以来の恵州-の進出動機は､基本的には､生産コストの問題､特に賃

金の問題に因る｡ケーブル生産は､現在でも人手による生産という部分が大き

く､労働集約的な生産形態を取っている.そのため､香港進出後一年で他の進

出先をさがしていたというo 人件費の削減を指向する上で,中国での低賃金は

魅力となっている｡

また､その他の進出動機としては､ホンダの中国進出を意識した先行進出も

当初本社では考えられていたo 住友電装の海外進出のスタイルとしては､この

ような供給先より先に進出するという先回り進出は珍しいという｡つまり､前

出の本社の企業文化に関する研究報告から明らかなように､海外進出のみなら

ず､対外的な住友電装のスタイルとは､ ｢お客さんに黙ってついていく｣とい

う姿勢が基本となっているからである｡このことは､現在では対日本ホンダ用

の輸出を行うことで結実しているが,恵州での現地供給は相手先の問題により

実っていない｡

なお､住友電装の海外進出において特筆すべき点は､親会社ともいうべき住

友電工はもちろん､住友商事などの住友グループとの関連､ネットワークの存

在である｡すなわち､住友電装は､住友グループとして､住友電工､住友商事

を通じての調査や人脈があるので､それを利用しての進出が可能である(また

はグループとしての意見をきいて進出がなされるということもある.筆者の住

友電工社員からのヒアリングでは､進出の意思決定は電工国際部が決定してい

る､ということを聞いている)｡そのため､住友電装と現地パートナーとの関

係が長期的に継続するというメリットが享受できる｡現在までの住友電装の海

外進出については､トップの人脈があり､現地における各種のリスクを回避で

きたため､進出目的を達成しないままの撤退などの大きな進出の失敗がないと

いえる｡

しかしながら､本ヒアリング調査では､香港進出の際は､上記のような住友

電工との関連はないとのことである｡海外進出におけるこういったグループと

しての関連は自動車部門の場合であり､香港､恵州のような事務機器(複写機

関連事業)は住友電工との関係がないとのことである｡ちなみに､海外工場で

関連がないのは香港､中国のみである｡こういった､企業内の事業部門による

違いは､企業文化においても､部門間文化として存在すると考えられる｡すな

わち､このことは､住友グループの一環としての自動車部門と､その結びつき

が薄い事務機器関連の部門文化が存在するということを示唆するものである｡

部門間文化の違いが存在することは､ある企業の企業文化全体の形成に対して

大きな問題を投げかけるものである｡例えば､住友電装では､自動車部門では､
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親会社といえる住友電工からの人材が流入しており(事実､社長ほかの役員は

住友電工の出身者が占めている)､事務機器部門は､こういった傾向はみられ

ず､独立した気風をもっていることが,うかがえるのである｡

恵州電装における生産面について述べると､現在実際の生産,管理等は電装

で操業しているが､発展公司の工場についての資金,設備は電装側- 5-10

年で分割返済する契約となっている.商品自体の特性からくる前提としては､

現在生産している製品(OA用機器ケーブルなど)は､シンプルなオペレー

ションで生産可能であり､いわゆる熟練が不要なことが特徴となっている｡工

場の生産効率については､日本本社では人の生産性を上げることを目的として

いるが､恵州では機械の稼働率を上げるのが有効であると考えられている｡現

地子会社社長も出来高に対する意識は強いようであるo ワイヤーの原材料など

は､恵州周辺の現地企業が育ってきているため､現在では電線などの現地購入

が可能となっているo工場のレイアウトについては､
4階建てであり､面積は

比較的狭く追ってあるo これは､当工場周辺の工場でも見受けられたが､中国

の土地政策の影響のため(土地の利用料の問題)､利用可能な土地がひろく存

在しているにもかかわらず､上に伸びた形で工場が建設されているのである｡

日本ではそうであるが､本来､工場のラインは､平面的に横に流すことが生産

上の効率から通常良いため､何階建てといった工場はあまり見られない｡しか

しながら､中国のこの工場では､例えば工場の二階において､約400品種の

多品種小ロットの生産品目に対応し､すぐ検査が可能となるようにラインが設

定されているo こういった点は現地での制約条件に対応しているといえる｡

そこで､前述の｢適用度評価モデル｣にしたがって､いくつかの特記すべき

点を述べると以下のようになる○まず､整備等は日本から呼んでいるのが現状

であるo保全自体は､本社では保全工が社内にいるのに対して香港では保全係

は創業時から育成しているo現在でも年に2､ 3回の技術教育が行われている｡

在庫管理等､また生産システムとしての日本的経営の特徴とされるJIT
(ジャ

スト･イン･タイム)については､原材料などの輸送の問題があり無理である

とのことであるoそのため､生産は約2ヶ月の見込み発注を行っている｡ち

なみに部品､材料の60%が日本から輸入されているが､直接は香港からの輸

入となっている｡

小集団活動については､本社工場においてもその実施程度は問題であったが､

やはり恵州においても､行われていないのが現状である｡カイゼンについては､

いくつかの例が見受けられる｡例えば､不良品を2回出した場合5分間練習す

るという､ワイヤーを0･5kgの力で引っ張れる練習機の開発は恵州において

行われ､他地域の工場-も普及しているとのことであるo変化に対応する能力

は､現地では日本人以上に評価されている｡これは､故障などの異常事態-の
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対応よりも､増産に対応可能という面を指している｡人事面での管理は､香港､

