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多国籍企業国際経営戦略としての国際協業の展開と

ローカル産業の自律共生の考察

名古屋工業大学 竹野忠弘

１ 問題関心：ローカル産業の自律共生的発展

と国際「協業」構築

 自律共生的発展とＩＭＶの可能性の検討

本報告の課題は、「ＩＭＶ（ Innovative

International Multi-purpose Vehicle :国際多

目的車プロジェクト。トヨタ自動車が 2004 年 8

月から、世界 140カ国への投入をめざして開始し

た自動車生産・販売プロジェクト。）」について、

これがそれまでの「国際（工程間）分業」におけ

る工程立地国間／部品生産国間の「競合」状態を

緩和し各国自動車産業の「協業」「共生」を促進

するものであることを検討することにあるi。

2004年に発表されたＩＭＶプロジェクトの第

１世代の内容は以下の通りであった（図表１）。

１）車種は、１ｔピックアップトラック、ＳＵ

Ｖ，ワンボックスの３種類

２）完成車組立の主要拠点国は、タイ、インド

ネシア、インド、南アフリカ、アルゼンチン。

なお輸出は、タイから豪ア地域、南アからサ

ヘル以南アフリカ、アルゼンチンから南米

３）部品の補完的輸出国は、ディーゼルエンジ

ン／タイ、ガソリンエンジン／インドネシ

ア、トランスミッション／フィリピン、イン

ド。

 日系企業とＡＳＥＡＮの産業発展との連携関係

多国籍企業の活動と国民国家の政策とは、統

合・支配関係、矛盾の転嫁関係などと対立関係と

して捉えられてきた。

これに対して本報告では、日系自動車メーカ

ー・多国籍企業のＡＳＥＡＮにおける直接投資活

動や製造戦略の展開事例から両者には一定の連

携関係が可能であると考えてきた。こうした連携

関係の現時点での帰結・成果としてＩＭＶ（国際

多目的車戦略）を自動車製造における「工程間分

業」の国際展開における「協業」関係構築・連携

事例として評価する。

 工程間分業の生産国間・国際化の限界

1980年代の ASEANによる国際工程間分業調整

の試みは、相互補完とはいえ、自動車の部品別工

程間分業そのものが、「階層的構造」・部品の生産

工程間の格差問題やさらに排他性を本来内在さ

せてきたことから、共同生産車をめざしたＡＳＥ

ＡＮの調整的政策にもよらず、各国のローカル自

動車産業間の「競合」関係を招いてきた。

２ 国際「工程間分業」の「競合」問題

 分業における競合と調整要因としての「協働」

本来、「分業」とは Division of Labor,同一の

生産者のもとでの生産工程の分割であり、それが

共同生産をめざすような生産者間の「協業

（association：組織立った協力）」関係に転ずる

には「協働（cooperation:協力作業）」関係が「組

織（organize）」化されなければならないii。

 ＡＳＥＡＮにおける域内国際工程間分業政策

国際機関ＡＳＥＡＮにおいては、域内国際市

場統合、すなわち近隣構成諸国間での自由競争に

もとづく産業の相互依存関係が構築可能なセミ・

グローバル市場圏において、共同生産関係づくり

の基盤となるしくみとして域内工程間分業の構

築を促す国際取引・貿易制度を模索してきたiii

（図表２）。そこでもこの地域の自動車産業にお

けるプレゼンスが大きい日系企業の国際経営活

動との連携が展開されてきた（図表３）。

 工程間分業の国家間調整の本質的困難

ただしこの ASEAN による調整の場合、国内で

の生産活動・工程間分業とは異なり、遠隔地間で

はもとより、制度や政策が異なり利害関係が対立

する国家間で組織されなければならなかったiv。

さらに分担する工程をめぐって、ローカル規模で

調整することが国家間ではできない。たとえば、

職場内の場合はジョブ・ローテーションや自動車

メーカーによる部品内覧会やローカル企業間で

の相互融通などの「競合」調整である。

 ＡＳＥＡＮにおける工程間国際分業調整の限界

ＡＳＥＡＮでのこうした調整は、1990年代に

おいても、また 1997 年アジア通貨経済危機後の

相互に自動車市場・生産が減退した事態において
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も、さらには同危機後も実効しなかったv。

