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輸入代替工業化政策以前のアジア二輪車市場と日本企業
― 台湾市場を中心として ―

太田原　準（同志社大学）

1．はじめに

（1）研究の背景

　アジアの新興企業がさまざまな産業でシェアを
伸ばし，鉄鋼や化学といった素材産業から半導体
やエレクトロニクス産業に至るまで，日本企業が
世界的なシェアやプレゼンスを落としていく傾向
になかなか歯止めがかからない。一方，それら
と対照的に，例外に見えるのが，日本の二輪車 

（オートバイ）産業であり，とくに2000年代以降，
アジア市場を中心に成長が加速し，同時に新興地
場企業が台頭する過程においても，シェアを後退
させることなく，競争力を維持もしくは企業に
よっては，より強化してきている。そのため産業

研究者や政策担当者から注目され，近年少なくな
い研究がおこなわれてきている。
　こうした日本企業を含む多国籍企業の競争優位
あるいは劣位については，理論的にも様々な説明
がなされてきているが，そのうち所有理論といわ
れるものでは，多国籍企業の優位性はその所有す
る資源に根差しているとされる。資源とは，技術，
ブランド，マネジメントやオペレーションの能力，
資金調達力，規模の経済性，材料や部品へのアク
セスといったものである。多国籍企業がアウェイ
である海外市場において，地理的・市場的・政治
的・法律的・文化的な違いが，本国で事業を行う
時に較べて不利に作用するにも関わらず，しばし
ば現地企業に対して優位性をもつのはなぜなのか
という問いに対して，所有理論は，多国籍企業が
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現地企業に対してそのような不利を上回るだけの
優位性を持つ資源を所有しているからであると説
明する（Jones〔2005〕）。
　しかしこれらの優位性をもつ資源を，多国籍企
業が天から授かったものではないことは明らかで
ある。所有資源の優位性とは人為的に構築された
ものであり，それがいつ，どこで誰によって，ど
のように構築されたのか，あるいは構築に失敗し
たのかという問題は，われわれ研究者が多国籍企
業の優位性を理解するうえで，あるいは実務家が
実際に競争優位を構築し，維持していくために何
をすればよいのかを考えるうえで，重要な論点で
あり続けている。
　日本の二輪車産業が海外市場において示す，と
りわけアジアの新興国企業に対する優位性につい
ての研究のうち，佐藤・大原〔2006〕は，中国・
タイ・ベトナム・インドネシア・インドといった
広範な市場における日本企業と地場企業との競争
や協働について詳細な現地調査および文献調査に
基づき，サプライヤーを含む総合的な品質管理体
制，自動車産業との技術や人材の共有，現地法人
の市場適応力などを日本企業の優位性として指摘
した。また三嶋〔2011〕は，タイ・インドネシア・
ベトナムといったアジア市場において，日本企業
の優位性が不断に高度化している点に着目し，競
争優位をもたらす資源や能力を構築する担い手が
日本企業の現地法人である点を実証した。さらに
横井〔2018〕は，本国の本社と本国生産拠点に蓄
積された技術と情報，それらに基づいた現地オペ
レーションの評価能力に依拠して，ホンダが国際
生産分業を最適化していくための仕組みを実証し
た。このように，近年の二輪車産業を対象とした
多国籍企業研究はいずれも水準の高い実証がなさ
れているが，それらの知見を総合すると日系二輪
車産業の競争優位性をもたらす資源や能力はおよ
そ下記のようにまとめられるだろう。
１．日系サプライヤーの早期進出と素材までも
含めた現地調達率の高度化
２．部品の標準化と共有化，域内貿易スキーム
による相互調達
３．現地の研究開発高度化によるローカルモデ

ル開発
４．販売・金融・サービス・部品が一体となっ
たディーラー網の確立

５．現地法人の能力構築における主体性
６．本社と現地法人とのリンケージによる能力
構築支援および開発と生産の相互補完体制

（2）研究課題

　以上の成果は，主に1990年代以降の日本企業の
アジア事業の現状分析から引き出されているとい
えよう。それ以前の時期にも触れられてはいるが，
あくまで前史としての扱いであり，さらにその場
合も1980年代以降から記述されることが多い。す
なわち，ホンダ・ヤマハ・スズキといった主要な
日本企業がすでにアジア市場でゆるぎない独占的
な地位を占めているという前提の上で，その後の
現地法人のオペレーション高度化や地場企業との
競争や協働に焦点を当てることが多い。
　それに対して，本研究では，①各国政府が輸入
代替政策を採用する以前の状況，すなわち1950年
代を中心としたアジア二輪車市場の状況および，
②戦後直後から1960年代前半にかけての日本の二
輪車企業のアジアビジネスの実態，とくに自由市
場から保護政策への転換点における対応の２点を
中心に明らかにしたい。その狙いのひとつは，こ
れまでのアジアの産業研究において1950年代に焦
点を当てた研究は手薄であり，特に二輪車産業の
場合は空白であるため，そこをまずは埋めること
にある。同時に，現在の日本企業が享受している
アジア市場での優位性が築かれる基礎的な過程が
いつ，どこでどのように生じたのかについても突
き止めたいと考えている。