中国の方が日本よりうまいというのが日本人社員の感想である｡いわゆるトッ

プ･ダウンの通りが良いとのことである｡逆に言えば､現地従業員による自主

的な活動は難しいとされている｡例えば､柔軟な職制に対する対応は､香港に

おいても日本人スタッフがカバーしているのが現状であるo

以上,生産システムに対する段階については､ヒアリング調査の際､現地社

長の意見では3.5段階程度であるとの感想であったが､しかしながら､いくつ

かの事項を除くと 2段階程度であると考えられる｡つまり､日本工場と同じ

ことが行われている場合でも､日本と比べれば当然レベルは落ちているという

ことである｡これは､現地での感想としては,中国人の能力の問題ではなく､

住友側の教育､伝達の問題であると現地スタッフの間では考えられている｡例

えば､日本では40ケ所の工場で行われたなんらかの改良点など､カイゼンの

成果が日本の工場全体-普及するo しかし中国では､他の工場を知らず､また

日本工場-の配置転換等の施策は不可能であり､当然情報に接する機会も少な

くなるのである｡それらの情報を知らせるのは日本人スタッフの役目であるが､

言語等の問題もあり､ 800人以上に伝達するのは困難であるというのが現状で

ある｡

また､曹(1994)にあるように､現地子会社の技術レベルに合わせた段階的な

技術移転という点では､日本から香港､そして中国-の段階的技術移転が行わ

れていることが特記される｡すなわち中国･恵州工場では､日本人派遣社員に

ょる直接的指導ではなく､香港人から中国人-の技術移転が見られるというこ

とである｡このことは,現地に派遣される日本人社員の場合は､帰任までに2､

3年という限られた期間におかれるため､香港電装の立ち上げ以来在任してい

る香港スタッフと比べて､技術定着-の関与の仕方に差が生じることに起因し

ているとも考えられるo

しかしながら､技術･管理などの移転といった点は､香港での操業とは､輸

出業務､資金蓄積､為替管理などの経理面だけでなく､中国-の移転に利して

いるといえる｡しかしながら､今回の調査段階では､香港から中国-の移転も､

一段落し少なくなっているゆえに､日本からのより進んだ技術移転が重要にな

るであろうというのが､現地社長他の日本人スタッフの感想である｡こういっ

た段階に達した場合､特に(恵州では現在はないが将来的には考えられる)低

賃金のメリットがなくなった時には､子会社をそのまま継続させて操業させる

他､撤退させ,他地域-移転するなど､いくつかの戦略が考えられる｡しかし

ながら,このことは住友電装､ひいては住友グループの経営理念にも関連する

と思われるが､現在までに､海外子会社の撤退例がないということからも明ら

かなように､継続した子会社の発展を望んでいるようである｡ちなみに､ <住
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友に｢撤退｣の2文字なし>というのが本社国際部社員のことばである｡こ

れは､会社を継続させるのが日本式経営である､という現地社長のことばにも

表れているが､日本企業の成長指向などの特質も関連していると考えられる｡

この点を､住友と市場シェアを分け合う日系競合他社と比較すると､海外-の

進出､撤退とも住友より迅速であり､その企業の意思決定の早さが特徴となっ

ている｡

また同社では､顧客との定例ミーティングを行うことで､クレームがあろう

がなかろうが納品先を見に行くことにしている点が着目される｡これは､日本

企業によく見られる顧客指向という行動を実践していると考えられる｡このこ

とを別言すれば､中岡哲郎(1990)のいう､ ｢技術機会｣を自ら獲得しに行く行

為と考えられるoつまり､顧客のクレームは商品や生産の改善を生み､獲得さ

れた情報は､新たな商品開発や市場開拓に利すると考えられるからである｡企

業理念としては､日本企業によく見られる｢顧客指向｣を表していると考えら

れる(ちなみに前述の研究成果報告書『東アジア直接投資時代を迎えた企業逮

携･産業金融･地域協力の複層構造と政策課題』においての経営理念の調査で

は､社是や社訓,行動指針などで,顧客指向をうたわない企業はなかった)0

Ⅴ･企業文化を浸透させるための諸措置(昇進､教育､報償､研修制度等)に

ついて

ここで特記すべきこととして､まず､労務管理と政府との折衝は､日本人が

口を出せない､また現地側に任せていることがあげられるo労務管理について

は,日本人スタッフの人数では管理しきれないため､人事についても課長以下

のことには口を出さないとのことである｡対外的な折衝としては､現地政府と

の問題について日本人にはわからない感覚的なもの､ひとのつながり､慣習､

行動様式等々があるため､香港人スタッフによって直接は行われている｡例え

ば､物品の輸出入の際､税関をうまく通過させるには､漢人同士の一種のネゴ

シエーションが活かされるo現地中国人とのコミュニケーションに関すること

は､うまく仕事を運ぶためには香港人スタッフを利用した方が有効であるとの

方針であるoこれは､管理上有効である一方で実行上の問題も存在するoすな

わち､日本人派遣社員については､任期が約3年ほどであり､例えば工場内

の人事管理についても末端まで支配しきれないということである｡そのため現

在では､基本的に現地側に設立以来10年以上管理を行っている香港人スタッ

フに人事権を与えても良いと考えている｡

工場内の生産における管理は､日本で行われているようなグループ管理より､

個人単位の管理カミ行われているo例えば､工場には不良品を作った作業者が-
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目で分かるよう表が貼ってあり､チームや班単位の責任に負わせての品質管理

というより個人責任を徹底させている｡管理の単位を集団と個人のどちらで捉

えるかという視点は､命令系統についても､日本では集団体制で意思決定を行

いコンセンサスを得る傾向が強いのに対し,中国の場合では上位下達の組織が

有効と考えられている例にもみられる｡恵州工場では 3-5人程度の意思決定

によって工場全体を動かすことが多いとのことlである.