すなわちＩＭＶプロジェクト開始前夜の 2000

年代の前半においても、未だ AICO の実施に際し

ては、２国間での輸出入取引額の均衡化を前提に

するという不文律が存在していたvi。こうした関

税調整制度は実効・機能してはいなかった。すな

わち、二国間の生産拠点間で同一メーカー系のブ

ランド車とはいえ、仮に同じ自動車メーカー系で

あっても、日本側の出資元が自動車メーカーなの

か商社系なのかによって、またそれが同じでも現

地側の出資関係によって利害対立が生じ両国間

での調整がつかなくなる。

ちなみにＢＢＣからＡＩＣＯへの移行に際し

て域内製認定基準の国産化比率規制が高められ

る一方で出資比率は緩和された。しかしながら輸

入国側の通関当局において免税分の認定手続き、

その後の減免分の還付金支払いの遅延などがあ

りスキームの未認定や不履行といった事態が発

生していたvii。

３ ＩＭＶの背景：工程間分業の政策調整の限

界

 １９９７年アジア通貨経済危機後のタイ部品企

業支援

タイにおける自動車販売台数・同水準の生産

台数は、アジア通貨危機後の 1998 年にはそれま

での最高の 1996 年の 3 割にまで下落した。その

後、生産台数は 2002年に 96年の水準を回復しさ

らに増加を続けていく。なおこの回復期にタイで

は国内販売台数を生産台数が上回る状態が定着

していく。いわば完成車の輸出国に転じていった

（図表４）。

危機直後の救済策viiiとしては、日系メーカー

は、①リースバック方式（現地部品企業の設備を

据え置いたまま買い取り、そのままリースするこ

と）による運転資金の注入や、②日本での手直し

による現地製部品の日本製代替輸出、③現地製部

品の日本での組付けによる完成車輸出、④日本の

余力組立工場設備の現地移設投資による日本製

商用車生産の現地移転による現地部品需要の創

出など活動を展開している。さらに⑤日本の工場

での研修生としての受け入れによる雇用維持と

人材育成活動を展開してきた。

その後、2004年からはＩＭＶプロジェクトが

開始されたが 2010 年年代前半時点においても、

タイにおける地場自動車部品メーカーの技術集

積は日系メーカーからの部品の発注の基盤を形

成するほどには進展していなかったix。

 ＡＳＥＡＮ域内「競合」と域外への輸出

ＩＭＶプロジェクトは、当初はその企画検討

が開始さらに 1998 年時点では域内相互「補完」

よりもアジア通貨経済危機からの救済のための

域外市場や域内市場への「輸出供給」による生産

設備の稼働率の確保が緊急の課題であったx。当

座はタイ拠点からの域外完成車輸出を軸にこれ

に主にタイ国内製部品ならびにＡＳＥＡＮ製部

品を組み込むことや日本向けに輸出しそこで手

直しして輸出することが主要目的であった。ここ

では自動車生産をめぐってＡＳＥＡＮ規模で相

互的な関係あったというよりも、また共同生産を

するということよりも、個別の完成車や部品生産

の余力を展開できる輸出市場をいかに確保する

のかが懸案であった。

しかしながら、アジア通貨危機後の不況にお

いても部品生産・分業および輸出をめぐる「競合」

は解消しておらず相互・輸出も展開してこなかっ

た。また豪州市場などの輸出市場でのＡＳＥＡＮ

製完成車に対する信頼はえられず日本製完成車

に代替輸出もＩＭＶプロジェクト以前は進展し

ていなかったxi。

 「競合」を内在する工程間分業関係の革新の必

要性

ＩＭＶプロジェクトのもととなる企画が開始

されたのは 1998年であった。この時点では、1997

年のアジア通貨経済危機後の国内域内完成車市

場の縮小により落ち込んだ、主にタイの自動車部

品生産拠点の稼働維持・救済することを目的とし

た輸出促進策であった。そこでは基本的な自動車

の工程間分業構造は、単一の乗用車モデルと軸と

したナショナル・フルセット型であった。

ＩＭＶプログラムにおけるモジュール化製品

設計革新は、2004 年の第 1 世代から導入されて

いる。ちなみにタイがアジア経済危機前の生産台

数を回復したのは2002年でありその翌年2003年

からそれを上回り回復をしていた。

 従来の生産構造の革新の必要性

しかしながら、ＩＭＶプロジェクトが開始さ

れるまでの戦略対応は、あくまで従来の単一の完

成車を頂点として自動車生産のやり方を維持し、

危機によって欠落した部分を日本の生産活動を

現地支援のために一時置き換えるだけの方策で

あった。

タイにおけるような 2010 年代後半以降の輸

出生産の急拡大に対応できる輸出先国の完成車

需要や部品輸出の可能な特定の完成車組立国体

制や、インドネシアにおけるような所得の急成長
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に対しても国内での部品産業蓄積を待つことな

