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３ヵ国比較
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その現況と課題が浮かび上
がってくる︒
国内通信事業者向け開発を
行う日本の携帯電話メーカー
は︑インテグラルアーキテク
チャーを全製品に採用し︑長
期的能力育成を志向する人材
マネジメントもそれに整合す
る︒製品アーキテクチャー選
択は品質・機能志向の市場環
境に強いられている面があ
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氏

世界の製品開発拠点に成長
しつつある中国︑韓国の電機・
電 子・ 情 報 関 連 企 業 を 取 り 上
げ︑製品設計思想︵アーキテク
チャー︶と開発組織︑人材マネ

る︒中国メーカーは製品のイ
ンテグラル度が低下し過ぎな
いよう注意している半面︑人
材は流動的なことから︑製品
の高度化に伴って人材マネジ
メントの戦略性が問われる︒
一方︑韓国メーカーはハイ
エンド製品でインテグラル
型︑ローエンド製品で設計を
標準化するモジュラー型の
アーキテクチャーを採用す
る︒人材面でも技術者の柔軟
な採用・育成を図るなど戦略
性が高い︒製品市場と外部労
働市場に対して強い支配力を
持つことが一要因と考えられ
る︒日中メーカーは今後︑外
部環境の影響を受けにくい体
質を目指すべきである︒日本
は市場創出・ユーザー密着体
制の強化︑中国は内部労働市
場の強化が伴となりそうだ︒
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製品開発の視点からの
コメント

韓国や中国の柔軟性学ぶ
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ミスマッチ︑対品質の価格妥
当性︑過剰なすり合わせ活動
について留意すべきであるこ
とが︑
本研究から示唆される︒
現有の組織能力を生かしたア
ーキテクチャー選択と同様
に︑作りたいアーキテクチャ
ーに必要な能力の構築も重要
だ︒比較的インテグラル寄り
の製品・工程は日本に残し︑
比較的モジュラー寄りのもの
は韓国・中国企業などと協力
するなど︑東アジア地域の開
発分業体制の構築も有望な方
策だろう︒
一部の韓国・中国企業はア
ーキテクチャーと戦略・組織
を柔軟に対応させ︑世界市場
で存在感を高めつつある︒日
本企業は既存の強みを生かし
つつも︑内部統合力偏重の体
制などについては見直す時期
にさしかかっている︒

人材マネジメントの視点からの
コメント

合した体制だが︑モジュール
新製品の継続投入や﹁すり 化や低コスト化を進めつつ着
合わせ型﹂
製品開発︑﹁重量級﹂ 実に開発能力を高めてきてい
プロジェクトマネジャー制︑ る韓国・中国企業と競争する
長期雇用︑内部育成などの日 には︑日本企業はアーキテク
本企業の伝統的な強みは健在 チャーの再構築を視野に入れ
であることが分かった︒これ て戦略と組織を再考する必要
らはインテグラル型製品に適 もあるだろう︒
その際には︑アーキテクチ
ャーの選択と戦略・組織との

テーションが多く︑研修日数
も他国に比べて少ないため専
門性獲得には弱点がある︒
モジュールに関する知識が
重要となる場合︑知識レベル
の測定もしやすくなるので個
人的インセンティブ付与が知
識習得を加速させるのに効果
的だ︒そうした意味で韓国と
中国は個人成果が給与だけで
なく︑昇格および退社勧告に
反映される︒
日本でも個人成果の給与へ
の反映はあるが︑比率は大き
くない︒情報システム開発に
必要とされる組織能力を補完
する人材マネジメントにおい
て︑韓国と中国と比べ日本は
遅れ気味だ︒日本進出をうか
がう韓国・中国勢に対抗する
ためにも改革が必要だろう︒

部門が開発プロジェクトにお
いて重要な役割を果たす︒だ
が︑組織能力の蓄積が少ない
ため︑擬似的インテグラル型
も採用する︒
一方︑人材マネジメントに
も 大 き な 差 異 が あ る︒ 韓 国
メーカーは戦略実現のため︑
人材の顕在能力を重視し︑内
部育成と外部獲得とを併用す
る︒これに対して︑日本は新
卒採用︑内部育成︑潜在能力
重視を軸に企業内の技術的蓄
積に徹底する︒中国は組織能
力を高めるため︑外部人材の
獲得に力を入れるが︑内部で
は能力より職務重視主義だ︒
日中メーカーは製品アーキ
テクチャーの戦略的選択を前
提に︑役割と顕在能力を重視
した人材マネジメントへ転換
していくべきだろう︒

モジュールレベルの専門知識
の習得が重要となった︒
韓国を見てみると︑エンジ
ニアの専門性開発のため︑研
修のほかにオンライン教育な
どを充実させている︒中国で
も専門性を伸ばすことに積極
的だ︒それに対し︑日本では
過去の統合型のシステム開発
の影響ゆえか︑職務間のロー

