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はじめに  

本論文の目的は、ソフトウェア・ビジネスを行うインド系多国籍企業において、企

業内頭脳循環が行われており、その企業内頭脳循環が円滑に行えるように組織および

従業員をモジュール化している現象を明らかにし、サービス貿易にあたる企業内頭脳

循環を新興国多国籍企業論の中で直接投資と同等に扱うことを提案することにある。  

世界経済においては、貿易のみの時代から直接投資が貿易の一部代替として加わる

ようになり、多国籍企業が生まれた。初期の直接投資理論では、より大きな利益を求

めて資本が豊富な国から資本が乏しい国へ資本が移動することである、という

Macdougall[1960]による理論が有名である。また、アメリカの巨大製造業を念頭にお

いて直接投資が独占・寡占的多国籍企業の国際展開と結び付いているという	 Hymer

や Kindleberger の主張や Dunning を始めとするイギリスのレディング学派による内部

化理論の展開など、伝統的な多国籍企業論では、先進国における製造業に属する企業

の多国籍化の理由が直接投資を中心にして探られてきた。大石芳裕、安田賢憲 [2008]

では「寡占的優位理論（Hymer,1979，Kindleberger, 1970, 1971）や IPLC 理論（Vernon, 

1973）、資源移動理論（Fayerweather, 1975，小宮隆太郎 , 1975）、内部化理論（Dunning, 
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1970, 1981，Buckley/Casson, 1993，Rugman, 1983）などの従来の多国籍企業理論は、

あくまで先進国企業の他の先進国あるいは途上国への多国籍企業化を説明する理論で

あった」としている。同著では、インドのソフトウェア企業の多国籍化を説明するた

めに CDE（Capability/ Domestic environment/External environment）理論を提唱して

いる。新興国及び発展途上国企業の多国籍化にかんする研究はまだまだ緒についたば

かりである。  

インド系ソフトウェア企業の多国籍化は伝統的な多国籍企業論による直接投資とと

もに逆向きの人的資源要因がその理由としてあげられる。伝統的な多国籍企業論では

安価な労働力を求めて先進国から発展途上国へ進出するが、インド系ソフトウェア多

国籍企業はインドの高度人材であるソフトウェア専門技術者（以下、専門技術者と略

す）をアメリカに移動させている。この国際労働力移動は先進国多国籍企業とは逆向

きの人材資源というだけではなく、循環している特徴を持っている。インドの専門技

術者はアメリカに行き、 先端の技術とアメリカン・ビジネスのエッセンスを身につ

け、3-6 年でインドに戻る。この専門技術者の循環が技術力と顧客であるアメリカ企業

のビジネス・ノウハウをインドにもたらし、インド系ソフトウェア多国籍企業の競争

力を高めている。  

1990 年代からソフトウェア製品・サービスはモジュール化を強めて現在に至ってい

る。モジュール化議論の前提のひとつとなるインテグラル（擦り合わせ）型・モジュ

ラー（組み合わせ）型の区別は論者によってその範囲が異なっている。現在では、こ

の二分法に技術の公開範囲によって区分するクローズ型・オープン型を組み合わせて、

（クローズ・）インテグラル型、クローズ・モジュラー型、オープン・モジュラー型

という三分法が一般化しつつあるが、この三分法を使っても論者によってその範囲に

違いが出ている。例えば、1960 年代に発売された IBM 社の汎用コンピュータであるシ

ステム 360 を IBM 社だけのプロプラエタリな技術で作っているのでインテグラル型に

分類するのか、そのアーキテクチャー（設計思想）がモジュール（部品）の組み合わ

せをベースにしているのでクローズ・モジュラー型に分類するのかは、論者によって

異なる。本論文では第 1 章で多国籍企業論の流れとモジュール化の流れをみていく。  

企業における主力製品・サービスがモジュラー型である場合、それを扱う社内の部

署や企業全体などの組織もモジュール分解することが日常業務の実施上、適しており、

組織のモジュール化が行われる。（亀井正義 [2001]、安室憲一 [2012]）次いで、企業内

の人事管理において従業員第一主義やタレント・マネジメント・ツール等を用いた専

門技術者のモジュール化も行われている。本論文においては第 2 章にて組織と人材の

モジュール化について考察する。  

インド系ソフトウェア多国籍企業はアメリカやヨーロッパに主要な顧客を持ち、イ

ンド本国に主要な技術拠点を置いている。本論文ではアメリカとインドの間で行われ

ている企業内頭脳循環が（企業の人材管理という側面で）モジュール化された専門技

術者によっておこなわれていることを第 3 章でみていき、 後に新興国多国籍企業論

に企業内頭脳循環を組み込むことを提案する。  

以上により、本論文の目的であるソフトウェア・ビジネスを行うインド系多国籍企

業において、企業内頭脳循環が行われており、その企業内頭脳循環が円滑に行えるよ
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うに組織および従業員をモジュール化している現象と直接投資の一部代替として機能

していることを明らかにしたい。  

 

 

