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1 は じ め に

1. 1 主題

開発経済史の目指す目的の一つが, 先発産業の経験を後発産業が摂取・応用していくため

に, 何らかの観点から有用な史的事例を選択し探求していくことにあるならば, 二輪車産業

史の研究は,「例外的企業」(Exceptional Firm) の果たす役割が産業発展においていかに重

要であるかを例示するものとなるだろう。

例外的企業という用語は, 経営学や経済学において一般的ではないが,「同一産業におけ

る先発企業, また競合企業とは質的に異なる経営行動を選択し続ける企業」とひとまず定義

しておきたい。
1)
本論文では, 例外的企業あるいは例外的な企業行動という用語において, 産

業における既存の外部環境に対して, 変革的な行動を長期にわたってかつ内発的に行うとい

う特徴をとくに強調したいと考えている。この用語法は持続的競争優位 (Sustainable Com-

petitive Advantage) やダイナミック・ケイパビリティ (Dynamic Capability) といった企業の
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本論文は, 二輪車産業の発展史をホンダの企業行動との関わりにおいて概説し,

その特徴と含意について述べたものである。現在, われわれが目にする二輪車産業

の姿は, 歴史的・段階的に形成されたものであるが, とりわけホンダの企業行動に

よって規定された部分が大きい。先発の欧米二輪車産業がアイデアのみをもち未遂

におわった事業戦略を後発のホンダが遂行したことによって, これを追い抜き, そ

の後もアジアの新興企業の追随を防いでいるのは, 同社の企業行動における 3つの

例外性に求められる。例外的な企業行動を同型的なそれと識別し, 産業発展におけ

る戦略的含意の理解を促すことは, 経営史が開発経済史に寄与できる役割の一つで

あろう。
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組織能力に関わる概念と重なる部分もあるが, 本論文では産業レベルにおいて数十年に一度

あるかないか, といった大局的かつ長期にわたって産業発展に影響を及ぼす企業行動, ある

いはその種のイノベーションの担い手として定義することをとりわけ意図している。

もちろん, 産業発展とは場当たり的に引き起こされるものではなく, さらにはたった一つ

の劇的な出来事や, たった一人の企業家によって遂行されるものではないことはいうまでも

ない (Schroeder, 1989)。それでもあえて, 本論文が例外的企業の果たす役割に注目する理

由は以下のようなものである。すなわち, 特定の企業が産業発展の分岐点となるような局面

で, 似たような環境にかつて立たされた多くの先発企業とは質的に異なる企業行動を選択し,

それが同時代のその他の競合企業とも異なり, さらに特定企業によるそのような例外的な企

業行動が一度のみならず, 産業史において何度も繰り返して観察されるならば, そして最も

重要なことであるが, これらの例外的な企業行動が, 現在, われわれが目にする「産業の

姿」
2)
を形成する契機として決定的であったと評価できるならば, 観察者であるわれわれはこ

のような特定企業を例外的企業と呼ばざるを得ないし, さらに産業発展において例外的企業

の果たす役割に着目せざるを得ない, というものである。

二輪車産業の120年にわたる歴史は, 欧米, 日本, ASEAN, 中国, インドといった順序で

その中心的な生産地域を変遷させ, 延べ 1万ブランドにも達するさまざまな国籍の二輪車企

業を生起させてきたが, 現在われわれが目にする産業の姿を決するような局面は, 本田技研

工業 (以下, ホンダ) という特定の企業の行動の影響力が大きい点に, この産業の主要な特

徴がある。したがって, 本論文では, 二輪車産業の発展に影響を与えたホンダの例外的な企

業行動のなかから, 特に 3点を選び出し, その内容を記述し, 二輪車産業の発展に与えた影

響を明らかにする。そのことを通じて産業発展における例外的企業の役割というものを提起

したいと考える。

1. 2 開発経済論および先行研究における本研究の位置づけ

開発経済論の主たる関心となる後発国の開発課題に対し, 先発国の歴史的経験から得られ

る知見の寄与するところは大きいというのが, 最近になって開発経済史という分野が問われ

ている理由であろう (有本, 2017)。後発国の開発課題は農業, 工業, サービス業にまたが

るが, 本論文の扱う二輪車産業はいうまでもなく工業であり, 典型的な軽工業である自転車

産業から総合的重工業である自動車産業への橋渡し的業種に位置づけられ, その発展過程の

含意するところは大きい。
3)
日本と中国の二輪車産業の初期の発展については, すでに園部・

大塚 (2004) において, 東アジアの工業発展における産業集積の役割を明らかにしようとす

る試みのなかで事例として取り上げられている。そこでの二輪車産業は, 技術革新, 模倣の

役割, 経営者の人物像, 産業集積の形成過程を描き出すための素材として選ばれている。
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園部・大塚の主な関心は, 分析の焦点が産業集積に置かれていることからもわかるように,

