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研究成果の概要（和文）：産業クラスターは、産業分野で企業が相互連携したり、SCMで多数の関連する企業が集積す
ることで、生産性、革新性を生み出すことである。この集積が、局所的集積だけでなく、ネットワークで、場と場の連
携が大きな競争力を形成している。アセアンに集積する電機・自動車・商社を対象にして、事例研究と本社へのアンケ
ート調査をおこなった。知見としては、アセアンの日本製造業は、現地化された製品・部材を提供から、グローバルに
有機的に連携し、経済的成果・男女間の平等・雇用の社会的成果を高めることにも貢献しており、そのための仕組みと
しての集積とマネジメントの重要性、マネジメントコントロールの重要性が明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Industrial Cluster is said that it is the alliances of some companies ,and 
SCM's　or some industrial complex being done or originated by mainly several leading firms. According to 
kazuyori kanai, M.Porter,such industrial complex is to produce or originate high productivities 
or　innovations.Especially,such　cluster is to accept Corporate Social Responsibility by means of 
producing new employment opprtunity or more good environmental conditions reducing air pollutions and 
producing civil society under progressing countries. We try to see and make clear the case of new 
development of industrial clusters in Asean contries as well as made mail survey. Japanese Indusrtrial 
companies which set up factory or business diviions in Asean regions.After some interviews with Japanese 
managers in Thailand or Vietnum,we can find our some social performance of females and their good 
promotion as well as they support civil society in indurializing nations in Asian regions.

研究分野： 管理会計学
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１．研究開始当初の背景 
本研究では、世界的な規模で競争戦略の研

究対象になった、クラスター政策を支える仕
組みとして、一定規模の空間を前提にして活
性化したアクターネットワークを生成・維
持・拡張する上で、どのような理論が説明力
をもつのか、管理会計の視角から検討するこ
とであった。 
 
２．研究の目的 
（１）戦略的 CSR 経営とは、多元的利害関係
者への関心と対応力をもつ経営でなければ、
持続的経営として立ち行かないとの仮説に
依拠する(金井・岩田（1997）、Burrel,G and 
G.Morgan(1979)。 
（２）一方、企業価値最大化経営とは、標準
化した比較可能な財務開示を基礎に株主価
値最大化に依拠した経営であるべきとの仮
説を前提にしている。 
（３）２つの視角で後者がこれまで優位な視
角であった。この研究では、ミクロ・マクロ
レベルの中間（メゾ）レベル（クラスターレ
ベル）で、社会価値、環境価値、企業価値の
均衡を意味する多元価値実現のための企業
間関係と対応した戦略的管理システムを基
に戦略・組織と多元的利害調整モデルの可能
性を事例研究から検討する。 
 
３．研究の方法 
（１）本研究では、世界的な規模で競争戦略
の研究対象になった、クラスター政策を支え
る仕組みとして、一定規模の空間を前提にし
て活性化したアクターネットワークを生
成・維持・拡張する上で、どのような理論が
説明力をもつのか、管理会計論（コントロー
ル）の視角から検討することである。 
（２）方法としては,学際的な領域のサーベ
イを前提とする。例えば、組織間提携理論、 
戦略的 CSR に依拠した統合的開示方法論、新
制度学派によるクラスターの成長、イノベー
ションの結実の一連の理論的貢献など。それ
ぞれのグループ単位でサーベイを行い、その
統合的なシナリオの結果として、産業クラス
ターの成長・成熟・イノベーション・再成長
の動因として、経営者行動とその結果を多元
的開示する報告システムなど関係性ネット
ワークの信頼性の整備・強化の仕組みと効果
の意義・課題を明らかにする。 
 
４．研究成果 
（１）グローバルネットワークとローカルネ
ットワーク 
 事業構造の再構築とそれを運営・更新させ
る上での経営意思決定過程として資源配分
構造（組織デザイン）の仕組みが、新たな進
化・成長を担うためのコントロール構造と一
体的に更新・イノベーションされてきたとい
えよう。以下では、情報空間と開発・生産・
営業のリアル空間との相互作用を意識した
マネジメント・コントロールシステムの現状