に特徴があり強みでもある︒
戦後︑経済発展の中で獲得し
たノウハウを積極的に海外移
転していくことが重要だ︒だ
が逆に長期志向の人材マネジ
メントが与件となり︑製品を
過度にインテグラル型にする
企業も少なくない︒
﹁インテ
グラルのわな﹂ともいえる︒
この点で︑アーキテクチャー
を使い分け採用・雇用形態を
柔軟に組み合わせる韓国企業
には学ぶべき点が多い︒
今後は中国企業も日本企業
と似た問題に直面する可能性
がある︒製品の高度化につれ
長期視点からの能力開発やイ
ンセンティブ付与が重要にな
ろう︒他方︑韓国企業はイン
テグラル型製品に不可欠な開
発・製造間の連携が不足して
いるのでこの是正と︑厚みの
ある人材育成などが課題とな
ろう︒
日中韓の企業はお互いに学
び合うことが多い︒この視点
は東アジア経済協力や日本経
済の本格回復に不可欠だと強
調したい︒

業務用情報システム開発の
３ヵ国比較

情報システムのアーキテク
チャーは基本的にモジュラー
型の性格を持つが︑近年のオ
ープン化に伴うインターフェ
ースの標準化が加わることで
モジュール間のすり合わせに
関する知識の必要性が減り︑
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都留

と開発組織構造︑人材マネジ
メントとをどう適合させる
か︵補完性︶である︒これこ
そ︑グローバル市場でし烈に
競争する企業の真の課題だ︒
このプロジェクトでは︑以下
の３つの仮説を立てて調査に
臨んだ︒①企業は経営資源や
製品市場などの環境条件に応
じて戦略的に製品アーキテク
チャーを選択する②環境条件
とアーキテクチャーに応じて
企業は開発組織のデザインを
戦略的に選択する③選択した
アーキテクチャー・開発組織
と人材マネジメントとの間に
は補完性がある││という仮
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ジェクトごとに企業戦略と人
材をフィットさせ︑企業・組
織レベルの業績と長期的なコ
アコンピテンスの両立を目指
す韓国企業の戦略が見える︒
逆に日本企業では現場での
すり合わせやＯＪＴを重視し
た人材マネジメントが製品戦
略を決めている感がある︒長
期雇用で内向きの志向性や︑
優れた技術者なのに管理者に
ならないと報酬面で報われな
い難しさなどの問題もある︒
こうした負債が企業の生き
残りにかかわる︒製販を組み
合わせ︑多様な人材を企業に
確保できるような︑既成概念
を超えたクリエーティブな人
材マネジメントが求められて
いるのではないだろうか︒
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解決への道筋を探る趣旨であ
る︒東アジアは当フォーラム
の中心的問題であり︑国際シ
ンポジウムでもしばしば取り
上げられている︒その問題解
決の一助として貢献できれば
本日のフォーラムでは﹁政 幸いである︒
策﹂
﹁東アジア﹂
﹁ビジネス﹂
を切り口に︑さまざまな角度
から提言を重ねた︒社会科学
を探究する大学として︑社会
企画・制作＝日本経済新聞社
に生起する諸問題を提起し︑ クロスメディア営業局

閉会の辞
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日本企業の製品開発と人材
マネジメントはインテグラル
アーキテクチャーと長期雇用
を基本に︑内部育成重視︑長
期的視野の能力開発とインセ
ン テ ィ ブ 付 与 が 特 徴 だ︒ 中
国はモジュラーアーキテク
チャーと短期雇用を柱に中途
採用重視︑短期的視野からの
インセンティブ付与の姿勢を
打ち出す︒
それに比べ韓国企業の取り
組みはこれまでの典型に当て
はめることができない︒複雑
な戦略に整合した柔軟な人材
マネジメントを推進している
からではないか︒３種の製品
に関する研究成果から︑プロ

既成概念超える人材戦略を

説である︒これに基づき︑日
中韓の製造業およびソフトウ
エア開発企業を対象にアン
ケート調査を実施︑３７４社
の回答を比較・分析した︒
その結果︑いずれの企業も
製品市場など環境に応じイン
テグラル型とモジュラー型を
主体的・戦略的に選択してい
ることがわかった︒また︑組
織面では︑モジュラー寄りの
企業で機能部門中心の開発が
目立ち︑インテグラル寄りの
企業では機能部門横断型プロ
ジェクトで開発が進められて
いた︒
アーキテクチャーと人材マ
ネジメントとの関係では︑日
本企業で﹁インテグラル型と
内部育成重視︑長期的視野の
能力開発・インセンティブ付
与﹂とが対応し︑中国企業で
は﹁モジュラー型と中途採用
重視︑短期的視点からのイン
センティブ付与﹂の補完性が
認められた︒韓国企業ではそ
うした対応関係は希薄だっ
た︒
日本企業はそうした補完性

モジュールの専門知識重要に
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品開発を展開する︒韓国メー
カーは競合他社に多少遅れて
も最高の画質を実現する戦略
と高い市場シェアを確保する
戦略を同時に実現するため︑
上位機種はインテグラル型︑
下位機種はモジュラー型だ︒
開発におけるマーケティング
部門の役割も重要視する︒中
国メーカーは顕在型市場に主
眼を置いたため︑モジュラー
型を選択し︑マーケティング
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戦略に応じた柔軟な組織が鍵