その国, その産業地域全体の発展にとっての基盤となる条件がどのように形成されるのかに

着目している。それに対して, 本論文では二輪車産業史におけるホンダの役割の分析を通じ

て, 近年注目される後発産業における追い抜き現象の先駆的事例として, これを開発経済史

の文脈に位置づけたいと考えている。周知のように欧米を先発, 日本を中発とすれば後発と

位置づけられる台湾, 韓国, 中国など東アジアの主要産業における特定企業がグローバルな

覇権を握る事例が続いている。自動車における韓国の現代自動車, 半導体における韓国のサ

ムスン電子, 台湾の TSMCなど, 欧米や日本の先発企業を追い抜いていくこれらの後発企

業は, それぞれその産業における代表的なイノベーターとして位置づけられるが (川上,

2012；赤羽, 2014), 言い換えるならばそれらイノベーターは本論文でいうところの「例外

的企業」である可能性が高い。

ある時期に国籍を同じくする同一産業が雁行形態的かつ護送船団的発展によって台頭して

くるのではなく, 特定の企業が後発の産業群から突出して台頭してくるという, 近年注目さ

れるこのような現象は, なぜ生じるのか。後発産業が発展のためのさまざまな課題に直面し

たときに, これらの例外的企業はどのように対応し, その帰結はどうなったのか。後発国イ

ノベーター企業への今後ますます増大するであろう関心に対して, 本論文の二輪車産業史と

ホンダの研究は, そのような事象の先駆的事例研究として比較の視座を提供できるのではな

いかと考えている。

1. 3 論文の構成

本論文は以下のように構成される。まず 2節では, 世界の二輪車産業の現在の概観, すな

わち先に述べたわれわれが現在目にする「産業の姿」が示される。生産台数, 生産機種の内

訳, 企業別シェアが確認されたのち, 生産面における産業の中心地が移り変わる一方で, 特

定の企業, すなわちホンダの覇権が半世紀以上も持続していることが示される。 3節では,

ホンダ台頭以前の20世紀初頭における, アメリカ二輪車産業および欧州二輪車産業の発展と

挫折が明らかにされる。そこでの中心問題は, 高価な自動車の代用品需要によって拡大した

二輪車市場の, Ｔ型フォードに代表される廉価な自動車が普及した後の縮小と, それに対す

る二輪車産業の対応である。 4節では, ホンダの第一の例外的企業行動を明らかにする, す

なわち, 欧米二輪車産業がアイデア倒れに終わった小型万用二輪車を新たに開発し, 自動車

の代用品から脱することのできる新市場の開拓にホンダが遂に成功する過程である。 5節で

は第二の例外的企業行動として, 二輪車産業を軽工業から重工業に転換させたホンダが,

1960年代において, 研究所および製作所における協働体系の革新によって, 製品と生産工程

の双方においてイノベーションを継続し, 需要を創造し続ける組織能力を構築する過程を扱
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う。 6節では, 3 つ目の例外的企業行動として, 2000年代, 中国企業を中心に形成された小

型二輪車のローエンド市場を避けることなく, 地場企業と事業提携し, 新しいサプライチェー

ンによる低コスト構造を実現し, 正面から新興国市場で競争する過程を扱う。 7節では, 以

上 3点の例外的企業行動について整理したうえで, 後発産業の追い抜き現象の先駆的事例と

して, ホンダの例外性について一般化の可能性を指摘する。

2 二輪車産業の概観

二輪車産業の顕著な特徴は, 1930年代にはすでに技術的に成熟したといわれながら, 現在

もなお成長産業である点, 日本に本社を置くホンダが世界市場でドミナントであり続ける点

にある。現在, 世界全体で生産額は年間約 7兆円, 生産台数では約4500万台の二輪車が新た

に生産されている。生産シェアでみると, 首位は1/3を占めるホンダ, 次にインドのヒーロー,

3 位に日本のヤマハ, 4 位にインドのバジャジと日・印が相互にランキング入りする (図 1

参照)。

生産機種をみると, 4500万台のうち, 台数ベースで97％が 125 cc以下の, いわゆるコミュー

ターといわれる小型機種が占める (図 2 参照)。二輪車市場のボリュームゾーンは圧倒的に

小型機種であり, 価格帯は 1台当たり1000ドル以下のローエンドが市場の大半を占めている。

家電や情報機器といった業種においてはローエンド化, コモディティ化が進捗し, 日系製造

業が競争力を失い, 海外拠点の引き上げも続いている。それとは対照的に二輪車産業におい

ては, 同様の状況においても, ホンダブランドが世界シェアの1/3, 日系企業全体で50％の

シェアを維持していることは, 近年稀なケースであるといってよい。さらに, 日系企業がド

ミナントを占める体制が, すでに半世紀も持続している点も興味深い。50年前と比べて市場

は10倍近くに拡大し, ボリュームゾーンはローエンドへとシフトし, 地域的にも欧米からア

ジアへと移行するいくつもの変化のなかで, 今なお半数のシェアを維持している。

二輪車産業の歴史を概観するならば, 大きく欧米中心の前半60年と日系中心の後半60年に

区分できる。1890年代から1910年の勃興期を経た後は, 1920年代にアメリカとイギリスが

1930年代にイギリスとドイツが, 世界市場でライバル関係として対峙する。戦後は日本市場

が急拡大し, 1960年代にはいると欧・米・日の競争となり, 1970年代以降は日系企業が競争

優位となって, 日系同士が世界中の市場で競争するという状況が続いた。2000年代になると

新興国, とりわけ中国とインドの地場企業が台頭してきて, 日系企業との競争が始まるとい

う構図である。今後は日系企業中心の体制が持続するか, インド, 中国を中心とした新興勢

力にとって代わられるかが焦点の一つとなろう。

以上のような産業発展の概略は, ホンダの例外的企業行動から説明可能である。それゆえ

に以下では, 産業の発展史においてホンダが果たした役割を, 先発の欧米企業, ホンダ以外
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の日本企業, そして後発のアジアの地場企業とも比較しながら, 検証していきたい。その結