しかしながら､香港人による中国人管理については､文化的ギャップも存在

し､なんらかのコンフリクトの要因になることもしばしばあるそうである｡日

本人派遣スタッフの意見では､むしろ両者はあわないと考えた方がよいらしい｡

ヒアリングでは､他社の話として､香港人と中国人の対立により､香港人スタ

ッフが突き上げを食らったり､窓から落とされた例もあるとのことである｡現

在まで電装では､何人か｢人｣に恵まれたので､問題が発生していないか､ま

たは日本人スタッフの目に見える範囲では問題が生じていないということであ

る｡

その他管理面の施策として､工場ではユニフォームが制定されている｡これ

は､本社などとは別に､恵州工場独自に制定しているものであるo また管理の

具体的な慣行として､朝礼も行われているが､その内容は日本と同じではないo

日本では仕事内容に即した伝達以外のインフォーマルな情報伝達も行われてい

るが､ここでは伝達事項の通知のみ行われている｡

労務管理に関する事項としては､この企業の家族的な面として従業員にやさ

しい政策といわれる,手厚い福利厚生があげられる｡

これを試みに列記すれば､従業員-の娯楽としてのイヴェントとして､年 2

回のバスによる社内旅行､新年会､卓球大会､綱引き大会､クリスマス会､カ

ラオケ大会などが行われている｡また福利厚生施設として､恵州企業として初

めての試みである体育館､図書館､工場内休憩室(新設)､カラオケ等の設置

があげられる｡従業員は､全員全寮制(3棟､スタッフ用もあり)であり､食

事は3食とも供給している｡定着率については後述するが､スタッフがほとん

ど辞めない理由は､このような貸金以外の厚遇と､仕事のしやすさ､また前述

した高い権限委譲などにあると考えられる｡また情報の共有化をはかるため､

副指導員クラスとの食事会が､月に一回レストランにて行われており､ 1年で

全員にわたるよう配慮されている｡その他､現在､従業員のための､傷病､事

故など-備えた基金を設立中である｡また､優秀な従業員-の優遇策として､

恵州市･市民権の付与を州政府に対して推薦している｡現在までの実演として､

年に 2､ 3人ほどの従業員が市民権を獲得している｡これは､外省人の場合､

学校･病院などの受益が可能となるという特典が享受できるものであるo 生産

現場での業庸評価としての社内賞与は､お年玉や､皆勤手当て､品質管理賞､
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最優秀オペレーター賞､総合優秀賞等があり､パーティにおいて表彰式を行っ

ているoその他､交通費､傷病-の保険制度は完備している｡

以上のような福利厚生､特に従業員の娯楽関連の行事は､かつての日本企業

においては､従業員の一体感などの｢和｣を保っ手法としてさかんに行われて

いたと考えられるoしかしながら､前出の研究報告での調査で判明したように､

現在の日本企業では､このような行事は､ (特に若い世代で)好まれておらず､

あまり行われていないのであるoその点で､現在恵州で行われている諸行事は

特筆に催することである｡

これらの福利厚生-の施策が行われている理由として､傷病手当てなど､中

国での法規上の配慮も考えられるが､娯楽関連の行事については､かつて日本

で行われていたことを従業員定着のために導入を試みているということが考え

られる｡なぜならば､これらの制度は､台湾などの他の外資系同業他社におい

ては行われていないようであり､その淵源が日本独自なものと考えられるから

であるoこれは､日本企業の文化としての歴史的遺産である行事が､異文化に

おいて掘り起こされ､実施されているということができる｡逆に､業庸評価の

ための表彰式などは日本ではあまり行われていないが､アメリカにおける企業

文化研究ではよく報告されている事項であり､集団より個人に焦点を当てた管

理を行うためのものであると考えられる｡

こういった労務管理施策の結果か,従業員の定着度については良好であると

考えられるo年間離職率については､香港8･3%､恵州4.7%であるが､その

内容は､試用期間(3ケ月)内の離職などを考えると実質3%程度となる｡ま

た出勤率は92%を維持しているo現在働いている従業員は､基本的には地元

(広東省)での募集を必要時に行うo現在では､他省からの出身者が多くなっ

ている｡ライン勤務の現場従業員は､未婚女性がほとんどのため､
3年ほどで

結婚のため地元-帰ることが多いo比較して日本の場合､結婚による退社まで

の就業年数は6年程度である｡現在は不景気のためか､離職率は､以前の6.7%

から3%台-減少し,以前より良好な定着率を示している｡このことは､品質

など生産性の面では､新人が多い､つまり人材の流動が激しいと生産性が下が

るので､離職率の低下は会社にとって喜ばしいとのことである｡すなわち､生

産が安定し､生産計画が立て易くなるとのことである｡

賃金については､恵州においては､基本的に国営企業と同じ条件であり､最

低賃金､安全面などで法を守っているo工場内｢安全｣対策について同社は､

(台湾系など守っていない企業が多い中で)厳しく実施しているとのことであ

り､現在恵州の｢奨励企業｣として表彰されている｡

対外的な関係において､住友電装の理念が示される例としては､現地-の貢

献があげられるoこれは､顧客のみならず,現地政府というパートナーと､対
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等､公平に取り引きしたいという理念に立脚しているo海外進出については､

10年-100年先を見据えて操業し､地元に根をおろすことが目的である､と

いうことが､ヴィジョンとして掲げられており､さもなければ､地元の信頼は

得られないと考えられている｡

恵州において現地-の貢献をはかることとしては､学校設立のために10万

HKSを寄付した例にみられるように､公共的な事業は資金提供を進んで行っ

ているとのことである｡現地-の貢献は､日本本社のトップからさかんに現地

への訓示がでているとのことである｡上記のように住友電装では､現地パート

ナーを大事にし､継続的な換業を行うことが､海外展開での目標となっているo

こういった地元-の貢献とは､住友グループとしての経営理念との関連を考え

ることも可能であるo この他には､現地恵州市長と定期的に食事会を行ってい

るなど(賄賂を使うということではなく)､信頼できる関係作りを怠らないた

め､政府との関係は良好であり､同社に対して現地政府によっていくつかの優

遇政策が取られている模様である｡最後に､このような現地-の貢献は､地理

的風土(経済環境)とも関係している｡香港については､まったくの市場原理

で動く､資本主義的世界であるため､同社にとって地元との信頼関係の形成な

どの必要性がなく,中国と比して地元-の貢献もあまり行われていないのであ

る｡

Ⅵ.結びにかえて

以上､企業文化の移転について､香港と恵州-の住友電装の事例を通じて検

討してきたo最後に､若干の結論と考察を述べることとする.

