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1.

はじめに
技術イノベーション(technological innovation)はいつの時代でも、個人や組織の社会

的活動に多大な影響をもたらしてきた。17 世紀から 18 世紀にかけての白熱電球の発明
と普及は、民家の屋内により安全で安定した明かりを灯した。19 世紀の蒸気自動車や
ガソリン自動車の発明は、人がより早く走るための新しい移動手段をもたらした。1950
年代から現在も続いているコンピュータとインターネットの発展は、電気通信による新
しいビジネスや財の消費を生み出した。このように人は、新たな自然原理を発見し、そ
の原理を物理的な道具に応用することで技術を確立し、それを人間の暮らしに役立てる
ことで、新たな人知の領域を開拓してきた。
このような技術の変遷は、消費者のみではなく、生産者である企業の経済活動にも多
大な影響を及ぼす。特に、旧い技術を応用した製品で成功してきた既存企業(incumbent)
にとっては、新たな技術の誕生は自分たちの市場での存続に対する脅威となる。技術イ
ノベーションは、新しい技術の開発とともにその製品市場に参入するか、それとも旧い
技術とともに既存製品で事業を続行するか、の二者択一の意思決定を、既存企業に迫る。
これまでの歴史では、技術イノベーションの誕生とそれに伴う市場の変化に直面した
既存企業は、その新しい技術や製品市場には参入せず、旧い技術に固執するという事象
がしばしば観察されており、多くの先行研究がその原因とメカニズムを探索してきた
(e.g. Cooper and Schendel, 1976; Tushman and Anderson, 1986; Utterback, 1994;
Henderson and Clark, 1990; Christensen, 1997; Tripsas and Gavetti, 2000)。そのよ
うな企業の多くは、新しい製品を開発、生産する企業に、自分たちが供給する製品を購
入していた顧客を奪われ、結果的に市場の顧客からの支持を失ってしまう。
その一方で、旧い技術をもって成功した既存企業の中にも、新しい技術の発展の可能
性を察知し、旧い技術を用いた製品から新しい技術を用いた製品に事業を移行させる企
業も存在する。この事実から次に浮上するのは、
「いかなる要因が企業の新製品市場参
入の意思決定を分かつのか」という研究課題である。先行研究の多くは、既存企業の中
にも新製品市場に参入する企業としない企業が同時に存在するという事実を捨象して
しまい、既存企業は新しい技術の開発及び製品の市場へ参入することに抵抗するのが一
般的である、と解釈するにとどまっている。よって、新製品市場に参入する企業としな
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い企業、そして新製品市場で成功する企業と失敗する企業との相違を明らかにし、それ
らの相違をもたらす要因を説明する視点が欠けている。
そこで本論文では、次の二つの研究課題に取り組む。一点目は、企業が新しい技術を
応用した新しい製品の市場に参入するか否かの意思決定を左右する要因は何か、を解明
することである。すなわち何が企業の市場参入の意思決定を妨げるのかについて、その
要因を明示する。二点目は、企業が新しい製品市場に参入した後、その市場で企業が顧
客から支持される要因、もしくはされない要因は何か、である。ここではこの２つの課
題に対して、各企業が保有する技術力と組織の特性が、それぞれの要因にどのように影
響しているかを中心に考察する。
本論文は、研究の目的を述べた本章を含む 7 章で構成される。次の第 2 章では、技術
イノベーションの特徴に着目したイノベーションの分類と、旧い技術から新しい技術へ
の移行に対する既存企業の非柔軟性に関する先行研究のレビューを行い、先行研究が言
及していない研究課題を提示する。第 3 章では、事例研究を用いた定性分析と、本研究
が採用する製品アーキテクチャの分析方法や研究潮流における有効性と問題点を提示
し、問題点の解決策と限界を踏まえて、本研究で行う分析方法の設計を行う。
第 4 章と第 5 章では、事例分析を通して、既存企業の新しい製品市場への参入を促進
もしくは制約する要因を明らかにする。第 4 章では、デジタル・イメージング産業の事
例を用いて、企業が過去に選択した技術の蓄積が、現時点での製品アーキテクチャの選
択にどのように影響するのか、そして製品アーキテクチャの変化が市場構造の変化と技
術の脱成熟化を導くメカニズムを明らかにする。既存企業が先行した製品イノベーショ
ンに対し、市場に参入した企業と撤退した企業の、技術的特徴を比較する。第 5 章では、
自動車産業の事例を用いて、技術的障壁のない市場に参入しない企業の特徴を観察する
ことで、企業の文化的側面に着目して、企業の行動制約要因を明らかにする。第 6 章で
は、企業の技術選択の経路依存性と、既存企業の技術イノベーションの成功要因とその
条件について考察する。
最後の第 7 章では、当初の研究問題に対する結論と、本研究における学術的ならびに
実務的貢献について述べる。また、本研究の限界と残された課題を指摘する。
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2.

先行研究調査
本章では、本研究の関連文献をサーベイする。第 1 節では、経営学における「技術」

や、「製品アーキテクチャ」と呼ばれる概念に関する基礎的な研究を調査し、本論文に
おいて用いられるこれらの用語が具体的に何を指すのか、を整理する。それと同時に、
製品アーキテクチャの変化と市場構造、技術の成熟度との関連性に関する研究を調査す
る。第 2 節では技術イノベーションの分類に関する先行研究を、第 3 節では技術イノベ
ーションへの既存企業の対応とその組織の非柔軟性に関する先行研究を調査する。

2.1 技術と製品アーキテクチャ

後述する Henderson and Clark (1990)や Christensen (1997)らの研究にも見られる
ように、製品の物理的な部品構造やその生産過程に注目して、技術の変遷自体やそれに
対する企業行動を分析することは、技術イノベーションの「新規性」を測り、組織内部
で起きている非合理的な事象に関する理解を深めることができる。しかし、この研究領
域において広く使われる「技術」や「技術イノベーション」
、
「製品アーキテクチャ」と
いう用語は、その概念が抽象的であるがゆえに、多くの研究者たちによって様々な定義
や解釈がなされている。本節では、これらの用語の各々の定義と、これらの概念の相互
の関連性について先行研究を引用しながら説明してゆく。

2.1.1

技術の実態

そもそも、経営学における「技術(technology)」とは具体的に何を指すのか。Arthur
(2009)はその著書の中で、
「技術」の三つの定義と、技術に関する三つの基本的な原理
を提示している。
Arthur (2009)によれば、技術とは「人間の目的を達成する手段」であり、
「実践方法
とコンポーネント(components)の組み立て」であり、「文化に役立てることができる装
置と工学の集合体」でもある。ここでコンポーネントとは、何らかのエネルギーを何ら
かの方法で処理している物理的な部品や装置を指す。
また Arthur (2009)は、
「技術」を解釈するための概念を、技術に関する三つの基本的
な原理として提示している。原理の第一は、すべての技術は「組み合わせ」であること
5

である。技術は物理的なコンポーネント、あるいはそれをアセンブリ(assembly)したも
の、つまりモジュール(module)(またはサブシステム(subsystem)とも呼び換えられる)
が、構成あるいは統合、つまり組み合わされたものであるということができる。第二の
基本原理は、技術の各コンポーネントは技術の縮小系であることである。つまり、技術
を構成するコンポーネント一つ一つが、アセンブリされた全体のモジュールと同様に、
特定の目的を実行している。
第一と第二を合わせると、技術は階層を成す技術によって構成されている、すなわち
組み合わせによる「再帰性」をもっているということがいえる。中核となるアイデアを
実行するモジュールからなり、それはさらに補助的な役割を行うアセンブリで支援され、
そのアセンブリは更なるアセンブリに補助されている。下位の組み立て部品が集合し、
それが結合されることによって一つの部品が構成されるとすれば、その集合はモジュー
ルである。そしてそのモジュールが更に必要な数だけ集合して結合されるとき、それは
一つの装置、もしくは製品を構成する。
最も本質的であると考えられるのは第三の基本原理である。それは、全ての技術は通
常は、概念もしくは自然(物理)原理により発生する効果、あるいは現象を利用し、活用
していることである。原理を物理的に実体化するためには、物理的コンポーネントとい
う形が必要となり、効果あるいは現象はモジュールに割り当てられる。
様々なモジュール及びコンポーネントとその結合(link)、つまりインターフェース
(interface)が、実用的な一つの製品を構成する。その製品の部品構造を、製品アーキテ
クチャと呼ぶ。次節では、製品アーキテクチャについて、その定義と分類に関する先行
研究を紹介していく。

2.1.2

製品アーキテクチャの分類

製品アーキテクチャとは、製品機能(product function)を実際の物理的コンポーネン
トと対応させた製品設計(regime)であると定義される(Ulrich, 1995)。製品全体の機能
は、製品アーキテクチャを構成するコンポーネントに付与される機能要素 (functional
element)の全体集合である。機能要素とは具体的に、エネルギー、トルク等の物理的な
力、マテリアル、電気信号等の交換や変換を指し、それらは全て自然原理を基に設計さ
れた物理的コンポーネントが実行する。また、各々のコンポーネントは、コンポーネン
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ト間で特殊化された、もしくは複数のコンポーネントにおいて共通化されたインターフ
ェースによって結合される。
製品アーキテクチャは、主にインテグラル型とモジュール型の二つのタイプに分類さ
れる(Ulrich, 1995)。インテグラル型製品とは、機能要素とコンポーネントとの関係性
が多対多もしくは多対一で、あるコンポーネント間に特化したインターフェースをもつ
製品である。求められる機能や性能などの品質を高水準に実現するために、各々の構成
要素の関係を相互に微調整して設計しなければならない製品である(図 2.1 参照)。これ
に対してモジュール型製品とは、機能要素とコンポーネントとの関係性が一対一で、多
くの場合は共通化されたインターフェースを持つ製品である。
ここでの「共通化(commoditized)」とは、インターフェースが業界内あるいは、より
一般性の高い領域で、公式のもしくは暗黙の規定によって一つに定まっていることを指
す。一定のルールに従っていれば、各々のコンポーネントは他のコンポーネントとその
都度調整することなく独立で設計でき、最終的にはそれらを組み合わせるだけで完成品
になる製品である(図 2.2 参照)。身近な例では、情報機器同士を接続するための規格で
ある USB(Universal Serial Bus)が挙げられる。これは、現在のパソコンに情報機器を
接続するための規格として最も普及している、非常に汎用的な共通化インターフェース
である。

図 2.1 インテグラル型アーキテクチャを持つトレイラー
(Ulrich, 1995; pp. 422, Fig. 3.)
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図 2.2 モジュラー型アーキテクチャを持つトレイラー
(Ulrich, 1995; pp. 421, Fig. 2.)

さらに、製品に機能要素を追加する、または既存の機能要素を新しいものに置換する
ことで、製品をより実用的で人々の役に立つものに改良することができる。これを一般
的に製品のアップグレードと呼ぶ。機能要素を追加または置換することは、それに対応
するコンポーネントを追加したり置換したりすることに他ならない。その結果として時
には、機能要素とコンポーネントとの結合方法を見直す必要が出てくる場合もある。
モジュラー型の製品アーキテクチャを持つ製品について機能要素を変更したい場合
は、目的のコンポーネントを追加もしくは置換することで完了する。他のコンポーネン
トから独立して目的のコンポーネントを取り外すことができるため、その設計の変更は
比較的容易である。しかしインテグラル型の製品アーキテクチャをもつ製品について機
能を変更するためには、製品の構造上、目的のコンポーネントのみではなく、インター
フェースを介して結合されている、目的とは関連しない他の複数のコンポーネントを置
換する必要がある。それゆえに、インテグラル型の方がモジュラー型よりも、製品のア
ップグレードやモデルチェンジのさいの再設計に、時間と費用を要する。

2.1.3

各製品アーキテクチャの種類の設計・生産に求められる企業の能力

企業は、製品を設計し、生産し、それを流通させるための知識や技能、資源を持ち合
わせている必要がある。その製品のアーキテクチャが、インテグラル型かモジュラー型
8

かによって、企業に求められるそれら知識や資源の性質は異なる。本論文では、企業が
保有する知識や技能、資源をまとめて「能力(capabilities)」と呼ぶ(Stalk, Evans and
Shulman, 1997) 1。
インテグラル型のアーキテクチャを持つ製品は、製品の設計を変更する際に、他の複
数のコンポーネントとの結合関係を調整しなければならない。よって、そうした製品を
設計、生産、及び販売する企業には、コンポーネント同士を結合・調整するための「摺
り合わせ(integral)」の組織能力が必要である。具体的には、製品全体に求められる品
質や機能の水準を維持しながら、コンポーネント間を結合するインターフェースの設計
能力や、生産段階における実際の結合を達成するための能力が必要となる。この能力の
格差が企業間に存在すれば、それは企業間の競争優位及び劣位の要因となる。
他方、モジュラー型のアーキテクチャを持つ製品はその構造上、製品を改良もしくは
再設計する際に、コンポーネント間の結合方法を調整する能力は相対的に求められない。
しかしながら、その自らが保有する情報量が限られるゆえに、最適なコンポーネントを
提供する他の企業を探索し提携しなければならないことも多く、その場合には適切なコ
ンポーネントを調達するための「選択能力」が企業に求められる(藤本・延岡, 2003)。
また、製品がどちらの種類の製品アーキテクチャをとるかによって、コンポーネント
の開発や設計、生産を各々担当する、組織(unit)や、部門や部署等の下部組織(subunit)
同士の、調整の頻度や交換する情報量が異なる(Orton and Weick 1990; Sanchez and
Mahoney 1996) 2。ひいては製品アーキテクチャの種類によって、分業における望まし
い組織の境界、つまり適切な組織構造を規定することになる。
インテグラル型の製品アーキテクチャは、コンポーネント間の結合関係が複雑である。
そのため、その互換性を損なわずに、各コンポーネントの設計や生産を担当する組織間
で、業務に関する緊密な情報交換や、関連する技術知識の交換、組織間の共同業務の設
計及びマネジメントが、組織同士の連携を通して必要となる。
一般にインテグラル型のアーキテクチャをとる製品について、コンポーネントを市場
から調達するコストは、組織間の情報交換や調整にかかる組織化のコストを上回る場合
が多い(Brusoni, Prencipe and Pavitt, 2001)。そのためインテグラル型アーキテクチャ
1ここでの能力には、組織的スキル、リソース、機能的な能力や業務遂行の方法、現行

の慣習、学習のルーティンやパターン等の無形資産を含む(Lavie, 2006)。
2 ここでの「組織」や「下部組織」間の調整業務は、企業の内外を問わず行われることを想
定している。すなわち、ある一企業内の部門間で行われる調整業務も、別々の企業同士で
行われる調整業務も含んでいる。
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を持つ製品は、中央集権的な垂直統合型の組織、もしくはそれに準ずる組織間の提携関
係により結合される組織構造が有効である(Brusoni, Prencipe and Pavitt, 2001;
Chesbrough and Kusunoki, 2001)。例えば、インテグラル型の製品アーキテクチャを
とる自動車は、多くの場合完成車メーカーと部品メーカーが緊密に情報交換を行いなが
ら日々の調達活動を行っている。日本の自動車産業において代表的な系列関係は、中央
主権的な垂直統合型に準ずる組織間の提携関係としてあげられる。
他方、モジュラー型のアーキテクチャを持つ製品の設計や生産においては、各コンポ
ーネントの設計や生産、流通について、特定のコンポーネントの設計や生産に特化した
組織での分業が可能となり、同時に組織間の調整を簡易化できる(Ulrich 1995; Sanchez
and Mahoney 1996)。それは共通化されたルールを遵守する限り、コンポーネントやモ
ジュールの設計ないし改善は、各々自立して行われうることに起因する(青木、安藤、
2002)。
そのような製品については、組織化のコストが企業間のコンポーネントの取引コスト
を上回ることが多い(Brusoni, Prencipe and Pavitt, 2001)。この場合、完成品メーカー
はコンポーネント自体を外部から調達する傾向があり、ひいては産業内の分業化や分権
化が促進される。そのため、こうした製品では製品の設計や生産、調達において、企業
間の情報交換の必要性、及び企業間の連携の必要性は比較的希薄であり、取引が機会主
義的になり、企業間の取引及び提携網のネットワークが拡大する傾向がある(Langlois
and Robertson 1992; Langlois, 2002)。

2.1.4

製品アーキテクチャのモジュール化と技術の成熟

次に、本論文の実務的示唆を解釈するために重要となる「モジュール化」の概念を取
り上げる。
「モジュール化(modularization)」とは、当初はインテグラル型の製品アー
キテクチャをとっていた製品が、開発や再設計を繰り返して徐々にモジュラー型に移行
することである。具体的には、当初はコンポーネント間のつながりが複雑であった製品
を、それらが各々独立して設計及び生産が可能で、かつ製品全体として統一的に機能で
きるように製品を再設計し、さらに複雑な製品や調整業務をより効率的に行えるように
再構築することを指す(Baldwin and Clark, 1997)。
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製品のモジュール化は企業にとって、次のようなメリットをもたらす。まず、個々の
コンポーネントやモジュールの置換が容易となるため、製品のアップデートや新しい機
能の追加が容易になり、そのような活動を通した新製品開発が促進される(Pil and
Cohen, 2006)。また、コンポーネントを各々独立的に設計や生産することが可能となり、
効果的なアウトソーシングの実行可能性が高まるため、製品を組み立てる企業にとって
は、ニーズの変化への迅速な対応が可能となる(Baldwin and Clark, 1997; Galunic and
Eisenhardt, 2001)。そして、特定の取引先だけではなく多くの企業との取引可能性が
広がるため、技術の新しい活用機会の探索、及びより低価格で高品質なコンポーネント
の供給先を探索する機会に恵まれる (Thomke and Reinertsen, 1998)。
モジュール化は、特定の企業が設計する製品だけではなく、産業全体で見られる傾向
である。それでは、どのようなメカニズムで製品のモジュール化が進行するのか。先行
研究では、製品に応用される技術の成熟化と深い関係があるとされている。ある製品の
アーキテクチャの変移を長期的に観察すると、ある製品を構成するコンポーネントやイ
ンターフェースに応用されている技術が成熟化するに連れて、その製品アーキテクチャ
はインテグラル型からモジュール型に移行することが多い(Chesbrough and Kusunoki,
2001; Brusoni, Prencipe, and Pavitt, 2001; Fixson and Park, 2008)。
一般に製品は市場に投入された後、時間の経過に伴って導入直後の成長が緩やかな時
期、成長率が伸びる時期、成長率が低くなり安定してくる成熟期、そして成長が止まり
次の世代の製品及び技術に代替される衰退期を経験する(e.g. Levitt, 1965)。これを製品
のライフ・サイクルと呼ぶが、時間経過に伴う製品販売量の変化は、図 2.3 のとおりで
ある。
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図 2.3 製品のライフ・サイクル(Levitt, 1965)

そして製品と同様、技術にもライフ・サイクルが存在する。技術のライフ・サイクル
は、一般に製品のライフ・サイクルと深い関係を有する。ある技術が特定のコンポーネ
ントや製品に応用されるとき、それらが達成しうるパフォーマンス、たとえば機能性や
品質等を指標化して変数としたものを縦軸にとり、企業の研究開発に対する投入努力量
(時間の経過とともに増加する)を横軸にとる時、その関係をグラフ化すると、グラフは
S 字形状をとるとされる(Foster, 1986)(図 2.4 参照)。
技術が未発展の初期段階、つまり黎明期には、その技術の製品への応用可能性につい
ては未だよく知られておらず、企業の技術開発努力は主に基礎研究に注がれるため、製
品パフォーマンスの向上率は低い。しかし基礎技術が確立されて技術がその発展の成長
期に差し掛かると、その技術を製品に採用したり、応用研究を始めたりする企業も増え、
研究開発への投入努力の効率性は急速に高まる。しかし、投入努力の効率性がいったん
ピークを迎えると、その技術に関する基礎研究はかなりの程度発展し、応用研究による
技術の発展の限界が訪れるまでその効率性は逓減し、技術は成熟段階に移行する。
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開発者の投入努力量（≒時間）

図 2.4 技術の S-カーブ(Foster, 1986)

個々のコンポーネントに用いられる技術や、インターフェースに関する技術について
も、技術の発展可能性や製品への応用可能性の不確実性が高く、技術の発展が未成熟で
ある段階では、製品に必要とされる機能要素とそれを充足するためのコンポーネントと
の関連性も明らかではない。これは、どのような機能要素とコンポーネントの組み合わ
せが適切か、どの程度までそれをモジュール化できるのか、などに関する試行が未だな
されていないためである。この場合には、製品アーキテクチャは一般的に、必要な機能
を複数のコンポーネントで達成するインテグラル型をとることが多い(Schilling, 1998;
Chesbrough and Kusunoki, 2001; Brusoni, Prencipe, and Pavitt, 2001)。
他方で、技術に関する情報は、その基礎研究や応用研究を積み重ねることで、不確実
性が小さくなる。基礎研究が収束するにつれて研究開発のプラットフォームが確立され
る段階になると、企業の研究開発の関心は、より多機能で高品質な製品をいかに低価格
で設計及び生産できるか、に焦点があてられる。前述したように、モジュラー型の製品
アーキテクチャは、インテグラル型よりも設計、生産、及び流通上のメリットが多い。
したがって、製品の機能や品質が顧客の満足する水準を達成できるならば、機能要素と
コンポーネントとの関係は単純であるほどよい。そうなると、コンポーネント間を結合
するためのインターフェースを共通化させたり、機能要素とコンポーネント間の関係を
一対一になるように再設計したりする試みを、企業は行う。そしてある製品の技術が高
度に発展し、その成熟段階に入ると、市場に出回るほとんどの製品はモジュール化する、
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という現象が起こる。 (Suarez and Utterback, 1995; Chesbrough and Kusunoki,
2001; Brusoni, Prencipe, and Pavitt, 2001; Suarez, 2004)。
次に、製品のモジュール化と低価格化、コモディティ化との関連性に関する研究を整
理する。製品のモジュール化が進行すると、企業は特別な知識や技能を活用せずとも、
製品の設計や組み立てが可能になる。そのような状況下では、製品の設計や生産、調達
の企業間での模倣可能性が高まり、製品価格は低下する傾向がある(Pil and Cohen,
2006; Ethiraj, Levinthal, and Roy, 2008)。さらにモジュール化が進行すると、設計や
生産、及び外注の簡易化が進行するため、コンポーネントの供給企業間での価格競争も
激化する。そして、それが更なる低価格化の進行をもたらし、結果的に厳しいコスト競
争を産業にもたらす(Chesbrough and Kusunoki, 2001; Brusoni, Prencipe, and Pavitt,
2001)。
この段階に突入すると、企業間の競争上の焦点は、いかに機能や品質で差別化するか
から、いかに低価格で製品を組み立てるか、に移行する。そうなると、企業特異的な設
計及び生産方法での差別化の必要性は低下し、どの企業も類似した設計及び生産方法を
採用する。そして結果的に、市場の顧客の多くは「機能、品質、価格がほとんど同じ」
製品を受容する。このような現象は製品の「コモディティ化(commoditization)」と呼
ばれる(Christensen and Raynor, 2003)。
以上のようなメカニズムにより、製品に用いられる技術が成熟すると、そのアーキテ
クチャはモジュール化し、それと同時に産業内で製品のコモディティ化と価格競争が進
行する。こうした市場では、優れた製品機能や品質を実現することによる差別化は難し
くなる。また、コンポーネントの結合や調整の能力に優れた企業から、価格競争力があ
る企業へと競争優位性はしばしば移行する。
この状況下では、かつてはインテグラル型の製品アーキテクチャで製品機能や品質に
よる差別化を達成して市場の支持を得ていた企業は、しばしば「インテグラリティ・ト
ラップ(integrality trap)」に陥る(Chesbrough and Kusunoki, 2001)。多くの場合に製
品市場には、インテグラル型アーキテクチャをとる製品の設計、生産、及び調達に必要
な技術力を競争優位性の源泉とし、かつそれに特化した組織構造や組織能力を備えた企
業が存在している(Clark and Fujimoto, 1990; Sanchez and Mahoney, 1996)。とりわけ、
モジュール化が進行していない製品市場にあっては、この傾向が顕著である。インテグ
ラリティ・トラップとは、産業内で製品アーキテクチャのモジュール化と価格競争が進
行したさいに、こうした企業がモジュラー型のアーキテクチャを持つ製品の設計や生産、
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流通に必要な新しい組織能力をすぐには獲得できず、新たな競争環境に適応できない事
象を指す。

2.2 技術とイノベーション

本節では、
「技術イノベーション」とは何か、そして「製品アーキテクチャ」の概念
とどのような関連性があるのかを取り扱う。
2.2.1

新しい技術と過去の技術

ある産業内で新製品が、既存製品に応用されているものとは異なる技術を基にして開
発され、新しい機能や高い品質を携えて市場で販売されることは、いつの時代でも生じ
る。そして、この新製品が人々の間に広く普及したとき、その一連のプロセスはイノベ
ーション、もしくは技術イノベーションと呼ばれる(Arthur, 2009)。
それでは、先行研究で広く用いられている「新しい技術」と「過去の技術」には、ど
のような本質的な相違があるのであろうか。Arthur(2009)の定義に従えば、旧い技術と
決別した新しい技術とは、新しいかあるいはそれまでとは異なる自然原理を基にして作
られたものである(p. 139)、とされる。新しい原理に基づいて作られた技術は、それを
利用したコンポーネントもしくは製品の発現効果が新しい、あるいはそれまでとは異な
る使い方を、使用者に提供する。そして市場に存在する既存の製品の多くが新しい製品
に代替したとき、産業ないし市場で「技術の交代」が起きた、という。
前節で、技術の発展と時間の関係をグラフ化すると、S 字カーブとなることを述べた。
新しい技術と過去の技術の S 字カーブを同じグラフ上に表すと、図 2.5 のように、二つ
の技術の S 字カーブはたがいに繋がらず、非連続となる(Foster, 1986; Tushman and
Anderson, 1986; Anderson and Tushman, 1990)。
二つの技術の S 字カーブの間にこのような非連続性が存在するのは、当該技術に関す
る研究開発が開始される時期が異なり、発展サイクルにずれが存在するためである。ま
た、既存の技術を開発してきた研究者グループとは別のグループが、後発の技術を開発
することが多いことも、発展サイクルのずれに寄与している。
既存技術が成熟して製品の機能性や品質の向上が伸び悩み、その限界が近づいてくる
と、より低コストで設計や生産ができ、さらに多機能で高品質の製品を実現できるよう
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な技術が探索される。そしてそのような条件に適う新しい技術が発見されると、既存製
品と同様の機能や品質を達成できるよう、開発を重ねていく。そして新しい技術が十分
に開発され、旧い技術を用いた製品より低価格で多機能、高品質の製品が生み出される
ようになると、多くの企業や顧客が過去の製品から新しい製品に乗り換えていく。この
ようなプロセスで、旧い技術を用いた製品は廃れていく。
過去の製品とは異なる自然原理を基に技術が開発され、それが新しい製品に応用され
ているので、技術情報の不確実性は高まる。加えて、旧い製品と新しい製品は機能や形
状、大きさ、品質の点で異なる場合が多い。そのため、製品アーキテクチャが変化する
ような技術イノベーションが生じると、一度モジュール化した製品がインテグラル型を
とるという事象が観察される(Magnusson, Lindstrom and Berggren, 2003)。