果, ホンダの企業行動における例外性と, その例外性がどのように産業発展をけん引したの

かが明らかとなるはずである。

3 アメリカ二輪車産業における未遂の戦略

ホンダが1964年から北米で200万ドル (当時の為替レートでは 7億2000万円) を費やし行っ

た「ナイセストピープル・キャンペーン」は経営戦略の鮮やかな成功例として有名である。

老若男女がホンダの C 100 (日本名はスーパーカブ) にまたがる姿を縦横に並べた広告 (図

3参照) は, アメリカ人の二輪車への偏見 (ならず者の乗り物) を一掃し, 市民権を勝ち得

るきっかけとなったといわれている (Pascale, 1984, 1996)。

この事例において, なぜホンダが新市場の開拓に成功したのかの理由について, ミンツバー

グやアンゾフといった戦略論の大家が「創発」か「計画」かをめぐって論陣を張ったことが

ある｡「創発」とは, 事態の進行と共に紆余曲折を経ながら戦略が創造されたという解釈で

あり,「計画」とは事前に立案された合理的な戦略が遂行されたという解釈である (Ansoff,

1991 ; Mintzberg, 1996)。

それに対して Otahara (2017) では, このエピソードの前後にあった新しい史実を掘り起

こすことによって, それらの論争とは大きく異なる解釈を主張している。それは「ホンダの

ナイセストピープル・キャンペーンとは, 欧米の先発者によってすでに試みられ, しかし未

遂に終わった戦略を成就させたものにすぎない」というものであり,「評価されるべきはそ

のアイデアでも策定過程でもなく, その実現過程にこそある」というものである。
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すなわち, 1920年前後にＴ型フォードの価格が相次ぐ値下げによって, 二輪車の平均小売

価格に近付いた結果, 自動車の代用品として拡大してきた二輪車市場は潰滅的な打撃を受け

た。このとき業界の対応は, ①単純な値下げ, ②大型化と高出力化による差別化, そして③

二輪車版のモデルT (two wheel Model T) による新市場拡大, に分かれた。このうち第三

の戦略は, 小型, 軽便, 低価格の二輪車を開発し, 女性を含めたまったく新しい市場を開拓

しようという試みであり, アメリカ二輪車企業がホンダに先立つこと40年前に試みようとし

たナイセストピープル・キャンペーンに他ならない (Otahara, 2017)。

しかしこの第三の戦略はアイデア倒れで実行されることなく終わった。自動車ジャーナル

の発行人であるノーマン・シードルが取りまとめ役となり, 大手二輪車企業 5社の幹部が協

働し, 小型で低価格の二輪車による市場開拓を構想したにも関わらず, にである。ハーレー

ダビッドソン社では, 会議に参加した幹部を厳しくとがめて左遷し, 大型化と高出力化によ

る差別化路線に舵を切った。エクセルシア社では, 経営資源を自動車とトラクター用のエン
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出典：Life Vol. 55. no. 23, p. 105, 1963