を展望することにしたい。例えば、ボーイン
グ、エアバスを筆頭とする航空機産業では、
航空機の大型化・複雑化に伴う開発リスクの
負担軽減のために、日本を含む世界各地のメ
ーカーとの戦略的提携を前提にした国際共
同開発を導入している。日本政策金融公庫
(2011,p.7)によると、参加方式には、リス
ク・アンド・リベニュー・シェアリング・パ
ートナー(RSP)、プログラム・パートナー、
サプライヤー、サブ・コントラクターの４種
類がある。このうち、RSP、プログラム・パ
ートナーは、参加シェアに応じて作業量、出
資金、配当が決まり、サプライヤーは開発・
生産、サブ・コントラクターは生産のみを担
当する。例えば、ボーイング社のプロジェク 
トに日本企業は 1970 年後半からプログラ
ム・パートナーとして参加し、B767 が 15%、
B777 が 21%、B787 が 35%と徐々に参加比率を
高めている。このような国際開発形態では、
構造設計開発、生産、SCM の情報をリアルタ
イムにコントロールするための情報ネット
ワークの構築が必要であった。これが、パー
トナーやサプライヤーの選別ならびにネッ
トワーク型の事業提携戦略を成功に導いた
と言われている。このようなグローバルネッ
トワークとは別に、なぜクラスターや地域集
積が散在的に発生し、成長するのだろうか。
そこには、イノベーションを生み出すアイデ
アが、ローカル性・文化性などがもたらす暗
黙知に起因する可能性があると言われてい
る。これは、マイナス、プラスの両面を持つ
繊細でソフトな情報であるものの、その創出
と生産性への応用を促すローカルな現場に
こそ成功の鍵があると考えられる。 
（２）戦略経営における統合と分散のマネジ
メント 
 ネットワーク型のマネジメントがグロー
バルに展開されていること、管理会計システ
ムとして組織のなかに市場原理を精妙にミ
ックスしていることを考察した。後者は、
様々なレベルで市場原理を組織内に埋め込
むことで、組織の大規模化による管理コスト
増大を防ぐものとして機能している。以下で
取り上げるオムロンの連結売上高は、約 0.8
兆円(8470 億円、2015/3 期)であり、約 4 兆
円(350 億ドル、2015/12 期)の ABB や約 10 兆
円(750 億ユーロ、2015/9 期)のシーメンスな
どに比べると規模は小さい。しかし、市場と
組織は、アジア、北米、欧州に拡がりグロー
バル企業の外観を呈している。オムロンは統
合レポートの中で、企業理念の中核として企
業の社会的公器性を標榜している。彼らのね
らいは、ベンチャーの大手にあるような急成
長ではなく、彼らの技術ドメインに裏打ちさ
れたニッチな製品群において、社会性を意識
した持続可能な成果をあげることである。オ
ムロンは、組織編成としてカンパニー制を採
用し、営業・生産といった事業オペレーショ
ン上は、現地経営者に大幅な権限を与えてい
る。しかし、開発・生産は本社権限が強く、