くタイからの輸入部品の補完的調達によって増

産ができる生産体制の確保のためには、従来の工

程間分業を国際展開しただけの生産構造では対

応することはできなかったと考えられる。

また「競合」の解消、すなわち生産国の「共

生」のためには、⑴単一の完成車モデルに収斂す

る生産構造ではなく、複数種の完成車が生産され

るような生産構造への転換、⑵部品の供給先・発

注先が相互に複線化される取引構造を促すよう

な製品設計・製造設計など生産構造そのものの革

新（innovation）が必要となる。

４ IＭＶの製品設計製造革新

 ＩＭＶプロジェクト車両のモジュール製品設計

ＩＭＶプロジェクトにおける完成車の製品設

計構造は、⑴複数種類（2004年の第 1世代では 3

種類、2015 年からの第 2 世代では５種類）の完

成車・商用車（多目的車、多用途車の意味）の組

立を軸に、⑵共通「フレーム車台」の上に、⑶個

別のモジュールごとに複数種類をもつ部品モジ

ュールを組み合わせてそれを完成車・製品として

実現する構造からなる。

従来の自動車の生産構造が、単一の乗用車・

販売を頂点にこれに収斂するようなトップダウ

ンの供給構造を軸に階層的・ピラミッド型の部品

供給・経済取引構造をナショナル・ローカル・フ

ルセットに集積する企業群の上に展開させる構

造とは異なる。

その結果、ＩＭＶプロジェクトにおいては、

国ごとの道路事情や販売市場の事情に対応して

複数（５種類）の完成車・商用車からその組立台

数を企画できる。それに応じて共通の車台の上に、

車体・エンジンなどのモジュール・ユニット部品

ごとにそれぞれ複数の選択肢の中から部品を選

択できる。組手工程をふくめて部品ごとさらには

部品間で輸入補完調達から国産化まで工程ごと

の選択ができる。完成車の生産台数については、

国内販売台数だけでなく輸出台数を含む総生産

台数の規模に応じて部品生産における「規模の経

済性」を確保できる。

 補完的協働による各国産業の「共生」

まとめてみると自動車製品設計のモジュール

化革新とそれに対応する製造革新の結果、従来の

ＡＳＥＡＮの調整による工程間分業にもとづく

「共同」生産車構想に代わって、補完的協働によ

る各国産業の「共生」が民間企業・多国籍企業の

戦略プロジェクトとして可能となった。

すなわち自動車生産・工程間分業のなかの各

工程の国産化・集積には自由度・選択の幅が出た

ことになる。複数部品間や生産国間での「競争」

は多層的に展開するから、特定完成車ごとの分業

体制間での限られた市場をめぐる完成車間の販

売競争や、さらにはその分業内部での特定の工程

の国産化・自国への立地をめぐるゼロサム的な

「競合」関係が回避でき「共生」が志向されるこ

とが期待される。

５ ASEAN 各国自動車産業の自律共生の展開

 部品別就業者割合にみる自動車部品集積多様化

各国の産業政策・発展は、各国の自動車仕様

とその必要とされる台数を軸として、完成車の国

内販売台数や生産台数が少なくて部品生産につ

いて「規模の経済性」が確保できないために部品

生産の国産化ができない場合でも組立工程（車体

のプレス、塗装、組付、検査）を国産化できる。

エンジン・トランスミッションなどの主要な部品

輸出国から補完的に輸入調達し、他の小物・組付

け部品については逆に輸出するような国際補完

調達な取引関係を確保できる。

 自律的な部品産業蓄積の展開

ＩＭＶプロジェクトのこうした製品設計・製

造構造上の変化の結果として、2004 年の最初の

導入からおよそ 10 年が経過した 2013 年時点の

ＡＳＥＡＮ各国の自動車部品産業構成・構造の集

積状況をその就業者数について確認してみると、

個別の完成車販売と生産の台数の事情を反映し

て多様な展開、すなわち自律的な展開となってい

る（図表５）。

 完成車・エンジン生産国：インドネシア、タイ

第１には、完成車販売台数（国内および海外

輸出）規模の大きさに対応する完成車・自動車部

品の生産国群のインドネシアとタイである（図表

６）。インドネシアでは国内販売主導にそれに対

応した自動車生産台数、タイでは国内市場販売台

数の２～３倍の規模と完成車輸出をも満たす生

産台数となっている。

２国での日系メーカーの販売シェアは、いず

れも９割（2015 年時点）で推移している（図表

３）。ＩＭＶ系の販売シェアは、インドネシアで

は第一世代ＩＭＶが導入された 2004 年以降、国

内販売最大のブランドであり、2010 年代前半で

も市場の７～８割を占めている（図表７）。

タイでは、ＩＭＶブランドの完成車の販売台

数シェアは 2010 年代前半でも 6 割から 8 割に上

昇している（図表８）。1ｔピックアップについて
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は、国内販売台数全体でみてもその半分を占めて