ジン開発に使うため, 小型二輪部門を正当化できないと考えた。エース社もシーズンごとの

需要変動に対応可能な多角化ができていないため, これ以上二輪車事業に投資できないと考

えた。インディアン社では, 新しい市場機会は既存のラインを充実させることで獲得すると

決めた。こうしてアメリカにおける新しい小型二輪車による新市場の開拓という戦略は, 未

遂に終わっただけでなく歴史に埋もれ, 忘れ去られたのである (Otahara 2017)。

アメリカ二輪車産業は1936年には遂に年間生産台数6000台, 操業企業わずか 2社という状

態にまで追い詰められた。全国復興庁 (NIRA) は, ニューディール政策において保護産業

の一つに指定された二輪車産業の20年の歴史を, ①自動車産業との競争に敗れた, ②より

安価な二輪車を導入する代わりに高価格化と大型化を進めた, と要約した (United States,

National Recovery Administration, 1934)。さらに1930年代のイギリスでも同様のことが生じ

た。オースチンセブン等の廉価な四輪車に押された二輪車産業では, everyman’s model と

呼ばれる新しい小型軽量車の開発を要請する声が高まったが, 産業リーダーであった BSA

やトライアンフといった企業は既存の中型スポーツモデルに注力し, 新市場の開拓はイギリ

スでもまた未遂に終わった (Koerner 2012)。

4 ホンダの例外性①：小型万用二輪車による新市場の開拓

欧米における新市場開拓の失敗の帰結は, 40年後に明らかになった。ホンダのアメリカに

おける成功は, こうした産業史の文脈上に位置づけたとき, 先発産業によって未遂に終わっ

た第三の戦略が遂に実現されたものと評価できる。アイデアのみに終わらず, 実際に実現し

成功した点に, 欧米の先発企業とホンダとの違いがある。これがホンダの第一の例外的企業

行動であり, それはさらに下記の三点に細分できる。順にみていこう。

・生産的機会に対する判断

・プロダクトイノベーション

・プロセスイノベーション

4. 1 生産的機会に対する判断

産業の拡張機会を最大限に利用できるかどうかは, 客観的な環境条件や事実だけでなく企

業が何を達成できるかについての自己判断にも依存している。この主観を形成するのは, 企

業が利用できる経営資源の資質である (Penrose, 1995)。

1950年代半ばの日本市場における二輪車の生産機会に対するホンダの判断は, 下記のよう

に整理できる。①欧州諸国の二輪車需要が縮小する一方で, 国内では逆に伸びている。日本

には二輪車事業にさらに投資できる環境があり, 巡りあわせとして有利な立場にある, ②欧

州製品は二輪車の技術的可能性を尽くしていないので, それを上回る製品を開発すれば市場
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開拓の余地は十分にある, ③以上の条件から, 国民車構想に対応して軽自動車の開発を急ぐ

のではなく, 二輪車事業の可能性の追求を優先する (太田原, 2001a)。

このうちホンダの例外性は②の製品開発において顕著であった。その結果, ①と③に関わ

る判断が, 欧米の先発企業と異なっただけでなく, 同時期の日本の競合他社とも異なるもの

となった。ホンダの製品開発の可能性を広げた技術資源は, 小型 4サイクルエンジンであっ

た。 2 サイクルが主流の小排気量エンジン (主に 125 cc以下) において, ホンダは部品点

数が多く加工や組立工数の手間も多いが, 静粛性が高く燃費もよい 4サイクルエンジンを実

現しようと開発を重ねていた。スズキ, 富士重工, 三菱重工といった二輪車企業が, 欧州を

先行モデルと位置づけ, 日本においても軽自動車が普及すれば二輪車は売れなくなると判断

していたのに対して, ホンダだけは 4サイクルエンジンの可能性によって, 二輪車事業への

投資を市場拡大の好機ととらえたのである。

4. 2 プロダクトイノベーション

小型 4サイクルエンジンを, さらに 50 ccにまで小型化して搭載したのが ｢スーパーカブ｣

であった。日本国内では1958年 8 月に, アメリカにおいてはその翌年に発売された。価格は

自転車の 2倍程度 (55,000円, 北米では250ドル) かつ軽自動車の 6分の 1以下程度であり,

4サイクル 50 ccエンジンに加えて, ステップスルーの車体, 片手運転のできるオートクラッ

チなど, 個人の移動手段, 軽運搬手段としての機能が詰め込まれていた。ドリームやベンリ

イといった従来のホンダ製品にもそれまでいくつかの新機構や新素材が適用されてきたが,

スーパーカブにはそれらがフルセットで適用された。最高出力は4.5馬力, 最高速度は 70

km, 燃費は 1 L当たり 90 km, 積載能力は 50 kgを超えた。専務の藤沢武夫が試作車をみたと

きに 3万台売れると発言し, 本田宗一郎や周囲は年間 3万台と受け取ったが, 藤沢は月産 3

万台を意味していたという逸話が残っている。当時のホンダの技術を凝縮したスーパーカブ

に, 藤沢がそれだけの商品力を発売前に認めたということである。

4. 3 プロセスイノベーション

しかしながら, ここで見誤ってならないのは商品力とはあくまでポテンシャルであり, 実

際にそのポテンシャルをビジネスとして現実化するのは, 技術ではなく経営の仕事であると

いう点である。専務の藤沢武夫はヤマハやスズキがスーパーカブにキャッチアップしてくる

期間を 3年と想定し, その期間内に国内外の小売チャネルを大幅に拡大したうえで, スーパー

カブ専用の大量生産工場の設立と, 大量販売による建設費の早期回収を実行した (太田原,

2001b)。

二輪車の販売は, 戦前から自動車ディーラーが併売するものであった。自動車に比べれば
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軽便で安価とはいえ, エンジン整備, 免許, 保険, 割賦販売など, 二輪車の販売業務に求め