第 1 章	 発展途上国企業における多国籍化とモジュール化  

(1) 多国籍企業の流れ  

本論文が扱うインド系ソフトウェア企業は、インドを本国とし、アメリカやヨーロ

ッパに拠点を置く多国籍企業である。現在では多国籍企業という言葉は日常的に使わ

れており、世界企業や国際企業と区別されることは少ない。しかし、多国籍企業の定

義は多岐にわたっている。はじめに多国籍企業の研究を振り返って、インドという新

興国から出発した多国籍企業が先進国における伝統的な多国籍企業と同じなのか、違

うのか、についてみていく必要がある。  

夏目啓二 [2014:3-77 頁 ]は、ICT 多国籍企業について、先進国多国籍企業とアジア（新

興国）多国籍企業の比較を行い、 ICT 人材の形成について論じていおり、本書の中で

これまでの多国籍企業研究の流れと問題点、今後の新興国における多国籍企業研究の

推進の必要性が述べられている。  

多国籍企業にかんする研究は、直接投資の理由を探る研究からスタートしている。

直接投資は、外国における永続的な利権を確保するために行われる投資で、外国にお

ける一時的な利益を目的とした間接投資と呼ばれる証券投資と区別する呼び方である。

ある企業が国境を越えて進出し、永続的な支配権を行使できる企業を設立するには直

接投資が必要となる。初期の直接投資理論では、より大きな利益を求めて資本が豊富

な国から資本が乏しい国へ資本が移動することである、という Macdougall[1960]によ

る理論が有名であり、Hymer[1976]は冒頭の第 1 章で直接投資と証券投資について述べ

ている。Hymer[1976]の対象とした多国籍企業は、先進国においてすでに技術力、製品

差別化能力などをもった大企業である。  

Kindleberger[1969]は 、 直 接 投 資 の 理 論 を ア メ リ カ 中 心 に し て 論 じ て い る 。

Kindleberger[1970]は、1969 年に MIT スローン経営学部で行われた国際企業にかんす

るセミナーから生まれた書で、Hymer、Dunning、Vernon らが寄稿している。本書の

中では、①Hymer は Rowthorn とともにアメリカ企業に遅れを取っているヨーロッパ

企業は成長率ではアメリカ企業を凌駕し、今後、収益の再投資や合併によって規模が

大きくなり、海外に膨張していくとしている、②レディング学派の Dunning は、ヨー

ロッパに対するアメリカの直接投資はもっとも急速に成長している産業及び国に向け

られており、ヨーロッパ企業による技術開発でアメリカ企業との技術的格差を埋めよ

うとすることに反対して、アメリカからヨーロッパに対する直接投資が経済成長を促

している、と直接投資の必要性を主張している、③Vernon は直接投資の理論と投資国

および受け入れ国政策の国際化について論じている。Vernon の論文には、自身のプロ

ダクトサイクル論がベースとして使われており、アメリカ企業の海外進出の行動原理

を説明している。  

Vernon[1966:pp.190-207]のプロダクトサイクル論は、アメリカの製造業が関税・非

関税障壁などの理由によりヨーロッパの製品輸出先国に進出してその国内で製造・販



 4 

売をする過程を論じたものだが、当初は先端技術の採用によって売れていた製品が、

時の経過によってその技術の先端性を失い、一般的な技術になっていく過程で、模倣

者による生産が増えてくることを明らかにした。このように多国籍企業論は直接投資

からスタートしており、現在に至まで直接投資を分析の根底に置いている。  

Dunning の属するイギリスのレディング学派は直接投資のみではない要素をとりい

れた内部化理論を展開した。内部化理論とは、何らかの事情により市場取引で資源の

効率的な分配が行われないとき（市場の失敗）に市場の効率的統制を目的として企業

が多国籍化し、市場の開放的で恣意的な市場価格から経営を守る理論である。Hymer

や Kindleberger の直接投資を用いた多国籍企業論が不完全市場である国際市場と規模

の経済によって多国籍化が決まる、という本国主導の見方に対して、内部化理論は本

国と進出先国（以下、現地と称す）の双方向経営をみている。  

内部化理論の理論家のひとりである Rugman は、多国籍企業論の中に取引コストの

概念を導入した理論を構築している。Rugman[1981: 翻訳書 21 頁 ]では、内部化理論

は国内的関連では R. H. Coase[1937]が、国際的次元では Hymer[1976]が提唱したもの

で、Buckley and Mark Casson[1976]と Dunning[1977]によって総合された内部化は多

国籍企業の海外生産・販売の理由を決定するのに役立つ、としている。  

Rugman[1981: 翻訳書 97 頁 ]は「多国籍企業は自社内部に企業特殊的優位を包摂す

るが、これを維持するには、代替的外国市場供給方式たる輸出やライセンシングに頼

らず、対外直接投資を用いるしかないということだ」としている。取引コストの高低

によって直接投資を多国籍化の理由にしていることがみてとれる。  

小島清 [1990]は、自身の説を交えながら内部化理論を検討している。雁行型経済発

展論など卓越した洞察力と理論化で知られる小島清と内部化理論の軋轢にかんしては、

伊田昌弘 [2011]がその回顧と今日的意義を述べている。伊田 [2011]は 1970-80 年代中盤

にかけて徐々に形成された国際貿易と直接投資を同じ比較生産費説によって統合した

マクロ経済理論であるいわゆる「小島理論」が、レディング学派との論争によって内

部化理論の取引コストによる企業の競争優位という比較優位では扱えないリアリティ

を取り入れることで自らの理論の精緻化を図ったとしている。  

Heenan and Perlmutter[1979]は、多国籍企業の基本姿勢を本国志向（Ethnocentric）、

現地志向（Polycentric）、地域志向（Rejiocentric）、世界志向（Geocentric）の 4 つで

分類した EPRG モデルを論じた。  

亀井正義 [2001: 103-4 頁 ]は、直接投資を中心にして、競争戦略と組織構造の変遷か

ら多国籍企業の発展を説明している。同著には企業のモジュラー化企業にかんする記

述がある。  

大石芳裕、安田賢憲 [2008]では多国籍企業論を「寡占的優位理論（Hymer,1979，

Kindleberger, 1970, 1971）や IPLC 理論（Vernon, 1973）、資源移動理論（Fayerweather, 

1975，小宮隆太郎 , 1975）、内部化理論（Dunning, 1970, 1981，Buckley/Casson, 1993，

Rugman, 1983）」と分類している。  

この他、關智一 [2002]では、多国籍企業論と国際経営論の理論研究を振り返り、ラ

イセンシングの観点から両論の違いを述べており、川上義明 [2003]には、諸国際機関

および研究者による「現地法人を通じて経営活動を行っている企業の名称・規定を表
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で著しており、これまでの多国籍企業研究を総括している、などここではすべてを紹

介できないくらい多岐にわたった多国籍企業の研究が現在までにおこなわれており、

直接投資をベースにおいた研究がその中心を占めている。  

しかしながら、これら伝統的な多国籍企業研究は、先進国を本国とする企業、特に

製造業を念頭においたものが多い。近年は新興国もしくは発展途上国の企業も多国籍

化しており、先進国以外を本国とする多国籍企業論も検討されるべきであり、本論文

で対象にするソフトウェア業は製造業とは異なるサービス業であるため、新興国のサ

ービス業を対象にした多国籍企業論の検討が必要となった。  

大石芳裕、安田賢憲 [2008]は、発展途上国の多国籍企業を説明する理論として CDE

理論を提唱している。大石芳裕、安田賢憲 [2008:52-53 頁 ]では、図を用いて、 C

（Capability）は、①経営者の危機感「絶対劣位化回避理論」、②企業内外の経営資源

を生かす能力、③先進国企業とのネットワークなどの企業のケイパビリティを表し、D

（Domestic Environment）は、①モジュラー型アーキテクチャに適合した条件、②政

府の積極的支援、③急成長だが小さな国内市場などの母国環境要因を表し、E（External 

Environment）は、①インテグラル型アーキテクチャに適合した条件、②低成長だが巨

大な市場、③高度技術産業と高精度消費者の存在などの受入国環境要因を表している

とし、印系ソフトウェア企業の場合，先進国企業のオフショア・アウトソーシングで

インドに居ながらにして順調に仕事を獲得しているものの、そのままでは先行きが危

ないと判断した経営者が果敢に先進国進出を決定している、と論じている。  

多国籍企業学会 [2012]は、多国籍企業と新興国との関係をテーマにした著作であり、

この中の藤澤武史 [2012: 57-71 頁 ]により新興国多国籍企業の市場参入戦略モデルが論

じられている。先進国多国籍企業と新興国多国籍企業の OEM 契約から出発し、やがて

合弁事業に変化し、M&A に行き着く、としている。  

同様に Williamson[2014:pp.19-24]は、新興国企業の多国籍化の理由として、これま

で Rugman and Verbeke[2001]にあるような本国での低賃金労働者などの Country 

Specific Advantages (CSAs)モデルが支持されてきたが、本国に比較優位がないにもか

かわらず多国籍化をして成長を続けることは貿易障壁などの市場の不完全性が継続し

ていくことを前提にしているこのモデルに疑問を持った。新興国多国籍企業に適用で

きる理論を求めて、新たな分析枠組みを模索し、BRIC’s 諸国で共同調査を行った結果、

新興国多国籍企業の持つ移動可能な能力と競争的利点に着目した。多国籍企業が新し

い市場に入り、規模の経済を獲得して、市場占有率を上昇させる際に M&A の潜在的役

割として、新しい知識にアクセスして、学習の速度を上げて、 新、もしくは、より

効率的な垂直統合したサプライチェーンを構築することがあげられる、と指摘し、新

興国多国籍企業は①M&A などによって外国のテクノロジ、ノウハウと経験豊かなスタ

ッフのサービスを得ることから始めて、本国で彼らの競争的利点を強化し、②構築し

た新しく強力なプラットフォームを適切な海外市場へ展開し、③国際的に拡大するこ

とで世界的な競争的有利を確立し、より高水準で世界的な統合、より先進の通信技術、

世界中の資本から情報までのより自由な流れを新興国多国籍企業は戦略的に利用して

いる、としている。  

これまでの新興国多国籍企業の研究で明らかになったことのひとつに、新興国多国
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籍企業の国際展開の出発点が先進国多国籍企業のそれとは異なっている、ということ