まず､ ｢はじめに｣で述べた儒教的環境の影響については､労務管理面で､

集団管理より個人管理を重視する点や､企業外に対する交渉などの事項に現れ

ていると考えられる｡日本を含めた儒教圏の,国別､各地域別の特性とその社

会-の影響については､高木(1996)において考察されているが､漢人社会にお

いては,日本に比べて個人主義でありながら､また人による横のネット･ワー

クを活用する行動様式が多くみられる｡これは本調査結果と附合するものであ

るo香港と中国(恵州)という経済的､社会的地域格差の問題については､企

業内においてこの格差によって人事問題が潜在化している可能性が考えられる

が､明確に確認できなかったo技術移転の観点からみればこの香港から中国-

の段階的移転は有効であったといえる｡

本ケースでは､企業内統合のための手法として､会社外での社員旅行などの

行事とともに､個人-の業績評価のための賞与や地元市民権の付与など､イン

センティヴ向上のための施策が並行して行われている｡これらは､企業文化を
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頼成するため有効であった日本での文化遺産が現在継承され実践されていると

ともに､地域的な文化的条件も勘案し､それに適合するような施策も合わせて

用いられていることがわかるo こういった施策は､対外的顕示として､地元-

の貢献といったように､単に従業員-の動機づけなどのためのみではなく,日

本本社自体が持っ企業文化､その要素としての経営理念の影響があることがわ

かる｡

結果として､日本の製造業のメッカといわれる中部圏の独特の会社文化が､

その海外展開においては､地域的な環境により変容を受けていることが確認さ

れた｡しかしながら､その変容とは､日本において持っていた企業文化が地元

との関係において適合する形で発拝されているという点からみることができる

であろう.
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第4章 シンガポールの日系企業調査報告

一人的資源管理システムと組織文化の構築に焦点をあてて一

輝木聖子

(滋賀大学経済学部)

Ⅰ.はじめに

アジアNIE8に進出している日系企業の海外事業は､アジアにおける通貨危

機､ならびに日本国内における昨今の経営環境の変化に伴い､その戦略の転換

を余儀なくされる局面に達している｡このように国際的な規模で経営環境が変

化する中で､日本企業が組織とヒトに関してどのような課題に直面しているか

を捉えることは､今後の日系企業のあり方を考えるうえでも重要な視点になる

と思われる｡

本章では,本調査研究組織における筆者の役割分担および調査研究事項であ

る､ ｢日系企業の組織文化および人的資源管理システムの解明｣に関して実施し

た調査報告を行う｡本報告では､日本の経営システムの競争優位を､組織の人

的要因に求めるという前提に立脚し､シンガポールの日系企業における組織文

化の構築と人的資源管理システムに関する日本本社の影響度と構成因子につい

て言及することを目的とする｡

本調査研究が開始された当初の研究計画では､日系企業と当該国の各現地企

業における組織文化や人的資源管理システムについて､その共通項や差異を抽

出することによって､今後の日系企業の経営管理に対して,より有用な要素を

導出することができればという意図があったoまた､その結果から､各国企業

間における国際共存の可能性について､何らかの提言を試みたいと指向してい

たo しかしながら､諸事情による制約から､本報告ではシンガポールの日系企

業のみを調査対象とし､異文化組織にみられる人的資源管理システムについて

の現状を明示することに焦点を求めたいと考える｡

Ⅱ･調査の概要および調査対象企業の背景要因

シンガポールの日系企業訪問調査は､ 1999年3月5日から10日までの期間

にわたって実施された｡

調査方法は､筆者の先行研究(浮木1995)において開発された質問紙調査票

の項目に基づいて,インタビューによって回答を求めるヒアリング形式を採用

したo次節以降で展開するこれらヒアリング調査の具体的内容の記述に先立ち､

以下では､調査対象となった4社の企業概要について概説するo

なお､ヒアリングの段階では､企業概要の諸項目を構成する年間売上高､現

地調達率､従業員の属性等についても取材しているが､これらの詳細について

は別稿において詳述することとする.したがって､本稿では､調査対象企業4
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社間の業種等の違いに起因する条件を最低限統制する意味から､次節以降で必