られるものは, 自動車を扱った経験のある店舗を必要としたからである。それに対し, ホン

ダは日本全国の自転車販売店をスーパーカブの販売代理店として組織化し, メカニック研修,

部品供給, 保険, 割賦販売など販売業務に必要な支援を行った。1959年にロサンゼルスに設

立されたアメリカホンダも同様であった。ハーレーダビッドソン等を扱う既存の二輪車販売

店がホンダを扱いたがらないことを知るとすぐに, 強力な支援制度によって, ディスカウン

トストア, 芝刈り機ディーラー, ボートや釣具の販売店といった小売業を二輪車販売店へと

変えていった。ホンダの支援制度には, 販売店がいつでも返品できる委託販売, 小売価格の

7割の仕切価格, 好成績の販売員への日本研修旅行やその他のボーナス, メカニック研修,

低利融資, 迅速な部品の供給サービスなどが含まれていた。ホンダの販売店数は, 1962年ま

でハーレー販売店数の 2 倍以上に当たる700店舗以上に達した (Boston Consulting Group,

1975)。

1960年にはスーパーカブ専用工場として鈴鹿製作所が新設され稼働を開始した。フォード

社に端を発する高度に自動化された大量生産システムは, アメリカの自動車産業から各国,

各産業に波及した。それは従来の二輪車産業においても量産規模に応じて部分的に取り入れ

られていったが, フォルクスワーゲンのウオルフスブルグ工場に範をとって設立されたホン

ダの鈴鹿製作所は, 全面的かつ体系的な自動車大量生産システムを二輪車産業に適用した点,

従来の同社工場の10倍に当たる月産 5万台という生産能力の点で, 二輪車産業史におけるエ

ポックとなった (太田原, 2001b)。

これらの販売と生産における大型投資が1958年から60年にかけて集中的に実施された結果,

スーパーカブの商品としてのポテンシャルは, 卓越した生産力及び販売力と結びつき, ホン

ダの国内シェアは1961年には50％を超え, 63年には67％に達した。同時期に販売市場も, ア

メリカ, 欧州, 東南アジアへと拡大した。二輪車産業史において, ホンダの生産と販売の規

模は例外的に大きなものとなった。以上のプロセスイノベーションを起点として, 従来の二

輪車産業とは異なる新しい二輪車産業の物的な条件がそろったのである。

5 ホンダの例外性②：協働体系の革新による需要創造

経済学は, 経営能力の限界や市場規模の限界, 将来の不確実性等から企業規模の拡大に限

界を設けることを常とする。1958年 2 月末にすでに国内最大の二輪車企業であったホンダは,

1962年 2 月末までに, 売上は6.3倍, 生産台数は7.7倍, 従業員数は2.2倍, 資本金は24倍に拡

大し, 4 年間の間に二輪車産業では未曾有の企業規模に達した。従来の欧米および日本国内

の二輪車工場は, 最大のものでも月産5000台止まりであり, 複数の工場を合計しても 1万台

に達しなかったものが, ホンダの鈴鹿製作所単独で月産 5万台を超えた。市場の規模が会社
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の規模を縛るという考え方はごく常識的である｡ しかしつねに新しい需要を見つけ出すか,

あるいは需要を作り出すものを何でも作ることができれば, 会社の規模に制限がないという

考え方を採用する企業も稀にある。

1960年代のホンダは, 持続的な需要創造とそれを可能にするための新しい協働体系の構築

に10年以上をかけて取り組んだ。二輪車産業史におけるホンダの例外性のなかで, 今日まで

最も長く影響を及ぼしているものは, 新型車を効率よく開発し生産する組織能力の構築と維

持である。先の戦略的投資が仮に販売チャネルや生産設備にのみ投入されたものであれば,

スーパーカブが市場に行きわたり, あるいは他社が追随車種を投入し競争が激しくなって以

降は, 膨大な生産設備を抱えて破たんするかもしれないと考えることは常識的である。しか

し, もし適宜新機種を追加したり既存機種のモデルチェンジによって持続的な需要創造がで

きるのであれば, 膨大な生産能力, 販売能力は, 反対に規模の経済性および操業経験の蓄積

による学習効果のエンジンとなり, 追随する競合企業との間の費用上, 品質上の格差を拡大

し続けることができる。当時ホンダの専務であった藤沢武夫の下記の言葉は, このような考

え方を集約している。

よく世間では二輪車は頭打ちだ頭打ちだといわれるんですが, もしわれわれが頭打ちだとい

えば, われわれは世間並みにしか知っていないということになるんです。しかしわれわれが

未来を探り出す能力がなかったら, われわれは二輪車工業の中にいる資格はないんです。よ

その人では誰もがそれを探し出せない, われわれ以外に探し出す者がないとしたならば, わ

れわれはどんなことをしても, 未来を探し出さなければならないんです。そして探し出した

者こそ, 企業としての安定感を得ることができるんです。よその人がそれを先に探して, 二

輪車は頭打ちでない, ということを知ってから, 真似するんでは, これはもう後手後手です。

(藤沢, 1962)。

ホンダの研究開発能力は, 1960年の本田技術研究所の分離独立後に大きく高められた。ホ

ンダ本体とは別会社にすることで, 独自の就業規則と労働組合の分離が可能となり, 業務や

組織構造の設計の自由度は大いに高められた。その結果, 開発プロジェクト方式, 文鎮型組

織構造, 能力主義による人事管理がホンダ本体に先駆けて導入された。それらはのちに世界

の自動車産業に普及していくものを30年近く先取りするものであった。高められた研究開発

能力は, 小型機種から大型機種までフルライン化を達成しただけでなく, アメリカ, アジア,

欧州といった海外市場に対し, 仕向け地別の細かい仕様変更や追加機種の開発, ノックダウ

ン輸出に伴う設計変更業務を次々にこなして, 海外進出を大いに支援した (太田原, 2009b)｡

1965年前後になるとホンダの生産技術者の協働体系にも大きな変化がみられた｡ 生産技術
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者のラインへの配属と技術系専門資格制度の導入である｡ また, 部門横断型タスクチームに