いる。なおメーカー別でもトヨタ自動車がタイ全

体の 3割強とトップを占めていた。なお日系各社

の生産するタイにおける１ｔピックアップのタ

イ国内販売におけるシェアはトヨタのＩＭＶを

含めて、ＩＭＶプロジェクト前夜の 2000 年代前

半においても８割であった。タイにおいてはさら

にはアジア地域においては、１ｔピックアップや

ワンボックス・バンタイプの車両は国民車以前に

ロバ・馬車や牛車の延長線上に展開された伝統車

両であった。約 40 年ほど前にタイを訪ねた折り

や当時からの南アジアや中近東諸国を報じた映

像の中でも、この 1t ピックアップに相当する、

日本の小型トラックやその荷台を改造した自動

車は頻繁に見る車両であるxii。

 地場部品企業未形成の部品産業集積国タイ

2010年代の前半において自動車部品集積が最

も進んでいたタイにおいてすら、地場の自動車部

品企業からの日系メーカーの部品調達率は１％

にも満たない水準であったとされるxiii。

したがってなんらかの製造革新、技能蓄積制

約のない自動車部品産業構築が可能な製造構造

への転換が起こっていると考えられる。すなわち

工程の技術難度の緩和や作業の標準化による、技

術的制約をのがれて労賃などコスト要因本位に

立地を選択できるようなグローバル立地の自由

化が起こっていると考えられる。そのこうした製

造技術制約の緩和を促し、かつ部品取引の複線

化・複層化を促すような工程間分業関係の革新、

「競合」を内在的に志向せず、補完調達するとい

う外向的な構造から「共生」を志向するような製

品設計・工程間関係への革新がおこっている。す

なわち「分業にもとづく協業」から「補完にもと

づく協業」への製造構造のモジュール化革新が発

生している。

ただしＩＭＶ組立工場の現場にみるとおりxiv、

この革新は、ジャスト・イン・タイム納入、かい

ぜん、品質保証からなる、「トヨタ生産方式」や

「トヨタウェイ」と表される、従来からの単一生

産車・乗用車生産に収斂する作業者管理方法を基

盤としてこれを継承しながら、これを新たに連峰

型補完的な生産構造にむけて、1990 年代に別途

構築してきたモジュール化対応の製造革新的な

生産方法成果xvを軸として再編成し「新結合」さ

せて展開されたものである。

補足しておけば、このＩＭＶプロジェクトに

おける「新結合」のかなめとなったモジュール化

革新は、1990 年代における米国の自動車業界再

編への対策、企業経営戦略という経営革新の成果

として構築された成果であるxvi。

 ２０００年代半ば以降のインドネシア市場拡大

インドネシアにおけるひとり当たり国民所得

2004年ごろから 2014年にかけて実に 4倍に増加

した（図表９）。なおＩＭＶを構成する商用車モ

デルのインドネシア国内販売台数に占める割合

は、2000 年代の半ばまでの段階でも例年７～８

割ぐらいで推移してきていた。ただし第 1世代を

構成するＩＭＶ車両の価格は 2000 年代初めの段

階でも平均所得からみれば、また消費者からみれ

ば割高感があり 自動車の新車購入を希望するイ

ンドネシア人の多くは軽乗用車の購入を指向し

ていたxvii。2010 年代前半にはインドネシア一人

当たり所得の急上昇があり、それまで軽乗用車の

購入志向であった購買者が IＭＶ意識し始めた

ところにミニワンボックスカータイプ・車両が第

２世代ＩＭＶでは投入された。

 ＩＭＶ完成車輸入出国：マレーシア、フィリピ

ン

完成車については輸入割合が多いが自動車部

品についてはグローバル輸出国となっているの

がマレーシア、フィリピンである(図表 10)。フィ

リピンは、完成車については販売量に対して輸入

車に依存する構造になっているがＩＭＶ向けに

トランスミッション部品の輸出国や自動車部品

全般として「照明・計器電子電気部品」の輸出が

なされている。

マレーシアはＩＭＶプロジェクトの供給する

商用車とは別の乗用車・国民車の販売割合が主要