がある。新興国多国籍企業はその出発点の国内市場ですでに進出してきた先進国多国

籍企業と競争もしくは協業しており、先進国多国籍企業が自社製品の国際展開のため

にやったように直接投資のみでは国際市場に打って出ることが難しく、その他の要素

が必要になっている。その他の要素のひとつは知識の流れになる。これは知識を含め

た経営資源を豊富に持っている先進国企業が多国籍化した歴史がすでにあり、発展途

上国や新興国企業が、進出してきた先進国多国籍企業の資本から情報までを OEM 提携、

合弁事業、M&A という形で利用し、徐々に力をつけ、先進国多国籍企業と肩を並べて

海外進出できるレベルに達し、多国籍化することを示唆している。先進国多国籍企業

からの知識の流れを利用し、現地の知識を加味して国際レベルになるリバース・イノ

ベーションの流れといえるかもしれない。  

Govindarajan and Trimble[2012: 翻訳書 9-10 頁 ]は、途上国で 初に生まれたイノベ

ーションを先進国に逆流させるリバース・イノベーションについて著している。例え

ば、アメリカの病院に比べて治療費が 1/10 にもかかわらず、アメリカの病院の平均的

な純利益率を上回っており、手術の成功率等の品質も世界レベルにあるインドのナー

ラーヤナ・フリーダヤーラヤ病院の秘密はプロセス・イノベーションにあり、このプ

ロセス・イノベーションは先進国工業分野で使われてきた理論を病院業務にあてはめ

て資源の有効活用をすることにより成し遂げられた。  

本論文の対象であるインド系ソフトウェア多国籍企業の源泉は 1980-90 年代におけ

るアメリカへの専門技術者の派遣（国際労働力移動）であり、アメリカにおいてソフ

トウェアにかんする先進技術とアメリカ企業のビジネス・ノウハウを獲得したこれら

専門技術者の国際労働力循環を通して技術をインド本国に蓄積し、グローバル・デリ

バリー・モデルを構築し、インド本国とアメリカおよびヨーロッパの現地（先進国で

あるがインド系多国籍企業の出先という意味であえて現地と呼ぶ）を結んだビジネス

モデルを構築したことにある。インド系ソフトウェア多国籍企業は直接投資と知識の

流れを利用したビジネスのモジュール化によって成功している。  

 

 

(2) モジュール化の流れ  

近年、グローバルにおいてモジュール化を採用する企業が増えてきている。製造業

では、はるか昔からコスト削減などの名目で部品の共通化が行われてきた。モジュー

ル化と部品の共通化はどのような関係なのだろうか。  

櫻井公人 [2006:245-50 頁 ]には「規格化され互換性のある部品を用いることが、熟年

労働力の不足を補う工夫となり、これがアメリカンシステムの原型になった」という

記述があり、アメリカンシステムは標準化された部品が市場で入手でき、モジュール

化部品の組み合わせで製品が作られた、ということになる。アメリカンシステムは今

日のモジュラー型に近いことが伺える。  

Hounshell[1984: 翻訳書 3 頁 ]によれば、アメリカンシステムという呼び方は 1850

年代にイギリス人によってなされ、1920 年代までに前例がないほど多量な生産ができ

るようになり、大量生産の仕組みが出来上がった、としている。  
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藤本隆宏 [2004:25-8 頁 ]にはモジュラー型のアメリカ社会についての記述がある。同

著は「もの造りの世界でもこの二百年間、擦り合わせや相互調整をしなくてすむよう

な生産システムや製品を考案することが、アメリカ製造業のいわば基本精神だったと

いっても過言ではない」としている。  

このように大量生産を非熟練工によって効率よく行う仕組みがアメリカンシステム

であり、製品の製造工程において共通部品を多く使うことが製造効率をあげ、コスト

を下げることが製造業にとって非常に重要なことであり、そこから生まれたのがモジ

ュール化である、と捉えることができる。  

しかしながら、モジュール化という用語やモジュール化を論じるときに必要になる

インテグラル（擦り合わせ）型・モジュラー（組み合わせ）型の詳細定義は論者の数

だけ異なっているといえるほど分かれている。これは、ある視点からはインテグラル

型と見えているものが別の視点でみればモジュラー型と見えることに由来している。

多くの論者がインテグラル型の典型例として取り上げる自動車製造は、設計工程やエ

ンドユーザの視点からは確かにインテグラル型の製品である。しかし、その製造工程

では非熟練工が簡単に製造できるようにモジュール化技術が多用されている。多くの

電子部品は予め組み立てられてモジュール化されており、自動車に簡単な配線で取り

付ければ良いようになっていたり、タイヤを既に取り付けられたホィールは 4 つか、5

つのナットで止めれば良いようになっていたりする。特にトラックや軽自動車では多

くのモジュール化部品が採用されている。スズキ自動車が 2014 年 4 月発表したニュー

ス・リリースによれば、スズキの次世代軽量プラットフォームの特徴のひとつにモジ

ュール化をあげ、そのモジュール化にかんしては、サスペンションで 4 種類、空調シ

ステムで 2 種類、フロントシートフレームでは 3 種類に集約して、開発効率をあげる 1、

としている。  

コンピュータの例でみれば、1960 年代に発売された IBM 社の汎用コンピュータであ

るシステム 360 を IBM 社だけの技術で作っているのでインテグラル型に分類するのか、

モジュラー型に分類するのかは、論者が何を論じたいかによって変わる。  

藤本隆宏・武石彰・青島矢一 [2001:4-5 頁 ]ではアーキテクチャ・ベースの産業論を

論じており、アーキテクチャの分類型として、モジュラー型とインテグラル型を提唱

している。機能と部品の関係が 1 対 1 に近いものがモジュラー型、機能群と部品群の

関係が錯綜しているものがインテグラル型としている。  

同著（5-6 頁）では、この分類に複数企業間の連携関係を持ち込むときに新たなアー

キテクチャ分類としてオープン型・クローズ型を用いる、としている。オープン型は

インターフェースが企業を超えて標準化した製品であり、クローズ型はモジュール間

のインターフェース設計ルールが基本的に 1 社内で閉じている型である。インテグラ

ル型・モジュラー型にオープン型・クローズ型のアーキテクチャを組み合わせるとオ

ープン・モジュラー型、クローズ・モジュラー型、クローズ・インテグラル型に分け

られ、オープン・インテグラル型は存在しない。 IBM 社の例に出てきたシステム 360

はクローズ・モジュラー型である、としている。なお、1980 年代に出てくる IBM PC

はオープン・モジュラー型といえる。  

藤本隆宏・武石彰・青島矢一 [2001]のモジュールの定義は曖昧であると言わざるを
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得ない。定義にある機能と部品の対応を 1 対 1 とすることに問題点がある。部品とい

