6 月 29 日

2018 年度商学部専門科目「経営史」
第 10 回「アメリカ発の分散型生産システムの登場と発展」
本日の目標
前回は，日本の自動車産業以外の，エレクトロニクス産業，製品開発，企業間関係において，いかに生産
コストを引き上げることなく市場の多様化に対して柔軟に対応していたのかを検討した。まさにそれは人
間労働をフル活用するものであった。しかし，バブル経済崩壊以降，日本のこうしたシステムは他の新た
なシステムの発展もあって，後退していく。今回は，その過程を検討する。
講義内容
0 レポートについて/1 前回の復習/2 今回のキーワード/3 分散型生産システムの登場と発展/4 参考文献
/5 次回のキーワード
０

レポートについて

以下の本から 1 冊を選択して読んでレポートを作成


伊藤 章治（2008）『ジャガイモの世界史―歴史を動かした「貧者のパン』中公新書



太田省一（2016）『SMAP と平成ニッポン 不安の時代のエンターテインメント』光文社新書



川北稔（2014）『イギリス 繁栄のあとさき』講談社学術文庫

2018 年 7 月 6 日金曜日 17 時までに，学生サポートセンター商学部係の回収箱に提出
分量：レポート要約 400 字+レポート本文 4000 字
※本の内容をまとめていただいても構いません。ただ，それならば誰にでも書けるものになると思います。
できれば選択した本の読書で認識した，自らの問題意識に従って課題を設定し，自分にしか書けないレ
ポートを作成していただくと高得点が得られる可能性があります。
ポイント
主張が明確か，論理がスムーズか，実証性があるか，おもしろいか
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前回の復習
エレクトロニクス産業
機械化，自動化，自動実装化，FA 化へ
「1 個流し」を生かしたセル生産へ
コンカレントエンジニアリングの推進
サプライヤーシステムの成立
中小企業への NC 工作機械の導入
地域ぐるみの合理化
山脈構造型社会的分業構造，フルセット型産業構造
なぜここまでやるのか
…※(8)丹精こめた，日本のものづくり(DVD)
長期的視点と他方の過剰品質の指摘（資料 1，2）
資料 1
長期に渡って人的資産に投資を続けているのが老舗の特質であるように思えます…欧米企業という
とトップが外部からスカウトされるというイメージが強いのですが、むしろ終身雇用を標榜してい
た日本企業と同じ社内からの生え抜きがトップへと進んでいくのです。これによって、長期的な視
野に立って、経営戦略を策定・実行していくことが可能になるのです。ここにも長期的な歴史を重

んじる老舗企業の特質が表れているのです。（神田、2000b、168-169 頁）
資料 2
日本の企業は、多能的な設計者のチームワークに頼る「統合型製品開発の組織能力」を持つ企業が
多いことは、藤本（引用者注；藤本隆宏のこと）
・安本（引用者注；安本雅則のこと）の過去の研究
で明らかにされている。したがって、設計パラメータの相互調整を綿密にやらないとまともな性能
の出ない「擦り合わせ型製品」を作る場合は威力を発揮するが、お客が「設計済みの汎用部品の寄
せ集めでもかまわない」と考えている製品の場合には、統合型の組織で凝った擦り合わせ設計の製
品を作ってしまう虞がある。その結果、日本製品は過剰品質・高コストで競争力を失うことが少な
くない。日本の統合型ものづくりが陥りやすい罠である。（藤本他、2007、81-2 頁）
◎柔軟統合型生産システムの意義と限界
労働者の「主体性」の一定の「回復」と多品種大量生産の実現
工程機能の一部としての，人間労働の包摂…「息の詰まる」関係性
円高不況から 80 年代後半の高付加価値化（資料 3）
資料 3
メーカー各社は円高対応の大きな柱として生産の海外移転に取り組んでいるが，もうひとつの大
きな柱として国内マーケットの販売増強を挙げ，これに向け続々と新製品を市場に投入する市場
刺激策を講じている。VTR についてみるとデジタル回路を内蔵し，より多機能化されたものが登
場…カラーテレビも 30 インチを超える大画面テレビが売り出され，しかも今年に入ってから劇
場並みの音の迫力が楽しめるサラウンド機能や重低音重視のスピーカ―を装備したものが次々に
発売され，ヤング層を中心に強い指示を受けている。（西村，1987，18-19 頁）
⇒高コスト構造化（資料 4）
資料 4
85 年円高は若年労働力不足下での人件費の高騰と輸出競争力の低下とをもたらしたが，幸いに
も，ME 技術導入による生産のフレキシブル化と国内需要拡大，海外現地生産による市場創造お
よび相対的に安価な経営資源の利用によって，日本的生産システムの優位性を維持できた。しか
しながら，バブル経済の崩壊と超円高は，含み資産の急速な収縮と経営資源の高騰とによって，
日本的生産システムの高コスト構造への転化を決定づけることになった。それは，日本的生産シ
ステムの労働生産性の優位性やフレキシビリティ・コストを吸収する能力をはるかに超えるもの
であったし，安価な海外製品の「価格破壊」に対応できるものではなかった。すなわち，日本的
雇用システム，日本的下請システムが高コスト構造を規定する要因に転化し，日本的社会システ
ムはグローバル化した経営システムの桎梏になった。また生産のフレキシブル化をめざして投下
された巨額の ME 技術投資の回収のめどが立たなくなり，それが生産システムそのものを圧迫し
始めた。いわば，前述の内部化された日本的生産システム存立の条件がむしろ阻害要因に転化す
ることになったのである。こうして，日本的生産システムは，競争力構造の再検討を柱とした構
造的なシステム修正を余儀なくされるに至っている。（坂本，2000，188 頁）
(1)モジュールの組合せによる多様化を図る分散型システムの登場
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今回のキーワード
モジュール/アーキテクチャ論/ダウンサイジング/引き算方式/分散統合型生産システム