図 2.5 技術的非連続性 (Foster, 1986 pp. 102)

2.2.2

技術イノベーションの分類研究

「技術イノベーション」の分類について、開発の方法や過程、そのパフォーマンスに
より、様々な基準が先行研究の中で提示されてきた。多くの研究では、既存製品の機能
や品質を向上させるために、既存技術を改良(improve)する形で研究開発を行うことも、
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全く異なる自然原理を基にした技術を応用して、新しい製品を開発することも、どちら
も技術イノベーションであるとみなされる。前者は一般に、インクリメンタル・イノベ
ーション(incremental innovation；漸進的イノベーション)と呼ばれ、後者はラディカ
ル・イノベーション(radical innovation；抜本的イノベーション)と呼ばれる(Abernathy
and Utterback 1978; Ettlie, Bridges, and O’Keefe, 1984; Dewar and Dutton,1986;
Tushman and Anderson, 1986; Anderson and Tushman 1990; Gatignon et al 2002)。
また後者のラディカル・イノベーションは、その特性から同時に非連続な技術イノベー
ションでもある3。
技術イノベーションは、製品アーキテクチャの概念を適用することで、さらに細分化
できる。Henderson and Clark (1990)は、上記の二分類を製品アーキテクチャが変化す
るか否かで、さらに四つに分類できることを述べた。
彼らのフレームワークは、図 2.6 に示されるように、次の二つの分類項による。一つ
は、製品設計における中核的な設計コンセプト(core design concept)が変化したか否か
である。設計コンセプトとは、Clark (1985)が定義した、製品が標的とする顧客の要求
事項に沿って決まる、製品全体や構成コンポーネントを設計するさいの概念や構想であ
る。コンポーネントが階層構造を持つのと同様に、設計コンセプトも階層構造をもつ。
そして中核的な設計コンセプトとは、製品を構成する複数のコンセプトのうち、製品全
体のコンポーネントの階層構造を決定するような、中心的なコンセプトを指す(Clark,
1985)4。つまり、中核的な設計コンセプトとは、そのコンセプトを達成するためのコン
ポーネントやそれに応用される技術を指すのと同義である5。
もう一つの分類項は、その中核的なコンセプトと製品を構成するコンポーネントとが
相互作用(link)する方法が変化したか否か、つまり製品のアーキテクチャ自体が変化し
Arthur (2009)は、インクリメンタル・イノベーションは日常の標準的なエンジニア
リング(standard engineering)から生まれ、ラディカル・イノベーションは、標準的エ
ンジニアリングの延長では達成できないものであると述べ、新しい技術領域を専門とす
る研究者で構成される研究開発グループや、過去の製品とは異なる製品設計者が必要
となることを主張している。
4 「コア設計コンセプト」について Clark (1985)は次のように定義している “…within a
given functional domain like an engine in an automobile, the structure of associated
parameters is hierarchical. One parameter sits at the apex, and is particularly
trenchant in its impact on other aspects of the domain. Such concepts are central or
“core” in the sense that the choices they represent dominate all others within the
domain. …” (p.243)
5 中川(2007)は、コア設計コンセプトを「コンポーネントの基幹技術」と訳している。筆者
もこの解釈を採用している。
3
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たか否か、である。言い換えると、中核的なコンセプトやそれに関連するコンポーネン
トの階層構造が変化するイノベーションか、変化しないイノベーションかで分類する。
Henderson and Clark (1990)は、製品の中核的なコンセプトは変化せず、コンポーネ
ント間の相互作用の方法が異なるイノベーションをアーキテクチュラル・イノベーショ
ン(architectural innovation)、中核的なコンセプトのみが変化し、アーキテクチャは
元々の製品と同じであるイノベーションをモジュラー・イノベーション(modular
innovation)と、定義した。
例えば、電話機のアナログ回線からデジタル回線への変更は、信号の伝送を司るコン
ポーネントを置換することで達成されるので、モジュラー・イノベーションに該当する。
その一方で、電動の天井ファンは、モーターや防音装置、羽等のコンポーネントの形状
や重量を、その機能は維持したままで変化させることで、持ち運び可能な扇風機になっ
た。これはアーキテクチュラル・イノベーションに該当する(Henderson and Clark,
1990)。
コア設計コンセプト (core concepts)

コア設計コンセプトと
コンポーネントのつながり
(linkage between core
concepts and components)

強化される
(reinforced)

置換される
(overturned)

変化しない
(unchanged)

漸進的イノベーション
(incremental innovation)

モジュラー・イノベーション
(modular innovation)

変化する
(changed)

アーキテクチュラル・
イノベーション
(architectural innovation)

抜本的イノベーション
(radical innovation)

図 2.6 イノベーションの定義フレームワーク (Henderson and Clark, 1990)

Henderson and Clark (1990)のフレームワークは、製品アーキテクチャを構成する物
理的なコンポーネントがどのように変化するかに着目することで、その変化の実態を技
術の視点から定義し、新製品の新規性やその影響力をより具体的に考察することを可能
にした。
技術イノベーションの他の定義としては、持続的イノベーション(sustaining
innovation)や破壊的イノベーション(disruptive innovation)という概念がある
(Christensen and Bower, 1996; Christensen, 1997)。企業が事業活動を行うさいの価
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値観の枠組みである「バリュー・ネットワーク(value network)」6を、そのまま応用で
きるような技術の変化は持続的イノベーションであり、そうでないのが破壊的イノベー
ションである。そうした破壊的イノベーションを導くような技術は、破壊的技術
(disruptive technologies)と言われる。

2.2.3

技術イノベーションの分類研究の発展

上述のように、技術イノベーションと製品アーキテクチャとの相互関係が明らかにな
るにつれ、技術イノベーションを達成しようとする企業に求められる能力を定義する試
みがなされるようになった。
Henderson and Clark (1990)は、これまでとは異なる製品アーキテクチャの設計が新
たに必要になるアーキテクチュラル・イノベーションは、既存企業にとって能力破壊的
(competence- destroying)となる場合が多いのに対し、モジュラー・イノベーションは
能力促進的(competence-enhancing)となることが多い、と主張している。ここでいう能
力(competencies)とは、広義には組織内で行われる学習の集合であり、狭義には多岐に
わたる生産技術を統制するための、かつ様々な技術の相互調整を行うための方法に関す
る知識や技能を指す(Prahalad and Hamel, 1990)7。
能力破壊的とは、非連続な技術イノベーションによって生まれた新しい技術の開発や
製品の設計及び生産に対して、既存企業が保有する知識や技能、資源が通用しなくなる
事象を指す(e.g. Abernathy and Clark, 1985; Anderson and Tushman, 1990: Cohen
and Levinthal, 1990; Dyer and Singh, 1998)。つまり能力破壊的イノベーションとは、
既存企業が採用していた従来の生産方法や技術的スキルを、しばしば「時代遅れ」にす
るものである。それとは逆に、技術イノベーションが起きても、これを達成する新しい
製品の設計や生産に、既存企業の能力が応用できるのが能力促進的なイノベーションで
ある。前者のイノベーションは、既存企業ではなく市場への新規参入企業により産業に
もたらされることが多く、後者のイノベーションのほとんどは、既存企業によって遂行
される(Anderson and Tushman, 1990)。

Christensen (1997)らは、この枠組みをビジネスシステムとも言い換えている。
「コア・コンピタンス」について Prahalad and Hamel (1990)は次のように定義して
いる。“…the collective learning in the organization, especially how to coordinate
diverse production skills and integrate multiple streams of technologies.”
6
7
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また、技術イノベーションを達成するために必要な技術知識(technological
knowledge)の種類も、イノベーションの分類によって異なるとされる。Henderson and
Clark (1990)は、製品アーキテクチャの変化を導くアーキテクチュラル・イノベーショ
ンの実現には、複数の機能要素と複数のコンポーネントとの関係を再調整しなければな
らないため、製品アーキテクチャ全体に関する「アーキテクチャに関する知識
(architectural knowledge)」が必要である。他方で、モジュラー・イノベーションの達
成には、製品を構成する一つもしくは複数のコンポーネントに応用されている技術の変
化に応じたコンポーネントの再設計を企業に要求するため、
「コンポーネントに関する
知識(component knowledge)」が必要である。そして、ラディカル・イノベーションの
達成のためには、上記の両方の知識が必要となる。
アーキテクチュラル・イノベーションは、既存企業が持つ製品アーキテクチャ知識を
破壊する(architectural knowledge-destroying)形で誕生するが、アーキテクチュラル・
イノベーションは、製品を構成する各コンポーネントに応用される技術やコンセプトは
変化しないため、コンポーネント知識を促進する(component knowledge-enhancing)
(Popadiuk and Choo, 2006)。また、コンポーネントに応用される技術が変化するよう
な技術イノベーションは、既存企業の持つアーキテクチャ知識に対して促進的であり、
かつコンポーネント知識は破壊的である(Popadiuk and Choo, 2006)。
こうして図 2.6 の各技術イノベーションの分類は、設計や生産に必要となる技術の発
展可能性や応用可能性に関する不確実性が、製品アーキテクチャのどの範囲に及ぶのか、
を考察するのに有用である。製品アーキテクチャが変化する技術イノベーションが生じ
ると、製品全体に関する技術の不確実性を高める(Magnusson, Lindstrom and
Berggren, 2003)。一方で、モジュラー・イノベーションは、製品を構成するコンポー
ネントの中でも特定のものにしか技術の変更の影響が及ばないため、技術の不確実性は
その一部のコンポーネントに関するものにおいてのみ高まる。そのような技術の発展お
よび応用に関する不確実性の影響範囲の大きさの違いから、アーキテクチュラル・イノ
ベーションは不確実性の高い技術や情報を多く扱う探索型(exploration)の知識創造、モ
ジュラー・イノベーションは既存の情報を多く扱う活用型(exploitation)の知識創造に
より導かれるともされる(Popadiuk and Choo, 2006)。
技術イノベーションの性質により、技術変化の度合い(degree of change)や新規性
(newness)を定義した研究もある。一般には、コンポーネントやモジュールへの影響を
考慮すると、モジュラー・イノベーションはインクリメンタル・イノベーションよりも
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変化の度合いは相対的に大きいが、アーキテクチュラル・イノベーションよりは小さい、
と順位づけられる (Slaughter, 1998)。Murmann and Frenken (2006)は、製品アーキ
テクチャは再帰的な階層性を持つため、イノベーションの対象となるコンポーネントも
しくはモジュールがどの階層レベルに位置するかで、技術イノベーションの新規性自体
を定義することができるとした。彼らの議論では、製品アーキテクチャを構成するコン
ポーネントのほとんどを巻き込むような階層の上位レベル、すなわちより多くのコンポ
ーネントを包含するコンポーネントもしくはモジュール、もしくはアーキテクチャ全体
のイノベーションほど、より変化の大きなイノベーションである。また、そのような技
術イノベーションは、市場で企業や顧客から選択される標準的な設計であるドミナン
ト・デザイン(dominant design)を新たに決定するような、産業のダイナミズムとなる
可能性もある (Murmann and Frenken, 2006)。
最後に、イノベーションの分類により、イノベーターの性質と技術イノベーションを
導く目的が異なるとした研究もある。製品アーキテクチャが変化するような技術イノベ
ーションは、既存企業が持つアーキテクチャ知識を応用できないので、多くの場合は関
連知識や情報処理能力が制限されていない新規企業によりもたらされる(Henderson
and Clark, 1990)。それに対してインクリメンタル・イノベーションやモジュラー・イ
ノベーションのような、製品を構成する一部のコンポーネントやモジュールのアップグ
レードないし代替により達成される技術イノベーションは、製品の機能や品質の試験コ
ストと生産コストを減少させる「代替の経済性(economies of substitution)」を導き、
既存の顧客をより高水準で満足させるものである(Garud and Kumaraswamy, 1995)。
このようなイノベーションは、既存企業が既存の顧客を満足させる目的で取り組むもの
である(Christensen and Bower, 1996)。また、モジュラー・イノベーションへの挑戦
は、短期間で市場に新製品を展開することで、技術開発側の要求と市場からの需要のバ
ランスを取ることでもある(Clark and Fujimoto, 1990)。
このように、製品アーキテクチャの変化に着目した技術イノベーションの分類は、そ
の産業や市場へのインパクト、企業の目的に関する概念定義や分析に大きく貢献してき
た。
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2.3 技術と企業の組織的慣性

上述のように、既存企業にとって能力破壊的であるような、製品アーキテクチャが大
きく変化したり、これまでとは全く異なる自然原理を応用するような技術を応用したり
するような技術イノベーションが、実際の産業や市場で起こりうる。そして既存企業は、
迅速にそれらの技術開発やそれを応用した製品の設計や生産に移行することを、不得意
としている。
本節では、
「なぜ能力破壊的な変化に直面した時に、これに迅速に適応できない既存
企業が多いのか」について研究している文献を調査し、どこまでこの課題が解明されて
いるかを整理する。その上で、未だ先行研究では明らかにされておらず、本論文で取り
組もうとする課題を提示したい。

2.3.1

技術のロックインと経路依存性

産業や市場において企業を取り巻く競争環境は、様々な要因により絶えず変化してい
る。技術イノベーションも、その要因の一つに挙げられる。既存企業にとっては、変化
が起こるその都度、迅速にその変化に対応するのは非常に困難である。現実に多くの既
存企業が環境の変化への対応が遅れたり、変化に対応できずに市場から退出したりする。
現象として興味深いのは、市場での販売占有率や技術開発力において、かつては業界
をリードしていた優良企業でも、しばしばこれが観察されることである。たとえば、
Christensen(1997)や Christensen and Bower (1996)によるディスク・ドライブ業界の
事例研究では、わずか数年の間に六回、異なる容量のディスク・ドライブが開発され、
その都度新しい市場と、これを生産する企業が出現した。そのうち、業界の既存有力企
業が次世代の製品市場でも首位の座を維持できたのは、二回だけである。
このような事象が起きるのは、既存企業が過去に設計及び生産してきた製品を存続さ
せることに固執するからである。こうした企業の傾向は、Arthur (1994)が提示した収
益逓増と経路依存性(increasing returns and path dependence)の議論によって説明さ
れる。
技術は発展するにつれて、精巧になると同時に複雑になる。これを Arthur(2006)は
「構造の深化」と呼んだ。設計者たちは、現行の技術を改善し製品をよりよいものにす
るために、技術が達成可能な機能の限界まで、その技術の応用可能性を追求する。現行
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のコンポーネントより機能性や品質に優れた別のコンポーネントやアセンブリを、研究
開発を通して設計し、既存の製品アーキテクチャに追加することで、既存の製品をより
良いものにしようとする。これを Arthur(2006)は「内部構造の交換」と呼んだ。この
内部構造の交換、構造の深化という二つのメカニズムは、技術が続く限り適用され、こ
の過程を繰り返すことで、技術の構造は一層複雑になる。
Arthur (2006)は、技術とその原理、設計者のそれらに対する思考との関係に着目し
て、企業が現存の技術に依存する原因を整理した。一つには、大抵の場合、ある時期に
新期に開発されようとしている新興の技術は、同じ時期に既に成熟している既存技術よ
りも性能面で下回るためである(Christensen, 1997; Arthur, 2006)。将来強力な代替技
術となる可能性があっても、初期段階では相応の性能は発揮できないため、既存企業に
とっては魅力的に見えない。また同様にして、例え性能面で新興技術が既存技術を上回
っていたとしても、その採用に当たっては既存企業の組織変更が予想され、大きな費用
と時間を要する可能性がある8。また、現場の人間は、新製品の将来的な可能性に対す
る保証に満足できない場合、今ある原理を頼りにするという既存企業の心理的な要因も
存在する。最後に、従来の方式に熟練した、設計や生産、研究開発に携わる技術者たち
の労働力が，次第に時代遅れになるという脅威があげられる。これらの理由が、企業を
過去に成功した原理や技術に「ロックイン」させてしまう。
一度企業が特定の技術にロックインすると、その後に企業が選択する戦略及び技術は
経路依存的となる。過去に選択した戦略及び獲得し活用した技術の下で培った、経験や
知識は目減りせず、希少資源の利用による減少に伴う利益の逓減も発生しない。これら
を何度も活用することにより、利益が逓増するためである。そしてその成功体験が、さ
らにその企業の技術へのロックインを強化する。
このように正のフィードバックが働くうちは、経路依存性とロックインは既存企業に
とってうまく機能する。しかし前節で整理したように、技術が成熟期に差し掛かると、
コンポーネントの交換では性能は大幅に向上せず、技術開発や応用研究は膠着する。そ
のような状況に陥ったときに、現行の技術にロックインした既存企業は、その技術と代
替しようとする新しい技術に移行することを躊躇するのである。

8

組織変更の費用を既存企業が出し渋ることで、組織改編はなかなか実現しない(Arthur,
2009)。
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2.3.2

企業の非柔軟性

なぜ能力破壊的な変化に対応できない既存企業が多いのか、という問いに対して、組
織の内部で起きている事象に目を向けた研究も数多い。このような組織が環境変化に対
して、その対応に遅れが生じる事象は、組織の非柔軟性(organizational inflexibility)
や組織的慣性(organizational inertia)(Hannan and Freeman 1984)と呼ばれている。
企業が保有するコア・ケイパビリティ(core capabilities)が戦略や組織の変化の障害と
なる、と論じる先行研究はいくつかある。ケイパビリティとは、企業が競争優位性を持
続させるために築いた、一貫したビジネス・プロセスを指す(Stalk, Evans, and
Shulman, 1997)。特に企業の中核的な役割を果たす部分を、コア・ケイパビリティと
呼ぶ。またコア・ケイパビリティは、それらのビジネス・プロセスに宿る、組織の構成
員の知識や価値体系に深く根付いた「知識のセット(set of knowledge collections)」で
もある(Leonard-Barton, 1992)9。
コア・ケイパビリティは、企業の歴史や組織文化、制度(institution)に裏付けされた、
組織全体に宿る「プロセス」であるため、それを変化させることは非常に困難である。
Leonard-Barton (1992)は、このような組織のシステムや知識体系は、急進的な新しい
活動の実行を妨げる危険性をはらんでいるとし、コア・ケイパビリティのもう一つとし
ての側面として、
「コア・リジディティ(core-rigidities)」なる概念を提示した。資源配
分の意思決定者は、既に保有しているコア・ケイパビリティ、つまり自分たちが持つ知
識体系を変化させることに躊躇する傾向がある。それはあたかもコア・ケイパビリティ
が現状を維持しようと硬直(rigid)するかのように見える。
また、業務のプロセスや収益の獲得方法などの企業の意思決定のルーティンが硬直性
を持つこともある。Gilbert (2005)は、組織内の現行の安定したルーティンは、脅威に
対する現状維持の組織内圧力を生み、企業はそのルーティンに従うことで試行錯誤的な
製品開発を控えるとした。
また、Christensen(1997)らの研究では、企業は既存のバリュー・ネットワークの中
で顧客のニーズを認識し、問題の解決や資源調達、競争相手への対抗策の考案、利潤の
追求を行うため、バリュー・ネットワーク内の解決方法以外の方法を模索することが難

Leonard-Barton (1992)はコア・ケイパビリティを次のように定義している。”A core
capability is an interconnected set of knowledge collections ――a tightly coupled
system. (p. 122)“
9
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しいと述べた。新しい製品アーキテクチャを必要とするようなイノベーションが、しば
しば巨大企業を撤退に追い込むほどの産業的・社会的影響力を持つのは、既存のバリュ
ー・ネットワーク内で期待される利益のために、既存企業は専ら持続的なイノベーショ
ンに投資をして、破壊的イノベーションには投資をしないという資源配分の偏りにある
(Christensen and Boer, 1996; Christensen, 1997)。
とりわけ企業が成功体験を有すると、資源配分に関する意思決定を行うさいに、過去
の方法を過剰評価してしまい、ある問題解決に対して制限された視点や概念をもってし
か判断できなくなることが観察される。このような成功者の呪い(winner’s curse)が、
意思決定者たちの盲目的な意思決定(blind spot)と、非合理な資源配分を導くことがあ
る(Zajac and Burgerman, 1991)。また企業は、企業の既存のオペレーションや、アイ
デンティティ、伝統と相反せず、そして経営陣に評価されるような資源を獲得する傾向
がある(Oliver, 1997)。このように既存企業が組織的慣性を持ち、競争環境の変化に迅
速に対応できない原因は、様々に存在する。

2.3.3

非柔軟性への対応策 1：組織を変化させる

それでは既存企業は、どのようにコア・リジディティを克服すればよいのか。先行研
究によると、この問いに対する解には大きく二つの道がある。一つは、環境変化に順応
するために、
「組織の能力を変えること」である。もうひとつは、
「組織の既存能力を活
用するための戦略を考案すること」である。
「組織の能力を変える」方法について提示された概念のひとつに、ダイナミック・ケ
イパビリティが挙げられる。Teece, Pisano, and Shuen (1997)は、常に変化する競争環
境に企業がその都度適応するには、内部及び外部の能力を適切に取捨選択し、構築し、
再構成する資源配分に関する企業の能力が必要であるとし、この能力をダイナミック・
ケイパビリティ(dynamic capabilities)と呼んだ。具体的には、環境における機会や脅
威を感知する活動としての感知力(sensing)、新しい製品やプロセス、サービスを打ち
出し、環境における機会や脅威に対応する活動としての活用力(seizing)、経営資源の配
分方法を再構築する力(re-configuration)が、ダイナミック・ケイパビリティの三つの要
素だとする。
技術イノベーションに直面した既存企業は、その技術に関する不確実性が高いほど、
また既存のものと異なる業務や管理方法が必要であるほど、ケイパビリティを再構築す
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る必要性が高まる(Lavie, 2006)。従来のコア・ケイパビリティを変更するための学習を
行い、能力破壊的な競争環境の変化に順応すべきであるというのが、ダイナミック・ケ
イパビリティからの示唆である。
他方、両手きき組織(ambidextrous organization)という概念も存在する。両手ききの
組織とは、新規事業の探索(exploration)と、既存事業の活用(exploitation)10とを両立さ
せるような資源配分を行うことで、競争環境の絶え間ない変化に対応できる組織体制を
指す(Tushman and O’Reilly 1996; O’Reilly and Tushman, 2008)。この概念では、反復
的な実験やリスク負担を伴う探索活動により、組織及び事業の柔軟性と多様性を追求す
る組織と、改善や手直し、代替案の比較や選出、標準化、スピード・アップ、コスト削
減などを行う組織とを同時に持ち、両立させるような組織体系を築くことが重要である
とされている。

2.3.4

非柔軟性への対応策 2：既存企業の強みを生かす

しかしその一方で、ある既存企業が同産業内の多くの既存企業にとって能力破壊型イ
ノベーションにうまく適応するケースや、もしくはイノベーションを自ら実現し産業内
の競争のルールを自ら変革するケースも報告されている。
例えば、上述の Christensen (1997)らの研究でも、多くの既存企業が撤退したとはい
え、IBM、富士通、日立、NEC は、8 インチ・ドライブを用いるミニコンピューター
市場から、5.25 インチ・ドライブを用いるデスクトップ・パソコン市場、3.5 インチ・
ドライブを用いるポータブル・パソコン市場にも参入している。計算機で成功していた
IBM は、真空管の技術で培った生産技術を、電子機器の設計や生産に応用することが
でき、計算機・コンピュータ産業で生存することができた(Taylor and Helfat, 2009)。
Liberman and Montgomery (1988)によると、市場に先に参入する先行者(first
movers)は、その追随者(followers)に対して、次のようなメリットを持つ。まず、他企
業よりも生産活動や技術開発活動を先行することで、一連のビジネス・プロセスにおい
て学習曲線(learning curve)効果がいち早く働き、コスト競争力や技術知識を獲得でき
探索活動とは、反復的な実験やリスク負担を伴う、既存の知識やケイパビリティに
とらわれない急進的な組織学習を行い、組織及び事業の柔軟性と多様性を追求するこ
とである。その一方で、活用活動とは、改善や手直し、代替案の比較や選出、標準化、
スピード・アップ、コスト削減などを伴うインクリメンタルな学習を行うことである
(March, 1991)。
10
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る。また先行者は、希少資源や、店舗や工場などの立地、顧客からの評価等、重要な資
源を先取りできる。そして、最初に製品を販売することで顧客を先取りすることもでき
る。先行者から後発者へ乗り移るさいにスイッチング・コストが発生するとき、この先
取りのメリットの効果は大きい11。
さらに、技術イノベーションを適宜採用したり、自ら新しい技術の研究開発に積極的
に取り込んだりする既存企業も存在する。既存技術の開発を最も迅速に行うことができ
るのは既存企業であり、新しい技術や資源の獲得・蓄積を通して、新しい技術と既存技
術の知識をすり合わせて新しい製品を開発することに長けているのは、既存企業である
(Bergek, et. Aal., 2013)。このように、企業が既に持っている技術知識や組織能力を活
用できる点が、既存企業が新規参入企業に対してもつ優位性だといえる。
こうして旧い技術をもって成功した既存企業の中にも、新しい技術の発展の可能性を
察知し、旧い技術を用いた製品から新しい技術を用いた製品に事業の中心を移行させる
企業は少なからず存在する。それでは、新製品市場に参入し、そこで成功を維持するこ
とができる既存企業は、参入できないか、あるいは参入しても成功できず撤退してしま
う既存企業と、どのような相違があるのか。以下では、企業の技術力と組織能力の二つ
のケイパビリティに焦点を当てて、既存企業が技術イノベーションに適合できる理由、
できない理由を明らかにしていく。

2.4 小括

現時点で技術イノベーションの先行研究がもたらす一つの結論は、技術の革新性が大
きいほど、産業内の既存企業にとっては能力破壊的であるというものである。しかし、
新しい技術の採用に成功する既存企業と、失敗する既存企業の両者が存在し、製品アー
キテクチャの視点からそれらの分類を行う概念的なフレームワークは存在していない。
また、モジュール化が進行した産業内の既存企業がインテグラリティ・トラップに嵌っ
たときに、どのような対策を取ればよいのか、どのような製品設計を行えばよいのか、
という実務的示唆を提示するには至っていない。
Liberman and Montgomery (1988)は、一方で、先行者のデメリットについても言
及している。デメリットの第一は追随者のフリーライダー効果である。第二に、技術・
市場の不確実性の減少により、追随者が優位性を得られることがある。第三は、技術や
顧客の需要の変化に、既存企業がそれにうまく対応することができずに不利な状況に
陥ってしまうことがある事を指摘している。第四は、既存企業の慣性を挙げている。
11
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そこで本論文では、製品アーキテクチャの視点から、既存企業が技術イノベーション
を達成するという事象を分析する。そして、先行研究がいまだ言及していない、「なぜ
新製品市場で成功できる既存企業とできない既存企業が存在するのか」、
「どのような要
因が影響するのか」という問いに対する示唆を導き出す。
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3. 製品アーキテクチャ分析の問題点と研究方法の設計
本論文では、主に定性的記述に頼る事例研究(case studies)を取り扱う。この手法を
用いることで、特定の企業や市場、産業に関する事象や現象に関して、具体的な定性的
情報を豊富に収集でき、事例の背景(context)を理解することができる。そしてその分析
結果から他の事例にも拡張可能な理論的命題を導出することが、ここでの事例研究の目
的である(Eisenhardt, 1989; Eisenhardt and Graebner, 2007)。
しかし、定性的な事例研究の方法はよく知られているように、いくつかの手法的問題
をはらんでいる。また、本論文で扱う製品アーキテクチャなる概念は、その特徴に起因
する定義の不十分さが存在し、製品の特徴を分析することや、実際に起こる事象を適切
に解釈することの制約要因となっている。本章では、第 4 章及び第 5 章にて取り上げる
事例研究に先立って、これらの問題点について言及し、これをどのように解決するのか
について議論する。