要に応じて言及する以外は､設立年､資本形態､設立の経緯の背景要因を中心

に記述することとする｡

1.修繕船事業会社A社の背景要因

A社は､日本の造船会社H社が､ 1970年にシンガポールの海洋事業会社R社

との50■:50の合弁によって設立した大型船の修繕を主事業とする企業である0

シンガポールへの進出動機は､日本と中東の中間基地に位置するシンガポール

の地理的条件に着目し､そこへ寄港する輸送船の保全,検査のためのドックを

建設する点にあった｡

その後, 1980年代初頭から､世界的な海運業界の不況を契機と-して､一時期､

陸機や水産事業-の多角化経営に乗り出したが､その後撤退を経て､ 1998年に

は修繕船部門を100%シンガポール政府系の造船メーカーK社に移管し､ A社

がこの子会社を購入し合併を締結したという複雑な経緯をもつ｡

資本構成上､現在の日本側H社が所有する資本金および株式は28･ 2%に低

減している｡このような事情から､ 1999年の1月を以って､同社は厳密な意味

で日系企業としての位置づけを失い､シンガポール日本商工会議所の会員から

も脱退している｡本調査報告では､新体制下での稼動間もない合併組織の中で､

実質的には従来の操業俸制を続行しているA社の事業概要を中心に､新体制確

立への移行期にある組織文化と人的資源管理システムの状況についてヒアリン

グした結果をⅣ飾において提示していきたい｡

2.電機､電子製造業統括会社B社の背景要因

B社は,日本の電気･電機メーカーT社を親会社として､組織改変の必要に

応じて1995年に設立された｡同社は､東南アジアに点在する23のTグループ

会社のうち､主にシンガポールにある13のグループ会社における統括サービ

スを行うことを主な事業目的とする機関として設立された(ちなみに､同グル

ープのなかで､シンガポール最古参のCTV生産を中心とした家電事業は､

1974年に進出している)｡その意味で､ B社は､シンガポールにおけるOHQ

(地域統括会社)というよりは､本社国際部の出先機関である統括サービス会

社としての性格を強く有している｡資本形態は100%日本丁社側の出資にある｡

組織の主な機能としては､ 1,)地域センター､ 2)マーケテイングおよびイ

ンフラストラクチャー調査､ 3) IPO (国際調達機関)､ 4)ロジスティクス

機能,の4つがあげられる｡具体的な業務内容は､先行進出している同グルー

プ会社の､日本人派遣社員から出されるさまざまな要請-の対応にみられるo

また､東南アジア全体を包括する地域センターとして､地域内の活動や経済動
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向を報告書にまとめる情報発信者としての役割を担っているo

ヒアリング調査の対応者が､本社の人事教育部に籍を置く人物であったこと

から､ B社がシンガポールにあるTグループ各製造部門の内部組織の管理には

直接関与しておらず､本社の人事教育部からのアジアにおける出先機関として

の位置づけを濃くする組織である点を確認することができた｡

B社の事例からは､同社と本社との関係に焦点をあて､同社内部の人的資源

管理の状況を中心に後述したい｡

3.電機､電子製造業統括会社c社

C社は､電機､電子､電器事業を主とする日本M社を親会社として､ 1974

年から存在していた旧組織を改組して､1989年に設立された100%日本出資の

組織である｡シンガポールにおいては､別組織であるアジア大洋州地域本部と

本社が担う職能支援機能をわかち､この他､シンガポールを中心とした関連会

社の営業機能､物流機能としての役割を担っている｡

同社は､シンガポール政府が提唱する､ 21世紀に向けての製造業強化策

｢Indu8try21｣計画のもと､世界ビジネスのHAB機能をこのシンガポールに

おいて強化させることをねらいとして､現地に職能部門と密接な連携関係を持

つ各種機能サポート体制を確立している｡

本調査報告では､上記の機能に加え､本社-の情報提供を専門的に行うため

に1998年から新たに設けられたRepre8entativeOfficeの担当者からのヒアリ

ングを通じてC社における統括･支援会社としての実情について述懐したい｡

4.複写機製造業統括･管理会社D社

D社は､日本の複写機メーカーであるZ社の100%出資の現地法人として

1991年に設立されたo同社は､ Z社グループの製品を製造,販売するアジア太

平洋地域の子会社,代理店の統括と管理を主な事業内容としている｡

設立の背景には､ 1)ビジネス･プレゼンスを示す必要性､ 2)世界戦略の

枠組みの中での生産体制三極化-の対応､ 3)アジアの成長センターとしての

独立形態の必要性､ 4)人的資源や戦略に関わるマネジメント･シナジー効果

への期待､の4つがあげられる｡これらの要求に対応すべく事業活動を展開す

る同社は､シンガポール政府のEDB (経済開発庁)が､ BHQ (Busine88

Head Quarter)として日系企業の中でも早期に認可したという点で､希少な位

置づけにある組織であるといえる｡

同社の組織は､各海外製造拠点からの期限付き出向者を含めて､ 12の国籍を

有す社員によって構成されている｡ Ⅳ節で展開する論点として､同社の事例か

らは､このような多文化組織における人的資源管理に焦点をあてて言及したい｡
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班.人的資源管理システムの移転と組織文化の構築 -A社の事例から一