よる問題解決も実施された。これはラインに配属された生産技術者のうち, 課題解決に必要

な専門家だけをタスクチームに動員する仕組みである。そのために生産技術者の専門分野の

明確化と専門能力向上が要請され, 1968年には技術系専門資格制度が導入された｡ これによ

り, 生産技術者は, 技術登録員, 技術主任, 技師, 主任技師, 技師長にランク分けされた。

技術系専門職に登録された技術者は, 毎年, 技術テーマの登録を行い, 上位専門職の指導で

研究を進め, 管理監督者の命に従って日程管理を行い, 年に一度, 集積した研究記録を資格

制度委員会が審査し, 認定基準に照らして認定や昇進を行う制度が実施された。これにより

ホンダの生産技術者は専門資格制度の下で, ラインにおける技術的問題解決に当たりながら,

同時に自らの技術テーマについて研究活動を行い, さらに要請があればタスクチームに招集

されて専門家として問題解決に当たることをルーチンとするようになった。これにより専門

性の深さだけでなく, 日常のライン業務やタスクチームでの仕事を通じて, さまざまな関連

業務の知識や経験の双方を備えた技術者が大量に養成されるようになった。その結果, 新機

種や派生機種の頻繁な投入, 既存機種の設計変更を効率性を大きく損なうことなく行うこと

が当たり前になっていった。総合的な生産知識や経験が必要となる海外工場の立ち上げを,

少人数でやりきることも特別なことではなくなった。これら生産技術者の問題解決能力の向

上は, 研究開発能力を市場競争力に転換することに大きく貢献した。これらの研究部門およ

び生産部門における新しい組織と働き方の導入は, 同業他社に先駆ける協働体系の革新であっ

た。以上がホンダの 2つ目の例外性である。

6 ホンダの例外性③：新興国におけるローエンド市場への参入

6. 1 積み重ね型技術革新

一般に, 産業が技術的に成熟すればするほど, 後発企業のキャッチアップは容易になると

考えられるが, 二輪車産業の場合, 2000年代の中国ショックに直面するまで日本企業の絶対

的優位は揺らがなかった。その理由として, ホンダを典型とした新型機種の開発や生産, 既

存機種の設計変更や改良を効率よく行う組織能力が, 積み重ね型技術革新という二輪車産業

の技術的特徴に帰結し, 後発企業のキャッチアップは一見するより困難であったことが挙げ

られる。筆者も参加したアジア経済研究所によるアジア二輪車産業の包括的な研究は, 二輪

車産業の性格を「参入の垣根は低いが, その先のキャッチアップの道のりは険しい」もので

あると規定し, その理由として①積み重ね型技術革新による複合品質の高い水準, ②日本企

業, とくにホンダの存在, ③日系生産ネットワーク内でのアジア地場企業の能力向上の限界,

を挙げた (佐藤・大原, 2006)。

積み重ね型技術革新とは, 一つひとつの技術の難易度は高いものではないが, それらが組
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み合わされるときに生じる問題解決の束が長期にわたり蓄積され継承されることで実現する。