3.1 事例の定性分析の限界

定性的な事例研究から一般性の高い命題を導出するという手法は、経営学分野の研究
の一つの研究手法である(Eisenhardt and Graebner, 2007)。ある社会的事象に関して、
その事例を一つもしくは複数取り上げ、豊富な情報を得て、その具体的な定性的情報か
ら帰納的に、普遍性のある理論を構築する、もしくは命題を提案する(Eisenhardt and
Graebner, 2007)。そして、それらの理論や命題が別の事例でも検証されることを期待
する。
これまで普遍的であると考えられていた既存の常識や理論を覆すような事例が現実
に存在し、研究者がそれを発見したときには、研究者はこの事象を説明するための新た
な理論や命題を用意しなければならない。特定の事例の定性分析は、そのような命題抽
出方法にとって最適な分析手法であるといえる。
事例研究から帰納的に理論を導き出す手法は、定量的なデータを用いて命題や仮説を
検証し、その結果をもって理論を導く演繹的手法と、対を成している。実際に起こった
事象から理論を構築することは、背景を理解できれば因果関係も明確であり、他の事例
をもって検証できる命題を導くことができるので、仮説検証型の演繹的な理論導出の方
法とは補完関係にあるといえる。
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井上(2014)は、事例研究の整理・分類法とは、先端事例、代表事例、逸脱事例、原型
事例の 4 つがあるとする。先端事例は、他社が検討しているアクションを、他社より先
に実行しているために、研究価値がある事例である。代表事例は、ある関心事について
の典型事例として、研究価値がある事例である。逸脱事例は、他の大多数の事例とは異
なり、これまでの逸脱に適合しない事例、原型事例は、ある関心事を生み出した最初の
事例を指す。
一方で、定量的情報を用いた統計分析と比較すると、定性的情報を用いた事例分析に
特有の問題点も指摘できる。一つめの問題点として、事例選択における研究者の恣意性
を完全には排除できない点があげられる。社会科学の研究では、ある普遍的な社会現象
の因果関係を説明するために、その現象の一例として分析対象となるサンプルが抽出さ
れる。定量分析の場合、この抽出過程は研究者によって設けられたある一定の規則を通
して、設定された条件に該当する全てのサンプルが抽出される。その規則の妥当性を研
究者が証明できれば、それに則って抽出したサンプルを分析対象にすることで、抽出段
階の恣意性を排除することが可能となる。
他方、定性分析の場合には、少数の事例からそれぞれ多様な定性的情報を抽出しなけ
ればならないため、多数の事例を同時に取り扱えず、分析対象となるサンプルも少数と
なるのが一般的である。それでも、井上(2014)が整理した事例研究の整理・分類法から
も分かる通り、研究者がその事例を取り上げる理由は明確である。つまり、サンプル抽
出は必ずしもランダムではなく、サンプル抽出における恣意性は事例分析に付随するも
のであるといえる。
二つめの問題点として挙げられるのは、事例の分析過程における恣意性である。事例
を抽象的に解釈し、普遍的な命題を導くさいに、研究者が意図的に特定の情報を取り入
れたり、排除したりすることがある。もしくは、意図的でなくても研究者の客観性が欠
如することにより、同様な問題が生じる。
これはデータが定性的であり、サンプルが少数であるために起きる。事例を通じて得
られる示唆からは、普遍性の高い命題が抽出されなければならない。しかし、事例研究
は必然的にサンプルが少数となるため、そこから得られる命題が事例の母集団の実際を
表していることの証明がなされなければならない。また、データが定性的であるため、
多様な解釈の方法がありうる。そのため、事例から命題を抽出するための分析過程で、
十分に客観性を論証できないと、他の研究者が同じ事例を同じ目的で再度分析した場合、
その結論が異なる可能性も考えられる。
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さらに事例研究は、定性と定量的な情報の両方を含んだ多様な情報を扱うことが可能
である。しかし、得られるすべての情報を、理論構築に活用しようとすると、理論が過
度に複雑になる可能性が高い。そして複雑な理論は一般化が困難で、結果的にある特定
の現象を記述・説明しているにすぎなくなってしまう(藤本・他、2005)。普遍性がなく
検証不可能な命題は、存在する意味を失い、その分析自体ももはや学術的な研究ではな
く、事例に関するレポートに分類されてしまう。
定性分析による事例研究は、上述の多くの問題性を排除することができれば、非常に
有用である12。ここでは、定性的な事例研究の問題点を解決するためのいくつかの方法
を、先行研究を参考に整理する。
まず分析者は、問題点を多くはらむ定性分析を、研究において選択した理由を明らか
にする必要がある。研究目的や分析の視点、証拠としての情報は、定性的な情報に強く
依存しており、かつ定量的な情報では検証できないような研究目的や理論導出を提案す
ることが求められる(Eisenhardt, 1989)。
また事例選択の恣意性を克服するためには、事例を選択した妥当性を証明するための
理由を用意する必要がある(Eisenhardt, 1989; Eisenhardt and Graebner, 2007)。取り
上げた事象が、先端事例、代表事例、逸脱事例、原型事例(井上, 2014)等の、普遍的だ
と思われていた常識や理論を覆すための「例外的な」事例であることを主張することは、
その妥当性を説明する一つの方法である。
また、事例の分析過程における恣意性を排除するためには、事例分析から導かれた理
論に、研究者の拡大解釈が含まれている可能性(藤本・他、2005)を、出来るだけ多様な
情報とそれを用いた論証をもって排除する必要がある。そして、導出された理論や命題
の一般性の高さを検討するために、実際に観察される他の事例と照合して、反例を探索
することも有効であると考えられる。可能な限り反例の出現の可能性を排除した理論を
導出することが望ましい。反例が見つからなければ、その命題は非常に一般性が高いこ
とになる。

これだけ多くの問題点があるにもかかわらず、今日でも定性分析による事例研究は
広く行なわれている。マネジメント分野の学術雑誌の最高峰である Academy of
Management Journal において、年に 1、2 本選ばれる Best Article Awards の、2000
年以降の約 50%は事例研究である(井上, 2014)。
12
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3.2 製品アーキテクチャ研究の不足点の指摘と限界

次に、製品アーキテクチャという概念の定義上の不足点や矛盾、及びコンポーネント
やその結合方法を分析することの問題点を挙げる。
まず分析上の問題点として、次の二つの点が挙げられる。一つは、分析対象となるコ
ンポーネントの単位の定義が困難なことである。もう一つは、製品を構成するコンポー
ネントとそれらを結合するインターフェースを全て把握することが、複雑な製品アーキ
テクチャをもつ工業製品の場合、ほぼ不可能な点である。
分析単位となるコンポーネントの定義が困難である理由は、一般的に複雑な構造を持
つ工業製品は、製品アーキテクチャを構成するコンポーネントの数が多く、さらに各コ
ンポーネントの包含関係の階層も多いためである(Murmann and Frenken, 2006;
Cabigiosu, Zirpoli, and Camuffo, 2013)。また、分析対象が、製品アーキテクチャを構
成するコンポーネントの階層のより高いレベルにおける設計にある場合、分析にはより
多くのコンポーネントやそれらを結合するインターフェースが含まれる (Murmann
and Frenken, 2006)13。ゆえに製品の「モジュラリティ(modularity)」の程度、つまり
どのコンポーネントの階層までを分析対象とするかは、分析者の視点がどの階層レベル
にあるかによって異なるという問題をはらんでいる(Brusoni, Prencipe and Pavitt,
2001)。
二つめの問題点は、どの製品にどのようなモジュールやコンポーネントが含まれ、さ
らにそれらに各々、何点のコンポーネントが包含されるかは、実際に分解しなければ情
報を得ることができないことである。そのような製品を分解可能な最小単位にまで分解
して分析をすることは、方法論的にも無理があり、また経営学的な示唆をもたらさない
と考えられる。本研究では上記の解決法として、企業の特許情報やホームページ、専門
誌、エンジニアへのインタビューから得られる製品アーキテクチャに関する情報の中で、
分析に必要なコンポーネントを抽出し、コンポーネントに応用される技術やコンポーネ
ントを結合する技術を分析対象とする。
次に、先行研究において用いられてきた、製品アーキテクチャなる概念の定義上の不
足点や矛盾を指摘しておく。製品アーキテクチャ分析における重要な問題点は、図 2.6
Murmann and Frenken (2006)は論文中で次のように述べている。“…the greater
the granularity of analysis, the more system layers are to be included in the
analysis…” (p. 943)
13

32

に示した既存のイノベーション分類の分類基準が曖昧な点にある。Henderson and
Clark (1990)は、図 2.6 の 4 つのイノベーション分類について、二つの分類基準はそれ
ぞれ連続的な変数で表され、各々のイノベーションの分類は、その変化の程度により区
別されると定義している。しかし二つの基準について、各々次のような問題点がある。
まず、製品の「中核的な設計コンセプトの変化」の程度を一元的な基準で測定するこ
とが難しい。一般に製品は多機能であり、どの機能をその製品の中心的な機能と考える
かで、その製品の中核的な設計コンセプトの定義は変化する。例えば、デジタル回線を
用いた電話機という製品を考えると、その中核的な設計コンセプトは「音波を電気信号
に変換する」
「電気信号を電話交換機に伝える」
「電話機同士を回線でつなぐ」等、その
製品のどの機能を中心として考えるかにより様々に解釈しうる。また、コンポーネント
に応用される技術が異なる場合、用途や機能も異なる。そのように全く異なる製品を一
元的な基準をもって比較することは、一般的には妥当ではないと考えられる。
次に、「中核的な設計コンセプトとコンポーネントとが相互作用する方法が変化した
かどうか」
、つまり製品アーキテクチャが変化したか否か、を変化の程度で評価するの
も難しい。とりわけ複雑な構造をもつ製品にあっては、非常に困難である。上述の通り、
モジュラリティの程度は分析のレベルによって異なる。同じ製品の技術イノベーション
を観察しても、分析者によって分析対象となるコンポーネントの階層が異なると、大き
く変化しているように見えたり、そこまで変化していないようにも見える可能性がある。
すなわち、これは分析者の分析目的や価値基準に依存し、客観的な評価基準としては適
切ではない。
これらの問題が未解決であるゆえに、製品アーキテクチャ分析を通して、ある製品が
どの分類に属するかを判断することは難しい。同じ製品の変化を観察しても、分析者に
よってその分類結果が異なる可能性もあり得る。

3.3 小括

経営学における事例の定性分析は、上述の通り多くの問題点をはらんでいる。その一
方で、事例を適切に用いることで、より現実に起こっている現象の因果関係に着目し、
先行研究の理論の矛盾や不足点を指摘して、その理由と原因を論じることができる。特
定の事例を選択する理由、その事例から導出できる理論的命題の価値、そしてそれが計
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量分析では導出できないものであることを明らかにすることで、事例分析を選択するこ
との妥当性を示すことができる。
また、製品アーキテクチャの分析手法にも多くの限界がある。Henderson and
Clark(1990)の提示したフレームワークは建設的であったが、厳密にイノベーションを
定義するには適さないものである。しかし分析者が理にかなった基準に基づいてイノベ
ーションを分類でき、さらにその分類を用いて建設的な理論的命題の抽出ができるなら
ば、製品アーキテクチャのフレームワークを用いた事例の定性分析は、その価値を発揮
できるといえる。
ここで指摘したいくつかの研究上注意点がある事を踏まえた上で、以下では第 1 章で
提示した研究課題について、製品アーキテクチャの視点に基づき、事例を定性分析する
ことでしか導き出せないような理論的貢献を提示することを試みる。
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4. 製品アーキテクチャと製品市場の特性、及び企業の市場成果との関係性

本章では、技術イノベーションに対して産業内の既存企業と新規参入企業がどのよう
な対応を取り得るのかを分析する。ここでは、デジタル・イメージング産業における三
つの製品の事例を取り扱う。本産業では記録媒体のデジタル化に伴い、次の三つのデジ
タルカメラが開発され、製品化された。一つめは、フィルム式一眼レフカメラの記録媒
体がデジタル化されることで開発されたデジタル一眼レフカメラ(以下、DSLR カメラ)
である。二つめは、デジタル一眼レフを構成しているレンズ以外の光学コンポーネント
を取り除いたコンパクトデジタルスチルカメラ(以下、コンパクト DSC)である。そして
三つめは、レンズ交換が可能でありながら他の光学コンポーネントを省いたデジタルミ
ラーレス一眼カメラ(以下、DSLM カメラ)である。
後述するように、各製品市場では、参入企業数や撤退企業数は大きく異なる。また、
既存企業の中でも、新製品市場に参入できた企業とできなかった企業、もしくは参入し
ても市場の顧客からの支持が得られず、撤退してしまった企業が存在する。本産業はこ
こでの研究目的に適した事例であり、逸脱事例として検証可能な理論的貢献を抽出でき
ると考え、取り上げることにした。
新製品市場で成功する企業と失敗する企業の差異は何であろうか。なぜ各市場におけ
る企業の数やその競争関係、市場構造が異なるのか。製品アーキテクチャの違いとそれ
らの関係性に着目して考察する。

4.1 データ及び分析手法

本章では三つのカメラ製品の事例について、次のような分析を行う。まず前半では、
三つの製品アーキテクチャの特徴が各製品の市場特性にどのように影響しているかを
明らかにする。後半では、日本の各カメラメーカーを既存企業と新規参入企業に分類し、
各企業の技術力が市場成果とどのように関係しているかを明らかにする。
前半の分析では、コンポーネントとコンポーネント間のインターフェースを各々比較
するために、各製品のアーキテクチャと、技術上の特徴の違いを比較する。また、DSLR
カメラの設計や製造における、異なる技術を応用したコンポーネント同士の摺合わせ技
術を、製造方法に関する特許情報の一部を引用することで明らかにする。さらに各製品
のアーキテクチャの相違が、各市場構造にどのように関係しているのかを論述する。
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使用データは、製品アーキテクチャについては、複数の企業のホームページの情報や、
企業が出願した特許の一部の内容を引用ないし参照した。また、市場ならびに各企業の
情報、従業員の発言等は、
『2013 イメージング関連市場総調査 ～岐路に立つイメー
ジング製品の市場分析および新市場の展望～』(株式会社富士キメラ総研、2013)等の市
場調査資料、各社のアニュアル・レポートやホームページ、また『日経ビジネス』
、
『日
経テクノロジー』
、『東洋経済』等のビジネス記事を参考にした。
後半の分析では、企業が特許庁に出願した特許情報を用いて、銀塩フィルム一眼レフ
カメラの製造経験がある企業とない企業の、各々のコア・コンピタンスとなる技術領域、
及び技術の組み合わせを調査した。
特許データの抽出には、パテント・インテグレーション有限会社が提供する、特許検
索・分析データベースサービス”Patent Integration”を使用した。使用するデータは、
現在カメラを生産及び販売している日本のカメラメーカー11 社の、1991 年から 2013
年までに出願された特許である。11 社の内訳は、株式会社 JVC ケンウッド(以下、JVC
ケンウッド)、オリンパス株式会社(以下、オリンパス)、カシオ計算機株式会社(以下、
カシオ)、キヤノン株式会社(以下、キヤノン)、株式会社シグマ(以下、シグマ)、ソニー
株式会社(以下、ソニー)、株式会社タムロン(以下、タムロン)、ニコン(以下、ニコン)、
パナソニック株式会社(以下、パナソニック)、ペンタックスリコーイメージング(以下、
PRI)、富士フィルム株式会社(以下、富士フィルム)である。
特許は各企業が出願する特許のうち「カメラ」というキーワードで検索し、97337 件
のデータを抽出した。しかしこの方法で検索すると、
「顕微鏡」や「望遠鏡」
「カメラ付
き通信(Skype、ゲームなど)」の特許も含まれてしまう。そのため、写真撮影用のカメ
ラに関連する技術領域以外の特許を排除するために、検索された特許データに付されて
いるすべての F ターム14のうち、表 4.1 に示した F タームを少なくとも一つ含む特許は
除外して抽出した。

14

F タームとは、日本の特許庁による技術的特徴の分類体系である。
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Fターム
2C001
2C005
2C028
2C055
2C056
2C058
2C065
2C071
2C162
2C362
2E030
2E250
2F029
2F129
2H006
2H021
2H039
2H040
2H052
3B045
3B053
3B107
3D020
3D025
3D044
3D053
3D344
3E084
3K014
3K080
3L260
4B029
4B063
4C026
4C038
4C052
4C053
4C058
4C061
4C093
4C117
4C161
4C167
4C301
4C601

内容
電子ゲーム機
クレジットカード等
電気的に作動する教習具
目的に特徴のあるプリンター
インクジェット
用紙の取り扱い
サーマルプリンタ
製図用具、黒板
電磁気プリンタ及び光プリンタ
レーザービームプリンタ
蝶番
錠；そのための付属具
航行
航行
メガネ
OHP及びスクリーン
望遠鏡
孔内観察装置
顕微鏡、コンデンサー
サイフ、旅行用かばんまたはバスケット、スーツケース
テーブル、机、サービス用ワゴン
ヘルメット、外
車輌外部の荷台、物品保持装置
ワイパー、車輌の清掃
定速走行制御及び計器板
車外に取り付けた後視鏡装置
計器板
容器のふた
車輌の外部照明装置、信号
信号用非携帯照明装置
空調制御装置
微生物・酵素関連装置
酵素、微生物を含む測定、試験
レーザー手術装置
生体の呼吸、聴力、形態、血液特性などの測定
歯科用機器・補助機器
電気治療装置
消毒殺菌装置
内視鏡
放射線診断装置
診断用測定記録装置
内視鏡
媒体導出入付与装置
超音波診断装置
超音波診断装置

Fターム
5C002
5C017
5C018
5C061
5C062
5C063
5C064
5C072
5C073
5C074
5C075
5C076
5C077
5C078
5C087
5C096
5C164
5C178
5C380
5C580
5D101
5D102
5D103
5D104
5D378
5E501
5E555
5G357
5G363
5G405
5H115
5H125
5H161
5H180
5H181
5H323
5K038
5K039
5K040
5K049
5K051
5K072
5K101

内容
電子顕微鏡
テレビジョン信号の磁気記録
ビデオテープレコーダ
立体TV及びTVの試験、操作、測定など
ファクシミリ一般
テレビジョン方式
CATV、双方向TV等
FAXの走査装置
FAXの走査装置再生装置
FAX再生装置
FAX伝送制御
FAX原画の編集
FAX画像信号回路
FAX帯域、冗長度の圧縮
警報システム
証明サイン、照明広告
双方向TV、動画像配信など
FAXの帯域、冗長度の圧縮
EL表示装置の制御
ガス放電表示管の制御
テープレコーダの自動操作1
テープレコーダの自動操作2
テープレコーダの自動操作3
テープレコーダの自動操作4
電気楽器
デジタル計算機のユーザインターフェイス
デジタル計算機のユーザインターフェイス
屋内配線の細部
屋内配線の細部
火災警報装置
車両の電気的な推進・制動
車両の電気的な推進・制動
鉄道交通の監視、制御、保安
交通制御システム
交通制御システム
湿度の制御
インターホン
留守番電話
料金前納式電話方式（公衆電話）
ボタン電話装置
電話交換機一般
無線中継システム
他装置と結合した電話通信

表 4.1 特許データ抽出の削除対象の F ターム一覧

本分析では特許の技術情報に関して、特許が IPC コードの頭三桁のどれに該当する
かを見る。特許情報には国際特許分類(IPC コード、International Patent
Classification)が付与(場合によっては複数)されており、特許が主にどの技術領域に属
しているかが把握できる。ここでは、G(物理学セクション)の G02、G03 と、H(電気セ
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クション)の H04 という 3 つのコードに特に注目する。G02 は「光学」分野の技術に付
与されるコードである。G03 は「写真、映画、光波以外の波を使用する類似技術、電子
写真、ホログラフィ」に関連する特許に付与される。そして H04 は、「電気通信技術」
に関連する特許に付与される。
本章では、銀塩フィルムカメラ製造経験のある企業を既存企業とし、銀塩フィルムカ
メラ製造経験のない企業を新規参入企業と定義する。つまり、イメージング産業におい
て、デジタル化が進行する以前からカメラを設計し生産していた企業と、デジタル化が
進行した後に参入してきた企業とを区別する。今回の 11 社のサンプルのうち、前者は
7 社(オリンパス、キヤノン、シグマ、タムロン、ニコン、RPI、富士フィルム)、後者
は 4 社(JVC ケンウッド、カシオ、ソニー、パナソニック)であった。

4.2 三つの製品の開発経緯とアーキテクチャ

まず、三つの技術イノベーションについて、新しい製品のアーキテクチャが既存製品
と比較してどのように変化しているかを観察する。そして、製品アーキテクチャの特徴
と各製品の市場特性との関連を明らかにする。

4.2.1

デジタル一眼レフカメラ

イメージング産業におけるデジタル化、つまり露光された被写体の光波をデジタル信
号に変換して記録するようになったのは、1975 年 12 月にイーストマン・コダックが世
界初の静止画をデジタルで記録するカメラを発明したのが最初だといわれている。記録
媒体のデジタル化以前は、カメラの記録媒体は主に銀塩などの感光材が塗られたフィル
ムであり、取り入れた光をフィルムに感光することで情報を記録していた。その情報の
変換部分を撮像素子に、記録部分を電子メモリに、そしてそれぞれのコンポーネントを
CPU と電子回路で制御するようになった。
ここでの DSLR カメラは、ミラーボックスを使用した光学ファインダーを搭載する
デジタルカメラを指すものとする。コダック・プロフェッショナルから技術供与を受け
て、1995 年、キャノンが DSLR カメラ「EOS-DCS3」を世界で初めて製品化した。そ
して同年、ニコンが富士写真フィルムと共同開発した DSLR カメラ E2 ならびに E2s
を発売した。EOS-DCS3 は、130 万画素で 198 万円、E2 は同じ画素数で 110 万円、
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E2s は 140 万円と高額であった。そのため、報道機関などの企業で購入することは出
来ても、一般個人への普及は難しかった。
しかし 1999 年に発売された、記録媒体にコンパクトフラッシュカードを採用したニ
コン D1 の登場により、DSLR カメラは一気に市場に普及した。当時、この製品は
EOS-DCS3 や E2、E2s よりも低価格の 65 万円で発売され、これが報道カメラマンの
多くがデジタルカメラに乗り換えるきっかけとなった。カメラのデジタル化は高画素数
化、小型化などの熾烈な競争により性能は大幅に向上し、2000 年のシドニーオリンピ
ックを契機に、報道各社を中心として急速に普及した。
カメラの記録媒体のデジタル化は、次のような便益をイメージング産業にもたらした。
一つには、撮影した画像や動画の電子化に伴い、撮影後にデータとしてパソコン等の電
子デバイスに瞬時に取り込み、加工や、画像の遠隔地への送受信、そしてウェブサイト
などへのアップロードのプロセスが容易になった。デジタル化が進行していない時代に
は、報道機関のカメラマンは緊急の取材時には、電話回線を使った大掛かりな電送機を
持って移動しなくてはならなかった。しかし、画像がデジタル化されると遠距離でも一
瞬に転送でき、報道の迅速性を高めることとなった。二つめは、フィルム現像の費用が
かからず、低価格でプリントアウトすることができる点である。三つめに、構図はもち
ろんライティングや露出まで、その場で電子化された画像を液晶上で確認できるので、
「ポラを切る」(ポラロイドのインスタント写真をとって確認する)手間と費用が不要に
なった。
その DSLR カメラの製品アーキテクチャを図 4.1 に示す。また図 4.2 と図 4.3 は、企
業が DSLR カメラ技術に関する発明の出願特許から引用したものである。図 4.1 に示
されているとおり、DSLR カメラはミラーボックスと呼ばれる機構を持つ。ミラーボッ
クスとは、レンズやミラー、ペンタプリズムといった、カメラ本体に入射した光を反射
させて光学ファインダーまで導くための機構である。銀塩フィルム等を使用したアナロ
グ式の一眼レフカメラも基本的に同じ機構を備えている。そのため DSLR カメラは、
後述するミラーボックスを持たないコンパクト DSC や DSLM カメラと比較すると、光
学部品の点数が多いことが特徴である。
旭光学工業株式会社の出願特許から引用した図 4.3 は、光の進路とミラーボックス・
モジュール内部、及び光学ファインダーのメカニズムを示している。光はレンズからミ
ラーボックス内部へ入射する。ミラーボックス内のクイックリターンミラー(符号 10)
はメインミラー(11)とサブミラー(12)とに分かれ、サブミラーがメインミラーを透過し
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た光の束を下向きに反射させ、焦点検出センサーモジュール(30、カメラの底部側)に入
射する。レンズから取入れてミラーに反射させ、ペンタプリズムを経由した光を光学フ
ァインダーから見るという機能は、フィルム式一眼レフの時代から変化はない。
このモジュールのメリットは、レンズを通した映像を光学ファインダーから覗き込む
ことで、被写体の動きを殆ど時間差なく正確に観察することができ、細かなピント合わ
せや被写体の変化を直ちに撮影者が認識することができる点にある。
アナログ一眼レフカメラの名残を持つ一方で、それとの大きな相違は、一部のモジュ
ールやコンポーネント、及びそれらのインターフェースが電子化された点にある。まず
記録媒体は、化学反応を利用した感光により記録するためのフィルムから、電子情報を
記録するための電子メモリに置換された。そして、光の情報を感光する銀塩などの感光
材の役割は、光の情報を電子情報に変換する個体撮像素子に置換された。
また、機能を自動化するためのモジュールも新たに組み込まれた。カメラのピントを
自動的に合わせるオート・フォーカス・モジュールも組み込まれ、被写体との距離を測
定したその情報を、レンズやミラーの駆動に自動で反映させられるようになった。また、
センサーでレンズを調節したり、ミラーの位置をシャッター・モジュールと連動させつ
つ調節したりする等、電子回路を通じた光学コンポーネントと電子コンポーネントとの
間の相互作用もある。そして、各々の電子コンポーネントや光学コンポーネントは、電
子回路によって制御部とリンクし、機能・駆動する。この電子コンポーネントと光学コ
ンポーネントとの相互作用は、アナログ一眼レフカメラや DSLM カメラ、コンパクト
DSC には見られない。
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図 4.1 DSLR カメラの駆動及び光の進行経路に関連するコンポーネントのアーキテクチャ
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図 4.2 DSLR カメラ全体の一部のアー

図 4.3 ミラーボックスと光の経路を示

キテクチャ図

した図

(特許公開番号 2012-141339、特許権者

(特許公開番号平 10-282573、特許権者

ニコン株式会社)

旭光学工業株式会社)