3

分散型生産システムの登場と発展
3.1 欧米企業による日本企業の成功要因の認識

労働者の一定の「主体性」，サプライヤーシステム

(2)「市場の移り気」
（market volatility）への対応
他方でのモジュールという考えの存在
3.2 モジュールという発想

3.2.1

IBM360 の開発，生産から生まれたプラットフォームとモジュールの関係

(3)互換性を有するソフトのバージョンアップでの対応
デザインルールのもとでのインターフェースの整備，モジュールごとの開発
低コストと多様化の実現，モジュール・クラスターの形成
→マス・カスタマイゼーション（テキスト 125-126 頁）
3.2.2

電子部品産業の展開

SOC 化
製品開発の統合作業を 1 つの半導体設計活動に集約
＝デジタル化
3.2.3

サポートする理論の登場：藤本隆宏「アーキテクチャ論」

製品とは，製品情報をメディアに転写したもの（資料 5）
製品の使用＝製品情報の「消費」
→(4)製品の機能をどのような構造で実現するのか
資料 5

資料 6

出所）中瀬（2016），128 頁。
出所）中瀬（2016），128 頁。
…製品機能と製品構造の対応関係=アーキテクチャ（資料 6）
一つの機能の実現に
多くの構造を利用…「1 対多」＝インテグラル（擦りあわせ）型：日本のシステムに適合的
一つの構造を利用…「1 対 1」＝モジュラー（組み合わせ）型
（資料 5；テキスト 128 頁図 5-1，5-2）
※分散物の統合

3.3 具体的なあり方

3.3.1

アメリカ経済の復活につながった ICT 産業の発展

ICT 投資の増大（資料 7）
1990 年代アメリカの繁栄へ（資料 8）
※情報化の進展→分業のグローバル化
資料 7

資料 8

出所）関下（2000），18 頁。

出所）日経ビジネス（1998），22 頁。

分散型システムの発展
(5)シリコンバレー（ベンチャービジネス）の発展
米国本国に研究開発機能を，アジア子会社に生産機能へ
アメリカ国内の産業空洞化とアジア生産ネットワークの構築（テキスト 130 頁，資料 9）
台湾企業等に組立工程が集中、OEM，ODM 企業となって競争力の増強
資料 9
かつては単にコストが安いから魅力的だった。シンガポールやマレーシアのような場所でさえ，
1980 年代には技術インフラを向上させるようになり，だんだん技能労働や高度な業者や顧客
を提供するようになった。コナー・ペリフェラルズ社が量産工場をシンガポールに移転すると，
同社は業者たちにも同地域に設備を移して，シリコンバレーで見られる相互育成を再現しよう
とした。HP もまた現地の能力が高まったのに応え，シンガポールの組み立て工場を最先端チッ
プ製造設備を持つ研究開発センターへと変えた。そして受託製造業のソレクトロン社はマレー
シアのペサンに工場を建てたが，これは同地域に栄えつつある技術インフラを活用するのと，
現地顧客へのサービス向上が狙いだった。アップル社の「マルチローカル」戦略も，現地化し
た業者や顧客のクラスターが，互恵的なイノベーションを推進することでともに発展するとい
う類似のビジョンに基づいたものだった。アップル社はヨーロッパとアジアの主要生産拠点に
デザインセンターを設け，それぞれの市場ごとにちがった製品を作れるようにしつつ，地元の
技術インフラ発展を推進した。製造だけでなく，製品開発とマーケティングを分散化すること
で，アップル社や HP のような企業は現地ニーズにもっと迅速に対応できる体制を作った。
（Saxenian，1994，274 頁）
コンピュータソフトの発展（Google，Amazon，Facebook など）
資金の裏付け
家計への株式浸透（ミューチュアルファンド等）（資料 10）…アメリカ家庭の株価依存

資料 10

出所）坂井（2000），208 頁。
3.3.2

ビジネスのあり方の変質

事業の内部化，大規模化
⇒生産から販売の一連の(6)バリューチェーンの中で，コア・コンピタンスを生かしビジネスモデル
を提示する分散型（テキスト 129 頁），それの統合
組立工程の価値の「低下」
「スマイルカーブ」論の席巻（資料 11；テキスト 130-131 頁図 5-3）
資料 11