多数の個別部品から構成され, しかし一体となって機能する二輪車製品は, 図面に現れる個々

の部品の形状, 加工精度, 材質, 熱処理方法, 図面の公差といったものが, 度重なる試験を

経て設定され, さらに量産後のクレーム対応やコスト低減の過程で変更が加えられた結果の

賜物である。それは「複合品質」という概念で呼ばれる (佐藤・大原, 2006)。

積み重ね型技術革新による複合品質の到達水準は, 問題解決作業の質と累積量の掛け算に

よって決まる。問題解決作業の質は組織能力に依存し, 累積量は, 過去の設計作業量と生産

量の累積によって決まるのだとすれば, 最も有利なのは, 先駆的に問題解決のための組織能

力を獲得し, 市場で長年大きなシェアをもつ日系企業ということになる｡ 他方, キャッチアッ

プを狙う新興国の後発企業にとっては, 積み重ね型技術が市場から購入できない性質をもつ

ために, 先発企業である日本企業との技術提携や合弁事業という形態が避けて通れないこと

になる (太田原, 2015)。

しかし, 2000年代のアジア経済研究所の研究によって, アジアの新興国企業による日本企

業との技術提携や合弁事業を通じた能力の獲得には限界があることがわかってきた。台湾の

光陽工業は, 40年近くホンダと技術提携を続け, 製造や管理の技術は移転されたが, 製品開

発能力の移転は行われなかった。インドのヒーロー社とホンダの提携においても, 両者の間

に移転技術についてのミスマッチがあったといわれている。インドネシアのアストラ社も外

国ブランド車の生産にどれほど長く従事しても, 基本設計から商業生産までの過程は習得で

きるものではないという。すなわち, どれだけ二輪車産業が技術的に成熟していても, キャッ

チアップに必要な技術は, 直接的な提携や合弁事業により移転されるより他はなく, さらに

それでもなお製品開発能力は移転されないことが, 長年の日系企業の世界的優位性を支えた

ということがいえる。この点は, ホンダに例外的なものといえず, 日系企業に共通する優位

性といえよう。

6. 2 中国ショックとローエンド市場への挑戦

しかしながら, 盤石だった日系企業にも罠が待ちかまえていたことが, 2000年前後にはっ

きりしてきた。中国におけるコピー車攻勢である。当初, 日本企業はコピー車の品質自体に

みるべきものがなかったこともあり, 問題を知財侵害や, モラルのギャップであると捉えて

いた。ところが, 一度奪われたシェアは戻らず, それどころか中国市場はコピーバイクによっ

て急拡大し, 2000年頃には日系が独占していた時期の15倍程度にまで到達したのである。

このころから日系企業は, 中国製二輪車をコピー車と呼ばなくなった。なぜなら, コピー

車への市場の支持が安定的に持続することをみて, 中国の顧客が二輪車に求める価格と性能

のバランス, つまり価格性能比が日系企業の想定していたラインより, かなり下方にあるこ
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とを理解したからである。中国の顧客からみれば, 日本ブランドの二輪車の性能は必要ない

し, 価格も高すぎたということである。具体的には耐久性で日本ブランドの半分程度, 価格

で 3分の 1程度が, 中国における安定したマスマーケットであった (大原, 2006 ; 太田原,

2009a ; 三嶋, 2010)｡

ホンダの 3つ目の例外的経営行動はアジアにおける新興ローエンド市場への参入であった。

日系企業にはマスマーケットを回避し, ハイエンドに特化することもできたが, ホンダはマ

スマーケットであるローエンド市場を避けることなく, むしろ積極的に参入した。｢本家｣

ホンダによるコピーバイク企業の買収として話題になった2001年の ｢新大洲本田｣ の設立は,

マスマーケットへ参入するための最初のエポックとなった。ホンダが狙ったのは, 新大洲の

もつ部品調達網と生産能力であった。従来使用していた日系サプライヤーからの部品に代え

て, 低価格の中国ローカル部品を用いて, なおかつホンダ基準の複合品質まで引き上げる新

しいタイプの問題解決の積み上げが開始されたのである (太田原 2009a)。新しいとはいっ

ても, 従来の積み上げ型革新能力を応用できる可能性は高かった。従来価格の半額以下とな

るマーケットは, 中国以外にも, ベトナム, タイ, インドといった市場で相当大きいことも

わかってきた。小型二輪車の世界的な平均価格は, 2000年から現在までの間に約半額となっ

た。しかしホンダはなおも, ローエンド市場においても積み重ね型技術革新を着実に実行し

て, そこで再びリーダーとなろうとしているようにみえる。
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表 1 二輪車産業の課題と企業の対応行動の歴史的推移

出典：筆者作成

時期 中心地域 二輪車産業の状況 同型的企業行動 例外的企業行動 帰結

1920年代�

1930年代
北米／イギリス

廉価な四輪車の普及
による二輪車市場の
縮小 (米, 英)

価格引き下げ・大型
化・高出力化 (米)／
小型自動車事業への
参入 (英)

小型万能二輪車の開
発と新市場の開拓
(未遂)

産業の存続危機(米)
／市場の衰退 (英)

1950年代 日本

廉価な四輪車の普及
(独, 仏, 伊)／国民
車構想の発表, 軽自
動車の登場 (日)

小型自動車事業への
参入 (独, 仏, 伊)／
軽自動車事業への参
入 (日)

小型万能二輪車の開
発と新市場の開拓・
大規模な戦略的投資
(ホンダ)

新市場の出現 (日)／
二輪車産業の自動車
産業化 (ホンダ)

1960年代 日本

世界市場への展開
(ホンダ), ホンダと
の競争 (その他企業)

大型投資(日系企業)／
ホンダへの対抗製品
の開発 (ヤマハ, ス
ズキ等の追随企業)

製品開発組織, 生産
組織における協働体
系の革新 (ホンダ)

世界の二輪車市場の
再成長／日系企業に
よる世界市場の寡占
化／フルライン化

2000年代
中国／ASEAN／
インド

アジア企業の台頭,
ローエンド市場の拡
大

模倣品による価格競
争 (アジア)／アジ
ア企業との提携・高
品質高価格 (日系)

アジア企業との戦略
的提携／中品質低価
格 (ホンダ)

