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研究成果の概要（和文）：　グローバル生産ネットワーク（GPN)は生産拠点の分散と生産能力の不均衡状態，サ
プライヤー・システム（SS)の貧弱性或いは不完全性を抱えている。よって，OEMは部品供給体制を考慮した，
GPNのリデザインを行わなければならない。SSの貧弱性の高い地域において，日系だけではなく，第3国のサプラ
イヤーを活用されたSSが構築されていく。
　こうしたコンテキストの中で，中国における韓国サプライヤーの躍進は，SSの貧弱性をカバーしたい現地OEM
の戦略的購買に対応した市場戦略が成長要因となった。また，後発企業のキャッチアップには，デジタル技術，
自動化投資が生産システムの欠陥を埋めるレバリッジの役割を果たす。

研究成果の概要（英文）： Global production Network have the problems that are the disparity of 
production sites, the imbalance of production capacity and the poorness or imperfection of supplier 
system. So, OEMs have to redesign their production networks. In emerging countries and regions, 
supplier systems that utilize not only Japanese suppliers but also third-country suppliers have been
 building up.
 Under these circumstances, the growth factors of Korean suppliers in China were the market strategy
 corresponding to the strategic purchasing of the local OEMs that expects to cover the poorness of 
the supplier system. Also, we can see that utilizing of digital technology and automation, which is 
the skill save-oriented investment, in manufacturing process play a role as the leverage to cover 
defects in production systems in the catch up processes by latecomers.

研究分野： 経営学
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１．研究開始当初の背景 
(1)中国市場の戦略的重要性の増加と中国サ
プライヤーのキャッチアップ：中国の自動車
生産台数はすでに世界の1/3 にまで占める
ようになっており、中国市場は中長期的には
日本企業だけではなく、多くの多国籍企業の
成長源であるに間違いない。その点、日本企
業にとってアセアン地域と共に、生産の分業
ネットワークの一角を占める中国の役割と
機能は極めて重要である。よって、開発及び
生産・SCM ネットワークをどのように設定し、
連携させるかは日本企業の戦略的課題の1つ
である。 
(2)中国市場で存在感を増している韓国自動
車とサプライヤーの取引先の多変化：中国市
場をベースにした韓国部品メーカーの組織
能力向上している。韓国系部品メーカーの品
質と技術向上により、従来の韓国顧客から外
国系または中国系企業まで積極的なアプロ
ーチが目立つ。生産だけではなく、研究開発
機能の強化、低セグメンテーションから高セ
グメンテーションにまで多様な顧客対応能
力を備えつつ、製品・市場成長戦略を展開し
ている。 
(3)外資サプライヤーの活動とSCM(サプライ
チェーン)の見直し動き：日系自動車メーカ
ーも、これまでの製品・調達戦略を見直しつ
つ、部品調達の現地化を図りながら、中国及
び外資系サプライヤーに対する評価・分業体
制を見直しつつある。要するに、中国市場の
変化、民族系及び韓国系サプライヤーの能力
向上・キャッチアップによって、従来の取引
関係・構造の変化が起きることが推測される。
特に、東アジア地域における競争が著しくな
る中、日本サプライヤーは新しい次元の競争、
取引、現地拠点の管理体制、生産拠点間の分
業の見直し、本社の関係構築が必要になって
いる。これらの問題は、現状変化にとどまら
ず、国際経営やイノベーション分野、後発企
業キャッチアップ経路やパターンにおいて
も新しい視点を見出すテーマであると思わ
れる。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、東アジア地域の日中韓自

動車部品企業を対象に、後発企業のキャッチ
アップと学習、能力構築プロセスの実態と企
業間競争・分業体制の変化、その原因とメカ
ニズムについて明らかにすることである。研
究課題の遂行のため、当初、3つの領域に関
するものである。 
 

(1)東アジアにおける市場環境の変化と自動
車メーカーの調達戦略の変化について：具体
的には中国市場ニーズと戦略的位置付けの
変化、民族系メーカー及び現代と起亜の成長
とその要因（調達戦略を含む）、日本の自動
車メーカー（トヨタ、日産、ホンダ、マツダ）
の新興国戦略と調達戦略について分析を行
う。これらの分析を通じて、日本自動車メー