うのは必ずしも単一の物体ではない。いくつかの物体を組み合わせて部品を作ること

があるが、その部品が別の物体と組み合わさって別の部品になることは珍しくない。

再帰的な部品も存在する。親部品と子部品を組み合わせて新たな部品を作ることもあ

る。こうなると、どのレベルの部品と機能が 1 対 1 ならモジュールと呼べるのか、と

いう問題が起きる。例えば、コンピュータに使われる電源装置は、一般的に交流電流

を直流電流に変換するものであるが、この電源装置をモジュール化された部品として

見ることもインテグラル型製品として見ることもできる。コンピュータに直流電流を

供給する機能が電源装置という部品によって賄われているとみれば、機能と部品の 1

対 1 対応になる。この場合、電源装置は汎用部品であることが多く、複数の部品メー

カによって同じ規格で作られた電源装置が多くのコンピュータ会社に納入され、様々

なコンピュータ（主に低価格なデスクトップ PC）に組み込んで利用されている。同じ

型の PC に同一規格であるが異なった部品メーカの電源装置が組み込まれる事も、異

なった型の PC に同じ部品メーカの同一部品が組み込まれる事もある。しかし、ノー

ト PC の電源装置は、PC に含まれる部品ではなく、PC とは別の完成品であることが

多い。通常、PC との接続コネクタはノート PC のモデル毎に異なり、汎用的ではない。

小型で高級なノート PC の場合、電源装置も小さくするために PC メーカの設計者が擦

り合わせ技術を使ったインテグラル型の設計で作る。このように一見、同じ役割を果

たすものが、モジュラー型である場合とインテグラル型である場合があるなど一元化

できず、藤本隆宏・武石彰・青島矢一 [2001]の定義ではおさまらないことが起きる。

もしくは、モジュラー型・インテグラル型を論者が恣意的に定義を使っているのでは

ないか、とも考えられる。オープン・モジュラー型、クローズ・モジュラー型、クロ

ーズ・インテグラル型に分けることは問題がないのだろうか。  

青木昌彦、安藤晴彦 [2002: 5-6 頁 ]によれば、モジュールとは半自動的なサブシステ

ムであって、他の同様なサブシステムと一定のルールに基づいて互いに連携する事で

より複雑なシステムまたはプロセスを構成するもの、である。この定義はインテグラ

ル型・モジュラー型の二項分類においてはより曖昧な感じになる。従来、インテグラ

ル型に分類されていたものをモジュラー型に分類することもできてしまう。クロー

ズ・モジュラー型での部品の組み合わせメッシュを細かくするとインテグラル型にな

る、とも考えられる。インテグラル型とクローズ・モジュラー型を同義に考えること

ができるかもしれない。  

柴田友厚 [2012:42-43 頁 ]によるデザイン・ルールの指摘は重要である。モジュラー

型はアーキテクチャとデザイン・ルールに基づいて部品が作成されるが、オープン・

モジュラー型には公開されたデザイン・ルール、クローズ・モジュラー型には専用デ

ザイン・ルールがある。デザイン・ルールとはモジュールの作り方やモジュールとモ

ジュールをつなぐインターフェース仕様のことであり、このアーキテクチャとデザイ

ン・ルールが 1 社に占有されていれば、出来上がった製品はクローズ・モジュラー型

になり、公開され、誰もが使えるのであればオープン・モジュラー型になる。オープ

ン・モジュラー型とクローズ・モジュラー型の分け方はこれで問題が無くなったよう

に考えられる。しかし、インテグラル型とモジュラー型の分け方は曖昧なままである。
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インテグラル型とモジュラー型の議論はオーディオにおけるアナログとデジタルの議

論に似ている。デジタル音響製品が初期の頃、アナログと同じ音は出せないという話

しをよく耳にしたが、デジタル製品が進化し、様々な部分でメッシュが細かくなると

アナログとデジタルの差は無くなってしまった。インテグラル型とクローズ・モジュ

ラー型はまさにこのような関係にあると考えることもできるのではないか。  

柴田友厚 [2012:93-7 頁 ]は、技術の進歩によりモジュラー型のデザイン・ルールに変

更の必要性が生じたとき、インテグラル型が有効になると提唱している。インテグラ

ル型で作られたアーキテクチャとデザイン・ルールによってモジュール化が進展し成

熟するとアーキテクチャとデザイン・ルールの改変が必要となり、その作業はインテ

グラル型で行う事が必要になる、という主張である。この分け方はバーノンのライフ

サイクル論やクリステンセンの破壊的イノベーションに似ている。インテグラル型で

作られた製品はクローズ・モジュラー型として進化していく。クローズ・モジュラー

型の中からオープンに移行していく製品があるが、業界団体等が中心となり、アーキ

テクチャとデザイン・ルールが決められて 初からオープン・モジュラー型で作られ

る製品もある。インテグラル型は破壊的イノベーション、つまり、アーキテクチャや

デザイン・ルールの（新規作成を含めた）変更であり、新しいアーキテクチャやデザ

イン・ルールができるとその多くはクローズ・モジュラー型で普及していく。いくつ

かの製品はその後、もしくは、 初からオープン・モジュラー型として普及し、結局、

どちらの製品も陳腐化していく。その結果、破壊的イノベーションによって新たなイ

ンテグラル型が作られる、という循環を繰り返す。田中辰雄 [2009:212-5]ではモジュー

ル化の流れが終わって統合（インテグラル型）へ移行する、という主張がなされてい

る。期間の長短の問題はあるが、製品によっては、インテグラル型、クローズ・モジ

ュラー型、オープン・モジュラー型を循環するものがある、と考えられる。  

小川紘一 [2014]は、オープン型とクローズ型はアーキテクチャのオーナーによって

使い分けられている、という主張をしている。小川は同著（62-3、96-7 頁）で製造業

が自然法則を利用した製品開発からソフトウェアリッチな製品開発に変化し、技術開

発スピードが速くなり、技術伝播スピードを遅くすることが可能になったと論じてい

る。ソフトウェアリッチな製品開発ではアーキテクチャは自然法則ではなく、人工的

な論理体系になる。この人工的な論理体系で作られたアーキテクチャをコア領域とし

てクローズ型にすることで 1 社独占し、他社の模倣を防ぐ。コア領域を利用するため

にインターフェースを開発し、そのインターフェースをオープン型アーキテクチャで

公開する。  

外資系ソフトウェア企業で製品マーケティング・マネジャーをしていた筆者として

は小川紘一 [2014]の主張はとてもしっくりくる。モジュラー型のアーキテクチャ・オ

ーナーはクローズ型とオープン型の使い分けによって創業者利益的な独占利益を手に

することが可能である。アップルのようなクローズ・モジュラー型戦略もマイクロソ

フトやオラクルのようなオープン・モジュラー型戦略も全てをクローズ、もしくは、

全てをオープンにしている訳ではない。どちらも絶対に秘密にするクローズなコア領

域をもっており、このコア領域周辺のインターフェースなどのデザイン・ルールを一

般に公開するか、否かで、オープン・モジュラー型とクローズ・モジュラー型に分か
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れている。コア領域は利益の源泉である。コア領域の使用料はパートナー企業やエン

ドユーザから支払われる。ソフトウェア企業の場合、コア領域は OS や○○フレーム

ワーク、××プラットフォーム、△△ツールキット等の名前で販売されることが多い。  

現在の製造業やサービス業、特に情報産業を中心として、ソフトウェアリッチなア

ーキテクチャを用いて製品開発を行い、コア領域をクローズ・モジュラー型、インタ

ーフェースなどのデザイン・ルールをオープン・モジュラー型で管理し、デザイン・

ルールを公開し、普及させることで、特定のプラットフォームによるエコシステムを

形成する、というビジネス形態がみられる。  

Gawer and Cusumano[2002:翻訳書 7 頁 ]はプラットフォーム・リーダー戦略を扱っ

た著作である。自社製品に基づいて他社が製品やサービスを提供するのがプラットフ

ォーム・リーダーであり、プラットフォーム・リーダーは他社のイノベーションを利

用することができる、と論じている。  

プラットフォーム・リーダー戦略の前提となっているのが、モジュール化である。

モジュラー型アーキテクチャとデザイン・ルールによってプラットフォームがつくら

れ、そのプラットフォームが普及することで他社は自身でプラットフォームを作る必

要がなく、既に一定の顧客ベースのあるプラットフォームを利用して、その上で製品

やサービスを展開することで一定の売上を見込める。  

 

 
(3) 小括：多国籍企業におけるモジュール化  

インドなどの新興国多国籍企業は、進出してきた先進国多国籍企業の OEM 戦略、合

弁、M&A などのパートナーになり、力をつけた。インド系ソフトウェア多国籍企業で

みれば、当初は低賃金労働者の先進国への派遣事業で地盤を造り、その後、アメリカ

等の先進国の顧客に対し、インド国内からサービスを行うグローバル・デリバリー・

モデルを展開し、直接投資を行って、アメリカやヨーロッパに進出している。  

新興国に先立って多国籍化した先進国アメリカの製造業はモジュラー型の製品開発

を行っており、海外進出に際し、組織分割にもモジュール化を応用してきた。当時は

モジュラー型とは呼ばれなかったが、本国にノウハウの必要な設計部門を残し、海外

には低賃金非熟練労働者によって組み立て可能な工場を作って国際分業したのは現在

の定義でみればモジュラー型に分類できる。物理等の自然法則をもちいた製品を開発

していた時代には出先国で製品の模倣がおき、特許等の法律を駆使しても防ぐことが

難しかったが、イノベーションによってソフトウェアリッチな製品開発ができるよう

になるとコア領域を秘匿したまま、他社と協業できる環境ができ、他社の模倣を防ぐ

ことが可能になり、技術の伝播スピードをコントロールすることができるようになっ

た。情報通信産業でみれば、ソフトウェアリッチな製品開発を行っているアメリカ多

国籍企業の活躍が著しく、反対に自然法則で製品開発を行っていた日立、富士通、NEC、

東芝などの日本多国籍企業もしくはアメリカでもハードウェア製造中心の企業の成績

は芳しくなくなった。巨人 IBM ですら、まず PC 部門を中国企業に売却し、現在、サ

ーバー部門も同中国企業に売却する話しが進んでいる。  

本論文が対象にしているインド系ソフトウェア多国籍企業はモジュラー型製品・サ
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ービスを提供しており、直接投資をアメリカやヨーロッパに投下して進出し、先進国