二輪車市場の急成長
／アジア企業の台頭／
ホンダのシェア拡大



7 お わ り に

7. 1 議論の整理

早足ではあったが, 以上が120年にわたる二輪車産業史において, ホンダの企業行動が,

それぞれの重要局面において, 欧米の先発企業や日本の競合企業といかに異なる性格のもの

であったのか, それらが現在の二輪車産業の姿をいかに形づくってきたのかについて論証し

てきた。表 1は, 以上の議論を整理したものである。すなわち,

① 1920年代の北米におけるＴ型フォードは, 価格の連続的な引き下げにより, 二輪車の平

均価格に近付き, 自動車の代用品として普及してきた二輪車市場は急激に縮小した。二

輪車企業は価格引き下げや大型化・高出力化によって差別化を図って対抗したが, 市場

の縮小に歯止めがかからなかった。この過程で, 小型万用二輪車の投入による新市場の

開拓というアイデアが提起されたものの, 実現することはなかった。

② 1950年代後半の日本において, ホンダは欧米の先発企業が実現できなかった小型万用二

輪車による新市場の開拓を試みた。ホンダの市場機会の判断, 小型万用二輪車の技術的

新規性, 販売体制と生産体制への大規模な投資は, 欧米の先発企業および日本の競合企

業と比較すると, 明らかに例外的な企業行動であった。しかしながらホンダの試みは成

功し, 二輪車は自動車の代用品から脱し, 独自の大規模な市場が生まれた。

③ 1960年代を通じて, ヤマハやスズキといった競合企業はホンダへのキャッチアップを急

いだ。一方でホンダは, 二輪車産業だけでなく自動車産業としてみても先駆的な製品開

発および生産技術開発のための組織能力を構築, 小型から大型までフルラインで新機種

を投入し, モデルチェンジを頻繁に行うことで, 斜陽化していた世界中の二輪市場を成

長市場へと転換させた。一方, 国内外の従来型の二輪車企業は, 10年程度の間に淘汰さ

れた。

④ 2000年代のアジアの二輪車企業の低価格攻勢に対して, ホンダは欧米や日本の他の競合

企業のように高品質高価格のハイエンド市場に特化するという選択をせず, アジアの地

場企業との提携を通じて, 中品質低価格というポジションを選択した。二輪車市場の規

模は小型二輪車のローエンド市場を中心として大きく拡大したが, 先発企業のうち, ホ

ンダだけがローエンドのマスマーケットにおいて競争を継続し, トップシェアを維持し

ている。

7. 2 開発経済史への含意

開発経済史からの観点からみたとき, 以上の二輪車産業におけるホンダの事例は, どのよ

うな含意をもち得るだろうか, 最後に若干の議論をしておこう。
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第一に, 産業のなかには, 同型的企業行動よりも例外的企業行動によって製品ライフサイ

クルの軌道が変化するものがあるだろうという点である (図 4 )。二輪車産業においては,

もし同型的な企業行動のみがみられた場合, 自動車の代用品としての一時的な需要拡大や,

警察や軍隊といった特殊な需要に基づく, 製品ライフサイクルは存在するだろうが, それは

小型万用二輪車を投入したり, 先駆的な組織を構築したりする例外的事象が存在した場合に

比べて, 総じて下方に描かれると考えられる。より一般的にいうならば, 産業発展における

例外的企業は, 製品ライフサイクルをまったく別の形状にするようなものではないが, 少な

くとも市場の規模を上振れさせたり, 成熟期の需要水準を底支えするといった影響をもたら

すことは, 他の産業においても大いにありそうである。

第二に, 例外的企業が存在することの適否あるいは正当性に関する判断は市場ベースで行

うべきであるという点である。ホンダの行動は, 同時代からみるとその意図が分かりづらかっ

たり, 常識に反するようにみえるものが多かった。そのため業界や監督省庁による冷遇さら

には排除的な扱いさえ誘発したが, 幸い, 日本においては国民車構想や特振法といった競争

制限的な政策は実行に移されなかったために, ホンダは四輪車事業への参入を急がず二輪車

事業へ特化するという例外的企業行動をとることができた。これらの点において, 例外的企

業の処遇はあくまで市場に任せるべきであるという含意が提起される。

第三は, 後発企業の優位性として, 先発企業によって未遂に終わった事業戦略でも, 新し

い事業環境, あるいは新しい技術や経営資源を用いて実行するオプションが利用可能である

という点である。ホンダの二輪車産業史における意義は, 事業戦略の斬新さではなくむしろ

実行力の高さにある。欧米の先発産業の歴史は, 小型万用二輪車の投入による新市場の開拓

産業発展において ｢例外的企業｣ が果たす役割 49

図 4 例外的企業行動による顕在化した製品ライフサイクル軌道と,
潜在的軌道との比較図

出典：筆者作成

顕在化した軌道

潜在的軌道

時間

需要・市場規模



という事業戦略については, 斜陽期に直面した二輪車企業の多くがアイデアとしてもってい

たが, 現実には実行できなかったことを示している。実際にそれをやり切った企業こそがホ

ンダであり, その点にこそ同社の例外性がある。従来議論されてきた後発の優位性に, この

点を付加したい。

注

1) 政治学ではたとえばアメリカが他の先進国と質的に異なっているという定義において,

American Exceptionalism という用語が, アメリカ例外主義あるいはアメリカ例外論という訳語

において用いられている。

2)「産業の姿」というやや抽象的な表現は, 次節で述べるような産業の生産量や産出額, 上位企

業のシェア分布や製品構成などを意味している。

3) このような自転車産業から自動車産業へ発展する過程において, 二輪車産業をどのように位置

づけるかに関して, 最近は興味ぶかい論争がみられる。Alford and Ferriss (2007) を参照。
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