カーの調達戦略の変化が日系部品サプライ
ヤーの中国及び日本事業にもたらす影響に
ついて明らかにする。 
 
(2)中国及び韓国サプライヤーの中国市場戦
略と能力構築プロセスについて：中国の産
業・生産の変化を踏まえつつ、民族系サプラ
イヤーの規模、能力、取引実績などをベース
にしたマクロ分析と主要メーカーを選定し、
能力構築プロセスを明らかにする。中国及び
韓国サプライヤーの能力構築プロセスと顧
客・市場開拓などの側面から、分業の見直し
と競争のダイナミズムについて明らかにす
る。 
(3)グローバル生産・開発ネットワーク分業
構造の変化と調整メカニズムについて：市場
環境の変動による生産及び開発機能、顧客先
の変化などを踏まえ、具体的な製品開発にお
いて、現地拠点と本社との組織間関係と調整
メカニズムについて分析を行う。 
 
３．研究の方法 
(1) 現地調査による定性的分析：事業活動の
リージョンのという視点から、中国、メキシ
コ、韓国地域において、日韓及び中国民族系
サプライヤー、欧州グローバルサプライヤー
に対する現地ヒアリング調査による定性・定
量的な分析を行った。 
 
(2)2 次データの収集・分析：現地地域の 2次
データの収集し、定性データと照らし合わせ、
分析を行った。なお、当初、計画していた中
国サプライーに対する質問表調査は政治情
勢などにより、協力を得ることができず、実
施できなかった。 
 
４．研究成果 
本研究期間中、研究・調査などにより、以

下のようなことを明らかにする成果を上げ
られた。 
 
(1)韓国自動車および部品メーカー成長要因
について：現代自動車（HMC）または現代自
動車グループ（HMG）にとってモジュール生
産システム（MPS）は成長の大きなドライバ
ーになっていることが確認できた。アジア通
貨危機による資本圧迫，M&A 後の組織統合問
題，品質問題，競争圧力強化といった危機か
ら，当初 HMC は欧米自動車メーカーに便乗す
る形で導入された。その後，モジュールサプ
ライヤーの内部化（HMG の形成），開発のプラ
ットフォーム共通化，品質重視経営とデジタ
ルシステムの融合，生産システムの標準化と
グローバル展開，HMC と起亜の共同調達シス
テム，サプライヤー評価システムなどが同時
並行に実施され，組織内部の諸機能部門間の
不均衡状態を補う形でHMCの生産システムを
構築・進化させることになった。その結果，
品質向上を図りながら，ほぼ毎年拡張された
海外拠点の新設や能力増設，生産モデル拡大



へ繋がる形で、市場ニーズに迅速に対応でき
たのである。また、MPS 戦略の特徴は，構造
一体型モジュール，低賃金活用型，グループ
内外注型，近接立地型，労働排除型自動化・
標準化といった特徴を持っている。これらの
特徴はけして真新しい革新的なものとはい
いにくい。むしろ，後発企業のポジションが
大きく左右したと思われる。後発企業として
の利点を生かしつつ，新しい MPS に関する学
習と従来の生産システムの欠陥と制約条件
を克服しようとするものから出発したもの
である。 
当初より，すべて青写真のように計画され

ていたものよりも，MPS をとることによって，
様々な技術の機会（IT）と最新設備導入のメ
リットを生かしながら，組織間の不均衡や調
整問題を品質軸に開発，生産，調達，販売部
門から問題を顕在化させながら解決してい
くプロセスであった。技術のキャッチアップ
プロセスにおいても同様なことが言える。い
わば，Mintzberg（1986）流のプロセス戦略
に近いものがあり，先進メーカーのやり方の
模倣から技術や組織機能部門の不均衡状態
を是正しようとする焦点化装置（Rosenberg，
1982）が MPS によって触発されると同時に、
韓国特有の労使問題が積極的に自動化を促
す生産戦略をとりながらMPSを進めるように
なったのである。 
更に、生産拠点の国際展開と国際地方産業