出所）中瀬（2016），131 頁。
伴う「痛み」
生産活動の海外移転による雇用機会の喪失
米系企業にみられた本体部門の(7)ダウンサイジングとアウトソーシングの進展
→リストラの進展
＝経営側の「ロー・ロード戦略」(テキスト 132 頁），労働側の後退
失業→コミュニティーの崩壊（資料 12）
資料 12
失業が結婚生活に及ぼす影響はいろいろだ。いくつかの研究によると、働き手が一人（普通
は男性だが）で、その働き手が失業し、すぐには同等の仕事を見付けられない家庭では、離
婚率が全米平均より 50％高い。しばしば妻が辛抱できなくなる。一方、共働きの多くの家
庭では、雇用不安という共通の敵に対してエネルギーを奮い起こして立ち向かうために、そ
れまで以上に家族が寄り添う傾向にある。コミュニティーの結束に対する影響は、もっと直
接的なもののように思える。あちらこちらの都市でダウンサイジングされた人々が、コミュ
ニティーを結束させていた市民活動から手を引いている。PTA、ロータリークラブ、キワニ
スクラブ、タウンミーティング、そして教会の晩餐会への人々の参加が揺らいできた、と社
会学者は報告している。以前よりボウリング人口は増えているにもかかわらず、ボウリング・

リーグは解散続きだ。会社やコミュニティー・リーグに参加してではなく、一人あるいは友
達と一緒にボウリング場にやって来るようになったからだ。（The New York Times
Company 、1996、邦訳 33-34 頁）
その後の史上空前の好景気へ
製造業からサービス業へ，常用雇用から臨時雇用へのシフト
一定限度内の賃金上昇→低インフレ率（前出資料 8）
※ニューエコノミー論；景気循環の消滅？（資料 13）
資料 13
アメリカ経済の好調ぶりは偶然ではなく，その好調が当面続くとするニューエコノミー論もま
たまやかしではない。この成功は，
「一匹狼的な人材を育て，若者を育み，新来者を歓迎し，下
からわき上がってくるエネルギーや才能に対して驚くほど開放的」なアメリカ文化が，
「グロー
バル経済」の必要性に見事に適合したことによって実現した。過去における危機を教訓につく
り出された透明な会計システムを背景とする果敢な投資行動と金融商品の多様化，海外の労働
者の賃金が自らの雇用に影響を与えることを理解している順応力に富む「労働者」
，進取の精神
を理解する投資家と緩やかな規制によって育まれた先鋭的「小規模企業」。これが，情報革命を
機に産業経済から「サービス・情報経済」へと移行したアメリカにおける，低いインフレと高
い成長の両立を可能しているのだ。（ザッカーマン，1998，124 頁）
アメリカ経済の陰り
2001 年 9 月 11 日同時多発テロ
2001-02 年エンロン，ワールド・コム不正経理事件
株主主権と社外取締役のコーポレート・ガバナンス
3.3.3

韓国の分散統合型生産システムへ

韓国を襲った債務危機
政府，銀行，財閥の癒着，IMF による徹底的な構造改革の実現（2002 年 DVD）
上記のもとでのサムスン電子の発展（テキスト 134 頁）
モデルを日本メーカーから欧米メーカーへ
終身雇用制から徹底した能力主義へ
(8)3PI（パーソナル、プロダクト、プロセスのイノベーション）の推進，「強い」サムスン電子
へ
【授業ではこのあたりで終わってしまいました。申し訳ありません。続きは次回の授業でお話します】
①韓国行政府からの手厚い支援
②強力な経営管理組織の存在
事業部制度の活用
③引き算方式の採用（資料 14；テキスト 135 頁図 5-5）
世の中の要求に合わせた機能の絞込み
（9)「品質は消費者が決める」…過剰な品質の削除
情報収集のための地域専門家の育成（テキスト 136-137 頁）と派遣，商品開発
ライバル企業の動向調査
市場ごとのニーズに対応した商品開発と供給（テキスト 137 頁図 5-6，資料 15）

資料 14

出所）中瀬（2018）、135 頁。
資料 15

出所）日経デザイン（2011），17 頁。
④リバース＆フォワードエンジニアリング（資料 16；テキスト 137-138 頁、テキスト 138 頁図
5-7）
製品設計までを分析
「ジャパン・プロジェクト」（1998 年より）：海外現地法人の日本人設計者の招へい

資料 16

資料 17

出所)中瀬(2016)，138 頁
出所)中瀬(2016)，139 頁。
⑤デジタル技術の活用
3 次元 CAD の利用，「刺身方式」の採用（テキスト 139-140 頁）
「図学」の知識がなくても設計情報の共有化
PDM（Product Data Management）の構築（資料 17；テキスト 139 頁図 5-8）
デジタル技術を活用したコンカレント・エンジニアリング…プロセス・イノベーション
※サムソン電子の生産システムの評価
戦略的な事業選択に基づく経営行動＝(10)分散統合型生産システム（テキスト 141 頁）
⇒サムスンをも追いつめる生産システムの登場，発展
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次回のキーワード
改革開放路線/郷鎮企業/大衆資本主義モデル/農民工

21 世紀もまたアメリカの