DSLR カメラは、一つの製品アーキテクチャの中に電子コンポーネントと光学コンポ
ーネントとが共存し、相互作用することで全体として機能しており、コンパクト DSC
や DSLM カメラには見られない。そのため、DSLR カメラは、設計や製造の段階で、
異なる技術を応用するコンポーネントをすり合わせるための技術力を、設計・生産者に
要求する。
図 4.4 は、オリンパスが出願した特許を引用したものである。この特許は、DSLR カ
メラ本体に撮像素子とファインダースクリーンを組み付ける際に、撮像素子の結像面と
フォーカシングスクリーンの合焦面との位置を調節する装置及び、その位置調節方法に
関する発明で申請されたものである。カメラ本体に撮像素子とファインダースクリーン
を組み付けるさい、光の焦点やピントの調節をしながら、それらの位置を決定しなけれ
ばならない。そのさい、ミラーボックスを持つ DSLR カメラの場合は、ミラーボック
ス内で光を反射する光学コンポーネントと調節をしながら組み付けを行う必要がある。
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その調節のために本特許では、取り付け台、調整用チャート、ビデオマイクロスコープ、
制御用コンピュータを用いた調整装置を提案している。
まず、ミラーボックス・モジュールを取り外した状態で実際にカメラに光を侵入させ
て、光が合焦するまで撮像素子を動かしながら、調整する。そのさいに組み付けを行う
技術者は、目視でコンピュータのディスプレイを見て、像が移っているかどうかを確認
しながら、カメラと撮像素子を組み付ける。撮像素子が組み付けられたら、今度はカメ
ラにミラーボックスを入れ、ピントが合うようファインダースクリーンを組み付ける。
ミラーに反射した光を映し出したスクリーンマットをビデオマイクロスコープで撮影
し、コンピュータに映し出された映像のピントが合うよう、ファインダースクリーンの
適切な位置を検出する。このように、電子コンポーネントがカメラのアーキテクチャに
組み入れられることで、光学コンポーネントと電子コンポーネントを同じアーキテクチ
ャ内に共存させるために、コンポーネントの組み付け段階でコンポーネント間の相互作
用の調節が必要となり、これが摺合わせ作業となる。このようにコンポーネント間の調
整が必要であるため、DSLR カメラはインテグラル型の製品アーキテクチャをもつ製品
といえよう。
焦点やピントが少しでもずれてしまうと、画質に大きな悪影響が出てしまう。DSLR
カメラは、その設計やレンズなどの材料加工、各コンポーネントの組み立てについて、
マイクロ単位でも誤差が出てしまうと、高水準の画質を達成できなくなる。上述の調節
装置でも、光学部品の成型や光軸合わせ、部品組み付けの工程、特に調整装置のカメラ
を置く位置合わせの部分は、技術者による微調整が必要になり、一台ずつに手間と時間
がかかる。またミラーも、光学コンポーネントの中でも最も製造が難しいといわれ、ミ
ラーとミラー駆動装置間の相互作用も、画質に大きく影響する。このように、光学コン
ポーネントそれ自体の設計や製造に関する知識や、光学と電気電子という異なる技術を
応用したコンポーネント間を繋ぎ、相互作用をさせる技術が、DSLR カメラという製品
の設計、生産には求められる。
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図 4.4 フォーカシングスクリーンの位置調整装置 (特許第 4334949 号、特許権者
オリンパス株式会社)

このように、DSLR カメラの設計・生産に高度な技術力が要求されるため、設計企業
と生産請負企業との間の生産委託関係は全く進行していない15。製品の設計を担当する
企業が、より低コストで製品を生産できる企業に生産委託をしないのは、次の二つの理
由が考えられる。一つには、製品の設計や生産が、専門的な技術領域の知識を持つ技術
者にしか担当できないことによる。二つには、コンポーネントの組立段階において、設
計企業に競争優位性をもたらすような企業特異的な技術が必要であり、それを設計企業
側が他社に漏洩しないよう保護する意図がある。一般的に、設計企業が安価な労働力を
もって低価格で製造する生産請負企業に生産委託を行うのは、多くの場合、企業特異的
な設計、生産技術をもって他社との差別化を図る必要がなく、またその技術知識の漏え
いが自社の競争優位を脅かすという問題が発生しないような、成熟産業における企業間
提携である。
生産委託が進行していないことは、価格競争がまだ進行していないことでもある。伊
藤(2005)の調査によると、DSLR カメラは、製品アーキテクチャのモジュール化が進行
するコンパクト DSC と比較すると、価格低下率が小さい。以上のことから、DSLR カ
15後述の

DSLM カメラやコンパクト DSC の生産委託関係の情報同様、富士キメラ総研

調べ。
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メラの開発、設計及び生産は、部品製造、組み立ての精度、生産設備の何れの段階にお
いても、光学、電気電子、及びそれらの技術の摺合わせに関して、高度な技術力が必要
である。
次に、DSLR カメラの製品アーキテクチャと、製品市場の需要構造及び競争構造とが
どのように関係しているのかを分析する。図 4-5 が示す通り、DSLR カメラの市場規模
は年々拡大している。図 4-6 は、2012 年の DSLR カメラの生産台数ベースのメーカー
別世界市場シェアを示している。過去に銀塩フィルム一眼レフを設計・生産していたキ
ャノンとニコンが、90%近い世界市場シェアを握っている。
表 4.2 は、1995 年から 2012 年までの、DSLR カメラと DSLM カメラ市場への参入
企業と退出企業の数を示している。DSLR カメラ市場には、初めて製品化されてから
2012 年までに、9 社ものメーカーが参入している。DSLM カメラやコンパクト DSC
と比較すると、DSLR カメラの売上利益率は高く、また市場も成長を続けており、企業
側にとっても魅力的な製品市場であるためである。
しかし、Samsung Electronics Company(サムスン電子、以下、サムスン)や Eastman
Kodak Company(以下、コダック)、パナソニックは撤退し、コニカミノルタ株式会社(以
下、コニカミノルタ)はイメージング事業をソニーに買収されることで撤退した。その
他では、ソニーやペンタックス＆リコー・イメージング(以下、PRI)、オリンパスなど
は市場に残ってはいるが、市場シェアを伸ばすことは出来ていない。
本製品市場は、アナログ一眼レフカメラの製造経験のない、つまり元来はカメラメー
カーでなかった企業にとって、参入障壁が高いわけではない。実際に多くの企業が本製
品市場に参入している。自動車や鉄鋼のように生産設備に巨額の投資が必要となるわけ
でもなく、政府による政策による参入の制限や規制が存在するわけでもなかった。ミラ
ーやレンズなどの設計や製造に、光学知識を必要とするような光学コンポーネントは、
もし自社に専門知識がなかったとしても、他の材料製造企業から購入すればよい。例え
ばパナソニックは、DSLR カメラ市場に参入する際に、自社でミラーを製造せず、オリ
ンパスから部品供給を受けていた。
結果的に多くの企業が撤退することになった理由は、画質の高さの実現に、企業間の
能力差があったためである。上述の通り、DSLR カメラの設計及び生産には、光学コン
ポーネントと電子コンポーネントを相互作用させるための「摺り合わせ」が必要であっ
た。つまり、光学と電気電子の技術領域に関して高度な技術知識を持った研究開発、設
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計、そして生産において、技術知識を持つ者が必要であった。さらにそれを、画質を高
水準に維持しながら達成できる企業が、産業内で限られているためである。
キャノンやニコン、オリンパス、RPI のように、銀塩フィルム式一眼レフカメラの設
計、生産経験がある企業は、光学領域の技術、つまりレンズやミラーボックスの製造や、
それらの組み付けに関する技術知識を蓄積してきている。その一方で、サムスンやパナ
ソニックを含む、イメージング産業のデジタル化が進行した後に市場に参入した電子機
器メーカーは、アナログ一眼レフカメラの製造経験がない。そのため、コンシューマー
向けカメラの光学技術に関する技術知識を持つ技術者を、社内に抱えているわけではな
かった。
研究開発はもちろん、設計や生産段階においても、光学コンポーネントと電子コンポ
ーネントの相互作用の十分な質を確保できない企業は、撤退することとなった。結局、
ソニーを除く電子機器メーカーは、デジタル一眼レフに参入できないか、もしくは一度
参入しても高画質が達成できず撤退するか、市場から酷評されることとなり、全て
DSLR カメラから撤退した。例えば、DSLR カメラ市場に参入する際、オリンパスから
ミラー供給を受けていたパナソニックは、ミラーの調整に関する設計や生産がうまくい
かず、高画質が達成できずにユーザーに酷評されることとなり、結果的には市場から撤
退した。
このような製品アーキテクチャの特性上の理由から、本格的な普及が始まってから
10 年以上が経過したにもかかわらず、ニコンとキャノンの二社は、DSLR カメラ市場
で競争優位性を持続することができている。
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図 4-5. DSLR カメラの市場規模推移(生産台数ベース)(株式会社富士キメラ総研
『2013 イメージング関連市場総調査～岐路に立つイメージング製品の市場分析およ
び新市場の展望～』より筆者作成)
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図 4.6 DSLR カメラ生産台数の世界市場シェア
(同上資料より筆者作成)
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表 4.2 デジタル一眼レフとデジタルミラーレス一眼レフ市場への各企業の参入の
タイミング(市場調査資料、各企業 HP、ニュースリリースを参考に筆者作成)
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4.2.2

デジタルミラーレス一眼カメラ

DSLR カメラ市場から撤退したパナソニックは、2008 年、レンズ交換式の世界初の
DSLM カメラ「LUMIX DMC-G1」を発売した。商品企画を担当したグループマネー
ジャーは、
「デジタル一眼レフの参入障壁を取り払った新しい製品構造を持つ、高付加
価値カメラの開発が第一目的だった」と、ビジネス雑誌のインタビュー記事で発言して
いる16。現在では DSLM カメラの開発が進み、画質もコンシューマー向けの DSLR カ
メラに迫る勢いである。また、初の製品化当初よりも交換できるレンズの種類が豊富に
なり、今後も市場の拡大が予想される。
ここでは DSLM カメラを、レンズ交換型可能なデジタルカメラで、ミラーボックス・
モジュールを持たないカメラと定義する。図 4.7 は DSLM カメラの外形を、図 4.8 は
DSLM カメラの製品アーキテクチャを示している。本製品の最大の特徴は、レンズを
除く光学コンポーネントがカメラ本体中にないため、光学コンポーネントと電子コンポ
ーネントの相互作用は、レンズとその調整機構をのぞいて DSLM カメラのアーキテク
チャ内には存在しない点にある。
またミラーボックス・モジュールが取り除かれた分、小型化・軽量化を図ることがで
きた。そして、ミラーやプリズムといった光の反射材が取り除かれることで、デジタル
一眼レフに比べ光の侵入経路が簡易化された。光学式ファインダーの代わりに電子式フ
ァインダーや背面の液晶パネルで撮像素子が捉えた像の出力を表示し、被写体を確認で
きる仕組みを備えている。

16

週刊ダイヤモンド 2012 年 9 月 22 日『デジタル化で勢力図劇変！』
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図 4.8 ミラーレス一眼レフの一部の

図 4.7 ミラーレス一眼レフの形状
(特許公開番号 2012-234193、特許権
者

製品アーキテクチャ
(特許公開番号 2013-25202、

パナソニック株式会社)

特許権者 コニカミノルタアドバン
ストレイヤー株式会社)

DSLM カメラは上述の通り、ミラーボックスを有しないため、レンズを通して侵入
してきた光は、ミラーやペンタプリズムで反射をせず、そのまま撮像素子で結像する。
そのため、DSLR カメラのように、組み立ての際のピント合わせの調節及びスクリーン
位置検出のための工程は必要なく、限られた企業のみが設計及び生産が可能であるよう
な製品アーキテクチャではないのである。
DSLM カメラは、DSLR カメラよりも製品化が遅かった。それにもかかわらず、DSLR
カメラよりも早く、一部の設計メーカーが生産コストダウンのための生産委託を始めて
いる。表 4.3 は、DSLM カメラの、企業間の生産委託状況を示している。各設計メー
カーは、製品の生産コストを引き下げるために、比較的生産労働賃金が低い台湾等の受
託製造サービス企業(electronics manufacturing service, EMS)に生産を委託している。
ニコンはザクティや Ability に、
オリンパスは Foxconn に、
各々生産委託を行っている。
生産委託は、生産過程で特定の技術領域に関する高度な知識を要しない場合に行われ
る。つまり、生産に利用される自社の技術知識の漏洩よりも、他企業の安価な労働力を
もって低価格で製造する方が、メリットが大きいと考えるのである。
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表 4.3 デジタル DSLM カメラ主要企業の生産委託関係(注釈：◎メインベンダー/
○実績あり)(株式会社富士キメラ総研『2013 イメージング関連市場総調査～岐路に立
つイメージング製品の市場分析および新市場の展望～』より筆者作成)

本市場に参入している企業は、コンパクト DSC のように、オート・フォーカスの速
さなどで差別化するための技術競争に目を向けつつ、価格競争や開発競争に対してどう
対処するかを考えなければならない競争のフェーズに入っている。
それでは、DSLM カメラの市場はどのような競争構造になっているのか。表 4.2 に
示されるように、DSLM カメラ市場の生存企業数は 8 社であり、DSLR カメラ市場よ
りも多い。しかも、図 4.10 に示すように、2011 年の世界市場の生産台数ベースのシェ
アでは、DSLR カメラ市場に比べて寡占状態にはない。2011 年の DSLM カメラの市場
は、日本企業が 80%近くを占めているが、DSLR カメラの市場には見られない韓国企
業であるサムスン電子も参入し、5 位につけている。上位には電子機器メーカーのみで
はなく、既存企業であるアナログ一眼レフカメラを製造していた企業も含まれる。ハー
フィンダール・ハーシュマン指数17は、DSLR カメラが 0.45 であったのに対し、DSLM
カメラは 0.20 と、比較的競争が激しい市場となっている。
ハーフィンダール・ハーシュマン指数(Herfindahl-Hirschman Index)とは、特定の市場
における企業の集中度を表す。i社の生産量を𝑛𝑖 、業界全体の生産量をN (= ∑ 𝑛𝑖 )とすると、
以下のように定式化される。
𝑛𝑖
HHI = ∑( )2
𝑁
この指標が 1 に近づくと独占状態に近く、0 に近づくと競争が激しい市場と解釈される。こ
の指標は競争の激しさを表すものであり、寡占度係数とも呼ばれる。
17
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図 4-10 DSLM カメラ世界市場規模推移(生産台数ベース)
(株式会社富士キメラ総研『2013 イメージング関連市場総調査～岐路に立つイメー
ジング製品の市場分析および新市場の展望～』より筆者作成)
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図 4.11 デジタル DSLM カメラ 生産台数の世界市場シェア
(同上資料より筆者作成)

DSLR カメラ市場の撤退企業と DSLM カメラ市場への参入企業の名前を照合してみ
ると、DSLR カメラ市場から撤退した企業が、次々と DSLM カメラ市場に参入したと
いう構図になっている。DSLR カメラからの撤退は、設計や生産段階における、光学コ
ンポーネントと電子コンポーネントとの摺り合わせ、つまり調整及び結合が主な理由で
あった。しかし DSLM カメラが開発され、レンズを除く光学コンポーネントが製品ア
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ーキテクチャから取り除かれることにより、もはや設計や生産にそれらの摺り合わせ技
術をほとんど必要としなくなった。よって、DSLR カメラ市場から撤退した多くの電子
機器メーカーにとって、パナソニックによる DSLM カメラのアーキテクチャの開発は、
高付加価値デジタルカメラ市場への再参入を容易にしたといえる。
現在は、DSLR カメラの高画質を達成できずに市場から撤退した、オリンパスやパナ
ソニック、サムスン電子、富士フィルムなどが、DSLM カメラ市場のハイエンド機種
の強化を進めている。今後は競争が増々激化することが予想される。

4.2.3

コンパクトデジタルスチルカメラ

デジタル・イメージング産業では、一眼レフのデジタル化が進んだのち、コンパクト
DSC が主流になった。ここではコンパクト DSC を、レンズ一体型のデジタルカメラと
定義する。2013 年の世界市場では、DSLR カメラが約 1,638 万台、DSLM カメラが約
600 万台規模の市場であるのに対し、コンパクト DSC 市場は 6,000 万台規模であり、
デジタルカメラ市場の大半を占める。三つの製品の価格帯、製品の重さや大きさの違い
から判断すると、デジタルカメラ市場の殆どの顧客は、低価格で手軽に持ち運びが可能
なカメラを使用したいと考えていると推測できる。
図 4.11 と図 4.12 は、コンパクト DSC の形状と、製品アーキテクチャを示している。
コンパクト DSC はレンズを交換できないという点以外は、DSLM カメラと類似した製
品アーキテクチャを持つ。部品構造のモジュール化が進んでおり、企業特異的な技術的
知識やノウハウがなくても組立が可能である(伊藤、2005)。
コンパクト DSC の市場は典型的な成熟市場である。コンパクト DSC を設計してい
る企業は、より低価格で生産可能な企業への生産委託を積極的に進め、表 4.4 に表され
るように生産委託関係が複雑になっている。そのうち、カシオ計算機や General
Imaging は、全量委託生産を行っている。コンパクト DSC は、生産サービスを提供す
る企業 OEM(original equipment manufacturer)や、設計と生産両方のサービスを提供
する企業 ODM(original design manufacturer)の数自体も増加している。よって、コン
パクト DSC は、産業内のごく少数の企業しか設計や生産ができないような製品ではな
い。また、大手ブランドメーカー以外のメーカーも参入しており、価格競争が激しくな
っている。
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近年では、スマートフォンに搭載されるカメラが高機能化しており、それとの代替も
始まっている。
図 4.13 に示されるように、2011 年には世界での生産台数は 120,000,000
台であったが、2013 年では 68,500,000 台までに減少し、市場規模は縮小傾向にある。
価格競争が激しくなり、差別化による競争の余地が殆どないため、コニカミノルタや京
セラ株式会社、コダック、Hewlett-Packard Company(以下ヒューレット・パッカード)、
富士フィルム、キャノン、パナソニック、オリンパスなど複数の日本及び欧米企業が、
低価格帯コンパクト DSC 市場から既に撤退、もしくは撤退の検討を表明している。

図 4-11.

コンパクト DSC の形状

図4-12. コンパクトDSCのアーキテクチャ

(特許公開番号 2013-3391、特許権者

(特許公開番号 2007-41570、特許権者 株

ペンタックスリコーイメージング会社)

式会社ニコン)
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キヤノン
Ability

ニコン

ソニー

◎

○

Samsung. El. 富士フィルム パナソニック オリンパス カシオ計算機

○

○

◎

キヤノン

◎

ソニー
Samsung El.

◎

Altek

○

◎
◎

パナソニック

○

Foxconn
ザクティ
その他

◎

△

○

◎

○

○

◎

○

○

○

表 4.4 コンパクト DSC 主要企業の生産委託関係
(注釈：◎メインベンダー/○実績あり/△実績僅少)
(株式会社富士キメラ総研『2013 イメージング関連市場総調査～岐路に立つイメ
ージング製品の市場分析および新市場の展望～』より筆者作成)

コンパクト DSC の市場は、図 4.14 にある通り、4 社が 10%～20%で拮抗しており、
残りの 1/3 を数多くのメーカーが分け合っている。ハーフィンダール・ハーシュマン指
標は 0.14 と三市場の中で最も低く、競争が最も激しい市場だといえる。

図 4.13 デジタルスチルカメラ世界市場規模推移(生産台数ベース)
(株式会社富士キメラ総研『2013 イメージング関連市場総調査～岐路に立つイメー
ジング製品の市場分析および新市場の展望～』より筆者作成)
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富士フィルム
4%
キヤノン
PRI
6%
4%
Samsung El.
6%

ソニー
34%

パナソニック
10%

オリンパス
15%
ニコン
21%

図 4.14 コンパクト DSC 生産台数の世界市場シェア
(同上の資料より筆者作成)

4.3 製品アーキテクチャと技術の組み合わせ

次に、現在カメラを生産している日本企業のデジタルカメラの技術に関する出願特許
データを用いて、各企業がどの技術領域の知識を持っているのかを検討する。そして、
既存企業と新規参入企業が各々持つ技術知識の領域の相違を分析し、それを各企業の市
場での成果と照らし合わせることを通じて、既存企業と新規参入企業の競争力の優劣を
明らかにする。
まず、各 11 社について、特定の IPC コードが付与されている特許の件数が、全体の
件数に占める割合を使って、オッズ(Odds)を計算する。同様に、二つ以上の IPC コー
ドが同時に付与されている特許の件数が、全体の件数に占める割合を使って、オッズを
計算する。オッズとは、ある事象が生起する確率𝑝としない確率1 − 𝑝との比を算出した
もので、次式で示される。

𝑝

𝑂𝑑𝑑𝑠 = 1−𝑝

0 ≤ 𝑂𝑑𝑑𝑠 < ∞

この値は、事象が起きる確率が起きない確率の何倍になるかを示す値である。ここで
は、ある企業がカメラに関して出願する特許のうち、ある特定の技術領域に関する特許
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が出現する確率は、出現しない確率の何倍であるかを表す変数であると解釈できる。そ
れはすなわち、その企業が特定の技術領域や、その他の領域の技術との組み合わせの研
究開発に、どの程度研究開発資源を割いているかの代理変数であるといえる。換言すれ
ば、企業のコア・コンピタンスが三つの領域のどれに該当するのかが分かる。
またオッズの値を、各技術領域について各企業間、ないし既存企業と新規参入企業間
で比較することにより、資源配分の割合や、配分方法としてのケイパビリティ
(Christensen and Bower, 1996)の違いを比較することができる。ここでは、市場で成
功している企業とそうでない企業が、電気技術や光学技術、及びその組み合わせの技術
の各領域について、研究開発資源の分配の仕方に相違があるのか否かを、オッズ比をも
って分析することを試みる。そして三つの製品が、各企業のコンピタンスを、破壊する
のか促進するのかを分析する。
表 4.5 は、11 社のカメラ関連特許の全体件数、特定の技術領域に該当する特許の件
数、二つ以上の技術領域に該当する特許の件数、それらの特許件数が全体の件数に占め
る割合、そしてそのオッズを示したものである。特許の出願件数は、キヤノン、ニコン、
ソニー、オリンパス、RPI、富士フィルム、パナソニック、カシオ、タムロン、シグマ、
JVC ケンウッドの順で件数が多く、デジタルカメラ関連の事業に関して、これらの企
業が技術開発力があり、技術知識の蓄積もある、イノベーティブな企業であるといえる。
電気技術のコードである H04 について、アナログカメラ製造経験のない 4 社の H04
コードが出現する確率のオッズは、それぞれ 6.5 から 14.5 までの域の値をとり、オッ
ズの平均が 1.56 である製造経験のある企業群よりも高い。
その一方で、物理学セクションに属する光学技術のコードである G02 に関しては、
最も割合が高かったのはタムロンの 67.3%であり、次いでシグマ 64.5%、オリンパス、
ニコン、キヤノン、RPI、富士フィルムであり、全てアナログカメラ製造経験のある企
業である。数字が低かったのは、JVC ケンウッド、カシオ、パナソニック、ソニーで、
それぞれ 20%以下の値をとった。JVC ケンウッドとタムロンのオッズ比は 14.71 とな
り、JVC ケンウッドの H04 コードが付与される特許を申請する確率は、タムロンの 14
倍ということになる。
また、物理学セクションのもう一つのコードで、写真、映画、光波以外の波を使用す
る類似技術、電子写真、ホログラフィに関する領域である G03 に関しても同様に、ア
ナログカメラ製造経験のある企業とない企業とで大きく差が開いている。
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注目すべきは、技術領域の組み合わせの特許である。H04、G02、G03 の IPC コー
ドのうち、二つもしくは三つ同時に付与している特許が多数存在する。各組み合わせに
ついて、その特許が出現する割合とオッズをみると、次のことが分かる。
H04 と G02 の両コードが同時に付与されている特許の割合は、ニコン、オリンパス、
富士フィルム、キヤノン、RPI の順に多い。これらの企業は全てアナログカメラ製造経
験のある企業である。その後に続くのが、ソニー、パナソニック、カシオであり、これ
らはアナログカメラ製造経験のない企業である。つまり、アナログカメラ製造経験のな
い企業のグループは、電気分野の技術単独であれば、アナログカメラ製造経験のある企
業グループよりも、研究開発資源を多く配分している。しかし、電気分野と光学分野の
技術の組み合わせとなると、アナログカメラ製造経験のある企業の方が、研究開発資源
を多く配分していると解釈できる。また、物理学分野の両 G コードが付与されている
特許の割合の高い上位 7 社は、全てアナログカメラ製造経験のある企業であった。
一方、H04 と G03 の両コードが付与されている特許の割合は、JVC ケンウッド、富
士フィルム、カシオ、オリンパス、キヤノン、RPI の順に多い。電子機器メーカーは、
電気分野と光学分野の組み合わせの割合は比較的低かったが、電気分野と、光波以外の
波を使用する写真、映画技術との組み合わせは、既存企業であるカメラメーカーにひけ
をとっていない。
そして H04、G02、G03 の三つのコードすべてが付与されている特許は、富士フィ
ルム、ニコン、キヤノン、オリンパス、RPI の順で割合が高く、全てカメラメーカーで
ある。次に続くカシオはアナログカメラ製造経験がない。
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銀塩フィル
ムカメラ製
造経験

企業名

特許主要IPC
全体件数

H04

G02

特許IPC組み合わせ
G03

H04*G02 G02*G03 G03*H04

H04*G02
*G03

オリンパス

あり

13614

件数
％
オッズ値

7309
53.7
1.16

6066
44.6
0.80

6734
49.5
0.98

2005
14.7
0.17

2353
17.3
0.21

3249
23.9
0.31

1099
8.1
0.09

キヤノン

あり

29635

件数
％
オッズ値

19937
67.3
2.06

8722
29.4
0.42

13346
45.0
0.82

3440
11.6
0.13

4763
16.1
0.19

6718
22.7
0.29

2547
8.6
0.09

シグマ

あり

344

件数
％
オッズ値

75
21.8
0.28

222
64.5
1.82

198
57.6
1.36

24
7.0
0.08

96
27.9
0.39

50
14.5
0.17

20
5.8
0.06

タムロン

あり

477

件数
％
オッズ値

116
24.3
0.32

321
67.3
2.06

246
51.6
1.06

37
7.8
0.08

103
21.6
0.28

92
19.3
0.24

29
6.1
0.06

ニコン

あり

13234

件数
％
オッズ値

6810
51.5
1.06

5154
38.9
0.64

7840
59.2
1.45

3480
26.3
0.36

2821
21.3
0.27

1509
11.4
0.13

1233
9.3
0.10

リコー＆ペンタックス あり

7724

件数
％
オッズ値

4469
57.9
1.37

2263
29.3
0.41

4033
52.2
1.09

814
10.5
0.12

1063
13.8
0.16

1745
22.6
0.29

581
7.5
0.08

富士フイルム

あり

6450

件数
％
オッズ値

4881
75.7
3.11

1744
27.0
0.37

2829
43.9
0.78

792
12.3
0.14

888
13.8
0.16

1930
29.9
0.43

606
9.4
0.10

JVCケンウッド

なし

403

件数
％
オッズ値

377
93.5
14.50

49
12.2
0.14

131
32.5
0.48

31
7.7
0.08

30
7.4
0.08

116
28.8
0.40

21
5.2
0.05

カシオ

なし

4187

件数
％
オッズ値

3906
93.3
13.90

544
13.0
0.15

1327
31.7
0.46

353
8.4
0.09

326
7.8
0.08

1203
28.7
0.40

291
7.0
0.07

ソニー

なし

15670

件数
％
オッズ値

13630
87.0
6.68

2980
19.0
0.23

3256
20.8
0.26

1392
8.9
0.10

1080
6.9
0.07

2486
15.9
0.19

763
4.9
0.05

パナソニック

なし

5591

件数
％
オッズ値

4849
86.7
6.54

1086
19.4
0.24

1312
23.5
0.31

473
8.5
0.09

499
8.9
0.10

1015
18.2
0.22

331
5.9
0.06

アナログカメラ製造経験のある企業

％

60.99

34.27

49.28

14.82

16.91

21.40

8.56

アナログカメラ製造経験のない企業

％

88.05

18.02

23.31

8.70

7.49

18.65

5.44

アナログカメラ製造経験のある企業

オッズ比

1.56

0.52

0.97

0.17

0.20

0.27

0.09

アナログカメラ製造経験のない企業

オッズ比

7.37

0.22

0.30

0.10

0.08

0.23

0.06

表 4-5. 日本のカメラメーカー11 社のカメラ関連特許の全体件数とその技術領域の
件数、特定の技術領域の特許が全体の件数に占める割合、そのオッズ値

次に、銀塩フィルムカメラ製造経験のある企業とない企業の比較分析をより深めるた
め、2 グループ間で、特定の IPC コードが出現する確率のオッズ比を算出する。オッズ
比とは、ある事象が生起する確率について、二つの群のオッズの比を算出したものであ
る。二つの群の相違点、つまりある因子を片方のグループが持つことで、ある事象の生
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起する確率が何倍に増えるかを定量的に表すことができる。
A 群と B 群のオッズ比は、
次式で示される。