との関連性について、技術戦略的問題だけで
はなく、規模の経済性とロジスティクス戦略
が軸となり、リージョン内で部品生産・供給
分業が行われることを明らかにした。 
 
(2)韓国部品企業の成長要因について：韓国
部品企業の成長は、新しい市場である中国市
場の拡大によるOEMの生産拠点拡大に伴う、
同伴進出とデジタル技術の活用による自動
化志向が熟練形成の壁や労使及び賃金上昇
への対処策となったこと。また、アジア通貨
危機という危機に対する生存をかけた国際
化とその経験が、OEMの同伴進出に活かされ
ていることを明らかにした。更に、技術力を
有する韓国サプライヤーは、中国での成長拡
大のため、納入先の分散・多角化を図る戦略
をとる。というのも、中国民族系メーカーは
時國のサプライヤーの基盤が弱く、適切な市
場QCDを図るため、韓国サプライヤーを含め、
他国の進出企業との取引を望んでいるから
である。しかし、日系の場合、価格などの問
題で納入に積極的ではない。また、政府によ
るEV自動車奨励などにより、異分野からの新
規参入などが活発であることがわかった。日
本企業は日本企業同士間の取引を超える戦
略志向が求められる。この研究課題に関する
成果は、EV市場拡大と関連し、引き続き発表
していく予定である。 
 
(3) グローバル生産・開発ネットワーク分業
構想の変化と調整メカニズムについて：グロ

ーバル生産の展開の中で、分散された生産拠
点をどのように結びつけ、統一的な管理をす
るかであり、またはグローバルな統合とロー
カルの自律性を担保し、市場変化に対応する
かが多国籍企業の課題である。銭（2014）は、
この問題についてグローバルサプライヤー
であるボッシュのグローバル戦略を分析し
たものである。ボッシュのアジア3 国 (日
本・韓国・インド) 拠点に対するインタビュ
ー調査に基づいて、ボッシュの海外事業展開
の実態を明らかにする。ボッシュでは、本国
本社主導によるグローバルな社内標準化と
海外子会社の育成によって、本国本社に集中
していたグローバルR&D 機能およびマザ
ー・プラント機能の一部を海外子会社が担う
ようになっている。ドイツのボッシュはグロ
ーバル「標準化」戦略と製品別グローバル本
社を設けているが、日本企業の多くは、生産
関連業務はマザー工場中心であり、現地移管
業務も駐在員中心となっている。このことは、
人による調整が中心であり、その根底は暗黙
知への傾斜、熟練神話、デジタル技術への投
資遅れが影響すると思われる。また、開発機
能の一部は、形式的な現地化をしているもの
の、本社主導で行われている。 
 
(4)グローバル生産拠点のリデザインの必要
性とSCM構築について：生産拠点FTAの変化を
考慮しつつ、ASEAN地域市場を捉えながら近
隣地域への供給機能を果すためには、生産分
業や物流、開発だけでなく、CSCM構築におけ
るジレンマを指摘した。また、ASEAN各国に
分散している生産拠点とサプライヤーの能
力を相互補完的に活用だけではなく、その生
産分業の形態を左右し、サポートするドライ
バーとなっているのがロジスティクスであ
り、そのためのロジスティクスを考慮したサ
プライチェーン・リデザイン戦略が必要とさ
れる、という観点を提示した。 
OEMの生産拠点の立地という制約条件の中、

サプライヤー・システムを「リージョン」を
軸に、市場拡大と多様なニーズヘの対応とし
ての増産とモデル変動・増加に対応するため
には、分散している生産ネットワークの能力
とサプライチェーンをつなぎ、そのサプライ
ヤーや生産拠点の能力を相互活用するに当
って、最も重要な機能がロジスティクスであ
ることが示されたと思われる。これは「工場
内」だけではなく、国境を越えて生産とリン
クしながら川上の開発まで巻き込む重要な
ファクターであることが分かる。まさに、
ASEANにおけるトヨタの生産拠点の動きは、
Ferdows(1997)が指摘したように、海外工場
の場合、短期的なコスト優位性だけではなく、
関税、貿易協定、労働コスト、ロジスティク
スコストを享受できるようにマネジメント
体市1構築へ向かっていると思われる。 
海外生産開始は企業活動範囲の拡大を意