企業を顧客に持っている。  

 

 

第 2 章	 組織と人材のモジュール化  

(1) 組織のモジュール化  

製品・サービスをモジュール化する流れの中では、その製品・サービスを生み出す

組織についても議論されてきた。藤本隆宏 [2004:176-7 頁 ]には、アメリカ企業とオー

プン・モジュラー型の適合性にかんする記述がある。世界中から集めた移民をアメリ

カ企業のルールで競争させて選抜し、能力のあるものを即戦力としてきたことで世界

一の国力を持ったアメリカを単純化すれば「ルール、競争、即戦力の社会」であり、

これはオープン・アーキテクチャーである、という指摘は、アメリカ企業自体がオー

プン・モジュラー型で作られていることを表している。企業における分業に適した組

織分割はルールに基づいた分割であり、モジュール化と同じアーキテクチャを用いて

行うことができる。企業内で分割された組織はそれぞれに目的を持ち、その目的達成

のためのルールが決められている。  

青木昌彦、安藤晴彦 [2002:36-41 頁 ]では、増大する複雑化への回避策として、 IBM

の例を用いて、明確なデザイン・ルールを作成して世界各地の設計チームに遵守させ

た旨の記述がある。それぞれの設計チームはデザイン・ルールを遵守しなくてはいけ

ないが、他のモジュールに影響を与えない範囲であれば、それぞれの設計チームは自

由に設計することができる、というモジュール化の特徴を活かした開発体制は、社内

の別々のチームでも異なる企業間でもひとつの製品を完成させることのできる体制で

ある。これは、インテグラル型製品の開発にも応用できる。自動車、とくに乗用車は

今でもインテグラル型製品の代表格であるが、その設計開発においては、モジュール

化を応用した設計チーム体制がとられている。藤本隆宏 [1997:161-84 頁 ]ではトヨタ自

動車の例を用いて自動車部品サプライヤーシステムにおいて、自動車メーカと部品メ

ーカの間で使用している承認図方式やブラックボックス方式の記述があるが、これは

デザイン・ルールを元にしたモジュール化（クローズ・モジュラー型）に他ならない。

藤本隆宏 [1997]のトヨタ自動車の例は、柴田友厚 [2012:93-7 頁 ]が論じているようにす

り合わせ（インテグラル型）でデザイン・ルールが作られ、そのデザイン・ルールの

使用時にはクローズ・モジュラー型で作業を行っている、と考えられる。このように

考えるとインテグラル型とモジュラー型は対立する概念ではなく、組織において使い

分ける概念である、と言えるかもしれない。  

藤本隆宏・武石彰・青島矢一 [2001:64-7 頁 ]では、製品アーキテクチャと組織アーキ

テクチャは同型化する傾向がある、と指摘している。同著 [67 頁 ]では、大企業がしば

し苦境に陥って新興国企業や中小企業のビジネス・チャンスとなることがさまざまな

産業にかんして報告されているが、大企業における製品アーキテクチャと組織アーキ

テクチャの静的な関係が足枷となり、技術変化時に両アーキテクチャの動態的な不適

合を起こすことがその原因である、という指摘がある。技術の変化が起きたときにそ

の技術変化を捉えた製品・サービスを開発する組織体制がすぐに取れることがビジネ
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ス・チャンスを掴む為には必要であるのだが、大企業は硬直化した縦割り（垂直統合

型）組織の弊害から組織変更を柔軟にすることができず、結果として、技術変化への

対応が遅くなる、という指摘である。  

亀井正義 [2001:100-6 頁 ]は、水平的組織とアウトソーシング戦略を論じている。

1980-90 年代にかけて競争優位を得る戦略としてアウトソーシング戦略をとり、ヒエ

ラルキー構造を排し、水平的ネットワークの利用を促進する企業をモジュラー企業と

呼んでいる。モジュラー企業は自社のコア能力に資源を集中し、その他の活動をアウ

トソーシングにより調達する企業であり、これは 90 年代の主要な傾向である、と記述

している。別の言葉で置き換えればコア・コンピタンスである。コア・コンピタンス

と共にソフトウェア製品・サービスを中心にして市場の細分化が行われた。市場の細

分化は競合企業の数を減らす効果があり、小さなセグメント毎に独占もしくは寡占企

業が現れた。  

市場の細分化は市場 1 位企業を量産する効果を持つ。市場 1 位という言葉は顧客に

響く。共通プラットフォームの上で動くモジュールを提供する企業は、デザイン・ル

ールを遵守してプラットフォームとの親和性を図り、モジュールの内部をブラックボ

ックス化して秘匿することで「模倣させない技術」の仕組みを作り、プラットフォー

ムの普及度合いによる規模の経済を使って使用者を増やしていくことができる。この

とき市場 1 位の肩書きが役に立つ。  

このように製品・サービスのモジュール化は、アーキテクチャとデザイン・ルール

を規定したプラットフォーム提供企業のみでなく、そのプラットフォームの上で自社

製品・サービスを展開する企業に対してもビジネス・チャンスをもたらしている。  

亀井正義 [2001]の指摘するモジュラー企業は、モジュール化された製品・サービス

の販売に適した組織体制と言える。安室憲一 [2012]は、さらに踏み込んだ組織のモジ

ュール化論を展開している。安室憲一 [2012:12 頁 ]では組織のモジュール化について

「組織の機能を標準化し、職務の関係性を共通の仕組み（OS）上で定義し、仕事の内

容を標準化してデジタル表記すれば「仕事の束」を括りだし、モジュール化すること

が可能になる」と論じている。ERP、SCM や CRM など現在のクラウド・サービス上

に構築されている企業向けの統合アプリケーション・システムは安室憲一 [2012]の指

摘を実現している。2000 年代前半に、これらのアプリケーション・システムを販売す

るアメリカ系ソフトウェア多国籍企業の販売戦略としてコスト削減をうたい文句にし

て顧客企業の組織改革を促したため、顧客企業がこれらのアプリケーション・システ

ムを採用する際には組織の改革が伴うことが多かった。この組織改革により安室憲一

[2012:12 頁 ]に指摘されているようにモジュール化された組織の業務を外部委託する

ことが容易になり、それを請け負う ITO および BPO 企業が生まれた。  

本論文における分析対象のインド系ソフトウェア多国籍企業は BPOを中心とした企

業が多く、伝統的な多国籍企業よりも柔軟な組織としてモジュール化された組織を作

っている。  

例えば、インド系ソフトウェア多国籍企業大手 4 社の一角を占める HCL 社は、『従

業員第一主義 -EFCS (Employees First, Customers Second) 』を経営理念として掲げて

いる。顧客の価値創造を現場で行う従業員のことを第一に考えて従業員への権限委譲
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を行い、業務サポートを行う体制を経営陣がとることが従業員第一主義であり、これ

は顧客第一主義へつながる、としている。HCL 社の組織体制は通常、一般的な企業が

描く経営陣を頂点に置くピラミッド型の経営構造を逆さました逆ピラミッド構造を採

用している。（HCL 社  Web サイト参照）  

 

 
図  1：HCL 社の従業員第一主義（出典：HCL 社  Web サイト）  

 

以上みてきた組織のモジュール化は、経営理念がアーキテクチャとなり、デザイン・

ルールが社則などで決められ、全従業員が平等にデザイン・ルールに従うクローズ・

モジュラー型ということができるのではないだろうか。  

 

 