液晶テレビは製品開発︑人
材マネジメントの両面で日
中韓の取り組みの差が鮮明
だ︒液晶技術をリードする日
本メーカーは︑最新技術によ
るインテグラル型製品アーキ
テクチャーを軸に開発部門主
導のプロジェクトチームで製

東アジアは 世紀に入り︑
情報通信技術関連産業を中心
に世界の製品開発拠点として
急速に成長している︒これを
分析するとき製品アーキテク
チャーという視点が有効だ︒
藤本隆宏教授の言うように製
品 ア ー キ テ ク チ ャ ー は﹁ モ
ジュラー型﹂と﹁インテグラ
ル型﹂
とに分かれる︒しかし︑
より本質的に重要なのは︑製
品アーキテクチャーそれ自体
ではなく︑アーキテクチャー

戦略でアーキテクチャー選択
人材マネジメントの調整を

課題設定・日中韓企業アンケート調査
結果分析・政策提言

〜日本・韓国・中国企業の比較分析〜

戦略的選択が成否を分ける

携帯電話はモジュール化・
オープン化が進む一方で︑機
能の複雑化も進んでおり︑製
品アーキテクチャー・開発組
織と人材マネジメントの戦略
的選択がビジネスの成否を大
きく左右する︒日中韓の主要
端末メーカーを比較すると︑

開会の辞
X

良い現場を日本に残そう
X現場から見上げる﹁ものづくり﹂戦略論

氏

ラザ合意直前も現在もほぼ変
わらない︒その間︑為替は１
㌦＝２４０円から 円になっ
たのだから︑現場にしぶとい
対応能力があった証しだ︒そ
れは実際に現場の実態を見て
も分かる︒

不透明なら︑国内現場も海外
現場も強化する両面戦略が定
石︒生産性が高く︑能力構築
を続ける強い国内現場は残さ
ねば︑いずれ海外生産拠点も
国内設計拠点も危うくなる︒
東アジア各国は歴史の違い
から組織能力の分布が異な
る︒企業は適材適所の国際拠
点配置とすべきだ︒日本の得
意製品の多くは複雑なインテ
グラル︵すり合わせ︶型だ︒
先進国向け乗用車のように︑
安全・環境・エネルギーの制
約条件が厳しく︑顧客の機能
要件も高度化するインテグラ
ル型の製品では︑日本の現場
の競争力は当面続く︒
グローバル化の時代︑日本
企業は︑進化する良い現場を
確実に国内に残し︑設計の比
較優位を見極めた上で︑長期
全体最適の競争戦略を採るべ
きだろう︒

ジメントとの補完関係と︑そ
れが製品開発成果に与える影
響を国際比較する︒製品開発
では創造性と効率性をどうバ
ランスさせるかで得意分野︑
および成長戦略が変わる︒日
中韓企業へのアンケート結果
も踏まえながら多方面から議
論していく︒

強み残しノウハウ伝える
東アジアで学び合い
最適な国際分業を実現

一橋大学の研究者が主要分野への政策発信を目的に昨年から開催している「２０１０年度一橋大学政策フォーラム」
。今回は同大
国際共同研究センターでの研究成果を基に「東アジアにおける製品開発と人材マネジメント」をテーマに開催した。日中韓で「製品
アーキテクチャーへの取り組み」「開発組織体制」などでどんな違いが見られるか。国際比較から政策提言の方向性を議論した。
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での国際分業は大前提だ︒設
計済みの部品や設備の組み合

長期全体最適の競争戦略を
国内と海外︑両方とも強化
逆に心配なのは︑一部大企
業の本社・経営者の弱気だ︒
短期のコスト計算で海外移転
を急ぎ︑長期戦略からは残す
べき国内現場を閉鎖しかねな
い組織的鬱状態が一部に見ら
れる︒為替レートが長期的に

※次回の一橋大学政策フォーラム開催は、2 月 24 日（木）を予定しております。

TEL 042-580-8053

お問い合わせ先：一橋大学政策フォーラム

X 研究成果発表 X
わせでできるモジュラー型ア
ーキテクチャーの製品を中心
に︑中国︑韓国などの産業・
企業が台頭︑日本は一見︑輸
出力を失ったかに見える︒と
ころが国内総生産︵ＧＤＰ︶
に占める輸出額の割合は︑プ
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主催：一橋大学

東アジアにおける
製品開発と
人材マネジメント
21

2010年度一橋大学政策フォーラム
戦後日本の経済発展を担っ
てきた主役は強い現場だ︒多
能工のチームワーク︵統合型
の組織能力︶を強みとする統
合型の生産・開発現場が競争
力を支え︑プラザ合意直前に
は︑天然資源を輸入し工業製
品を輸出する垂直貿易をほぼ
達成した︒しかし今は工業製
品を輸出も輸入もする産業内
貿易の時代︒特に︑世界の製
造センターとなった東アジア

80

平成23年2月23日（水曜日）掲載
【全面広告】
日本経済新聞（夕刊）
企画制作
G：山口様 森山編集デザイン事務所
営業担当者：部様
6校
15 段 1 割
一橋大学政策
2/23
E