味する。同時に、国内にある程度完結してい
た諸機能(生産、調達、開発)間の連結に伴う



管理の複雑性の増加を伴うことになる。多
数・多岐にわたる部品によって構成される製
品システムの場合、市場の拡大やニーズの多
様化はこの問題を一層複雑化していく。単純
にOEM生産拠点が現地国に展開され、当該生
産現場における加工組立といった生産オペ
レーション能力向上だけでは実現されない
のである。外部環境の変化や資源・能力制約
条件を全体的に考慮・予測し、最適化された
マスタープランとして各生産拠点が展開さ
れるわけではない。むしろ、進出当時から異
なる市場、技術変化や進出国の経済経営状況
などを考慮し、その時の最適な地域に生産能
力と生産品目が決定される。また、そこには
現地から供給できない部品、もしくは戦略的
に本国から供給すべき部品などがあり、国境
を超えるものの円滑な供給システムを効果
的に構築していく必要がある。要するに、現
在のグローバル生産活動は、これまで様々な
歴史、経済的要因変化の中で、設立された生
産拠点の資源と能力を結合させながら、また
は相互依存性を回避しながら、最適に近い状
況に生産ネットワークを繋げること、そのた
めに部品供給システムをどのように構築・運
営するか、そして市場変化による生産変動に
フレキシブルに対応可能なGPNをどのように
構築・運営するかがグローバル生産戦略、GPN
マネジメントの鍵である。その点で日本は中
核部品の現地化を図っているものの、材料や
耐久性、規模の経済性などにより、日本から
の供給体制が堅調である。そのため、新興国
においては、市場QCDレベルに達しているサ
プライヤーの探索が求められると同時に、リ
ージョン間の状況共有とネットワーキング
が重要である。 
 
(5)中国や第3国におけるサプライヤー・シス
テムと取引について：ある特定地域・国にお
けるサプライヤー・システムの脆弱性は海外
生産拠点の展開を遂行するTierl、Tier2に新
しいビジネスチャンスを与える可能性があ
ること。こうしたことは、第3国の現地にお
けるサプライヤー・システムはこれまでとは
異なる形態で発展していく仮説を提示した。
つまり、生産拠点の海外展開をOEM(Tierl)と
サプライヤーの取引関係の発展パターンは、
海外進出の際、同伴進出、非対称的進出、第
3者補完・代替参入、第3者定着の段階に進展
していくモデルを提唱した。特に、サプライ
ヤー・システムの貧弱性を露呈している新興
国においてはよりそうした傾向が強い。そう
した新産業集積地進出企業に求められる組
織能力:リコンビネーション・ケイパビリテ
ィであることを明らかにした。その点、既存
の系列議論には限界があることを指摘する
と同時に、グローバル生産・供給時代におけ
るサプライヤーへの戦略的示唆を与えるも
のである。市場拡大と地域の分散の中で、こ
うした生産のグローバル化と地域分散と拡
大は、部品供給を担うサプライヤーにとって

は、グローバル成長戦略の新しい示唆を与え
る。同時に、日本型取引システムの象徴とも
いえる「系列システム」とその変貌究明とい
う新しい研究課題が必要とされるだろう。 
 
しかし、以上の成果があったものの、いく

つかのテーマにおいては、研究課題期間内で
成果物を出すことができなかったものもあ
る。例えば、中国民族系サプライヤーの技術
能力構築に関しては十分な調査ができなか
った。しかし、中国 EV 市場に関するエコシ
ステム分析をすでに行い、研究成果を別の課
題で出していることから、この問題について
継続的に取り組んで行きたい。 
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