(2) 人材のモジュール化  

前項でみたように組織のモジュール化が進展している例が報告されているが、さら

に一歩推し進めた人材のモジュール化も進展していると筆者は考えている。例えば、

先程の HCL 社の例では、従業員第一主義のツールとして全世界で行われているボトム

アップ型の意見取り込み制度を採用している。その代表的なものがバリューポータル

とマッドジャムになる。（HCL 社  Web サイト参照）  

バリューポータルは、顧客と HCL 社の従業員がアイディアを交換できるポータルサ

イトであり、 前線の従業員のアイディアを経営陣がサポートし、顧客の価値創出へ

とつなげる仕組みである。顧客の承認を受けた優れたアイディアについては、経営陣

のサポートの元、そのアイディアによって生み出される価値とコストが算出・推定さ

れ、実施・導入の判断がくだされる。HCL 社によれば、2013 年 6 月までに 2 万件以上

のアイディアが生まれ、そのうち 4,500 件以上が実行に移され、4 億 7 千万ドルの価

値が生まれたとしている。  

マッドジャム（MAD Jam = Make a Difference Jamboree）は HCL 社従業員によるア

イディアコンテストになる。マッドジャムに登録された従業員のアイディアを経営陣

が審査し、従業員投票の対象となる候補を絞り、その候補の紹介ビデオがそれぞれ作

成され HCL 社のイントラネット上で公開し、従業員はそのビデオを参考にしてもっと

もイノベーティブで革新的なアイディアに投票し、 終選考に残る候補を決める。

終選考は HCL 社経営陣とマッキンゼー社のアソシエイトパートナーによって行われ、



 14 

優秀賞を獲得したアイディアは事業化資金を得て、HCL 社の新たなサービスとして

顧客に提供される。過去 3 回のマッドジャムでは 859 件のアイディアのエントリーが

あり、51 本の 終候補アイディアがビデオを作成し、3 つのマッドアイディアが生ま

れている。HCL 社は、マッドジャムはアイディアを実現させるのは経営陣というそれ

までの組織の在り方を変革し、従業員によるアイディア創出・実現のリードを可能に

する仕組みである、としている。  

この 2 つの事例は、HCL 社におけるバリューポータルとマッドジャムというデザイ

ン・ルールを全従業員に適用したクローズ・モジュラー型の人材管理といえる。この

デザイン・ルールの特徴は従業員の職位に関係なく全従業員に適用される部分にあり、

人材のフラット化がなされている。人材のフラット化は組織内の役職等による上下関

係を無効化し、従業員個人の能力を全社で利用できるようにする、すなわち人材のモ

ジュール化がなされることを意味している。  

伊田昌弘・齊藤豊 [2013]で報告した内容ではあるが、インド系ソフトウェア多国籍

企業大手 4 社のインタビューにて、 Infosys 社、TCS（Tata Computer Services）社、

HCL 社、Wipro 社の 4 社すべてに伝統的な企業と同じような役職が存在しており、年

功序列的な終身雇用に近い制度を持っていることがわかった。Nayak[2011:p.14]では、

日本企業の終身雇用について取り上げ、Tata 財閥がトヨタ経営に近いやり方をしてい

る、と指摘しているが、筆者もインド企業の人事管理戦略を聞くにつれ、日本企業と

の類似性を感じている。しかし、これらの企業はピラミッド型階層の人事管理だけで

はなく、全従業員を対象にしたフラットな人事管理も併せて行っている。  

この 2 系統の人事管理制度から生まれたのがプロジェクト・ベースの業務で採用さ

れるマトリックス型組織による人事管理制度である。従業員は本来の上司の他にプロ

ジェクト・リーダー等別の上司を持ち、それぞれの上司に業務の報告を行う。組織図

上では、本来の上司とのつながりを実線で表し、プロジェクト・リーダー等とのつな

がりを破線（ドッテッド・ライン）で表している。従業員はそれぞれがモジュールと

して機能しており、デザイン・ルールに基づいて複数の上司や部下と報告・連絡を行

う。インド系ソフトウェア多国籍企業の従業員の場合、相談はメンターと呼ばれる第

三者に行うことが多い。  

IMR 社などのアメリカ系スタートアップ企業は賃金が安いインドの専門技術者を大

量にアメリカに輸出してアメリカ国内で作業にあたらせた。これはインドのソフトウ

ェア産業が未熟であったことに由来し、低賃金で優秀な専門技術者をメインフレーム

機からクライアント・サーバー機へのプログラムの書き換えなどの作業に従事させた。

その後、2000 年問題で顧客企業がこれらの企業を通じてインド人専門技術者にプログ

ラムの書き換えを依頼した。これらはオンサイト・ビジネスと呼ばれ、プログラマの

レンタルに過ぎないことが多かった。しかし、Arora[2006:pp.7-9]によれば、この時期

に TCS 社を始めとするインド企業はビジネス規模を拡大していったが、従業員管理は

その初期においては重要視されていなかった。  

Ramadorai[2011:p.10]によれば、TCS 社では、1990 年代より従業員管理システムの

導入を行っている。TCS 社において従業員の重要性の認識は 1990 年代中盤の成長が

軌道に乗り始めた時期になる。同著（p.103）によれば、従業員が企業にとって重要な
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資産であり、従業員が辞める事は、知識の流出になることに気づき、それまでにあっ

た従業員管理システムは経理システムの一部であり、プロジェクトの成果や人事評価

とは切り離されて給与に反映される事はなかった。  

TCS 社における専門技術者は細かく時間管理されている。同著（pp.104-106）では 1

日の勤務時間を Billableと Non-Billableに分けてタイムシートを記入しなくてはならな

い。Billable は顧客への課金可能時間のことでプロジェクト内のシステム構築作業など

顧客に関係した作業を行った時間になり、Non-Billable は、OJT や図書館での自学自

習など専門技術者の技術力をつけるための時間や書類作成などの雑務を行った時間に

なる。それまでの従業員管理システムは顧客に請求するための作業時間計算の意味し

かもたなかった、としている。  

同著（pp.106-107）では、TCS 社は 1996 年から新たなアプローチに拠る HR（人材

管理）システムの導入が行われ、2003 年以降、毎年 500-1,000 人で従業員が増加し、

2004 年に株式公開したことでさらなる規模拡大における従業員増に対応した、として

いる。  

新たな HR システムでは、プロジェクトに適切な人材を配置できるようにするため

に各専門技術者のスキルを登録し、プロジェクトでの実績記録も同時に保持し、給与

待遇面に反映させた。  

TCS 社では、従業員教育にかんしてモジュール化によるテーラーメイド教育を実現

している。同著（pp.107-111）では、専門技術者従業員に対しての専門的な技術教育の

みではなく、ビジネスの急激な増加に拠る人材不足の解消を目的としたエンジニアリ

ング学士を持たない者に対する専門技術者教育の必要性や外国語や異文化統合のよう

なグローバルで働く上で必要な要素の教育モジュールをいくつも用意し、従業員個人

が必要としている社内教育をこれらのモジュールを組み合わせて受講させている。こ

れらのテーラーメイド・モジュールは、新規雇用従業員に対する 2 ヶ月半の教育やそ

の後の継続的な教育で使われ、従業員がこれらの教育で習得した技術は HR システム

に記録され、プロジェクトへの人員配置に用いられている、と記述している。各従業

員は年に 2 回業績評価を受ける。業績が良ければ昇給昇格する。このように TCS 社で

は均一化された従業員を用意し、プロジェクトに配属し、その業績を随時評価するこ

とでビジネス上必要な労働資産を確保し、従業員はグローバルな TCS 社社内で教育を

受け、グローバルに異動することで TCS 社を辞めずに自己実現を図ることができる。

技術の漏洩防止と離職率を下げる 2 つの効果をあげている仕組みである。  

TCS 社の人材活用にかんしては石上悦郎 [2009:135-138 頁 ]も分析している。旺盛な

M&A 等により規模拡大した同社は海外子会社での雇用およびオンサイト（顧客企業で

の勤務）が重要であり、離職率が 12％程度である旨が論じられている。離職率にかん

して筆者が 2012 年にインドで行った現地調査 2でも、TCS 社を始め、Wipro 社、Infosys

社、HCL 社の大手 4 社すべてにおいて同様の 12％程度の回答を得ている。  

以上みてきた HCL や TCS のみならず、インド系企業は従業員を第一に考えている

と、Cappelli et al[2010:翻訳書 80-114 頁 ]では、経営者の関心は人材のマネジメントと

開発にあり、インド系企業は人的資源のパフォーマンスにかんする記録を詳細につけ

ているという調査結果を著している。経営者はきわめて優れた人材、高いモチベーシ
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ョンを持つ従業員、個人を会社のために行動するように奨励する組織文化を重要視し