（3）資料

　本稿で用いる主要な資料について言及しておこ
う。一つめは日本小型自動車工業会による東南ア
ジア市場調査報告書（以下，桜井〔1959〕と表記）
である。本報告書には調査事業の目的・参加者・
ルート・訪問地で収集した情報の他，この事業を
通じて日本側の東南アジア市場に対する認識の変
化が報告されている。同書は日本企業が市場独占
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する以前の，欧米企業が独占していた自由貿易市
場としての東南アジアの状況をつぶさに報告する
ほぼ唯一の資料として，貴重なものといえよう。
　主要資料の二つめは『二輪車新聞』である。
1958年12月に創刊し，現在まで発行を続ける業界
誌は，特定の大手企業に偏ることなく，二輪車業
界全体の動向や業界団体の動き，キーパーソンへ
のインタビューなどを幅広く掲載しており，二輪
車産業のような多くの倒産企業が存在する産業に
おいては，歴史研究にとってとりわけ貴重な情報
源となる。そのほか，現存する企業の社内報を用
いている。そこから，各社における海外視察の報
告やそれを受けた経営者の判断，現地工場の内容
やレイアウトなどが分かる。

　進出先に関する現地語の資料は，台湾機車史編
纂委員会による『台湾機車史』（中華民国機車研
究発展安全促進協会，1998年）のみを用いている。
それ以外の現地語の資料が乏しいために地域研究
者の論文，例えば佐藤幸人〔1999〕等で補完して
いる。

2．1950年代のアジア市場と日本
企業の進出

（1）戦後直後の二輪車輸出の状況

　第１表は日本二輪車企業の輸出台数の推移であ
る。輸出台数の全体状況はふたつのフェーズに分

第１表　戦後から1960年代にかけての日本の二輪車輸出実績

年
輸出台数
（台）

輸出金額
（ドル）

台当たり金額
（ドル）

国内生産台数
（台）

輸出率
（％）

1946 n. a. 219 0
47 45 9,195 204.3 2,010 2.2
48 1,161 212,879 183.4 7,757 15.0
49 524 83,478 159.3 9,189 5.7
50 805 121,793 151.3 7,491 10.7
51 491 88,779 180.8 24,153 2.0
52 18 5,119 284.4 79,245 0
53 103 34,598 335.9 166,429 0.1
54 103 26,125 253.6 164,473 0.1
55 323 69,388 214.8 259,395 0.1
56 648 143,466 221.4 332,760 0.2
57 1,907 415,470 217.9 410,064 0.5
58 5,427 1,407,925 259.4 501,332 1.1
59 19,484 4,444,766 228.1 880,629 2.2
60 56,268 10,643,700 189.2 1,473,084 3.8
61 78,449 14,195,400 181.0 1,804,371 4.3
62 202,090 35,032,900 173.4 1,674,925 12.1
63 400,385 69,308,400 173.1 1,926,970 20.8
64 592,737 101,629,700 171.5 2,110,335 28.1
65 868,756 163,033,300 187.7 2,212,784 39.3
66 976,360 180,358,300 184.7 2,447,391 39.9
67 944,169 143,406,200 151.9 2,241,847 42.1
68 1,136,636 184,312,200 162.2 2,251,335 50.5
69 1,298,866 230,901,700 177.8 2,576,873 50.4
70 1,737,603 370,327,500 213.1 2,947,672 58.9