本節では,上述した日系企業のうち､ A杜を中心にとりあげ,筆者が用いた

質問票(付表参照)を基に､人的資源管理システムの日本からの移転状況とそ

の組織の特徴について簡単に記していくこととしたい｡その理由は､前節Ⅱの

企業概要からも明らかなように､シンガポールのヒアリング調査対象となった

広義の意味での日系企業の特徴は､修繕船事業から地域統括会社に至るまで､

その事業内容も組織形態も大きく異なっている点に依拠する｡そのため､用意

された質問項目すべてにおいて､ 4社から回答を求めることに限界が生じたこ

とは否めない｡したがって､調査対象企業4社について共通して回答を求める

ことができる項目についてはⅣ節で全体的に概親し､以下では現業部門から管

理部門にわたって現地雇用社員の人的資源管理にあたっているA社の事例を中

心にとり上げることにする｡

シンガポールに進出した日系企業として,現在は現地資本を7割とする組織

体制-と変遷を遂げたA社において､日本本社の諸制度は､どの程度現地の人

的資源管理システムに影響を与えているかを確認していく｡またその結果､ど

のような組織文化の特性を生み出しているかを検証することがここでの中心的

課題となる｡以下､各質問項目にしたがってヒアリングを受けた内容のうち明

示できる点について概説していきたい｡

1) 貸金システムと終身雇用制

A社の前身である進出当初の組織体制が生まれて以来､日本本社H社の年功

的な貸金システムを導入している｡現在では､シンガポールの労働市場におけ

る貸金体系を取り入れながら､中間管理職を中心に職能給的な賃金制度が適用

されている.退職金制度は､ CPF (Central Provident Found ｢中央棟立基

金法｣)というシンガポール政府の方針を取り入れた現地独自のシステムに拠っ

ている｡

日本H社でも導入されている管理職対象の年俸制度は､シンガポールでもパ

フォーマンスによって給与レベルを固定化する仕組みを採用している点で､適

用されているといえる｡

同社の会社規定による定年は62歳であるo しかしながら､シンガポール人

は元来､ 3K的な職務内容を忌避する僚向が強く,現業部門はフィリピンなど

からわ外国人労働者の人的資本に依存している｡この外国人労働者の雇用は､

いわばシンガポール政府をあげてのアウトソーシング的なシステムに依拠する

ものである｡同社の技術力である修繕技能は機械化が困難で熟練を要すること

から､指導者にあたるシンガポール人は定年後も雇用されていることが多いo

なお､現業部門に携わる外国人労働者については､政府の労働許可(work
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permit)の関係もあり､技術の定着とともに長期雇用者の定着が難しい｡

I

■

●

I

2) 人事考課制度

日本本社の人事考課制度とは全く異なった､シンガポール改府のマン･パワ

ー計画に準拠した考課システムが採用されている｡これは､改府が主導する人

材育成の指針に具体的に組み込まれた独自の評価基準によるものである｡人事

規定は､基本的に日本本社のものをベースとしているが､日本人派遣社員の処

遇も､このシンガポール現地特有の人事考課制度を強く反映するものであり､

シンガポール政府の人材開発省の精練化されたシステムを裏づける事項である

といえる｡

I

▼

I

3) oJTと小集団活動

大型船の修繕事業は､現場での経験の蓄積によるヒトの技術､技能が即座に

ものをいう種のものであることから､日常業務を通じたOJTは､日本と同様

に積極的に重視されているoシンガポール人技術者が,現場の外国人労働者の

就業管理をする際､非英語圏からの外国人労働者とのコミュニケーションには

苦慮することもある｡そのため､先述した職能資格制度の必要事項にも､現業

部門の外国人労働者の英語の習得が組み込まれており､各段階で要求されるレ

ベルをクリアすることにより､外国人労働者(日本人も含まれる)の職能等級

も上がるシステムが採用されている｡

日本本社ではQC活動も通常行われているが､シンガポール現地の現業部門

では特別に実施されていないo しかし､企業内教育については､人材開発省の

開発したシステムを導入した基礎教育レベルからの段階別システムが採用され

ているo

改善提案制度については､日本では全社員レベルで定型的に実施されている

が､シンガポールで行われているのは､一部の改善小集団を前提とした改善提

案活動である点で若干異なるといえる｡

4) 労働組合

シンガポールにおいても日本と同様に企業内組合が存在する｡この他､海運

業界が独自に加入する船級協会や政府系の全国労働組合評議会において決定さ

れる事項の拘束力も強いという傾向がみられる｡

5) 休暇制度と慰安行事

実質的には日本の同制度よりも機能している｡これは､中間管理職以上のほ

とんどを占める中国系シンガポール人の､職業観や家族観などの価値観を反映
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している点であると指摘できよう｡日本にみられない例としては､第1子のみ

を対象とするものであるが､祝い金を贈る点であり､これはシンガポール政府

の人口増加支援計画と合わせて導入されているという特徴を持つ｡

6) 福利厚生､組織内での平等化度

日本本社では､会社施設は基本的に全社員に平等に開放されているが,シン

ガポールでは階層によって利用できる施設が限定されている｡オフィス環境は､

日本では部長クラスも大部屋を共有している状況であるが､シンガポールでは

現地での慣行を導入して部長クラスについてはプライベート化を採用している｡

日本本社には無くてシンガポールに有るシステムとしては､従業員持株制が

あげられる｡これはシェア･オプション･スキームであり､従業員のインセン

ティプを高めるスキルのひとつとして機能している｡また､多文化を背景にし

た社員によって構成されている点で､社員の宗教も多岐にわたっているのは事

実であるが､基本的に特定の宗教が儀礼として必要とするお祈りの時間などに

ついては認められていない｡

以上､雑ばくではあるが､ A社の事例を通じて､日本本社の諸制度の適用の

是非を概観してみた.これらの事実からいえることは,同社が,現在､シンガ

ポール資本を主とする合併組織になっている企業属性自体にも注意を要すべき

ではあるが､全体として,シンガポール政府が提唱する一貫した｢マン･パワ

ー計画｣にのっとって､企業の人的資源管理システムが体系化されているとい

うことである｡このことは､ A社のみならず､本調査の対象企業となった各日

系企業のヒアリングからも随所に感じられる点であった｡

現在のA社の事例からは､日本本社で採用されているシステムについて､組

織の設立当初に比べると､制度としての人的資源管理システムについては質的

にかなり変容した点を指摘することができる｡むしろ､現業部門での技術移転

に関しては､日本人技術者が､かつてシンガポール人技術者の養成にあたって

行っていたOJTを重視していることから､日本的な技術継承の方法を堅持し

ていることが窺われる｡

人的資源管理システムに変容が見られたことは､もともと人口が少ないシン

ガポールにおいて､有能な人的資源を開発することに国をあげて挑んできた政

府の方針がかなり強く効いていることを示唆するものである｡これに関して､

シンガポールにある日系企業では､他の東南アジア地域に進出している日系企

業と比べて､その進出のメリットを優秀な人材に求める点に特徴がみられる.