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝐴

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑂𝑑𝑑𝑠 𝐵

0 ≤ 𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 < ∞

上式は、A 群である事象が生起する確率は、B 群で生起する確率の何倍であるのかを
示している。ここでは A 群をアナログカメラ製造経験のある企業、B 群を製造経験の
ない企業として 11 社を 2 群に分類する。そして A 群と B 群のオッズ比は、ある特定の
技術領域に関する特許が出現する確率が、製造経験のある企業はない企業の何倍である
のか、を表現する。それはすなわち、アナログカメラを製造した経験があるという因子
の有無で、各群に含まれる企業が、特定の技術領域や、そのほかの領域の技術との組み
合わせの研究開発に、他の群の企業の何倍の研究開発資源を割いているかの代理変数で
あるといえる。
オッズ比を計算するに当たり、各企業によって出願特許数が異なるため、その違いを
コントロールする必要がある。そこで、2 グループのオッズ、オッズ比を、企業の出願
する特許数に応じてウエイトを加えて再計算した。ウエイトの付け方としては、各技術
領域の出願特許数の加重平均を 2 グループ別で算出し、さらにそれを、グループに属す
る全企業の出願特許数を合計したもので除して 𝑝 とし、オッズ、オッズ比を算出した。
オッズ比は、アナログカメラ製造経験のある企業のオッズ値を、製造経験のない企業の
オッズ値で除して算出した。そして、各グループ間で統計的に有意に差がある事を確認
するために、カイ二乗検定を行った。その結果を、表 4.6 に示す。
表 4-2 の IPC コード G02、G03 の、ウエイト有のオッズ欄を参照すると、オッズ比
はそれぞれ 3.65、5.80 と、二群間でオッズ値が大きく開いており、それらが統計的に
も有意であることがわかる。これは、アナログカメラ製造経験がある企業の出願特許の
うち、G02 及び G03 のコードが出現する確率が、製造経験がない企業に対して 3.65 及
び 5.8 倍高いことを示している。その一方で、H04 のオッズ比は 0.33 であり、これは
アナログカメラ製造経験がある企業が、ない企業に対して 0.33 倍の確率で H04 のコー
ドが出願特許に出現することを示している。ただ、ウエイトありの本コード出現のオッ
ズに関しては、二グループ間で統計的に有意な差はみられなかった。
以上のことは、アナログカメラ製造経験がある企業は物理学の技術領域において、製
造経験がない企業に対して比較的多くの資源配分を行っていることと、逆に製造経験が
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ない企業は電気技術に関して、製造経験がある企業に対して比較的多くの研究開発資源
を配分していることを示している。つまり、カメラ事業において、製造経験のある企業
のコンピタンスは光学分野に、ない企業のコンピタンスは電気分野にある事が分かる。
さらにオッズ比の値の大きさに焦点を当てると、次のようなことが言える。H04 コ
ードについて、銀塩フィルムカメラ製造経験のない企業のオッズ値を、ある企業のオッ
ズ値で除したオッズ比は、1.8 となる。この値と、G02 及び G03 のオッズ比とを比較
すると、確率の大きさは物理学分野の二つの技術領域の方が大きい。これは、H04 の
技術領域における電子機器メーカーのコンピタンスよりも、G02 及び G03 におけるカ
メラメーカーのコンピタンスの方が、相対的に大きいということである。
さらに各技術領域の組み合わせ、すなわち H04、G02、G03 の IPC コードの二つ以
上が付与されるそれぞれの組み合わせが、全体の出願特許のうちどのくらいの割合で出
現するかを見てみると、すべての組み合わせについて、銀塩フィルムカメラ製造経験の
ある企業がない企業よりもオッズが高いことが分かる。H04 と G02 の組み合わせのオ
ッズは 2.33、G02 と G03 の組み合わせは 4.28、G03 と H04 との組み合わせは 2.19、
そして 3 つ全てのコードの組み合わせは 2.76 である。銀塩フィルムカメラ製造経験の
ある企業がない企業に対して、これらの倍の確率で各 IPC コードのペアが出現する。
これが示すのは、アナログカメラの製造経験がある企業が、ない企業よりも、光学、
電子写真、そして電気のそれぞれの技術の摺り合わせが必要な研究開発に、資金や人材
などの資源を多く配分していることである。さらに、その研究開発や発明に関する技術
知識の蓄積も持つということでもある。つまり、アナログカメラ時代からカメラを設
計・生産していたカメラメーカーは、光学技術分野や電子写真技術分野単独のみではな
く、電気分野とそれらの分野の技術知識を組み合わせるコンピタンスを持っているとい
うことである。他方、新規参入企業である電機メーカーのコンピタンスは電気分野にあ
るといえるが、電気技術と光学技術を組み合わせるコンピタンスはカメラメーカーと比
較すると相対的にはないといえよう。
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アナログカメラ製造経験
あり

なし

7
60462

4
20866

H04
G02
G03
H04*G02
G02*G03
G03*H04
H04*G02*G03

34401
21707
33458
7567
11576
15751
5783

17878
4258
5511
1929
1754
4347
1245

ウエイトなしのオッズ
H04
G02
G03
H04*G02
G02*G03
G03*H04
H04*G02*G03

1.32
0.56
1.24
0.14
0.24
0.35
0.11

5.98
0.26
0.36
0.10
0.09
0.26
0.06

0.22
2.18
3.45
1.40
2.58
1.34
1.67

ウエイトありのオッズ
H04
G02
G03
H04*G02
G02*G03
G03*H04

0.15
0.06
0.13
0.02
0.03
0.04

0.45
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02

0.33
3.65
5.80
2.33
4.28
2.19

H04*G02*G03

0.01

0.00

2.76

企業数
特許数

p

オッズ比

各領域の特許数
***
***
***
***
***
***
***

***

***
**
*
**
*

表 4.6 銀塩フィルム一眼レフカメラの製造経験がある企業とない企業の、各 IPC コ
ードが出現する確率のオッズ比

以上のことから、さらに次のようなことが言える。前節で、DSLR カメラの設計や生
産には、光学コンポーネントと電子コンポーネントの摺り合わせが必要であると述べた。
つまり、光学技術と電気電子技術の両方の知識を持っており、かつそれらの組み合わせ
に関する知識が必要であるということである。そうなると、DSLR カメラを設計及び生
産することは、カメラメーカーにとっては能力促進的であったが、電子機器メーカーに
とっては能力破壊的であったといえる。これは、電子機器メーカーが市場の顧客から支
持を得られず、最終的に市場から撤退したことを踏まえると、光学技術と電気電子技術
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の組み合わせに資源配分を行う、すなわちこの結合分野をコンピタンスとして保有する
ことが、最終的に顧客からの支持を得る条件であるといえる。
他方、DSLM カメラは DSLR カメラのように、光学コンポーネントと電子コンポー
ネントの結合や調整が不要な製品アーキテクチャであった。よって、電気技術にコンピ
タンスを持つ電機メーカーにとっては能力促進的な製品であるといえる。ただし、
DSLR カメラ市場での成功要因が光学分野と電気分野の各技術の組み合わせのコンピ
タンスを有しているか否かだったのに対し、DSLM カメラ市場でシェアを獲得してい
る企業を見てみると、必ずしも電気分野に研究開発の重きを置いている企業とは一致し
ていない。これはつまり、DSLM カメラ市場において競争優位性を確立するためには、
電気分野の技術開発に力を入れるか否かよりは、ブランド力や価格、オート・フォーカ
スの速さ等の機能の充実など、他の要因が影響しているともいえる。
また、コンパクト DSC の製品アーキテクチャ上の特徴からは、電子機器メーカーに
とって能力促進的な製品であるといえる。ただし、DSLM カメラと同様、市場で評価
を得ている企業は、必ずしも技術力が高く、かつ電気分野の研究開発に力を入れている
企業のみではない。DSLM カメラ市場同様、企業の技術力ではない他の要因が、市場
での支持を得る条件となっていると思われる。
図 4.15 はカメラメーカー11 社の時系列出願特許数を図示している。1990 年代はキ
ヤノン、ニコン、ソニー、オリンパスが比較的特許出願数が多かったが、富士フィルム
やリコー＆ペンタックスが 2000 年前後から出願数を増やしており、さらに 2003 年以
降はパナソニックの出願数が増加している。パナソニックの 2003 年以降の出願数の伸
びは、DSLM カメラの開発のためであると予想できる。直近の 2012 年の時点では、キ
ヤノン、ニコン、ソニー、オリンパスの順で出願数が多く、これらの企業がカメラ関連
の技術開発力が高い、イノベーティブな企業であるといえよう。
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図 4.15 カメラメーカー11 社の時系列出願特許数

図 4-16 は H04 の IPC コードを持つ特許の出願割合の推移を示している。DSLR カ
メラが製品化された 1995 年あたりから、アナログフィルムカメラの製造経験がある企
業もない企業も、出願特許の H04 のコードを含む割合が年々増加している。銀塩フィ
ルムカメラの製造経験がない企業は、ある企業よりも 1991 年と 1996 年を除いて、常
に H04 コードを含む特許の割合は多い。ただ、銀塩フィルムカメラの製造経験がある
企業も、1997 年以降はその割合を増加させている。
図 4-17、4-18 は図 4-11 と同様に、それぞれ G02、G03 の IPC コードを持つ特許の
出願割合の推移を示している。上述のオッズ比の比較分析にもあるように、物理学分野
により注力しているのは、20 年ほど前からずっと、アナログカメラ製造経験のある企
業の方であることが分かる。
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図 4-16. H04 の IPC コードを持つ特許

図 4-17. G02 の IPC コードを持つ特許

の出願割合の推移

の出願割合の推移

図 4-18. G03 の IPC コードを持つ特
許の出願割合の推移

4.4 考察

ここまでの分析では、三つのデジタルカメラの製品アーキテクチャの相違が、各市場
の参入障壁の高さ、技術の成熟化の進行度、産業内におけるモジュール化のスピードの
違いに大きな関わりを有することを明らかにした。また、アナログカメラの製造経験が
ある企業とない企業、つまりカメラ産業の既存企業と新規参入企業では、同じカメラを
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製造していても、各技術領域、ないしそれらの技術の摺り合わせを必要とする技術領域
の研究開発に振り分ける資源配分の方法が異なることを指摘した。
この二つの分析結果からは、製品アーキテクチャの相違が、企業行動、産業、市場、
そして企業間競争に異なる影響を及ぼすことを示唆できる。本事例をこれまでの常識か
らの「逸脱事例」として、これまでの先行研究では議論されてこなかったこれらの因果
関係について考察する。

4.4.1

三つの製品のアーキテクチャ上の性質と共通点及び相違点

三つのデジタルカメラ製品は、各々異なる製品アーキテクチャを持つ。この点を再度
明示するために、デジタルカメラの製品アーキテクチャを構成するコンポーネントない
しモジュールのうち、主要な機能である「記録」
「制御」そして光線をカメラ本体内で
制御する「光の反射」の三つの機構が、各々採用する基幹技術と、他の機構との結合関
係を、製品ごとに図 4.19 に図示する。
アナログ一眼レフカメラの記録媒体を、フィルムから電子メモリに置換することによ
り、DSLR カメラが開発された。その変化を、アナログ一眼レフカメラからの進化とし
てみると、モジュラー・イノベーションと捉えることができる。
また、記録媒体を電子メモリに置換すると同時に、ミラーボックスを取り除いたコン
パクト DSC は、アナログ一眼レフカメラと比較すると、光学コンポーネントと電子コ
ンポーネントの相互作用がなくなっており、かつ光の反射の機能を担うモジュールがな
くなっている。よって、コンパクト DSC はアナログ一眼レフカメラからみて、ラディ
カル・イノベーションである。
さらに DSLM カメラは、DSLR カメラからミラーボックスを取り除くことで開発さ
れた。これは、DSLR カメラからみてアーキテクチュラル・イノベーションであり、ア
ナログ一眼レフカメラからみたラディカル・イノベーションであるといえる。また、コ
ンパクト DSC との間には、他製品と比べると製品アーキテクチャに大きな相違はない。
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コンパクトDSC

アナログ一眼レフカメラ

光

光反射

記録

光学

光学

光

記録

制御

電子

電子

ラディカル・イノベーション

制御
電子

ラディカル・イノベーション

モジュラー・イノベーション

ミラーレス一眼カメラ

デジタル一眼レフカメラ

光

光反射

記録

光学

電子

光

記録

制御

電子

電子

アーキテクチュラル・
イノベーション

制御
電子

図 4.19 四つの製品のアーキテクチャの違い

レンズ以外の光学コンポーネントを持たないデジタル DSLM カメラやコンパクト
DSC と比較すると、DSLR カメラは従来のフィルム式一眼レフカメラの製品アーキテ
クチャに最も近いといえる。デジタル DSLM カメラは、レンズが交換できるという点
が DSLR カメラと共通する点であり、コンパクト DSC と異なる点である。そのため
DSLM カメラは、比較的低画質で軽量化・小型化を重視する低価格のコンパクト DSC
よりも、フィルム式一眼レフカメラに近い製品アーキテクチャを持つ。よって、DSLR
カメラ、デジタル DSLM カメラ、コンパクト DSC の順で、銀塩フィルムカメラに近い
製品アーキテクチャを持つことになる。
このように、異なる製品アーキテクチャを持つ三種類の製品が、イメージング産業に
おける記録媒体のデジタル化を受けて開発された。これらの製品の開発動機は、製品や
産業において既に潜在していた、企業やユーザーにとっての課題の解決であった。企業
が、既存製品に関連する知識を活用して、産業における既知の問題を解決しようとして
生じたイノベーションであった。
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デジタル・イメージング産業では、自動でシャッターを切ったりレンズを絞ったり、
写真を電子的に保存し遠隔地に送信したいという、従来から市場に潜在していた需要に
応える形で、シャッター機構やレンズの絞り機構、そして記録媒体のデジタル化が試み
られた。コンパクト DSC は、DSLR カメラが高額かつ重量もあって使いにくいと思っ
ていた顧客に対し、カメラをより低価格で、かつ小型化・軽量化することで開発された。
DSLM カメラも、DSLR カメラのミラーボックス・モジュールの設計や製造に技術的
困難性を持ち、高画質を達成できなかったパナソニックが、その参入障壁を取り除こう
という企業努力を行ったことで実現した。このように、企業が保有する既存製品に関す
る知識や経験から、市場における問題点と潜在需要を発見し、それに対応するための技
術開発を行うことで、新しい製品が誕生した。
また、これら三つの製品の価格帯はそれぞれ異なり、各々が開発された結果、市場を
細分化することになった。DSLR カメラはプロのカメラマンや新聞記者、カメラ好きの
個人などの、ハイエンドから準ハイエンド市場を標的とし、コンパクト DSC はローエ
ンドの個人向けに展開されている。そしてデジタル DSLM カメラは、DSLR カメラと
コンパクト DSC の中間に位置づけられ、準ハイエンドからミドルエンドの個人向けに
展開されている。こうしてデジタル・イメージング産業では、記録媒体の電子化という
技術イノベーションを契機にして、銀塩フィルムカメラという一つの市場を細分化する
ような、異なる製品アーキテクチャの開発を促進することとなった。

4.4.2

技術の摺合わせの有無が市場の競争構造と技術の成熟速度に与える影響

三つの各製品市場において、残存する企業の数は異なっており、また競争の激しさの
指数も異なっている。加えて、各市場において、設計企業から生産に特化した企業への
生産委託の進行度も異なっていた。これらの事象は、各々の製品アーキテクチャの特徴
の相違に起因するところが大きい。
DSLR カメラは、製品アーキテクチャの中に電子コンポーネントと光学コンポーネン
トが共存し、それらが相互作用することで全体として機能している。その設計や生産に
おいては、光学コンポーネントと電子コンポーネント間の調整、すなわち「摺り合わせ」
が必要であった。銀塩フィルムカメラの製造経験がなく、光学技術の蓄積がみられなか
った電機メーカーは、この市場に参入しても高い画質を達成できず、退出してしまった
か、十分な市場成果を獲得できていない。設計や生産段階において、その「摺り合わせ」
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を実現できる企業の数が産業内で限られていた結果、当該市場の競争環境は比較的緩や
かな状態にある。
それに対して DSLM カメラやコンパクト DSC は、ミラーボックス・モジュールが取
り除かれたことにより、光学コンポーネントと電子コンポーネントの「摺り合わせ」過
程が必要なくなった。その結果、DSLR カメラ市場から撤退した電機メーカーが参入し、
結果的に参入した企業の数は多くなった。そのため、各市場の競争環境は比較的激しく
なった。これらのことから、ある製品の設計や生産において、新しい技術と旧い技術を
各々反映したコンポーネントの摺り合わせ過程が存在すると、その製品市場における企
業間の競争は比較的緩やかになる、ということが言える。そしてその逆も成立すると考
えられる。
また、DSLR カメラ市場は、比較的技術の成熟化のスピードが他の二つの製品と比較
してゆっくりである。DSLR カメラ市場では比較的、モジュール化の進行が遅く、生存
しているすべての企業が生産委託を行っていない。生産委託を行わない理由は、主に設
計や生産に企業特異的な技術が存在するために、特定の技術領域に関する知識を持つ技
術者でないと組み立てができないことと、そのような生産技術の外部漏出を防ぐための
「技術のカプセル化」を維持するためである。また、DSLR カメラ市場に生存し、設計
を行っている企業は比較的少なく、製品開発や技術開発を行う企業も同じく少ない。
一般に、企業が製品の開発及び生産に用いる技術的知識が、無形(tacit)で複雑性
(complex)を持ち、企業特異的(specific)なものであるとき、その製品は企業に競争優位
性をもたらす(McEvily and Chakravarthy, 2002)。そのため、DSLR カメラ市場では、
企業特異的な技術知識を、漏洩させないようにすることで、市場に残存する企業は自社
の競争優位性を長期にわたり維持することができているといえる。
他方、DSLM カメラは、DSLR カメラよりも 10 年以上遅く開発されたにもかかわら
ず、生産委託が既に一部進んでいる。またコンパクト DSC はモジュール化が進行し、
新興国に生産委託をしても可能な設計になっている。また、各設計企業が積極的に生産
委託を行っており、その委託関係も複雑化している。さらに、全量生産委託を行う設計
企業も存在する。よって、技術の成熟化及び製品アーキテクチャのモジュール化は、コ
ンパクト DSC、DSLM カメラ、DSLR カメラの順で進行している。
新しい技術と旧い技術の「摺り合わせ」過程が設計や生産において存在する場合、産
業における技術の成熟の進行は比較的遅いといえる。このように、産業内における技術
イノベーションにより新たに開発された製品は、その製品アーキテクチャ上の特徴によ
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り、市場における競争の激しさや、産業における価格低下やモジュール化のスピードに
影響するということが言えよう。ここまでの議論を、図 4.10 に整理する。

図 4.20 フィルム式一眼レフカメラとの部品構造上の技術の近さと、
市場構造の特徴との関連性

4.4.3

企業の技術力と市場での成功及び失敗との関連性

それでは、いかなる要因が企業の市場参入、もしくは撤退の意思決定に影響を与える
のか。DSLR カメラの製品アーキテクチャには、光学コンポーネントと電子コンポーネ
ントが共存している。この異なる技術領域のコンポーネントを摺り合わせながら活用す
るには、製造企業が両方の技術に関する知識を保有していることと、それらの技術を組
み合わせて設計や生産に応用する技能が求められる。
したがって、その技能を持たない企業は、市場で高い成果を上げられず、市場からの
退出を迫られる。DSLR カメラ市場においては、アナログカメラ製造経験があり、光学
技術の知識の蓄積があった既存のカメラメーカーは、競争優位性を構築できた。一方で、
電気電子領域の技術開発に資源を割いていた電子機器メーカーは、ソニーを除いて全て
撤退してしまった。
しかしながら、電気機器メーカーの中で唯一ソニーだけが、本市場で第三番手として
残存している。また、電子機器メーカーの中では、光学技術での出願特許数が比較的多
く、今後はプロ向けにも参入する姿勢を見せている。なぜアナログカメラの製造経験が
ないソニーが DSLR カメラ事業を拡大できているのだろうか。
一つめの理由として、企業買収によりイメージング光学技術を外部から獲得すること
で、技術力の強化を図った点があげられる。ソニーは 2006 年に DSLR カメラ事業の強
化のため、コニカミノルタのカメラ事業を買収し、特許の使用権利を得た。デジタル・
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イメージング産業における電子機器メーカーの弱みとして、アナログカメラの製造経験
がなく、光学技術の蓄積がない点を、ソニーは企業買収により克服した。
二つめの理由として、組織構造の改革を通じて経営資源の集中を行った。2005 年の
カンパニー制廃止、及び事業本部制への移行に伴い、不採算部門からの撤退と経営資源
の集中のため、事業再編を実施した。「デジタル・イメージング部門」を発足し、従来
はホームエレクトロニクス・ネットワークカンパニーに属していたイメージング事業を
部門として独立させた。さらに 2013 年の機構改革では、デジタル・イメージング事業
本部とプロフェッショナル・ソリューション事業本部を一か所に集め、イメージング・
プロダクツ&ソリューションセクターとして管理する体制を敷いた。ビデオカメラやコ
ンパクト DSC 等の各カメラ事業と DSLR カメラとの技術及び製品開発の相乗効果の発
揮を図ろうとしている。
反面、企業特異的な技術や知識を用いなければ、例えアーキテクチュラル・イノベー
ションを実現しても他社の参入を許してしまい、差別化の余地が小さくなってしまう可
能性がある。DSLM カメラは、DSLR カメラのフォロワーであるパナソニックが、そ
の技術的な参入障壁を取り払う目的で開発したものであり、同様に光学技術の知識を持
たなかった他企業の参入を許してしまった。このように、コンポーネント間の摺合せに
技術的な困難性がある場合、産業内のある企業が摺合せにおける技術的困難性を克服す
るための技術知識を持つか否かにより、その企業のイノベーションへの適応困難性は異
なる。もし他企業に対し企業特異的な知識を用いて設計及び生産することができれば、
その技術的困難性を克服できない企業に対する競争優位性を高めることができる。

4.5 小括

デジタル・イメージング産業の事例は、設計や生産段階における、異なる領域の技術
を応用したコンポーネント間を調整し結合するための技術知識が、市場における企業間
の競争構造や、ひいては技術の成熟化のスピードを決定することを示した。また、その
ような技術知識、つまりコンピタンスを企業が持つか否かで、その製品の登場が、企業
にとって能力促進的となるか能力破壊的となるかが異なることも明らかになった。これ
は、製品アーキテクチャが既存製品と異なるほど、既存企業にとって能力破壊的である
という先行研究の帰結に対する条件付きの反証例として挙げられる。
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設計及び生産の時点で、新しい技術と旧い技術に関する知識を同時に必要とするよう
な製品市場では、そのどちらかしかコンピタンスのみを保有する企業は、その市場で成
功することは難しい、しかしソニーがコニカミノルタのカメラ事業を買収したように、
企業の外部から知識を獲得することで、企業は自社に不足する知識を補うことも可能で
はある。
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5. 製品アーキテクチャの選択を制約する企業能力

前章のデジタル・イメージング産業の事例では、製品アーキテクチャの変化の程度が
大きいことが、必ずしも既存企業にとって能力破壊的になるとは限らないという、先行
研究とは異なる結果を導いた。デジタル・イメージング産業では、既存企業が必要な技
術的知識を保有すれば、製品アーキテクチャが大きく変化しても、その企業にとっては
能力促進的となり、知識を保有しない企業にとっては能力破壊的となる、と結論づけた。
本章ではそうした事例とはいささか状況が異なる自動車産業を取り上げる。既存企業
がある製品市場に参入するのに十分な技術力を持っているにもかかわらず、技術力以外
の要因が障害となって参入できない事例である。企業が技術イノベーションに適応でき
ない、より核心的な原因を探究するために、企業特異的な組織特性に目を向ける。本章
では、ハイブリッド自動車と新興国向けの低価格自動車の二種類の自動車を取り上げ、
これに対するトヨタ自動車株式会社(以下トヨタ)の経営行動を考察する。

5.1 ハイブリッド自動車の技術及び市場構造

トヨタは 1997 年、ハイブリッド自動車「プリウス（Prius）
」の量産、販売に世界で
初めて取り組んだ。現在はハイブリッド・システムを他の車種にも応用し、多様なモデ
ルのラインナップでハイブリッド車の普及に取り組んでいる。内燃機関と電気モーター
の二種の動力源を装備した自動車の開発は、1980 年代から多くの企業により進められ
てきたが、本格的な量産による普及に成功したのはトヨタのプリウスが初めてである18。
ハイブリッド車は、ガソリンエンジン車と代替する可能性がある車種の一つである。
燃料価格の高騰、環境規制の強化、ユーザーの環境意識の高まりといった要因により、
電力を動力源とする自動車の販売が拡大してきた。トヨタの資料によると、世界中で漸
進的ながら販売台数は増加し、2000 年時点では 0.64 万台だったものが、2011 年には
62.89 万台にまで増え、市場の拡大が続いている。
図 5.1 は、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車の世界
市場の推移を示している。すべての車種の販売台数が伸びており、ハイブリッド車は
ハイブリッド・システムそのものは、1897 年フェルディナント・ポルシェの発表が
最初とされる。
18
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2011 年から 2013 年の 2 年間で約 2 倍に増えている。しかし、電気自動車の将来的な
成長可能性や、ガソリンエンジンの燃費効率の更なる向上の可能性もあり、ハイブリッ
ド自動車が今後も持続的に発展してゆくかどうかの先行きは不透明である。

図 5.1 ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車の世界市場規模推
移(『2013 年版 HEV、EV 関連市場徹底分析調査』を参考に筆者作成)