出所：自動車統計年表（1953），自動車統計年表（1960），自動車統計年表（1971）より作成。
注１：自動車統計年表のうち，数字が号によって異なる場合は新しい年次号の数字を採用。
注２：自転車に後付けする「バイクモーター」は数字に含まれない。
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けられる。戦後直後には，1948年に生産台数の
15％を輸出するという状況があった。その後，一
度大きく落ち込んで，1952年頃にはほぼ消滅し，
そこからまた回復した。1950年代後半になると，
急激に右肩上がりで伸長した。下記では，それぞ
れのフェーズにおいて日本企業の海外事業がどの
ように行われていたのかについてみていこう。
　二輪車の国内需要は戦前においては限られた規
模であり，もっとも拡大した時でも年間3000台ほ
どの生産台数にすぎず，しかも戦時期は生産が途
絶えていた。戦後，いち早く軍需企業の民需転換
先としてスクーターが生産されたが，これが1947
年に記録される最初の二輪車輸出であったと考え
られる。各種の生産統制や急激なインフレによっ
て国内需要が停滞する一方で，1948年には早くも
1169台の輸出が記録されている。その後に激減す
る経緯については，この時期の二輪車企業にとっ
ては，輸出よりも国内需要に応えることが当面の
課題であったと指摘されるが（日本自動車工業会
編〔1988〕），一方で，企業の輸出への取り組み方
にも原因がある。後に見るように輸出が貿易商社
を介したスポット的あるいはサンプル的な取引に
終わり，継続的に実施されなかったことも，輸出
台数が急激に縮小した原因であった。
　戦後直後に輸出された二輪車の多くは，富士重
工や三菱重工業といった民需転換した企業が生産
するスクーターであった。これらの企業は工場内
に残る部材と生産設備の転用先として簡易な設計
のスクーターを生産し，当面の現金収入の獲得を
目指していた。したがって売れるのであれば国内
でも国外でも構わないという姿勢で輸出を行って
いたのである（三菱自動車工業総務部社史編纂
室〔1993〕）。本田技研工業（以下，ホンダ）は，
1948年に株式会社として発足したが，翌年には最
初の商品となる「Ａ型」のバイクモーターを台湾
へ100台輸出している。バイクモーターとは自転
車に取り付けて使用する小型エンジンであり，二
輪車の輸出統計にはカウントされない。同社は，
国内において増産のための投資や販売網の整備を
行いながらも，設立当初から輸出に強い関心を
持っていた。Ａ型はその後台湾向けだけでも1000

台が輸出されたと記録されている（ホンダ社報編
集局〔1957.2〕）。1951年11月には台北市で開かれ
た日本商品展覧会に同社の商品を出展し，その
後，完成車であるドリーム号の台湾への輸出を開
始した。同社の製品開発は，会社設立の初期の段
階から輸出を目指して行われていたという点で特
異なものであった。同社の創業者で社長の本田宗
一郎は，1951年には「本田技研の世界主義」を掲
げ，翌52年に発売した同社の最初のヒット作であ
る「Ｆ型カブエンジン」は，同年６月１日の発売
日に先立ち，ニューズウィークの本国版に500万
円を支出して広告を掲載したこと（第１図参照）
は同社の輸出重視が題目だけに終わらなかったこ
とを裏付けるものであった。
　ところが1952年の日本からの二輪車輸出はわず
かに18台にとどまった。とくにF型カブエンジン
の大量輸出をもくろんでいたホンダにとって，こ
の不振は深刻に受け止められた。その原因とし
て，東南アジア方面の市場調査結果を報告する同
社の輸出担当者・川島喜八郎は，50年代前半の
輸出不振の原因は商社経由の輸出にあると指摘し
ている。すなわち「日本の貿易商社は繊維のこと

第１図　本田技研工業による最初のアメリカ向けの広告
出所：NewsWeek, March 25, 1952



アジア経営研究　No.25　2019130

けられる。戦後直後には，1948年に生産台数の
15％を輸出するという状況があった。その後，一
度大きく落ち込んで，1952年頃にはほぼ消滅し，
そこからまた回復した。1950年代後半になると，
急激に右肩上がりで伸長した。下記では，それぞ
れのフェーズにおいて日本企業の海外事業がどの
ように行われていたのかについてみていこう。
　二輪車の国内需要は戦前においては限られた規
模であり，もっとも拡大した時でも年間3000台ほ
どの生産台数にすぎず，しかも戦時期は生産が途
絶えていた。戦後，いち早く軍需企業の民需転換
先としてスクーターが生産されたが，これが1947
年に記録される最初の二輪車輸出であったと考え
られる。各種の生産統制や急激なインフレによっ
て国内需要が停滞する一方で，1948年には早くも
1169台の輸出が記録されている。その後に激減す
る経緯については，この時期の二輪車企業にとっ
ては，輸出よりも国内需要に応えることが当面の
課題であったと指摘されるが（日本自動車工業会
編〔1988〕），一方で，企業の輸出への取り組み方
にも原因がある。後に見るように輸出が貿易商社
を介したスポット的あるいはサンプル的な取引に
終わり，継続的に実施されなかったことも，輸出
台数が急激に縮小した原因であった。
　戦後直後に輸出された二輪車の多くは，富士重
工や三菱重工業といった民需転換した企業が生産
するスクーターであった。これらの企業は工場内
に残る部材と生産設備の転用先として簡易な設計
のスクーターを生産し，当面の現金収入の獲得を
目指していた。したがって売れるのであれば国内
でも国外でも構わないという姿勢で輸出を行って
いたのである（三菱自動車工業総務部社史編纂
室〔1993〕）。本田技研工業（以下，ホンダ）は，
1948年に株式会社として発足したが，翌年には最
初の商品となる「Ａ型」のバイクモーターを台湾
へ100台輸出している。バイクモーターとは自転
車に取り付けて使用する小型エンジンであり，二
輪車の輸出統計にはカウントされない。同社は，
国内において増産のための投資や販売網の整備を
行いながらも，設立当初から輸出に強い関心を
持っていた。Ａ型はその後台湾向けだけでも1000