投資資金の集中的な運営・配分においては、
強い戦略的コントロールの特徴を持ってい
る。 
（３）産業クラスターの世界的な拡がりと戦
略経営 
 ローカルネットワークが国境を越えて、グ
ローバルネットワークのなかで有機的に繋
がることで、それぞれの産業に属する企業の
戦略上、大きな差異を生んでいることは、ア
セアンにおける企業の立地と発展に見るこ
とができる。その考察の視点は、産業クラス
ターについての M.ポーターの論説に多くを
負っている。ここで取り上げる産業クラスタ
ーは、スイスの時計、タイの自動車、アメリ
カ・ワシントン州の航空機産業など、国内に
止まらないグローバルネットワークによる
外延的な拡がりと、そこにローカルネットワ
ークが埋め込まれている点で異なる。この２
つの繋がりが、成長性を担保されるべき集積
レベルを前提にしている。ボーイングが存在
するシアトルは、高度な加工・組立産業とし
ての一大拠点であり、そこで新しい製品コン
セプトが誕生している。 それは、電子制御・
電気回路と強力でコンパクトな蓄電器イノ
ベーションを支える企業がコアとなり、他の
地域と差別化できる産業クラスターの存在
が、戦略性を重視したマネジメントと対応し
ているように推察される。今後、例えば社会
性とグローバル経営の両立が、様々な事例の
理解を通して強化されるだろう。 
（４）アセアンにおける産業クラスターとし
て集積 
 タイの自動車、ベトナムの電子・電気部品、
インドネシアの航空機、マレーシアのハラル
食品、機械・電気・電子、シンガポールの金
融、化学などがある。さらに、2015 年末に発
効した ASEAN 経済共同体(AEC)、現在交渉中
の環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)など地
域間連携協定は、新たな産業間のネットワー
クを生み出すだろう。そこでは、雇用など労
働・労務政策も、これまで以上に慣習を超え
た調整が必要であろう。まさに、国家の盛衰
に、グローバル企業とそのローカルなマネジ
メント力が関与する時代である。SCM の動向
をASEAN及び中米の新興国に進出した日系企
業にインタビュー調査を行ってきた中から、
クラスター拡大に伴う SCM の動向について、
事例をみると、日系の自動車メーカーは、複
数の車種の基本部分であるプラットフォー
ムの開発を、各社とも原則として日本で行っ
ている。新興国の現地法人に与えられる権限
は、プラットフォームの選択と内外装部品の
開発に限定されることが多い。アジアでは、
スポーティーな外観にこだわるユーザーが
多いなど、各国でその国にあったテイストの
外装を開発している。現地でしか知り得ない
情報は、日本から開発担当者が出張して行う
ことで対処する例もある。自動車は、航空機
ほど出ないにはせよ 2～3 万点の部品で構成
されている。このように多くの部品を効率的

に開発するためには、協力メーカーとの共同
開発が欠かせないこと、また、新興国ではエ
ンジニアの供給が少なく、開発に必要な人材
を確保しにくいこと、知的財産保護の観点な
どが、プラットフォーム開発を日本で行って
いる背景にあるものと考えられる。他方、部
品の調達、完成車の生産は、グローバル最適
化を各社とも目指している。完成車は、消費
地国での生産を基本としながら、部品はロー
カルコンテンツ規制をクリアしつつ、グロー
バル調達を進めている。 
（５）新しいグローバル経営時代（IOT）の
現状とマネジメントコントロールの課題 
 個々の機械・機器がインターネットに接続
され、工場や工程を超えて製品生産過程の全
体制御が理論上は可能な時代になりつつあ
る。しかし、この動きが加速するほど、人間
の価値観、文化、慣行、哲学などを支配する
文化・行動系の規範の微妙な違いが、システ
ム全体にますます大きな影響を与える時代
になっていると言えるだろう。過去の経済発
展過程をみると、国・地域の経済レベルが向
上して平均所得が一定の程度（例えば 1万ド
ル）を超えると、違う行動が起こるといった
ことが明らかにされている。そこでは、文
化・行動系が影響しないシステムに替えるこ
ともあるだろう。しかし、トヨタの JIT を見
ていると、緻密なヒトの判断が完成品の高さ
を支えているように思える。精密で付加価値
の高い製品ほど、ヒトの微妙な判断が、製品
の最終品質に影響するようである。IOT 時代
のマネジメントコントロールとして、サプラ
イチェーンのサブシステム間の相互作用（イ
ンターアクティブコントロール）を頻繁に行
なえる、人間系のマネジメントを用いた仕組
みがますます重要性を持つと考えられる。 
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