ハイブリッド・システムは、通常走行時はエンジンを主動力として余剰エネルギーの
充電を行い、発信や加速などの燃費効率が悪い低回転時には電気モーターを主動力とし
て使用する。また、低速時や減速時にはモーター動力のみで駆動し、加速時にはエンジ
ンとモーターを併用する。このように駆動の切り替えを頻繁に行うことで、燃費効率を
高めている。
このシステムを機能させるために、トヨタはハイブリッド車に搭載する新たなコンポ
ーネントの開発に取り組んだ。主要なコンポーネントとしては、バッテリー、モーター、
動力分割機構、回生ブレーキ、ジェネレーター、パワーコントロールユニットが、新し
く必要になった。また、エンジンに熱エネルギー回収システムを新しく組み込むなど、
ガソリンエンジン車から引き継ぐコンポーネントと、新しく搭載するコンポーネントと
の相互作用が必要となったものには、新規に開発した技術を採用した。
ハイブリッド車とガソリンエンジン車の製品アーキテクチャはどのように異なるの
か。表 5.1 は、トヨタのエンジン車とハイブリッド車を構成するコンポーネントで、置
換が行われた部品を整理したものである。エンジン用部品と変速機関連部品の点数が減
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り、電池及びモーター関連部品が増えており、動力部分のアーキテクチャが大きく変化
している。
ガソリンエンジン車
車両例

ハイブリッドエンジン車

トヨタ「プレミオ」

パワートレイン

エンジン(4気筒)＋CVT

トヨタ「プリウス」
エンジン(4気筒)＋ハイブリッドシステム

ベルト(2)
エンジン(モーター)用機構部品

水ポンプ
エアコンコンプレッサ

転がり軸受(18)

転がり軸受(14)

スプールバルブ(8)

遊星歯車(2)

電磁ソレノイド(5)

ダンパ

ブレーキ・クラッチ(2)
変速機用機構部品

プーリ(2)
遊星歯車
CVTベルト
トルコン
ロックアップクラッチ

オルタネータ

走行用モーター

スタータ

発電用モーター
エアコンコンプレッサ

補機駆動用及び走行・発電モーター

エンジン冷却
モーター・インバータ冷却
電動ブレーキ
高圧用電池(Ni-MH)
インバータ

電池・インバータ

―

DC-DCコンバータ
電池監視システム
高圧ハーネス

出所)日経 Automotive Technology・日経エレクトロニクス編(2010)p31 の必要部分のみ抽出
注) ()内に示したエンジン、変速機などの部品数は一般的な推定値であり、車両例の正確な値を示すもの
ではない

表 5.1 ガソリン車とハイブリッド車の構成コンポーネントの相違

図 5.2 と図 5.3 は、プリウスの駆動機構のアーキテクチャを構成する主なコンポーネ
ントを図示したものである。また図 5.4 は、トヨタのハイブリッド車のエンジンの始動
性に関する出願特許に記載された図の一部である。駆動機構を構成するコンポーネント
のうち、バッテリー(図 5.4 内の符号 50)、パワーコントロールユニット、インバーター
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(41, 42)、発電機(ジェネレーター)、モーター、動力分割装置(動力分配統合機構 30)、エ
ンジン用電子制御ユニット(エンジン ECU、24)、モーター用電子制御ユニット(モータ
ーECU, 40)の 5 つが、ガソリンエンジン車には無かった、ハイブリッド車に初めて追
加されたものである。駆動機構部分のアーキテクチャを見ると、駆動機構を構成するモ
ジュールの殆どは新しい、もしくは既存のものに変更を加えたものである。図 5.5 は、
株式会社アイシン・エーアイが出願したハイブリッド自動車の動力伝達機構に関する技
術の特許から引用したものであり、各コンポーネントの動力の伝達の流れが示されてい
る。
これまでガソリンエンジン自動車には用いられなかった、新技術を応用したコンポー
ネントが駆動機構に複数組み込まれ、新旧のコンポーネント同士が新しい方法で結合し、
相互作用している。以上のことから、ハイブリッド自動車はアーキテクチュラル・イノ
ベーションであるといえる。

図 5.3 ハイブリッド自動車の駆動

図 5.2 ガソリンエンジン自動車の駆

部分のアーキテクチャ

動部分のアーキテクチャ
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図 5.4 ハイブリッド自動車の駆動機構の一部
(出願番号 2011-191129、出願人 トヨタ自動車株式会社)

図 5.5 ハイブリッド自動車の動力伝達機構
(出願番号 2011-105158、出願人 アイシン・エーアイ株式会社)

表 5.2 は 2013 年に販売されたプリウスと、スペックが類似するトヨタのガソリンエ
ンジン自動車であるプレミオの、性能の相違点と一致点を整理したものである。国土交
通省が審査している燃料消費率は、プレミオが 16.4 km/L であるのに対し、モーターと
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エンジンの二つの動力源を持つプリウスは 30.4 km/L と大きく向上している。価格は、
プレミオが 1,710,000 円～2,730,000 円であるのに対し、プリウスは 2,170,000 円～
3,340,000 円と、価格帯を 50 万円ほど高めに設定してある。しかし上記の二項目以外
のスペック、つまりエンジンユニット自体や、寸法や乗車定員、駆動方式などは二車種
の間に殆ど変化はない。このことから、ハイブリッド自動車とガソリンエンジン自動車
はほぼ同等の性能・機能を備えており、代替される可能性があるものであるといえる。

車両型式・重量・性能

プレミオ (EX パッケージ)

プリウス(Sパッケージ)

燃料消費率（km/L)

16.4

30.4

1,710,000-2,730,000 円

2,170,000 -3,340,000 円

直列4気筒DOHC
1.496-1.986
80.5×97.6 (88.3)

水冷直列4気筒DOHC
1.797
80.5×88.3

112 (152)/6,100

73 (99) /5,200

193 (19.7)/3,800

142 (14.5)/4,000

4,595
1,695
1,475
5

4,480
1,745
1,490
5

希望小売価格（円）
エンジン
種類
総排気量(L)
内径×行程(mm)
Net 最高出力
(kW (PS) /r.p.m.)
Net 最大トルク
(N/mkgf/m)/r.p.m)
寸法・定員
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
乗車定員

表 5.2 ハイブリッドエンジン自動車の相違点と一致点
(トヨタの HP を参考に筆者作成)

表 5.3 は、ハイブリッドエンジン車の市場に参入した企業の、各年の参入数を示した
ものである。2000 年時点では、参入企業はトヨタと、インサイトを発売したホンダ株
式会社のみであった。当時の米市場における全自動車販売台数に占めるハイブリッド車
の割合は僅か 0.06%と市場規模も小さく、成長の不確実性も高く、トヨタとホンダ以外
の他社はハイブリッド車市場への参入を遅らせた。しかしながら、ハイブリッド車の普
及は少しずつ進み、市場も日本を中心に徐々に大きくなるにつれ、参入企業の数も増加
した。その結果、2013 年時点では 19 社もの企業が販売し、2012 年時点では米市場で
全自動車販売台数に占めるハイブリッド車の割合は 2.02%まで増えている。
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参入
退出

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 合計
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
14
1
1

表 5.3 ハイブリッドエンジン車市場への主要企業の参入のタイミング
(市場調査資料、各企業 HP、ニュースリリースを参考に筆者作成)

ハイブリッド車の「走る、曲がる、止まる」「移動手段」といった自動車としての基
本的機能や社会的役割は、ガソリン車と変化はない。一方で、既存のガソリン車に比較
すると高額である。それにもかかわらず、ハイブリッド車は顧客に購入されるようにな
り、企業はこの市場を魅力的だとみなして参入している。
ただし、イノベーターであるトヨタや早期参入者であるホンダ以外の企業の市場シェ
アは、5%以下である。図 5.6 は、ハイブリッド車の世界シェアを表している。トヨタ
が 75.8%、ホンダは 15.3%を獲得しており、それ以外の企業で 1%以上獲得しているの
は 3 社である。

注) 「その他」に含まれるのは、Volkswagen、日産自動車、BMW の三社。

図 5.6 2012 年ハイブリッドエンジン車メーカー別世界市場シェア
(『2013 年版 HEV、EV 関連市場徹底分析調査』を参考に筆者作成)

トヨタが現在でも競争優位を維持している理由は主に二つある。一つは、ハイブリッ
ド・システムに関する長期にわたる研究開発を通して、駆動機構のコンポーネントとイ
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ンターフェースを、数多くの特許で保護している。また、他社のハイブリッド車の生産
は、特許だけではなく、効率的な量産の困難性にも阻まれている。ハイブリッド・シス
テムの制御機構は複雑で先端技術が結集しており、特許は 2016 年度から順次切れてい
くが、「特許情報を使うだけでは同一製品は製造できない」と、トヨタの幹部は語って
いる19。
プリウスが自動車産業にもたらした変化として、ハイブリッド車や燃料電池車の開発
に伴って、自動車メーカーと電子機器メーカーとの間で電池技術の提携の動きが活発化
している。トヨタはハイブリッド自動車用のニッケル・水素蓄電池の開発と生産を行う
ために、パナソニックとの合弁会社であるプライムアース EV エナジー株式会社を 1996
年に設立した。日産自動車と NEC、三菱自動車とジーエス・ユアサコーポレーション
も、それぞれ提携を結び、産業内に新たな提携関係が生まれた。ガソリンエンジン車し
か普及していなかった時代と比較すると、企業間の競争構造や提携関係は大きく変動し
た。

5.2 新興国向け低価格車の技術及び市場構造

その一方で、トヨタは新興国市場という急激に成長している巨大な潜在需要への対応
にも直面している。新興国市場の人口拡大と経済成長に伴い、先進国から新興国への市
場の重心の移動が起きている。そのような中、ハイブリッド車と並行して、新興国向け
の低価格車の重要性が高まっている。
Euromonitor International 2011 の調査によると、新興国市場における中間所得者層
(年間可処分所得が$5,000～$35,000)の人口は、2000 年から 2010 年の間に 6 億人から
28 億人に増加しており、未だ成長途上にもかかわらず、新興国の中間所得者層は世界
市場の中で大きな位置を占めつつある。世界の自動車販売台数において、新興国市場に
おける販売台数の比率は年々増加し、2010 年には 50%を超えている。購買力平価が比
較的低い新興国市場の顧客は、自分の所得に見合った自動車を求めている。
こうした環境変化に対して、多くの先進国企業が低価格車を新興国市場に投入してい
る。その中で、トヨタの新興国市場における占有率は、必ずしも高くはない。むしろ韓
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産経新聞、内山田竹志副会長(当時)へのインタビューを含めた記事 『トヨタを襲う
「2016 年問題」 HV の一部特許切れで、最強製造業はどうなる？』(2012 年 12 月 29 日)
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国や中国などの、世界市場ではトヨタよりも業績が下位の自動車メーカーが、低価格の
自動車を販売して新興国市場ではシェアを拡大している。
FOURIN(2013)の調査によると、図 5.7 に示した通り、2010 年のブラジル、ロシア、
インド、中国の、BRICs 市場において、トヨタのシェアはそれぞれ 2％(9 位)、5％(5
位)、1％(10 位以下)、6％(6 位)である。各国の現地企業や韓国の現代自動車、西独の
VW などがトップの地位にあり、同じ日本企業である日産・ルノーと比較べても販売台
数は少ない状況にある。

図 5.7 2013 年のブラジル(左上)、ロシア(左下)、インド(右上)、中国(右下)の販売台
数ベースのメーカー別市場シェア
(FOURIN『世界自動車統計年刊 2014』より筆者作成)
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新興国市場では先進国市場と異なり、所得水準に見合う低価格の車が要求される。そ
れでは新興国向けの低価格車と、先進国で展開される既存のガソリンエンジン自動車と
では、どこに設計や生産上の相違点があるのだろうか。
表 5.4 は、Tata Motors Limited(以下タタ)、Volkswagen AG(以下 VW)、日産自動車
(以下日産)の三社の、新興国市場向け低価格車の設計や生産における特徴的な取り組み
を、ビジネス記事などから情報を集めて整理したものである。各社は表に示されるよう
に、部品点数の削減、素材の見直しによる軽量化、複数のコンポーネントのモジュール
化、類似コンポーネントの共通化、不必要な機能の削減やスペック低下、大量生産によ
る部品単価の削減、加工工程数の減少化など、実用性や安全性を損なわない範囲で生産
単価を下げるために、様々な手段を用いて設計、生産、調達を行っている。
各社はこのように、コンポーネントをより廉価なものに置換したり、生産プロセスを
より簡易化したりすることで、車全体の低価格化に努めている。しかしこれらの変更は
全て小規模なものであり、ハイブリッド車のように動力源が変わり、これまでの自動車
に応用されていなかった技術を用いるような大規模な設計コンセプトの変化は見られ
ない。先進国向けの自動車と比較すると、いくつかのコンポーネントの共通化や、ダウ
ングレードを伴うものの、製品の機能ないし設計コンセプト自体に関する変化は小さく、
コンポーネント間の相互作用に変化もない。コンポーネントに応用される技術やコンポ
ーネント間の相互作用は、先進国市場向けのガソリンエンジン車と基本的に同じであり、
製品アーキテクチャにはほとんど変化はない。すなわち、新興国市場向け低価格車は、
ガソリンエンジン自動車から見ればインクリメンタル・イノベーションだといえる。
ただし、低価格車の開発がイノベーションに相当するのかという議論は存在しよう。
新興国市場向け低価格車は、必ずしも性能を向上させるイノベーションではないが、生
産システム、サプライヤー、アーキテクチャの見直しに取り組み、改善や変更を施すこ
とで、価格を限界まで低下させてコスト・パフォーマンスを向上させる点においてはイ
ンクリメンタル・イノベーションであるとみなすことができる。
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新興国向け自動車の
低価格化への取り組み

企業名

取り組みの企業・内容例

タタ自動車


ドアミラーは運転席側のみ、ワイパは一本、バックドアは開閉できない、ホイールにカバーはない、トランクス
ペースは狭い、テールゲートはない、エアコン・デフロスタ機能、真空倍力装置なし。シート固定、室内の樹脂
製カバーはなし、パワーウインドなし、バンパー塗装なし、等(タタ自動車)

タタ自動車

計器：アナログ式の速度計のみ。タコメータなし。燃料系はランプ式(タタ自動車)

タタ自動車

ナノの生産工程において、モジュール状態での部品の納入率は80%程度(タタ自動車)。

タタ自動車

部品点数の削減やプレス工程の削減、モジュール化を進めることで、加工工程が短くなる。タタは高精度の金
型やプレス機が必要となるプレス品を極力なくし、パイプと変えることで、プレス工程をなくす。設備コスト(タタ
自動車)

部品点数の削減

加工工程

VW

部品で似たような構造のものをできる限り共通化

スペックの低下

タタ自動車

タタ自動車：Boschから調達しているマスターしリンダやドラ ムブ レー キのNanoのスタンダードモデ ルは、ブ
レーキの真空倍力装置は備えていない。車両質量を軽くし、最高速度を105km/hの設計仕様にするにす るこ
とで、前輪のディスクブレーキや、ABS(アンチ・ロックブレーキ・システム)の設定がない。運転席のみにスライ
ド機構があり、リクライニング機能はなし。

軽量化

日産

日産の新型マーチは、骨格に凹型のビード(くぼみ)を設けることにより剛性を確保する手法を用いて車体の徹
底的な軽量化を図っている。燃費向上とコスト削減に貢献する。また、「メルシート」などの制振材を省き、発
泡樹脂材をフロアに敷いた、など低グレード材の活用が推進されている。

日経 Automotive Technology、日経ものづくり、日経ビジネスの記事を参考に筆者作成
全て Standard model を基準に各企業の取り組みを観察

表 5.4 新興国向け低価格車の設計・生産における様々な取り組み

さてトヨタは、既存のガソリンエンジン車とは製品アーキテクチャが大きく異なるハ
イブリッド車の研究開発及び生産において、先駆者として成功している。その一方で、
製品アーキテクチャが大きく変化せず、応用する技術も変化しない新興国市場向け低価
格車では、
顧客からの支持を獲得することができていない。
その上で 2012 年 5 月には、
布野副社長がトヨタブランドとしては 50 万円台の低価格帯には参入しないことを公言
した20。
トヨタにおけるハイブリッド車の成功は第 4 章のカメラ産業と同様に、既存企業は製
品アーキテクチャが大きく異なるイノベーションに対する困難性を持つという従来の
先行研究の帰結とは異なる、逸脱事例として挙げられる。その一方で、トヨタはインク
リメンタル・イノベーションである新興国市場向け低価格車では、製品アーキテクチャ
の特徴上、従来のガソリンエンジン車の技術知識やコンピタンスを容易に応用可能なは

ロイター通信 2012 年 5 月 25 日のビジネス記事『アングル：トヨタは新興国向け低価格
車に参入せず、ダイハツの活用カギ』による。
20
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ずである。なぜトヨタは、新興国市場の顧客から支持を得る車を造ることができないの
か。次に、その理由や原因を組織上の特徴から考察してゆく。

5.3 トヨタのコア・リジディティ

ここでは Leonard-Barton (1990)が定義したコア・リジディティのフレームワークを
用いて、事例の分析を行う。まず、トヨタの企業特異的なコア・ケイパビリティの 4 つ
の領域を、トヨタの社史やアニュアル・レポートなどの情報を基に整理する。そして、
それぞれの領域が、ハイブリッド車と新興国市場向け低価格車にとって促進要因となっ
ているのか、それとも阻害要因となっているのかを分析する。
Leonard-Barton (1990)は、企業のコア・ケイパビリティを次の 4 つの領域に分類で
きるとした。一つめはスキルと知識(Skills and Knowledge Base)、二つめにはマネジ
メント・システム(Managerial Systems)、三つめは技術システム(Technical Systems)、
そして最後に、価値体系と慣習(Values and Norms)である。

図 5.8 コア・ケイパビリティを構成する 4 つの領域
(Leonard-Barton, 1990)

トヨタの企業特異的なスキルと知識の領域は、トヨタが有している品質や安全性に関
する技術知識や技能が該当する。マネジメント・システムの領域には、系列とも称され
るサプライヤーとの長期的提携関係と、労使協調、そして海外企業には見られない日本
的な雇用体系が該当する。そして、技術システムには、海外ではリーン生産方式とも呼

83

ばれるトヨタ生産方式があげられる。そして最後に価値体系と慣習領域では、トヨタの
品質第一に重きを置いた「トヨタウェイ」と自称する経営文化と組織哲学が該当する。
トヨタのこれらのコア・ケイパビリティは、戦後の復興期から、高度経済成長、そし
て自動車市場における世界のリーダーとなるまで、トヨタが欧米自動車メーカーに対す
る競争優位性の源泉として位置づけ、守り、強化してきたものである。また、これらの
4 つの領域に該当するケイパビリティは、経営文化や組織哲学、慣習のようにほとんど
明文化できない不可視なものを含んでいる。歴史的背景を伴い、社内教育を通じて従業
員一人一人の心に奥深く、ひいては組織に根付いている。
特定の新規性をもつ活動の遂行にさいして、Leonard-Barton はコア・ケイパビリテ
ィがコア・リジディティとして機能する可能性があるとした。トヨタはなぜ、ラディカ
ル・イノベーションであるハイブリッド自動車市場で高い市場成果を得ることができた
にもかかわらず、インクリメンタル・イノベーションである新興国向け低価格車市場で
は高い市場成果を得られないのか。以下では、トヨタのコア・ケイパビリティの４つの
領域の特徴を詳述するとともに、それらがコア・リジディティとして二つのイノベーシ
ョンの展開においてそれぞれどのように影響するかを検討する。

5.3.1

スキルと知識

トヨタのコア・ケイパビリティのうち、スキルと知識の領域に該当するのは、車の品
質や安全性を向上及び高水準で維持するための知識や技能である。
「改善活動」に代表
されるように、車の品質及び安全性向上に対する設計及び生産現場での教育は徹底して
いる。改善活動の実践、それらを管理し現場に定着させるまでの過程は、知識として組
織に宿っている。また、製品の機能や性能、特に安全性に関わる部分に関しては、非常
に厳しい自己評価基準を定めている。車の品質評価では代表的な J. D. Powers が定め
る初期品質評価でも、昔から非常に高い評価を受けてきている。
このようなノウハウや知識は、ハイブリッド車の開発にも大きく貢献した。既存の顧
客をターゲットとするので、車の品質に関する顧客の価値基準には変化がなく、従来の
品質及び機能の評価基準が適用できる。ハイブリッド車市場でも、トヨタが築き上げて
きた、他社に対する品質や安全性における競争優位で差別化することができる。この領
域は、ガソリンエンジン車に引き続いて、トヨタの持続的な競争優位性をもたらすコ
ア・ケイパビリティの一部となる。
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しかし同時にこの領域は、新興国市場で他社の低価格車に対抗するのに十分な価格で
車を展開するために、生産コストの大幅な削減をすることとは、一部トレード・オフの
関係にある。低価格車を設計ないし生産するさいに、上述の他企業の取り組みにもあっ
たように、品質基準の見直しや安全性の管理項目の削減、品質第一の教育の見直しが必
要である。しかし加工工程の削減や低グレードの材料・部品の採用は、剛性や耐久性の
低下につながる。品質に対する高い評判という競争優位を維持することと、トヨタ自身
が保持する、特に安全性に関して厳しく設定されている車の設計や生産時の高い品質基
準を下げることとは、二律背反となり得る。

5.3.2

マネジメント・システム

トヨタのコア・ケイパビリティを構成してきた主要なマネジメント・システムとして
挙げられるのは、従業員との「労使協調」、サプライヤーとの「共存共栄」、そして「日
本的経営」の三つの慣習である。とりわけ二つの自動車の設計や生産過程との関連性を
考察するに当たり重要なのは、二つめのトヨタと部品サプライヤー企業との「共存共栄」
関係の維持である。サプライヤーとの「共存共栄」とは、「トヨタグループ」と呼ばれ
る、第一次サプライヤーと第二次サプライヤーを含み「系列」とも称される企業集団と
の長期的な協調関係を指す。系列とは、バリュー・ネットワークがさらに企業間の相互
信頼により、その関係が強力に結束しているものと捉えることができる。それらの企業
との長期的な相互のコミットメントにより、緻密な情報交換を定期的に行うことができ
るため、トヨタは多品種の部品をより高品質、高生産性で調達できる(藤本・武石, 1994)。
また、トヨタは部品サプライヤーに設計や生産技術に関する知識を移転することで、
自社が調達する部品の高品質及び高生産性を維持できるよう支援している(Dyer and
Nobeoka, 2000)。トヨタが品質管理に関する教育・アドバイスを、部品サプライヤーに
継続的に行っているため、サプライヤーの生産技術は世界の最高水準にある。同じサプ
ライヤーから部品を調達していても、トヨタの方が他の米企業よりも、部品の品質や在
庫管理の効率性は高いとする実証結果さえある(Dyer and Hatch, 2006)。
製品アーキテクチャ内のコンポーネントが変更されると、その部品を提供するサプラ
イヤーも変わり得る。表 5.1 に示したように、ガソリン車に搭載されていたエンジン部
品や電装・電子部品、駆動・伝達・操舵装置部品の一部は、ハイブリッド車では不要ま
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たは需要減少となる。その部品を供給していた既存のサプライヤーは、当然トヨタのハ
イブリッド車のバリュー・ネットワークからは外れると考えられる。
しかし、トヨタの一次サプライヤーの多くは、とりわけトヨタの出資を受け入れてい
る部品メーカーは、トヨタとの継続的な情報交換を通じて、トヨタがハイブリッド車に
資源配分を行うことを従前より見越して、ハイブリッド車向けの部品を製造するための
研究開発・生産を同時並行で行っていた。そのため、ハイブリッド車の展開においては、
サプライヤーとの共存共栄というトヨタのマネジメント・システムは、トヨタにとって
大きな支障をもたらさなかった。
新興国向け低価格車の場合はどうであろうか。トヨタが低価格の製品を展開するため
には、日本企業である既存サプライヤーではなく、より安価な部品を提供する新興国現
地企業と取引するべきだといわれている。しかし、トヨタには既存のサプライヤーを容
易にスイッチできない理由がある。サプライヤーとの共存共栄という長期継続的な協調
関係を、果たすべき社会的責任として位置づけ、企業内外に宣言しており、この期待を
裏切ることは企業のイメージダウンにつながる可能性がある。また新興国のトヨタの生
産拠点に進出した、トヨタグループの多くの企業にとって、最大の取引先はトヨタであ
る。その中には、中小規模の部品メーカーも数多く含まれている。もしトヨタが取引先
を現地企業に切り替えれば、小規模企業は倒産の危機に見舞われかねず、上記の共存共
栄の反する結果をもたらし得る。
こうしてサプライヤーとの共存共栄重視の調達に関するマネジメント・システムは、
新興国向け低価格車の展開にとって足枷となる可能性が高い。

5.3.3

技術システム

トヨタの技術面でのコア・ケイパビリティを構成しているのは、海外でリーン生産方
式とも呼ばれるトヨタ生産方式と、それを体現しうる精巧な技術である。戦後の高度経
済成長に乗って国民所得と共に飛躍的に成長した時代、トヨタは欧米勢と差別化するた
め、統計的手法を用いて品質管理を行う生産方式の確立に取り組んだ。車の品質と機能
の向上、及び生産性の向上に焦点を当てつつ、ジャスト・イン・タイム、多品種少量生
産、カイゼン、平準化、カンバン方式、多能工化、自働化などの、当時では創造的であ
った各種の工夫を用いて、トヨタ生産方式を確立した。
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モジュールで調達される部品の内部はエンジン車と異なっても、ハイブリッド車の生
産プロセスは基本的にエンジン車と殆ど変更がない。図 5.1 及び 5.2 にあるように、ガ
ソリンエンジンからハイブリッドエンジンへの移行に当たり、駆動機構に新たなコンポ
ーネントが多く追加され、設計コンセプトは大きく変化したものの、残されたコンポー
ネントも多い。愛知県豊田市の堤工場では、プリウスの生産ラインはガソリンエンジン
車の「カムリ」
「プレミオ」などと同時に流す混流生産で行われている。生産方式や生
産ラインは、既存のものを使うことで生産ができた。よって、生産方式の変更は必要な
かった。
一方新興国向けの低価格車でも、既存のトヨタ生産方式によるメリットが存在する。
無駄のない生産ラインを常に改善して、更に無駄のないラインを作り上げようとする生
産スタイルは、自動車を生産する際の生産コスト削減に大きく貢献し得る。
しかしトヨタ生産方式は、生産プロセスの全てで品質と安全性を最優先にしたコスト
削減を意識して設計されている。上述の通り、品質や安全を犠牲にしたコスト削減を施
した低価格車を生産しようとすれば、加工工程の削減や、低価格低グレードの材料や部
品の採用、さらにコンポーネントのモジュール化などが必要になる。これはトヨタ生産
方式の基本概念を崩すことになる。この点では、トヨタ生産方式は新興国市場向け低価
格車の展開において、メリットとデメリット両方を兼ね備えているといえる。