ていることがその調査結果に現れている。  

以上のようにインド系ソフトウェア多国籍企業では企業の中で従業員のフラット化

を通じて人材のモジュール化を行っている。  

 

 
(3) 小括  

製品・サービスのモジュール化からくる組織のモジュール化という段階を経て、人

材のモジュール化が開始された。（図 2 参照）人材のモジュール化といっても画一化さ

れた人材ではなく、アーキテクチャとデザイン・ルールに則った人材であり、モジュ

ール内部である自分自身は自由にすることができる。他の人材モジュールとの差別化

も可能である。従業員モジュールはデザイン・ルールに従って自分の能力、業務スケ

ジュールなどを企業内でオープンにしているので、その情報を把握している企業側が

各従業員の能力やスケジュールをみながらプロジェクトにアサインすることができる。

組織と専門技術者である従業員の関係は、第 1 章でみた専用デザイン・ルールを持つ

クローズ・モジュラー型構造であると言えるのではないか、と考える。  

 

 

図  2：人材のモジュール化（出典：筆者作成）  

 

インド系ソフトウェア多国籍企業の従業員の多くは専門技術者であり、経営理念と

いうアーキテクチャの上にマトリックス型の人事管理制度というデザイン・ルールを

構築し、従業員のモジュール化を図っている。従業員はデザイン・ルールに従って業

務を行えばよく、自分が身につけたいスキルなどは企業が用意した教育を受講するこ

とで可能になる。従業員である専門技術者自身が成長するモジュールとなるのである。 

 

 

第 3 章	 インド系ソフトウェア多国籍企業内部での頭脳循環  
(1) モジュール化された従業員の頭脳循環  

	 インド系ソフトウェア多国籍企業が従業員をアメリカへ移動させていることは、齊

藤豊 [2013]で論じた。その一部を改変して以下に掲げる。表 1 は、2007-09 年度 H-1B

（専門職）ビザの初回取得者の雇い主企業のトップ 10 であるが、FY2009 の 1 位の
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Wipro をはじめ、インド系企業が多く、その他の非インド系企業もインドにオフィス

を展開している企業が多くを占めている。 FY2009 のトップテン企業の合計人数は

7,404 名になる。この資料はインド以外の出身者も含まれた表になるので一概には言え

ないが、トップ 10 企業すべてがインドに関係する企業であり、USCIS[2010a]によれ

ば、同年度のインド初回取得者総数は 33,961 名であるので、トップ 10 企業がインド

出身の FY2009H −1B ビザ初回取得者の 20%程度を雇用していると推測できる。

USCIS[2010b:p.1]によれば、 FY2009H-1B ビザ取得企業数は 27,288 社において

FY2009H-1B ビザ初回取得者 85,133 名を雇用している。このうち、企業数全体の 0.2%

にすぎないトップ 50 社（大学等非営利団体も含む）で約 15,000 名（全初回取得者の

約 23%）、同 0.4%のトップ 100 社で約 20,000 名（同約 30%）と、1%に満たない少数

の大手多国籍企業が初回取得者を数多く取り込んでいる実態がわかる。  

 

 

 

表  1： 2007-09 年度 H-1B 初回取得者の雇い主企業トップ 10 

 

（単位：人	 出典：USCIS[2010b]等 3 を参照して筆者作表）  

 

以上のようにインド系ソフトウェア多国籍企業を中心にして H1−B ビザを利用した

専門技術者のアメリカ移動がみられる。これらの人材のうち、アメリカに残り、永住

権を取得する者もいるが、多くは 3-6 年で会社命令によりインドへ帰国している。こ

のインド・アメリカ間の専門技術者の国際循環を筆者は企業内頭脳循環と呼んでいる。 

これらの専門技術者の多くは、アメリカ国内のインド系ソフトウェア多国籍企業の

オフィスか、顧客企業のオフィスに駐在し、顧客企業向けのシステム開発などの業務

を行っている。例えば、グローバル・デリバリー・モデルを適用した業務では、アメ

リカの顧客企業の要望を聞き、インドの専門技術者に伝えて、インドの専門技術者が

システム開発を行い、成果物をアメリカに送り、アメリカに駐在している専門技術者

が顧客企業にインストールし、説明を行う、という国際連携業務を行っている。  

このような国際連携業務はモジュール化された業務をデザイン・ルールによって連

結し、ひとつの完成した業務にする作業である。作業をスムーズにするためには組織

もモジュール化し、クローズ・モジュラー型で連携する方法が採られている。  

2012 年にインドで実施したインタビューによって Infosys 社等のインド系ソフトウ

ェア多国籍企業ではアメリカで専門技術者を雇うことは多くなく、企業内頭脳循環に
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よる専門技術者のローテーションにより業務をこなしていることがわかっている。  

人材のモジュール化を行って企業内頭脳循環がインド系ソフトウェア多国籍企業で

利用される理由は、①専門技術者の賃金（トータルコスト）が現地（アメリカ）より

本国（インド）の方が安い、②専門技術者の量が現地より本国の方が多い、③専門技

術者の質が現地より本国のほうが高い、④現地人より本国人の方が使い易い（言語・

文化・その他）、⑤顧客ニーズを的確に吸い上げる、⑥現地の技術を習得して本国へ持

ち帰る、などが考えられる。  

第 2 章（2）で TCS の社内教育の例を示したが、インド系ソフトウェア多国籍企業

では社内教育により、自社業務に特化した専門技術者を育成しており、社内資格をと

らせ、タレント・マネジメントが行える HR ツールを使って、従業員管理をしている。

この従業員管理は従業員にはその仕組みが公開されており、デザイン・ルールの役割

を果たしている。従業員はデザイン・ルールに則って社内資格をとり、プロジェクト

へのアサインを待つ。人事管理担当者はデザイン・ルールによって集めた従業員情報

を用いてプロジェクトへ従業員を配置する。このとき、病気等の理由により、アサイ

ンした要員の代替が必要になっても、同じような従業員を簡単にみつけることができ

る。このような人事管理によって人材のモジュール化がなされていると言えるのでは

ないか、と筆者は考えている。  

 

 
(2) 従業員のモジュール化と直接投資の関係  

インド系ソフトウェア多国籍企業が、モジュール化された製品・サービスを提供す

るために組織と人材のモジュール化による代替可能な組織・人材を使った企業内頭脳

循環により、インド・アメリカなどの国際間での従業員ローテーションを行っている

状況は従来の伝統的な多国籍企業にはみられなかった特徴である。伝統的な製造業系

の多国籍企業では現地にある豊富な低賃金非熟練労働者を海外進出の目的のひとつと

することが多かった。本国から現地へもたらされる直接投資の一定部分が現地従業員

の雇用に使われていたが、インド系ソフトウェア多国籍企業では現地で従業員をあま

り雇わず、本国から送り込まれる従業員が多くの業務を実施しているのであるから、

直接投資の使い方が伝統的な多国籍企業とは異なっていると考えられる。  

ホワイトハウスの Web サイトに掲載されたファクト・シート 4によれば 2009 年のイ

ンドからアメリカへの直接投資は 44 億ドルであり、IT や医薬品など知識経済に関連す

る産業に対して行われた、としている。USTR の Web サイト 5によれば、2012 年のイ

ンドからアメリカへの直接投資は 284 億ドルであり、2011 年から 6.7%伸びている。

インドからアメリカへの直接投資は近年大きく伸びており、アメリカ政府は今後もこ

の傾向が続くとしている。  

Athreye[2013:pp.135-6]によれば、インド系ソフトウェア多国籍企業の直接投資は

165 社で 80 億ドル以上あり、645 カ所の海外支社・子会社を持っている。地域別の割

合は、対アメリカと対カナダに 37％、対ヨーロッパに 25％、対アジアに 22％、対中

東に 5％、対オセアニアに 3.5%、対アフリカに 2.6%、対ラテン・アメリカに 2.3％な

どとなっている。国別の海外支社・子会社の数では、アメリカに 221 カ所、イギリス
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に 83 カ所、シンガポールに 60 カ所などとなっている。企業別では TCS が 47 カ所、