各日系企業が､低廉な労働力の確保をめざして現地製造を展開させた過去の

進出動機は,シンガポールにおいてはもともと人口が少ないことから最たる目
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的ではなかったoそれよりは､ FTZ (FreeTradeZone)という地理的条件

に着目した市場の開拓や,海外拠点の多極化を進出の動機としていたといえるo

このような前提も反映してか､シンガポールの日系企業で職務遂行上使用さ

れている言語は､複数の公用語があるなかで､ほぼ100%英語であることも､

先行調査研究の他､本ヒアリング調査からも証明されているoこのような異文

化､多文化組織においては､日本本社主導型のシステムによる人的資源管理よ

りも､Jより普遍化した基準が必要となることは想像に難くないoしかしながら､

こ.a)ようなシンガポールの海外拠点では､本社との関係において現地の日本人

派遣社員が困惑する事例も多々見られたoそれは､例えば言語を取り巻く例を

ひとつとりあげてみても明らかにされるoその一例としては､シンガポール現

地では100%英語で仕事が行われていても､本社から伝達される重要案件が日

本語であることが多いため､現地で本社の方針を現地社員と共有する際に･も翻

訳等の無駄な業務が増えるという点をあげることができるoつまり､シンガポ

ールが,アジア地域の統括,管理にあたる企業として多文化組織として成長し

ていたとしても､日本本社自体の国際化が進まないために､さまざまな局面で

敵齢を生みやすいというものである｡

このような問題点からも､シンガポールにある現地日系企業は､そこで必要

とされる職務上の性格も大いに影響しているが､ある意味では本社を超えたと

ころで､現地化やグローバル化の道を独自に歩んでいるとも評価できる｡これ

らシンガポールの日系企業において創出される組織文化の特徴をさらに検討す

るために､今後もシンガポール系地元企業､およびシンガポール以外の地域に

ある同日本企業についても調査を進める必要があるものと思われるo

Ⅳ.シンガポールにおける人的資源の開発と管理

本節では､既述してきた日系企業-の調査結果に加え､こんにちのシンガポ

ールにおける日系企業の動向と人的資源に関する特徴について､シンガポール

日本商工会議所を対象として実施したヒアリングに基づいて概観してみること

にする｡

シンガポールに進出している日系企業のうち､同商工会議所の会員企業は､

現在850社である｡ 1969年の開所時は56であった会員企業は昨年1998年の

886社をピークに今年度は初めての減少債向を見せたo これは,一世界経済の構

造的不況から､日本企業の対応にも変化が見られ始めたことに起因しているo

その顕著な例は､日本本社の倒産によるシンガポール現地企業の閉鎖にみられ

る｡また､政府間の関係は決して良好なものとはされていないが､マレーシア

とのクロス経済により､シンガポール事務所をマレーシアに移管する日系企業

が増えていることにも理由がある｡また,第一の原因にも関係しているが,日
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本本社のリストラ対策の一発として現地商工会-の参与を取りやめる企業が増