5.3.4

価値体系と慣習

以上のコア・ケイパビリティの 3 つの領域を、体系的に機能させる役割を果たするの
が、「品質第一」に重きを置き、伝統やルーティン、歴史的経験に基づいて長期にわた
り構築されてきた、トヨタの組織文化と経営哲学である。トヨタグループ内では「トヨ
タの DNA」と呼称され、そのコンセプトは徹底した教育を通じて従業員やマネージャ
ーの価値体系、組織構造、企業風土にまで浸透している。ひいては、トヨタ特有の品質
と安全性に重心を置いた組織のアイデンティティを構成する。
この領域が硬直性をもつ要因として考えられるのは、トヨタの車、品質と安全性の高
さを生産工程で造りこむ、という競争優位性を背景に成功してきた点である。その成功
は、各構成員の誇りやアイデンティティ、そして市場からの高い評判を導いている。一
度獲得した競争優位性は、企業にとって喪失することを恐れるものであり(Christensen,
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1996)、さらにこのような価値体系や慣習は不可視で、一人一人の従業員の価値観に体
現するものであるため、変化させることが非常に難しく、強力な硬直性をもち得る。
上記の三つの領域で特にトレード・オフが存在しなかったハイブリッド車は、トヨタ
の構成員に浸透している、トヨタ特有の価値体系や慣習に大きな抵抗もなく受容される
こととなった。組織にとっては既存の車に対する価値基準を変更する必要がなく、品
質・機能評価基準も既存のものと変わらなかったため、価値体系の革新的な部分である
「品質第一」の組織文化や経営哲学は維持された。
しかし新興国市場向けの低価格車の展開は、品質や機能を犠牲にしたコスト削減を行
わなければならず、そのため安全性に一抹の不安を残すことになる。これはトヨタの基
本的な組織文化や経営哲学に反してしまう。そして、これに起因する事故が発生すれば、
トヨタの品質にかかわる評判を大きく下げ、世界で確立してきたステータスを無に帰す
ような事態になると予想される。
以上のことから、トヨタのコア・ケイパビリティは、ハイブリッド車の展開には殆ど
支障をもたらさなかった。ハイブリッド車のターゲットにする顧客は、既存のガソリン
エンジン車と変わらず、価値基準の変更なども必要にならなかった。ハイブリッド車に
必要な技術やスキルの獲得も、既存のコア・ケイパビリティとトレード・オフの関係に
はならない。そのためトヨタは、ガソリンエンジン車からハイブリッド車へのアーキテ
クチャの変更を成し遂げることができた。
ところがトヨタは高品質・高機能の維持に強いこだわりがあり、新興国向けの低価格
車を展開することは、全てが「品質第一」の価値体系により構築された、従来からのコ
ア・ケイパビリティを維持することと、様々な部分でトレード・オフの関係にある。そ
のため、他企業と比較するとトヨタの低価格車への移行はより困難である。
このようなトヨタのジレンマは、現時にトヨタの生産現場で生起しているのか。次節
では、中国にあるトヨタの二つの中国生産拠点のうち、広州に生産拠点を置く、広汽豊
田汽車有限公司及びトヨタグループ二社の総経理(生産拠点責任者)へのインタビュー
を通して、仮説の検証を行う。

5.4 インタビュー調査

本節では、2012 年 2 月に行った、中国広東省広州市に生産拠点を置く、トヨタと広
州汽車との合弁会社である広汽豊田汽車有限公司(以下 GTMC)、及びトヨタの第次サプ
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ライヤーである、デンソーの広州における生産拠点である電装(広州南沙)有限公司(以下
DMNS)、
アイシンの生産拠点である僾信精机(沸山)汽車零部件有限公司(以下 ASFA)の、
各三社の総経理へのインタビュー調査に基づいて議論を進める。そしてインタビュー調
査の結果から、先行研究をもとに構築した仮説を実証する。
ここでは、非構造化インタビューを採用する。インタビューは口頭で行われ、三社を
訪問し、各社の総経理である日本人が主な対象となった。なお、専門的な技術に関する
事項は、その専門のマネージャーに質問することで、回答を得た。
この調査の主たる目的は、上記の理論的仮説を検証することである。トヨタという企
業が実際にコア・リジディティを持ち、新興国市場の現地でマネジメントを行っている
総経理の人々がそれを感じていることを、インタビュー結果という事実で裏付ける 21。
インタビューの結果は、表の 5.5 に整理したとおりである。

新興国市場への対応という課題は、現在進行形で起きていることではあるが、中
国拠点のマネージャーの証言を基に、現時点においてのトヨタのジレンマを表象する
ことは可能であると考えている。
21

89

広汽豊田汽車有限公司

電装(広州南沙)有限公司

僾信精机(沸山)汽車零部件有限公司

現地調達率

約100%

約15%(2008)

約100％

中国系企業からの調達状況

2008年までは99％日系企業と取引
を行っていた。2008年以降は現地 21社の中国現地企業から部品を調達
163社中2社の中国系企業から部品
調達によるコストダウン方針を定め している。近年中国系企業の開拓を始
を調達している。
現在取引を数社と行っている（企業 めて、現在調達先を拡大中である。
名、数は明かさず）。

販売先（部品メーカーのみ）

-

広汽トヨタ50%
日産20％

トヨタ100％

現代、VW、Ford等の海外30％
ある
品質に関する教育には、時間がか
かりそうだと感じている。日本的な
マネジメント（雇用慣習や品質第一
の生産管理）の文化を完全に伝達
することは困難であろう。

ある
経営に関わるマネジ メントの委託は進
めていく。しかし品質に関わる部門の
マネジ メントに関しては、日本人の価
値観とは異なるため、中国人への委託
は困難。品質に関するところは日本人
で引き続き行っていく。

マネジメントの中国人への
委託を推進する方針がある

ある
マネジメントも含めて中国人従業員
に委託してゆくことで、スピーディな
意思決定と、中国人従業員のマネ
ジメント、中国でのビジネスにおける
活躍を期待している。

日系から中系調達先への
スイッチを促進する方針がある

ある
現代やVW含め、販売先の企業の意
ある
ある
向によっては、積極的に中国系サプ
しかしまだ取引先の見当がついて
まだ取引先の見当がついていない状
ライ ヤーを使っていく。中国企業の
いない状態である。
態である。
調達先をすでに複数開拓中である。
さらに進めていく予定である。

ある
ある
ある
製品のコストカットを推進する方針
【手段】部品の値段をどれだけ下げ 【手段】設備の内製化、現地調達率 【手段】低グレード材や加工機のローカ
がある
るかを重要視している。
の引き上げによりコストカットする。 ル企業の調達先の開拓を行う。
品質カットによるコストカットを行っ
ない
ている
日本人が外せない部門

部品、取引先によって、臨機応変に
ない
コスト安を重視している。

品質、R&D、生産管理、ほか日本と 品質、日本とのコミュニケーションが
品質保証部、製造部の型保全部
のコンタクトが必要な部門
必要な部門

表 5.5 広汽豊田汽車有限公司、電装(広州南沙)有限公司、僾信精机(沸山)汽車零部件
有限公司の総経理への非構造化インタビュー内容

中国のローカル企業のサプライヤーに、取引先を変更することに関しては、今後は低
価格車を展開するために、ローカル企業との取引量を拡大するという方針では、三社は
ほぼ共通している。将来的には日本の部品メーカーから、多少品質が劣っても低価格で
供給する中国系部品メーカーに調達先を切り替えることで、調達コストをできる限り削
減する方針だという。
しかし一方で、GTMC と ASFA の総経理は、品質や機能の評価基準を下げてまで、
部品の調達をする意思はないと述べている。GTMC の総経理は、品質基準を削ってま
でのコスト削減をすることは、現在のところ考えていないとした。また ASFA と DMNS
も、トヨタに供給する部品は、品質を一定基準以下にして供給することは考えられない、
と述べた。また、品質を管理する部署では日本人マネージャーは絶対にはずせないと、
三社全てが答えた。
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ASFA の総経理は、
「日本人マネージャーが、中国人の従業員に改善活動を実施する
よう指導したさい、
「なぜそのようなことをしなければならないのか」と反論してきた。
未だ品質に関する考え方が育っておらず、価値観の違いを感じる」と述べた。また、
「以
前は中国人に適した効率的な生産方法を実行しようと考えていたが、品質に問題が発生
したため、断念した経験がある」とも述べた。生産の効率化よりも、品質を重視すると
いうトヨタのこだわりが、現地生産のマネジメント体制にも生きているのである。また、
品質評価基準を下げないという意思が、現地調達率の向上の妨げになっている。ASFA
のマネージャーは、
「現時点では技術面での査定ができないほど中国のローカルメーカ
ーの品質は劣っている。自分たちの仕入れ先も日本企業でなければ、トヨタの求める品
質にこたえられない」と述べ、未知の現地企業の開拓の困難性を感じているようであっ
た。
ASFA が、
納入比率が 100%である GTMC の調達理念を受け継いでいるのに対して、
GTMC への納入比率が 50%である DMNS の総経理は、取引相手によって柔軟に品質
や価格の設定を変えている、と述べた。現地企業が生産する部品品質の問題点は認識し
ているものの、取引先が要求する価格水準や品質水準を満たしていれば、中国系企業と
も積極的に取引を行うとした。このように、顧客が現在のところ GTMC1 社である
ASFA にとっては、トヨタの調達ポリシーに従わなければならないようである。
GTMC 自身は、自らの新興国向け自動車が、必ずしも低価格ではないことを認識し
ている。総経理は、
「価格が十分には安くないゆえに中国の顧客に買ってもらえないの
が、トヨタの車が売れない一つの要因だ」と述べた。DMNS と ASFA の総経理は、
「GTMC から部品価格の低減の要請があるが、品質基準が高すぎるので一定の対応し
かできない」と述べた。
そして三社とも、中国におけるトヨタグループの生産拠点の共通認識として、次のよ
うなことを述べていた。
「市場に見合った低価格車の展開のために、品質をある程度削
減した低コスト部品や材料を使用し、同時に中国のローカル企業からの調達も検討する
ことで、さらなるコスト低減を達成したい。そのためには既存の設計図では実現できな
いので、数年以内に設計図の変更を行い、品質評価基準やサプライヤーの見直しを図る」
。
こうして GTMC は傘下のグループ部品メーカーとの間に共通認識を構築し、グループ
全体で自己改革しようと考えている。
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5.5 製品アーキテクチャと企業のケイパビリティ

このようにインタビュー調査を通じて、トヨタが設定する高い品質基準の存在や、そ
れを変更できない組織としての価値体系が、新興国での生産拠点におけるコスト削減の
阻害要因となっていることが明らかになった。また、トヨタ自身もそのことを認識はし
ている。その一方で、車の設計図からの見直しにより、同等の機能や品質を達成できる
代替部品の模索や、より低価格部品を供給するサプライヤーの開拓など、コア・リジデ
ィティとなり得る部分を解消しようとする試みもみられる。
しかしながら、強固な硬直性を伴っていると考えられる、トヨタの品質に関する価値
体系や慣習は、インタビュー調査の結果からは、総じて克服しがたいように思える。ト
ヨタは新興国向けの低価格車というインクリメンタル・イノベーションにおいて、現時
点ではコア・リジディティの存在のために組織としてのジレンマを抱えているといえる。
ここでの事例研究では、Leonard-Barton(1992)のコア・ケイパビリティの 4 つの領
域とリジディティの概念を用いて、トヨタのハイブリッド自動車と、新興国市場向け低
価格車に対する対応の違いがなぜ生じるのかを考察した。トヨタが先進国向けのガソリ
ンエンジン自動車の設計や生産の成功によって培ってきた、既存のコア・ケイパビリテ
ィは、ハイブリッド自動車には適用することができた。ハブリッド車はラディカル・イ
ノベーションであるにも拘らず、トヨタにとっては能力促進的なイノベーションであっ
たといえる。
他方で、新興国向け低価格車は、それが部品の交換や生産、調達過程での工夫を伴っ
ただけのインクリメンタル・イノベーションであるにも拘らず、トヨタは市場の支持を
得ることができなかった。製品自体はインクリメンタル・イノベーションであったが、
既存のコア・ケイパビリティの維持とイノベーションへの適用がトレード・オフの関係
になり、トヨタの能力を破壊する方向に作用した。
トヨタにとってコア・リジディティの原因となったのは、コア・ケイパビリティの 4
つの領域全において、
「品質第一」とうたったトヨタにとっては不可欠のコンセプトで
ある。このコンセプトを中心に、トヨタのコア・ケイパビリティの４つの領域は一貫性
を保ちながら効率的に機能し、トヨタの競争優位性を構築してきた。しかし、トヨタの
車にとってこの「品質の良さ」という特徴を失えば、トヨタが長年かけて築き上げてき
たコア・ケイパビリティはその基礎を喪失してしまう。他の先進国自動車メーカーが新
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興国市場向けに適切な価格設定で車を展開することができるのに、トヨタがそれを実現
できない原因には、このようなコア・ケイパビリティの構造を指摘できる。
インド市場に導入れたトヨタの低価格車エティオス(Etios)の開発にさいして、新車開
発に携わるミドル・マネージャーは、「既存の方法では新興国市場に通用しないことは
明白だが、かといって現在の品質基準水準を落とすことに組織としては強い抵抗感を持
っている。エティオスがインド市場の購買者に対し、市場に浸透するに十分な価格を設
定できているとは思えないが、世界中の人々が『壊れる車はトヨタの車ではない』と信
じている。私たちはそれを裏切るようなことはしたくない。そのため品質や機能を犠牲
にして費用削減する方法では、トヨタは低価格自動車を生産できない。」と述べた22。
「トヨタは既存の『高品質のトヨタ』という顧客からの評価、及びそこから得られる
将来的利益を失わないように、戦略的に低価格車を選択しないだけであり、実際には生
産しようと思えば生産できるのではないか」という、誰もが容易に持ちうる疑問は残る。
しかし、新興国市場での市場シェア拡大に対して、トヨタが問題意識を持っているのは
インタビュー内容からも事実であり、そのための対策を策定し実行する準備をしている
段階であるといえる。
本事例からは、次のようなことが明らかになった。ある産業で技術イノベーションが
生じたとき、企業のコア・ケイパビリティの領域と、そのイノベーションに対する企業
の経営行動とが、トレード・オフの関係になることがある。そのとき企業は、そのよう
な行動の遂行に躊躇したり、遂行できなかったりする困難性を抱えることがある。
さらに、コア・ケイパビリティ全体が一貫性を持ち、その企業の競争優位性の源泉と
なっているほど、それがトレード・オフとなるとき、新規性のある活動の遂行に、組織
としての大きな困難性を生じる。
上述した通り、新興国向け低価格車は、製品アーキテクチャ上の大きな変化を伴わな
いので、インクリメンタル・イノベーションと考えられる。しかし、その実行に、これ
までとは異なるラディカルな新しい視点を必要とする。新興国向け低価格車に必要とな
る技術的変更は、一つ一つは漸進的な小さなものであるが、これまでとは抜本的に異な
る品質基準や設計書、開発・生産に関する価値観や組織文化、ビジネスの方法を求める
変化となる。そのため既存企業は、低価格車は単なるインクリメンタル・イノベーショ

22

2011 年 6 月 21 日に行われた名古屋大学の経済学部の講義『グローバル・マニュファクチャリング・マ
ネジメント』におけるトヨタの新車進行管理部所属の講師の言による。
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ンとしてではなく、これまでとは「ラディカルに」異なる視点を伴った「インクリメン
タル・イノベーション」として取り組む必要がある。

5.6 小括

新興国市場向け低価格車の展開における、トヨタのコア・リジディティに関する事例
は、第 4 章のデジタル・イメージング産業の事例と同じく、
「既存企業のイノベーショ
ンへの適応の困難性は、必ずしも製品アーキテクチャの変化の程度のみに依存するわけ
ではない」ということを示した、先行研究に対する「逸脱事例」であるといえる。
ただし、デジタル・イメージング産業と異なり、企業がイノベーションに適応するさ
いにカギとなった要因は、技術力ではなく、組織の歴史的ならびに文化的特性とイノベ
ーションとの相性であった。例え企業がその製品市場に参入するのに十分な技術力を保
有したとしても、組織文化や慣習が阻害要因となる。すなわち、組織に備わる現状維持
の圧力と、イノベーションへの適応とが、トレード・オフの関係にあるか否かが、組織
的慣性を導く要因となっているといえる。
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6. 考察：既存企業によるイノベーションの特徴とその社会的インパクト

既存企業の新製品市場への参入の意思決定を阻害する要因は何か、そして市場での成
功要因ないし失敗要因は何か、という本論文の研究課題に対して、二つの産業の事例分
析結果を通して、それぞれ異なる観点からの示唆を提示できる。
第 4 章のデジタル・イメージング産業の事例からは、これまでの事業経験により企業
が培ってきた技術知識の領域が、市場参入の決定要因となり、また市場における成功要
因ないし失敗要因となることが明らかになった。その一方で、第 5 章のトヨタの事例か
らは、これまでの事業経験により培ってきた組織能力、つまりコア・ケイパビリティが、
市場成果に影響を与える要因に成りえることが明らかになった。
本章ではまず、事例分析の結果として導かれた研究課題に対する示唆を整理する。次
いで、市場への参入を阻害する要因や失敗要因を、企業はどのように克服すればよいの
か、複数の事例を用いてその対応策を提示する。

6.1 企業の市場選択と市場成果の規定要因

企業は新規事業に参入するさいに、如何なる事業に進出し、どのような製品を設計し、
どのように生産して市場に投入するか、の意思決定を行う。過去の事業経験を通して培
ってきた技術力を活用できる市場では、企業はその技術の蓄積がない企業に対して、競
争優位性を持つ。裏を返せば、企業が過去に選択しなかった事業領域では技術知識は蓄
積されておらず、これを利用することができない。
デジタル・イメージング産業では、アナログカメラの製造経験がある企業は、その設
計や生産を通して培ってきた光学領域の技術知識を持っていた。その一方で、アナログ
カメラの製造経験がない電子機器メーカーは、光学領域の技術知識は持ち合わせておら
ず、ゆえに現在でもカメラに関連する研究開発のうち、光学分野に投入する研究開発資
源の割合は比較的低い。日本でカメラを生産する電子機器メーカー4 社のうち 3 社は、
光学技術と電気電子技術の摺り合わせに関する知識が必要である DSLR カメラの設計
や生産を、顧客が満足する水準で行うことができなかった。
このように、これまでの事業経験で培ってきた技術知識を活用することで、企業が現
時点で直面する問題解決のために選択できる製品や技術は制約を受ける。企業はその制
約条件のもとで、達成できる最善の解決策を実行するために、機能要素とコンポーネン
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ト、コンポーネント間を結合するためのインターフェースを選択する。つまり問題解決
策としての製品アーキテクチャ(Arthur, 2009)を決定するのである。
それは、パナソニックの DSLM カメラ開発の動機からも伺える。パナソニックは過
去にアナログ一眼レフカメラを設計及び生産した経験がなく、光学コンポーネントの制
御を高精度で達成するために必要な技術知識を持ち合わせていなかった。そのため、光
学領域の技術力の不足から、DSLR カメラ市場で高い市場成果を上げることはできなか
った。そこでパナソニックは、ミラーボックス・モジュールを取り払い、カメラから光
学コンポーネントを取り除いたカメラを設計することで、自社が直面していた DSLR
カメラの生産困難性を克服することができた。
このように過去に選択し蓄積した技術は、現時点で企業が選択しうる市場や製品、問
題解決策としての製品アーキテクチャを制約する。ひいては、参入できる市場も制約さ
れ、また市場で他社に対する競争優位を確立できるか否かも決定される。企業がどの技
術領域に関する知識や技術力を保有するかが、製品市場への参入ないし市場からの撤退、
及び市場成果を規定する。

研究課題に対する示唆 1：
企業が過去に選択し蓄積した技術知識を応用できるときは、当該新製品市場で高い市
場成果を得られる。企業が蓄積した技術知識では十分でないときには、当該新製品市場
に参入できないか、参入しても高い市場成果を得られない。

技術知識と同様に、組織の組織文化や慣習、経営哲学、価値体系、精度(institution)、
企業のアイデンティティなどの経営資源も、技術や他の資源と同じように、企業に競争
優位性をもたらす経営資源の一つである(Barney 1991a)。組織文化や慣習は技術力と同
様、事業の失敗体験を通じて見直され、成功体験を通じて、その存在感を増していく。
Leonard-Barton (1992)や Gilbert (2005)が指摘するように、組織内に定着した資源
配分方法や組織内の意思決定ルーティンは、変化させることが難しい。そのため、環境
の変化に対して組織は脆弱な体制をもつという、組織的慣性 (Hannan and Freeman
1984)の状況に陥ってしまう。また、組織文化や経営哲学のような、人々の価値観に深
く根付く資源は、変化させることが難しい。
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企業が過去の事業経験を通じて培った組織文化や慣習も、現時点での製品アーキテク
チャの選択肢を制約する。企業が解決しなければならない問題に直面した時に、企業の
組織文化や慣習に反しないような選択肢の中で、最善の解決策を講じようとする。
トヨタは、これまでのガソリンエンジン自動車とは異なる製品アーキテクチャを持つ、
ハイブリッド自動車を設計及び生産した。そのような画期的な製品を開発できたのは、
トヨタの「品質第一」という経営哲学、そしてそれを守るための組織文化や慣習、生産
技術に関する知識と、ハイブリッド自動車の開発と設計、生産とが、トレード・オフの
関係になかったためである。
その一方でトヨタは、新興国市場向けの低価格の自動車を販売することを躊躇してい
る。その理由は、新興国市場に普及するのに十分な低価格の自動車を設計及び生産する
ことが、上記のトヨタの経営哲学、組織文化、慣習と相反するものであったためである。
このように企業は、自社の組織文化や慣習と矛盾がないような解決策は取ることがで
きるが、矛盾が生じそうな問題には、取り組むことに躊躇するか、取り組まないことも
ある。技術力と同様、組織の文化や慣習という、曖昧な存在による制約条件のもとで、
企業は問題解決策を講じる。つまり、組織文化や慣習と矛盾が生じないような、機能要
素、コンポーネント、インターフェースを決定することで、製品アーキテクチャを設計
する。

研究課題に対する示唆 2：
企業の組織文化や慣習と矛盾がないとき、企業は当該新製品市場で高い市場成果を得
られる。企業の組織文化や慣習と矛盾するとき、企業は当該新製品市場に参入できない
か、参入してもそこで高い市場成果を得られない。

企業がこれまでに、どのような事業活動を行い、どの技術領域で技術開発を通して技
術知識を蓄積し、そしてどのような組織の価値体系や慣習、ルーティンを築いてきたか
で、企業が現時点で選択できる製品アーキテクチャの選択肢は制限される。つまり、企
業が製品を設計するさいに、どのような機能要素、コンポーネントやモジュール、そし
てインターフェースを選択できるかが制約されるのである。その制約のもとで企業は、
直面する問題に対して、最善の問題解決を行おうとする。
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6.2 技術力の不足と組織能力の矛盾の解決策

企業は自社の持つ技術力と組織文化や慣習という制約の条件下で、製品アーキテクチ
ャを決定する。企業にとって、それらが意思決定の大きな制約要因となりうるのは、ど
ちらも不可視の存在であることによる。
不可視の資源(invisible assets)は、物理的に移転が困難であり、市場で取引されない
ものであることから、構築に時間を要するものである。そのため、他企業にとって完全
に模倣することは困難であり、企業の競争優位性を持続させる重要な資源とみなすこと
ができる(Hall 1992; Barney and Clark 2007, pp. 19)。また、企業間の信頼や顧客から
の評判等も、企業に競争優位性をもたらす不可視の資源として挙げられる(Hall 1992;
Tripsas 2009)。
そのような性質を持つ資源は、実態がないため明文化することはできず、変化させる
ことが難しい。そのため企業が、例え環境の変化を認識していたとしても、その変化に
応じて適切な資源配分を行ったり、組織に所属する人々の知識を入れ替えたり、価値観
を変えたりすることは容易に出来ない。
その一方で、技術力や組織の特徴による制約を取り払うための企業努力を行い、過去
のままでは達成できなかったであろう問題解決策をもって、製品の設計や生産を行う企
業も存在する。
例えばデジタル・イメージング産業で、電子機器メーカーであるソニーは、DSLR カ
メラの事業拡大を積極的に行っている。ソニーはアナログカメラの製造経験がなく、
DSLR カメラの設計及び生産を開始するまでは、ミラーボックスを含む、光学技術を用
いたコンポーネントやモジュールの設計や生産を行ったことはなかった。
ソニーは DSLR カメラ市場に参入するに当たり、自社の経験不足による技術蓄積の
不足を補うため、コニカミノルタのイメージング事業を買収し、一眼レフカメラの設計
及び生産技術に関する知識を有する技術者や、特許の使用権を獲得した。ソニーは自社
の製品アーキテクチャ選択の制約要因となっていた技術力という制約を取り払い、他の
電子機器メーカーでは達成できなかった、高画質の DSLR カメラの設計及び生産に成
功することができた。
このように、ある製品市場で成功するために必要な技術知識を企業が保有していない
場合、その知識を探索し、獲得するための計画を策定する必要がある。技術の獲得方法
には、企業内部の研究者と研究設備を用いて内部開発する方法と、企業の外部組織との
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技術提携を通じて獲得する方法とがある。不足技術の獲得は、企業の技術知識の不十分
さによる制約を克服する一つの方法である。
外部からの技術知識は、技術供与(ライセンシング)、研究委託、共同研究、ジョイン
ト・ベンチャーの設立による共同の研究開発、吸収合併等を通して、外部企業との技術
提携を行うことで、外部の研究開発資源を獲得することができる。例えば、Karim and
Mitchell (2000)の研究では、企業が元々持たない技術や製品ラインを、合併を通して相
手企業から獲得することで、企業の資源構造を変化させ得ることを実証した。
外部からの技術獲得のメリットは、既に完成した技術を迅速に獲得でき、自社が不得
手な技術分野を補完できる点にある。また、研究開発期間の短縮や、開発費用の削減に
もつながる。

研究課題に対する示唆 3：
ある製品市場で成功するための技術知識が不足している場合、外部組織からその技術
を獲得することで、不足を解決することができる。

また、組織の文化や意思決定の慣習を変えることに成功した企業の事例として、日産
があげられる。1999 年、カルロス・ゴーン氏が親会社であるルノーから日産に出向し、
最高執行責任者23として着任した。経営危機にあった日産の立て直しのため、大規模な
生産拠点の閉鎖、資本の引き上げや統廃合による子会社の整理、人員削減などのリスト
ラクチャリングを行った。組織改革の中心人物となる者を、利害関係の強い内部の管理
者からではなく、外部から選任することで、日産の組織文化や慣習、価値体系を再評価
し、脅威要因への対応行動を迅速に行う組織を再構築できた。
別の事例としては、Intel Corporation (以下インテル)の環境変化に柔軟に対応するた
めの事業改革があげられる。既存事業の製品の需要が低迷する一方で、新規事業の展開
の必要性に何度も直面し、インテルはその都度、メモリ、マイクロプロセッサ、インタ
ーネット関連、と中核事業を移行していった(Burgelman, 2002)。インテルの中核事業
の移行は、新規性のある活動を、既存事業の功績あるトップ・マネージャーではなく、
新規事業開発部に一任することで行われた。誰に新規性のある活動をさせるべきかを経

ゴーン氏は 2001 年 6 月、日産の社長兼最高経営責任者に就任した。現在は、ルノー
の取締役会長兼最高経営責任者も兼任している。
23
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営者が決定することで、硬直性を持つ事業と柔軟性のある事業との、組織内のパワー・
バランスを調節することができる(Burgelman, 2002)。