HCL が 41 カ所などとなっている。  

さらに Athreye[2013:pp.138-9]では、①インド系ソフトウェア多国籍企業のグローバ

ル・バリュー・チェーンは複数社によるサプライチェーンではなく、企業別に構築さ

れている、②海外支社・子会社の規模は大きくなく、海外顧客から受注したソフトウ

ェア開発等の作業は本国で行われる、③企業文化等の違いによる弊害から国際的な買

収には保守的である、としている。  

インド系ソフトウェア多国籍企業のグローバル拠点は販売拠点的な性格が強く、現

地顧客に販売したサービスの開発は本国で行うので、現地には本国から専門技術者を

移動して顧客対応業務を行わせている。  

Ramamurti[2013:pp.239-41]では、①インド系ソフトウェア多国籍企業の競争優位は

他の新興国多国籍企業にくらべて、CSA（国家特殊優位）や GSA（政府特殊優位）よ

りも FSA（企業特殊優位）を多く保持している、②インドはロシアやブラジルと違っ

て本国に自然資源を持っていないが、巨大な国内市場、大きな労働市場を持っている、

③国内インフラは貧弱であり、教育システムも悪く、ビジネスに友好的な政策ももっ

ていないので GSA も弱い、と指摘している。本国の教育レベルが低く、巨大な労働市

場があるということは、労働者を雇った後に企業内研修によって戦力となるレベルの

専門技術者に育てる必要がある、ということになるが、インド系ソフトウェア多国籍

企業の教育システムによって一人前の専門技術者になる頃には企業文化にどっぷり浸

かった従業員となり、企業内でのコミュニケーションが円滑にいくようになる。  

インド系ソフトウェア多国籍企業がビジネスの中心に置いているグローバル・デリ

バリー・モデルでは、アメリカやヨーロッパの現地顧客から要件を聞く現地駐在の専

門技術者とその専門技術者から顧客の要件を聞く本国の専門技術者の間で密なコミュ

ニケーションが行われる。分析書や設計書などの書き方は企業内で統一されている。

これがデザイン・ルールとなり、開発作業の分析・設計・構築・テストなどの各段階

がクローズ・モジュラー型になっている。この中では微妙なニュアンスのやり取りも

行われる。  

直接投資によって現地の労働力を確保するのではなく、本国の労働力を現地に移動

して用いることは WTO のサービス貿易（GATS）の業務上の拠点を通じてのサービス

提供（第 3 モード）であり、グローバル・デリバリー・モデルは国境を超える取引（第

1 モード）も加わる。直接投資ではないので、国際収支上は別項目で計上される。しか

し、いままでみてきたようにインド系ソフトウェア多国籍企業にとって従業員は重要

な経営資源であり、新興国多国籍企業論の中では直接投資の代替として考えるべきで

はないか、と提案したい。図 3 は、中央に描かれた技術伝播の流れは伝統的多国籍企

業論と新興国多国籍企業では概ね反対になることを表している。図の左側が伝統的な

多国籍企業論であり、直接投資がヒト・モノ・カネという経営資源に変化することを

表している。右側が新興国多国籍企業論への今回の提案を表しており、新興国多国籍

企業論では直接投資の一部代替としてサービス貿易（サービス収支や雇用者報酬）が

あり、この 2 つの合計がヒト・モノ・カネという経営資源に変化することを表してい

る。この提案を採用すれば、インドからアメリカに進出しているインド系ソフトウェ
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ア多国籍企業の投資額は、直接投資に加えて、インド系ソフトウェア多国籍企業が寄

与しているサービス貿易の分だけ増えることになり、今後の研究において新たな結果

を導きだすと考えられる。  

例えば、アメリカ労働省によって公開されているアメリカに H-1B などの労働ビザで

入国する者に対する労働許可証の情報によれば、2013 年に HCL 社のアメリカ子会社

HCL America 社がスポンサーとなって取得した H-1B ビザの数は 2,921 件であり、そ

の年間 低給与の中央値は 68,328US ドルであり、年間 低給与の合計金額は

206,625,409US ドルであった 6。本来であれば、これら外国籍（非居住者）従業員の生

み出す付加価値を分析すべきであるが、現状で入手できるデータが無い為にそれは難

しい。次善の策として外国籍従業員の給与を分析した。  

この外国籍（非居住者）従業員への年間給与合計額の 2 億 US ドルは HCL America

社にとっては費用であり、国際収支統計上では、非居住者への報酬であるので、所得

収支の雇用者報酬に計上される。  

新興国多国籍企業が外国に拠点を設け、収益を上げる構造を分析するときに本国か

らの企業内頭脳循環によって生み出された従業員の価値である 2 億ドルを無視すべき

ではない。インド系ソフトウェア多国籍企業のみに通用する特殊要因かもしれないが、

この要因の分析をすすめる事で新興国多国籍企業の多国籍化の理由のひとつが解明さ

れると考えられる。さらに詳しい分析は今後の課題としたい。  

 

 
図  3：直接投資と企業内頭脳循環（出典：筆者作成）  

 

 

(3) 小括  

インド系ソフトウェア多国籍企業は、インド本国とアメリカやヨーロッパなどの現

地の間で企業内頭脳循環を行っている。インド系ソフトウェア多国籍企業にとって企

業内頭脳循環は、FSA のひとつであり、利益の源泉のひとつともなっている。インド

系ソフトウェア多国籍企業では、企業内頭脳循環を効率よく行うために人材のモジュ

ール化を行っている。  

企業内頭脳循環を用いたビジネスはサービス貿易の範疇に入るので、国際収支上は

経常収支に含まれるサービス収支として計上される。しかし、インド系ソフトウェア

企業の多国籍化の動機を考える上では直接投資と同義で捉えるべきであり、新興国多

国籍企業論の展開においては、新たな結果の導出につながると考えられる。  

 

 

おわりに  
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近年、新興国多国籍企業の発展が目覚ましい。先進国多国籍企業がかつて進出した

発展途上国において、現地企業が先進国多国籍企業との OEM 契約、合弁、買収などに

よって力をつけ、自らが多国籍企業となって先進国に進出し、活動している。本論文

で取り上げたインド系ソフトウェア企業もそういった新興国多国籍企業になる。企業

の多国籍化においては、直接投資が重要な要素になるが新興国多国籍企業には直接投

資以外にも重要な要素がある。  

他方、グローバルにおいて現在活躍している企業は、依然としてアメリカ企業が強

いものの、その中でも Apple などのクローズ・モジュラー型企業が優勢であり、Dell

などのオープン・モジュラー型企業の劣勢が伝えられている。第 1 章で述べたように

クローズ・モジュラー型とオープン・モジュラー型の違いはデザイン・ルールの公開

度合いによって決まる。クローズ・モジュラー型はインテグラル型とオープン・モジ

ュラー型、それぞれの良いところを併せた型とも言える。ソフトウェア産業における

製品・サービスはモジュール化を採用している割合が非常に高く、製品・サービスの

みならず、それを生み出す企業やその組織にもモジュール化を適用し、さらに従業員

のモジュール化も図っている。本論文では、従業員のモジュール化を明らかにし、イ

ンドからアメリカへの企業内頭脳循環の例を具体的な人数と 低給与額で示した。  

インド系ソフトウェア多国籍企業は、モジュール化を 大限に活かし、アメリカや

ヨーロッパで多国籍化しており、直接投資の額も急激に増やしている。国際収支上は

直接投資に含まれず、サービス貿易として計上されてしまうが、企業内頭脳循環によ

ってインドからアメリカに移動した専門技術者はインド系ソフトウェア多国籍企業に

とって重要な経営資源となっている。新興国多国籍企業論を展開する上で企業内頭脳

循環によって外国にもたらされた従業員の価値は直接投資と同様に分析すべきである

と筆者は考える。なお、具体的な方法は今後の課題とする  
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