である（図表 11）。そのためＩＭＶについては主

に輸入するが自動車部品全般としてみれば「電送

部品・電子部品」の生産国・輸出国となっている
xviii。

 独自の自動車生産・政策を展開するベトナムxix

ベトナムはＡＳＥＡＮ全体における自動車部

品産業集積やＩＭＶを輸入しながら他方で乗用

車組立を模索する自動車産業づくりを図ってい

るxx。

 ＡＳＥＡＮ外のグローバル地域むけ完成車組

立・輸出拠点国：インド、南ア、アルゼンチン

ＩＭＶプロジェクトでは、ＡＳＥＡＮ地域を

超えてグローバルな部品蓄積のない段階で国内

のみならず輸出を含めて台数が確保できれば完

成車製造を開始できる。インドは、ＡＳＥＡＮ市

場合計に匹敵する国内市場をもつ組立生産国と

なっている(図表 12)。またＩＭＶプロジェクト

のトランスミッション部品生産国となっている。
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南アフリカやアルゼンチンは、それぞれ地域さら

には南アでは欧州向けを含む自動車輸出拠点と

なっている。アルゼンチンではエンジン等 70％

の部品を輸入調達しながら完成車の輸出を展開

する自動車生産国になっているxxi。

６ 結論

 検討した点：ＩＭＶと産業の自律共生的発展

ＩＭＶプロジェクトは、モジュール化設計革

新による製造構造と部品の取引関係の革新によ

って製造工程間の関係を「分業」から「補完」寄

りの構造に変えることで、ローカル自動車産業の

自律的共生的発展を可能とするものであること、

導入後の今日にいたる各国自動車産業の多様な

展開から確認できた。

 今後の課題：補完的工程間国際取引の公正化

ただしＩＭＶにおける工程間分業・生産関係

は、あくまで企業活動によって「編成（organize）」

される関係である。そのため担い手である企業が

日系企業から変わってしまうとやはりその運用

は企業利益ベースにのみ陥ってしまう危険性が

ある。

ひとつには、アジア通貨経済危機後の対応に

みられるような、多国籍企業一般にみられるよう

な危機時のロケーションホップへの懸念である。

すでに拠点投資が進んでいたからとする向きも

あるが、危機後も現地拠点に留まるだけでなく、

リースバックや日本製代替輸出などの投資先国

産業・企業へのこうした支援行動をとった多国籍

企業は日系にかぎられる。こうした行動を一般の

多国籍企業に前提することはできない。したがっ

てこうして補完関係の調整者、時に管理者として

の役割を多国籍企業一般にこなさせるには、何ら

かの経済取引制度の（シュンペーターのいう本来

の意味での）革新が必要である。またひとつには

モジュール製品設計・製造によるにせよ自動車の

製造は不均衡な工程間の分業関係によって成り

立っている。本来取引当事者間の取引は、こうし

た格差や不均衡を取引当事者間の優劣に取り替

えて取引の結果として取引相手からの剰余価値

の取得をめざすからである。

今後の課題は、ＩＭＶによって確保された、

モジュール化革新・工程間分業にもとづく国際

「協業」関係における部品取引において、自律共

生的なローカル産業の発展がうながされるよう

に公正を確保し参加国間の自動車産業の自律的

共生を確保していく自動車部品の国際経済取引

構造の検討である。
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図表４ タイにおける自車販売台数及び生産台数の推移
（1990年～2003年）
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危機からのⅤ字回復
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p 通貨安＞割安輸入
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