研究課題に対する示唆 4：
ある製品市場で成功することが組織能力と矛盾している場合、組織構造や経営陣の意
向の変革を通じて、価値体系を変化させることで、矛盾を解決することができる。

パナソニックやトヨタのように、制約条件の下で自社が実現可能な技術イノベーショ
ンを模索する一方で、ソニーや日産、インテルのように、自社の技術力や組織の文化及
び慣習による制約条件を、事業改革や組織全体の改革を通じて取り払い、イノベーショ
ンを達成する事例も存在する。ここで一つの新たな疑問点が浮かび上がる。技術力の不
足と、組織能力の矛盾とは、どちらがより克服が難しいのか、という問題である。
トヨタは、自社の技術力の不足を克服することができたが、組織能力の矛盾を克服す
ることは出来なかった。ハイブリッド自動車の開発を行う際、自社に不足していた電池
技術の知識の不足を、パナソニックと技術提携することで補完した。他方では、自社の
組織文化や慣習、経営哲学を変化させてまで、品質と価格を落とした新興国市場向けの
自動車を設計しようとはしなかった。
Tripsas and Gavetti (2000)のイメージング産業の事例研究も、技術力の不足を補う
ことよりも、組織能力の矛盾を解決することの方が難しいことを実証している。一眼レ
フカメラのデジタル化に直面したポラロイド社は、技術開発を通してエレクトロニクス
技術への初期投資が功を奏し、デジタル・イメージングの最先端技術を獲得することが
できた。しかし、これまでのインスタントカメラでの成功体験から、消費財で稼ぎハー
ドウェアには研究開発の重きを置かないビジネスモデルの維持に、資源配分の意思決定
者たちが過剰に固執した。そのような認知的限界の存在により、ポラロイド社は DSLR
カメラ市場で生存することができなかった。
技術力の不足は、外部から獲得したり、新たに企業内部で研究開発を始めたりするこ
とで、補うことができる。技術を補完することで、すでに企業が培ってきた技術知識を
放棄する必要はないため、企業にとって失うものはない。
しかし、組織能力の矛盾を解決するためには、すでに確立された組織の文化や慣習を
破壊して、新しい組織文化や慣習を創造する必要がある。換言すれば、企業にとって失
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うものが出てきてしまう。加えて、人の価値観はそこまで短期間には変化しない。その
ため、この解決のためには時間を要するのである。
不足しているものの補完は出来ても、すでに完成しているものの改変は難しいという
ことから、次のようなことが言える。

研究課題に対する示唆 5：
技術知識の不足よりも、組織能力の矛盾を解決することのほうが、明文化が難しく、
そのプロセスは複雑で、かつ既存組織の変革が必要であるため、時間を要する。

既存企業の新製品市場での成功と失敗を左右する要因は何か、という本論文の研究課
題に対して、二つの事例分析から導出された示唆を整理したものが図 6.1 である。

企業が過去に選択した
事業領域での経験
構築

蓄積

技術知識
促進（応用できる）
阻害（知識が不足している）
※解決策：新規内部開発、
外部の研究開発資源の利用

組織文化・慣習

適切な製品アーキテクチャの設計
（環境変化に対する解決策）

過去

現在

促進（応用できる）
阻害（矛盾がある）
※解決策：組織改編、
意思決定者の入れ替え

市場での成功

図 6.1 本論文の示唆の整理：市場での成功・失敗要因

6.3 学術的示唆：イノベーション研究の不足点と矛盾点

本論文では二つの産業の事例を、先行研究の概念フレームワークが当てはまらない逸
脱事例として取り上げた。その事例分析を通じて、これまでの先行研究では想定されて
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いない事象が生起する可能性を示すことで、先行研究の概念や通説の不足点や矛盾点が
明らかになった。以下ではそれらの点を整理して、本論文の学術的貢献とする。
まず指摘すべき点として、
「製品アーキテクチャが既存製品と大きく異なるほど、既
存企業にとって能力破壊的である」という通説は、必ずしもどの状況においても該当す
るわけではない。
デジタル・イメージング産業の事例では、コンパクト DSC や DSLM カメラの製品ア
ーキテクチャは、DSLR カメラと比べると、既存製品であるアナログ一眼レフカメラの
ものとは大きく異なっている。それにもかかわらず、アナログカメラで事業活動を行っ
ていた既存企業にとって、コンパクト DSC や DSLM カメラ市場に参入することに対す
る困難はなく、能力破壊的ではなかった。むしろ、DSLR カメラの設計や生産は、新規
参入企業であった電子機器メーカーにとっては能力破壊的である、という結果となった。
また、トヨタは、ラディカル・イノベーションであるハイブリッド自動車のイノベー
ターであり、トヨタにとっては能力促進的なイノベーションであったといえる。他方で、
既存のガソリンエンジン自動車と製品アーキテクチャは殆ど相違がない、新興国向け低
価格車は、トヨタにとって能力破壊的であった。
このように本論文の事例分析を通して、ある製品アーキテクチャをもつ製品を設計、
生産、販売する一連のプロセスにおいて、必要とされる技術知識を企業が持っていない
か、もしくは既に持っている組織能力とプロセスの実行とが矛盾している場合、その企
業にとってその製品市場で成功することは能力破壊的である、という結果が出た。新し
い製品のアーキテクチャと旧製品のものとの変化の程度ではなく、新しい製品アーキテ
クチャを設計・生産する過程に必要な技術力や組織体制を保持しているか否かで、企業
が新製品市場で成功できるか否かが決まるといえる。
次に指摘すべきは、先行研究が定義するアーキテクチュラル・イノベーションとモジ
ュラー・イノベーションの特徴が、現実に起きているイノベーションと必ずしも合致す
るわけではないという点である。
第 2 章で整理した通り、アーキテクチュラル・イノベーションの実現にはコンポーネ
ントの結合についての知識が必要であり、モジュラー・イノベーションの実現には対象
となる一部のコンポーネントに関する知識が必要であるとされてきた(Henderson and
Clark, 1990; Popadiuk and Choo, 2006; 中川, 2007)。
しかし DSLR カメラの事例からは、その通説に矛盾があることを指摘できる。DSLR
カメラは、記録媒体を銀塩フィルムから電子メモリに置換し、ミラーボックス・モジュ
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ールや CPU 等のその他のコンポーネントはそのまま残してある、モジュラー・イノベ
ーションであった。一方で、記録媒体の置換により、新しいコンポーネントと既存のコ
ンポーネントの相互作用のためのインターフェースを新たに設計する必要があった。つ
まりコアとなる設計コンセプトの変化を受け、そのコンポーネントと既存のコンポーネ
ントとの間の相互作用の方法が変化したのである。ひいては、そのインターフェースの
再設計の必要性は、市場内の特定の企業に競争優位性をもたらすことになった。
なぜこのような反証例が出てくるのか。その原因は、コア設計コンセプトの変更と、
製品アーキテクチャの再編とは、連動して起こりうるためである(中川, 2007)。中川
(2007)は、Henderson and Clark (1990)の評論にて、自動車の動力源がガソリンエンジ
ンから電気モーターに変わる場合の製品アーキテクチャの変化の例を用いて、この原因
について詳述している。電気自動車は Henderson and Clark (1990)の定義からすると、
モジュラー・イノベーションである。しかし、動力機構を置換することで、トランスミ
ッションやパワートレイン、座席位置やボディ形状など、おそらくほとんどすべての部
品を電気モーターにわせて設計しなおさなければならない(中川, 2007 pp. 586)。このよ
うに、コンポーネントの置換により、コンポーネント間の結合方法の変更が必要になる
という、Henderson and Clark (1990)が想定しなかった因果関係が起こりうる。
新しい技術を応用したコンポーネントを既存製品の製品アーキテクチャに組み込も
うとすると、そのコンポーネントがたった一つでも、そのコンポーネントと周辺のコン
ポーネントとの結合方法が変化する可能性がある事態は容易に想像できる24。場合によ
っては、そのコンポーネントが正常に機能するためには、置換するコンポーネントに関
する知識だけではなく、他のコンポーネントとの結合に関する知識や、製品開発や設計
の段階において、製品全体を構成するすべてのモジュールにどのような影響が生じて、
最終的に製品として機能するかどうかをある程度予測できなければならない。また、そ
れらを実際に結合し、試験、もしくは大量生産するときには、既存の生産設備の利用可
能性や生産工程の設計等に関する知識も必要となる。

24

これは、上記のイノベーションが「アーキテクチャ・イノベーション」や「ラディカル・
イノベーション」であることを示しているわけではない。上述の通り、これらのイノベー
ションの当初の目的は「モジュールを新しいものに入れ替えること」であり、その結果リ
ンクの方法が変化した。決してリンクを変化させることが本イノベーションの元来の目的
ではない、という点を考慮すると、これらのイノベーションは Henderson & Clark (1990)
が述べる「ラディカル・イノベーション」ではないといえる。
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以上を整理すると、新しい技術を応用したコンポーネントが製品アーキテクチャに組
み込まれるとき、既存のコンポーネントとの特有の「摺り合わせ」の過程が、設計や生
産において必要となったとき、コンポーネントに関する知識のみではなく、そのコンポ
ーネントと他のコンポーネントとの結合方法に関する知識も必要となる。
上述の二点を受けて、これまでの先行研究において認識されてきたモジュラー・イノ
ベーションの役割に関する通説にも矛盾が生じる。インクリメンタル・イノベーション
やモジュラー・イノベーションは、
「代替の経済性」を導き(Garud and Kumaraswamy,
1995)、既存の知識や能力を用いて達成されるものであるとされてきた(Popadiuk and
Choo, 2006)。しかし DSLR カメラや新興国市場向け低価格自動車は、結果として市場
の分割や競争構造の変化、企業行動に大きなインパクトをもたらした。
このように、先行研究のイノベーション分類のフレームワークは、多大な示唆を経営
戦略分野にもたらした一方で、逸脱事例を通じて不足点や矛盾点を導出する余地を残し
ているといえる。

6.4 実務的示唆：脱成熟化に成功する既存企業のイノベーションの特徴

本論文では、既存企業が技術イノベーションに対し、どのような対応策をとりうるの
かという点に着目して事例分析を行った。そして既存企業が過去に培ってきた技術力や
組織能力が、現時点で選択する技術や生産方法、製品アーキテクチャを制約する、とい
う結論を導き出した。
先行研究においては、
「挑戦者のアドバンテージ(attacker’s advantage)」
(Christensen and Rosenbloom, 1995; Hill and Rothaermel 2003)を持つ新規参入企業
により、技術イノベーションが産業にもたらされるのが一般的であると解釈されてきた。
そしてそのような新製品は、既存企業にとっては能力破壊的であり、新製品が市場に
徐々に受け入れられるとともに、既存企業を産業から追放してしまうものであると結論
付けられてきた。
しかし他方では、既存企業が新しい技術を応用した製品市場でも成功することができ、
さらには自らが技術イノベーションを用いた新しい製品を生み出し、成熟産業にあって
も劇的な変化をもたらす、という事象も多く観察されてきた(e.g. Magnusson, et al.
2003; Bergek, et al. 2013)。また、本研究の対象となった DSLR カメラ、DSLM カメ
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ラ、そしてハイブリッド自動車も、産業内の既存企業であるキヤノンやパナソニック、
トヨタが、世界で初めてこれを製品化することに成功した。
既存企業がイノベーターとなる場合、既存企業はどのようなアドバンテージを持って
いるのか。そしてそのアドバンテージを生かしたイノベーションにはどのような特徴が
あるのか。現在、韓国や中国、台湾企業を筆頭に、多くの新興国企業が台頭してきてい
る。ほとんどの産業において、日本を含む先進国企業は既存企業であり、新興国企業は
新規参入企業である。本節では、先進国企業が置かれている現状を整理したのち、産業
内の既存企業が、自己の技術力ないし組織能力の制約の下で、どのようなイノベーショ
ンを達成しているのかを整理する。

6.4.1

先進国企業の競争優位を侵食する産業の成熟化とモジュール化

多くの成熟産業において、程度に差はあるものの、製品アーキテクチャのモジュール
化が少しずつ進行している(Baldwin and Clark, 1997)。近年では、部品数が千点を超
えるような複雑な製品アーキテクチャを持つ精密電子機器や自動車産業においても、モ
ジュール化が進行している。
モジュール化に伴い、それらの産業でこれまで製品の品質や機能面で差別化を行うこ
とで利益を獲得していた企業の多くが、インテグラリティ・トラップ(Chesbrough and
Kusunoki, 2001)に陥っている。そのような企業は、産業内でも最先端の技術知識を持
ち、高品質の製品を開発する研究開発能力や生産能力を持っているにもかかわらず、モ
ジュール化に伴う製品のコモディティ化、そして激しい価格競争に耐えることができず、
トップの座を他企業に譲ったり、市場から撤退したりする事態が起きている。
20 世紀末には、テレビ、パソコン、DRAM、液晶パネル等、電子機器や白物家電に
おいては、日本企業がトップ企業として各産業をリードしていた。先行研究でも、日本
企業の各産業における成功事例は、ジャパン・アズ・ナンバーワン(Japan as number
one)と謳われ、事例分析の対象として取り上げられてきた。
しかし近年、これらの家電・電子機器産業では、技術の成熟化とモジュール化が顕著
に進んだ。そうした産業では品質や機能面での差別化が難しくなり、価格競争が激しく
なってゆくのは、第 2 章で整理した通りである。こうなると、労働賃金が安価で労働集
約的な低価格生産を得意とする、アジアをはじめとする新興国企業との価格競争に、先
進国企業は直面せざるを得ない。
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高品質高機能の製品や、生産プロセスによる差別化戦略を得意としている日本企業は、
そのような環境の変化に耐えうる価格競争力を持っていなかった。結果として、多くの
産業において韓国や中国企業に市場シェアを奪われ、こうしたインテグラリティ・トラ
ップに陥った既存企業が、そのトラップから脱却するための方策が求められている。
上記の課題に関して、製品アーキテクチャの先行研究者たちは様々な議論をしてきた。
方策の一つに、各コンポーネントの「カプセル化(encapsulation)」(Boldwin and Clark,
1997)が挙げられる。企業がコンポーネントの品質・機能・価格の最適なバランスを探
索し、それにより獲得した技術や知識をブラック・ボックス化して、同じ製品を生産す
るライバル企業に対し、競争優位性を維持する、という方策である。
この方策は、各種コンポーネントを提供する立場にある部品メーカーに対して高い貢
献度を持つ。その一方で、各コンポーネントを結合し一つの最終製品を製造し、その結
合方法やプロセスで差別化するアッセンブリ・メーカーに対しては、必ずしも普遍的で
有効な方策ではない。次節では、本論文で導出された命題や学術的示唆は、先進国の最
終製品メーカー、とりわけ我が国の企業にとって、どのような意義があるかを検討する。

6.4.2

旧い技術と新しい技術の「摺り合わせ」によるイノベーション

本論文が取り扱った製品のうち、DSLR カメラとハイブリッド自動車は、イノベータ
ーに持続的な競争優位性をもたらした製品であるといえる。両製品は上述の通り、新し
い技術と旧い技術を各々応用したコンポーネントを結合させ、互いに相互作用させるよ
うな製品アーキテクチャを持つ。
このような製品アーキテクチャを持つ製品を、適切な価格と品質で設計し、生産する
には、次の二つの条件が必要となる。一つめは、新しい技術と旧い技術の知識を両方持
つこと、もう一つは、異なる技術を結合させるための「摺り合わせ」技術を持つことで
ある。
新しい技術が産業にもたらされたとき、旧い技術に関する知識を過去に蓄積している
のは、既存製品を設計、生産していた既存企業である。これは、新規参入企業に対する
既存企業のアドバンテージの一つとして挙げられる。
デジタル・イメージング産業にてデジタル化が進行すると、電子機器メーカーが新規
参入した。しかしアナログカメラの製造経験がない電子機器メーカーは、光学技術の知
識を持ち合わせておらず、光学コンポーネントと電子コンポーネントの相互作用が必要
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となる DSLR カメラの市場では、十分に成功することができなかった。その結果、多
くの企業が撤退してしまった。その一方で、アナログカメラの製造経験があった既存企
業は、DSLR カメラで市場からの支持を得ることに成功している。
二つめのアドバンテージに、インテグラル型製品の開発・設計・製造に競争優位を持
っている点があげられる。上記のような製品は、異なる技術を用いたコンポーネントを
互いに相互作用させるようなインターフェースを新たに設計する必要がある。そうなる
と、これまでとは異なる新しいインターフェースの開発が必要となり、また新しい技術
に関する不確実性も高いため、そのような製品アーキテクチャはインテグラル型が適切
であるといえる。
コンポーネントと機能の割り当てが 1 対 1 で、かつ汎用インターフェースで各コンポ
ーネントが結合されているような、モジュール型製品の組立に強みを持つ企業では、高
品質なインテグラル型製品の設計や生産は難しい。とりわけモジュール化が進行した成
熟産業で、価格競争力をもって勝負をしようとする新興国企業では、達成が難しい。
例えば、OEM や ODM の企業で、DSLR カメラの設計や生産を行っている企業は皆
無であるし、DSLM カメラの生産委託を受けている企業はあるが、設計は行っていな
い。
またインテグラル型製品は、その製品の研究開発の段階やコンポーネント間の企業特
異的なリンクのためのインターフェースの開発や、組立工程での工夫により、相手企業
の模倣を防ぐことで差別化が可能となる。このような、新しい技術と旧い技術を各々応
用したコンポーネントを結合させ、互いに相互作用させるような製品アーキテクチャを
持つ製品の開発は、既存企業の、ひいてはほとんどの産業における先進国企業の、アド
バンテージを活用し、また模倣が困難な競争優位性を確立することができる。
また、このような特徴を持つ製品の開発は、産業の「脱成熟化」を導く。ある技術を
その製品に適用することが新しく、産業で初めて商用化されたものであれば、製品全体
としての機能や品質基準を考慮しながら開発・設計を行わなければならず、新旧の部品
間の技術的相性や調整方法、コンポーネント間の摺合せの実現可能性の検証、製品全体
の設計、製造工程において、新しくインターフェースの設計が必要となり、技術の発展
可能性や応用可能性の不確実性が格段に高まる。
よって上記のようなイノベーションはしばしば技術の脱成熟化を導き、既存企業に有
利な競争環境を作り上げることができる。このようなイノベーションは、産業の成熟化
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とコモディティ化に伴う価格競争に苦しめられている既存企業にとっての、再度差別化
の競争を引き起こす戦略の一つと位置付けることができる。
このように、既存製品のアーキテクチャ全体に関する知識やノウハウを蓄積し、既存
製品における事業活動の経験が豊富であり、コンポーネントを結合するための機能を担
当してきた既存の最終製品メーカーであるからこそ、上記のようなイノベーションを達
成できたといえよう。既存製品の部品構造を構成する一つもしくは複数のコンポーネン
トを新しい技術を包含したコンポーネントと入れ替え、新しい方法でリンクさせるとい
うプロセスは、新しく産業に参入した企業でも、単一のコンポーネントに関して専門的
な知識を持つ部品メーカーでも達成できないだろう。既存の技術と新しい技術との組み
合わせの可能性を十分に検討でき、既存製品のアーキテクチュラル知識を持つ既存の最
終組立メーカーが、そのようなイノベーションの火付け役となるべき存在なのである。

6.4.3

問題の解決策としてのイノベーション

本論文が取り扱った新製品の開発動機は、既存製品や産業における企業やユーザーに
とっての問題の解決にあった。上述した製品は全て、顧客や企業の潜在需要を発掘し、
製品の設計上の問題点を発見し、解決策となる製品アーキテクチャを決定することで開
発されてきた。
デジタル・イメージング産業では、自動でシャッターを切ったりレンズを絞ったりし
たい、遠隔地に送信したい、簡単に現像したい、というユーザーの要望に応える形で、
シャッターや絞り、画像保存のデジタル化の試みが行われてきた。デジタルスチルカメ
ラは、高額な DSLR カメラは購入できないがカメラは欲しい、という多くの顧客にカ
メラを普及させるために生まれた。そして DSLM カメラも、DSLR カメラの設計や生
産が上手くいかなかったパナソニックが、その障壁を取り除こうという企業努力を行っ
たことで実現した製品であった。
このように、既存製品の開発や製造について過去に培った技術的知識やノウハウを蓄
積している既存企業は、産業における既知の問題を解決するさい、新規参入企業に対し
て優位性をもつ。
蓄積された既存知識を発展させることは、それと新しい知識とを組み合わせることで、
優れた製品の開発や問題解決に寄与する (Bergek, et al., 2013)。このように外部の知識
を獲得し既存知識とを組み合わせることは、新しいイノベーションのシーズとなり
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(Chesbrough, 2003a)、新しい製品開発や問題解決の一助にもなる(Bergek et al, 2013)。
既存製品においてインクリメンタル・イノベーションを一歩一歩進めてきた成功経験豊
富な既存企業こそ、既存技術の可能性と重要性、その限界を把握しており、新しい技術
との組み合わせや摺合せの可能性や方法を模索できるのである。
ただし企業は、必ずしも良いアイデアがあればイノベーターとして成功するわけでは
ない点に留意しなければならない。モジュラー・イノベーションが企業特異的な技術的
知識や経験に基づくものでなければ、参入障壁が低くなり、開発後すぐに価格競争へ発
展する可能性がある。模倣可能性の高い新製品は、イノベーションの発案者に持続的優
位性をもたらさない。これは、カメラ産業内で一眼レフカメラのデジタル化という変化
をほとんどの企業が認識していたにもかかわらず、結果的に成功したのは一部の企業の
みにしか過ぎなかった一方で、ミラーボックスを取り除くという新しいアイデアの結果
生み出された DSLM カメラの市場に、多くのフォロワーが参入し得たことが物語って
いる。新たなイノベーションで獲得した競争優位性を持続させるためには、他社が模倣
できない製品でなければならず、またその製品を開発、設計、製造する企業特異的な技
術的能力を社内に有することが重要となる。

6.5 小括

過去にどのような事業を選択してきたかで、企業が蓄積する技術知識の領域は異なる。
また、過去の成功経験や失敗経験により、各企業が構築する企業の組織文化や意思決定
の慣習も異なる。そして、過去に築き上げた知識や組織文化、慣習が、現時点でその企
業が設計する製品アーキテクチャの選択肢を制約する。
企業がある製品市場に進出したいとき、必要となる技術知識を持っていなければ、外
部から獲得することで不足分を補完することができる。もし組織文化や慣習が進出を妨
げようとするなら、組織改革を行う必要がある。そしてたいていの場合、後者のほうが、
企業にとって実行が難しい。
既存企業は、新規参入企業と比べて、そのような制約を持つが、その一方で様々な点
で競争優位性を持つ。過去の事業経験や、そこで得た技術や市場に関する知識が、既存
企業にしか設計及び生産できない、製品アーキテクチャを選択する潜在的な動機となっ
ている。
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7.

結論と残された課題

技術イノベーションが起こることにより、市場に新しく参入する機会を得る企業が存
在する一方で、市場から撤退せざるを得なくなる企業も存在する。撤退する企業には、
その理由がある。企業がその市場に生存し続けることと、企業が過去の事業経験を通じ
て培ってきた技術知識、組織の文化、経営配分の意思決定に関わる慣習や制度、従業員
や組織が持つアイデンティティとが、一貫性を失うためである。
企業を取り巻く競争環境や、市場の需要は、常に変化している。新しい市場は、新し
い製品アーキテクチャを求めている。企業が既に持っているものと、環境が企業に要求
することとがトレード・オフとなった時、企業が何を守り、何を放棄するかで、直面す
る問題にどのように対処するかが決まる。それがひいては、現時点で企業が設計しうる
製品のアーキテクチャを決定する。そしてこの意思決定が、市場に残る企業と撤退する
企業とを分けているのである。
我が国の製造企業が、かつて得意分野としていた産業で価格競争を強いられ、次々と
主要市場から撤退している。日本企業が将来長期的に優良企業として生存し続けるため
には、市場の需要に見合う製品アーキテクチャを設計する必要がある。もしその製品ア
ーキテクチャをもつ製品の設計や生産に、既存の技術知識では不足している場合、新し
く必要となる技術知識を獲得しなければならない。他方で既存の組織能力を活用できな
い場合は、組織改編や意思決定者の交換により、求められる組織の在り方を模索する必
要がある。
日本企業は、過去の成長時に有効であったがゆえに、構築し維持してきた制度や仕組
みに対して、これを自らの手で打破して、新しく更新することを、短期間で実行できる
組織かどうかを試されている(山田, 2010)。本論文の議論に従えば、企業がもつ技術知
識や組織能力が、その企業が設計しうる製品アーキテクチャを制約する。その制約を取
り払って、これまでとは異なる製品アーキテクチャを備えた製品を設計することが、日
本企業が目指すべき目標の一つであるといえよう。
本研究の残された将来に向けた課題を指摘しておく。一つめに、本論文で克服できな
かった研究手法上の限界が存在する。第 3 章で述べた通り、事例の定性分析や製品アー
キテクチャの研究には、克服できない課題がいくつかある。事例の分析過程は、筆者の
視野や知識の限界によって限定され、意図せずに恣意性を排除できていない可能性があ
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る。多面的な視点から事例を分析できるよう、他の産業の事例にも分析対象を広げてい
く必要がある。
二つめに、本論文で提示した理論的課題を、さらに多くのサンプルを用いて実証する
必要がある。本論文では、逸脱事例として複数の事例を取り上げ、定性分析を通して、
これまでの先行研究の帰結を部分的に否定する結果を導出し、今後に実証するべき課題
を導出した。次は、そこから導かれる命題を実証し得る他の産業や市場が存在すること
を、探索しなければならない。
三つめに、本論文で議論した内容を、さらに顧客や市場視点からの分析により発展さ
せることが望まれる。上記に挙げた技術プッシュのイノベーションが顧客の需要にどの
ように影響したのかを分析することは、既存企業によるイノベーションの理解をより促
進すると考えられる。本論文では、イノベーションは顧客に新しい価値を提示したと述
べたが、具体的にその価値が顧客の製品の選定基準をどのように変化させたのかを明ら
かにする必要がある。
最後に、マネジメントに関する示唆を導出するための議論がさらに必要である。本論
文では製品アーキテクチャの設計に焦点を当てて、製品アーキテクチャの変化が、企業
の行動や、企業を取り巻く競争環境にどのように影響するかを分析してきた。しかし、
それを踏まえて各企業がどのように組織改編を行っていけばよいのか、もしくは部門間
のコミュニケーションの設計を行えばよいのか、という点については言及できていない。
本論文で提示した、技術イノベーションに直面したさいに、マネジメントとしてどのよ
うに対応すればよいのかについて更なる分析を必要としている。
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お名前を挙げて感謝すべき先生方や先輩及び後輩、友人は数多いのですが、とても数
頁だけでは感謝の言葉が収まりません。それだけ多くの方々にご支援を頂き、博士論文
を執筆することができました。皆様方に心から深く感謝を申し上げます。
最後に、5 年にわたる大学院生活を経済的にも精神的にも支えてくれた父と母、分野
は違えど同じ研究の道を歩みながら親身なアドバイスをくれた長兄、遠く海外から家族
みんなで応援してくれた次兄に感謝し、筆をおきます。

平成 26 年 12 月
濱田知美
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