えてきていることも､会員数減少の一因として考えられているo

商工会議所の主な役割としては､これら会員企業とシンガポール政府の関係

諸機関との間に入り､労働法や現地社員の雇用に関するさまざまな情報を交換､

提供することにあるo同所における日系企業の定義は､日本側の出資を31%以

上満たすものであるといわれているが､その根拠は定かにはされていないo本

調査研究の対象企業としてとりあげたA社も､先述したとおり､出資比率の減

少によって､上記の定義からはずれて会員資格を失ったわけであるが､現実の

換業内容に対する日本本社の関与度に変わりはないことからも､何を以って日

系企業と捉えるかは難しいといえる｡

シンガポール日本商工会議所は､会員企業の会費によって運営されているo

シンガポールのGDPの25%は製造業に依拠しているといわれるが,他の外資

系企業と同様に,日系企業のシンガポールにおける経済効果の創出には多大な

影響力がある｡このような影響力を持つ大手企業においては､個々に企業内で

人材育成に対する独自の機関やプログラムを設けているところも多いが､商工

会議所はこれらの会員日系企業を含めた代表機関として､シンガポール人学生

の日本留学を支援する奨学金制度や､教育,文化､身障者をサポートする体制

をもち､功績をあげてきている｡

同商工会議所の役割として､現地日系企業のコンサルタント的な一面がある

ことも看過できない点である｡現地社員を雇用する上でのさまざまなトラブル

への対応や､人材開発省などが提示する政府指針の情報をいち早く提供するこ

とに重点がおかれているが,最近の傾向としては,日系企業に勤務していた優

秀なシンガポール人を米系企業に流出させないためにはどうしたらいいのかと

いう問題が改めて浮上しているというo もともと人的資本が少ないシンガポー

ルにおいて､有能な現地社員の離職行動は深刻な問題であるo欧米系では､会

議でもトップダウン的な方式をとっているが､日系企業では､欧米系に比べて

下位上達的な意見を聞く形式をとる僚向にあるo このような点が,元来英国領

下での職業観を築いてきたシンガポール人にはリーダーシップの欠如に映るこ

ともあるという｡この例にみられるような,日系企業における日本的な職務感

は上級管理職に近づいているシンガポール人ほど抵抗を感じる点であることも､

離職を助長してしまう点と解釈することもできる｡

シンガポールにおける日系企業の存続には､生産力の増加を見込んだ技術移

転の高度化をはかることが当面の対策と考えられているが､このことも有能な

人的資源の確保なくしては難しいものであり､日本企業のシンガポールにおけ

る人的資源管理システムは､国内と同様の刷新期を迎えているといえるo

90

■

1

■

1

●

ヽ､

■

■



Ⅴ.考察 一本調査研究の今後の課庸一

以上､シンガポールの日系企業において実施したヒアリング調査に基づいて､

人的資源管理システムとそれをとりまく組織の概要について述懐した0

本調査研究では､本章の随所で断りを述べたとおり､研究全体を通じての一

貫したフレームワークが欠如していることに端を発し､きわめて杜撰な報告に

終始している点が何よりも悔やまれる｡しかしながら､調査協力を得た企業か

ら受けた豊富な情報については､別の機会において研究成果をあらためて報告

す.る形で提示することを約束したい｡

アジアの各現地企業が､日本企業の発展に追従しながら成熟段階に移行しつ

つある昨今､それぞれの現地企業において活かされている日本企業のシステム

は生産システムをはじめとして必ずや検出されるはずである｡この点を考慮し

て,今後も本調査研究では断念することを余儀なくされた現地企業の調査.を続

行し､アジアにおける普遍的なスタンダードを提示すべく研究を続けていきた

いと考えるものである｡
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<付表> 人的資源管理システムに関する現地導入方法

蛸拙での当ま搬o)細孔馳妾でQ)棚導入のu.方 叫柵での当ま搬蛸*蜘直美での棚臥の仕方

1年功賃錦,撫.有無.育-1.2.3 16日筋理無.有無.育-1.2.3

2終身郎朝軸.有細.育-1.2一3 17ボイス触.有功代.育-1.2.3

3.人事裾搬無.有無.育-1.2.3 18住宅ローン無.有無.育-1.2.3

40JT.無.有無.育-1.2.3 19従鮎持株判無t.有鰯.育-1.2.3

5∝サークル無!.有無f.育-1.2.3 20倍郎岨育鰯.有無f.育-1.2.3

6弼某紙mi.有撫.育-1.2.-3 21鵬弛育鰯.有無.育-1.2.3

7労組台無!.有無.育-1.2.3 22昇進.棚搬無.有無.育-1.2.3

8細書経搬軸.有知t.育-1.2.3 23端金搬如.有知t.育-1.2.3

9蚊稲鰯.有無.育-1.2.3 24ジョブローf-ション勲t.有無.育-1.2.3

10棚の喜捨触.有如.育-1.2.3 25年帥度軸.有触.育-1.2.3

11杜粥由無.有鰯.育-1.2.3 26鼻弔搬無.有無.育-1.2.3

12オ7イスの娼朝勲E.育.無.育-.1.2.3 27社宅.観葉鰯.有無.育-1.2.3

13会社巌の平等桐知t.有無.育-1.2.3 28効か鼓胎無.有無.育-1.2.3

ー4茄投別姓員への臥折触.有無.有-1.2.3 29娘鮭撫.有無.育-1.2.3

15附一括馴鰯.有鰯.育-1.2.3 30その他()無.育.鰯L.育-1.2.3
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おわりに

平成10年度国際学術研究｢アジアの日系企業と現地企業における組織文化の解明に関

する研究 -アジア的経営の開発をめざして-｣を研究課題とする本調査研究は､平成9

年の科学研究費の申請時当初､われわれ研究組織のメンバーが各自の専攻領域から斬新な

研究フレームワークの構築をめざしつつ追究にあたることを意図したものであった｡しか

しi:?がら､貴重な科学研究費の補助を頂きながらも､研究終了期間を迎え本報告書を纏め

る現段階にいたっては､その希望が実らなかったことを恥ずべきことと痛感している｡
r

第一に､研究組織自体が､研究代表者が自ら認めるところの組織運営能力の未熟さや分

担者の至らなさのため､思うように機能しなかったことは否定しがたい事実である｡研究

期間中､.国際経済の環境が激変するなど不測の事態が重なったことも､調査研究を阻む大

きな外的要因としてあげられるが､いずれにしても､研究目的の主意に沿った調李が計画

どおりに実現できなかったことは､研究者の末席を汚す者の一員として大いに反省しなく

てはならないことと感じている｡研究分担者として本調査研究に参画させて頂いた小職自

身も､,このプロジェクトの進行過程では､遅々として進まないフレームワークの構築に幾

度となく心痛を覚えた｡しかしながら､限定された期間でひとつの課題を追究していくこ

との難しさや厳しさを改めて学べたという意味においては､得がたい機会であったという

思いを､自戒の念を込めて抱いている｡

この調査研究は､上記のような研究組織の内部事情を理由として､いまなお途上にある

未完成のものであることは認めざるを得ない｡しかしながら､日本企業の海外進出が､ア

ジア各国の企業における経営管理システムにどのような影響を与え､また当該地域の日系

企業と現地企業の組織文化の相違点､共通点を抽出するというアプローチからアジア的経

営の本質とその可能性を探ろうとした視点については､今後も研究を続けていくことの価

値があるものと自負しているし､究めていくべき責任もあると考えている｡

最後に､本調査研究の実施にあたり､お快くご支援を下さいました(財)海外職業訓練

協会の高坂直昌様､ (社)日本在外企業協会の松田無様､矢野冬生様に感謝致します｡ま

た､ご多忙のなか､調査にご協力を下さいましたキヤノン(秩)､ TDK (樵)､富士ゼロ

ックス(秩)､三塁ジャパン､住友電装(秩)､香港電装有限公司､恵州電装製作所､恵州

発展公司､新加披日本文化協会､シンガポール日本商工会議所､ Asia MatsllSbita Electric(S)

Pte Ltd､ Fuji XeroxAsia Pacific Pte Ltd ､ Keppel Hitachi Zosen Singapore､ ToshibaAsia

Paci丘c Pte Ltdの関係者の皆様､煩雑な事務手続きにお世話を下さいました大学の関係者

の方々､そして､本研究課題をご採択下さいました文部省国際学術局に記して御礼申し上

げます｡

浮木聖子