台が輸出されたと記録されている（ホンダ社報編
集局〔1957.2〕）。1951年11月には台北市で開かれ
た日本商品展覧会に同社の商品を出展し，その
後，完成車であるドリーム号の台湾への輸出を開
始した。同社の製品開発は，会社設立の初期の段
階から輸出を目指して行われていたという点で特
異なものであった。同社の創業者で社長の本田宗
一郎は，1951年には「本田技研の世界主義」を掲
げ，翌52年に発売した同社の最初のヒット作であ
る「Ｆ型カブエンジン」は，同年６月１日の発売
日に先立ち，ニューズウィークの本国版に500万
円を支出して広告を掲載したこと（第１図参照）
は同社の輸出重視が題目だけに終わらなかったこ
とを裏付けるものであった。
　ところが1952年の日本からの二輪車輸出はわず
かに18台にとどまった。とくにF型カブエンジン
の大量輸出をもくろんでいたホンダにとって，こ
の不振は深刻に受け止められた。その原因とし
て，東南アジア方面の市場調査結果を報告する同
社の輸出担当者・川島喜八郎は，50年代前半の
輸出不振の原因は商社経由の輸出にあると指摘し
ている。すなわち「日本の貿易商社は繊維のこと

第１図　本田技研工業による最初のアメリカ向けの広告
出所：NewsWeek, March 25, 1952
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についての商売は上手だがこと機械のことになる
と，まことにその知識がお粗末なことと，又極端
な例では，このオートバイがダメなら，あのオー
トバイというのが貿易屋さんの今までのあり方な
んですね。だから貿易商社にオンブしていたらい
つまでたっても貿易は進展しないと考えているわ
けです」（ホンダ社報編集局〔1958.2〕）。最初の
Ａ型と次のドリームの輸出は大阪の繊維商社であ
る大和屋繊維工業経由であった（ホンダ社報編集
局，同上）。川島は，すぐ後の1959年にホンダが
ロサンゼルスに設立した現地販売法人であるアメ
リカン・ホンダモーターの初代所長の任に就い 
た。この商社経由の輸出不振が，ホンダがアメリ
カ市場への参入に当たり，当初から直接投資によ
り現地販売子会社を設立し，商社を用いるヤマハ
発動機（以後，ヤマハと略）や鈴木自動車工業 

（以後，スズキと略）と異なる進出形態を選択し
たことにつながったのである。他方で大和屋繊維
工業から２人のホンダ担当従業員を引き抜いて，
ホンダの貿易課（62年から輸出部に昇格）に配属
していることから，海外営業業務を商社への依存
から，自社内に内部化しようとする意向がうかが
われる。
　とはいえ，大勢として日本から東南アジア方面
への二輪車輸出は，後に見るように現地政府の輸
入代替工業化政策が打ち出されるまでの間は商社
経由で行われた点に変わりはなかった。ホンダに
おいては，取引先が大和屋繊維工業からすでにト
ヨタ自動車工業の現地販売を担っていた豊田通商
に切り替えられたものの，商社経由での輸出はし
ばらく続くことになった。いずれにしても，輸出
に関しては全体として低調であり，突出した企業
も現れなかったのが，1950年代前半の状況であっ
た。

（2）東南アジアキャラバンの概要

　1950年代の後半に入ると，日本国内の二輪車市
場は順調に拡大し，ホンダや東京発動機（以後，
トーハツ）など，世界的に見ても有数の生産量に
達する二輪車企業も現れてきた。トーハツは，戦
前に設立された小型発動機を得意とする企業で，

戦後は二輪車生産に参入し，堅実な技術で50年代
前半から後半にかけて市場をリードした企業の一
つである。すでに戦後の機械工業において，自転
車やミシン・カメラといった業種が世界各国へと
輸出されており，外貨獲得という国策にそって二
輪車産業にも輸出振興の期待がかかるようになっ
てきた。
　二輪車の完成車および部分品を生産する企業の
業界団体である日本小型自動車工業会は，実地試
験やレースを主催して各社の技術向上を図る一方
で，輸出振興もまた重要な役割のひとつであっ 
た。1956年に東南アジア市場の視察を行った通産
省の自動車課長は，日本小型自動車工業会専務理
事の桜井淑雄に対し，東南アジアの二輪車普及率
は予想以上であるから強力な広報活動を実施すべ
きと勧めた。これを受けた桜井は「いろいろな研
究をした結果，大胆な計画ではあるが，東南アジ
ア走破のキャラバンを実施すべく，日本小型自動
車工業会の輸出対策の事業として採り上げ，５月
頃（1958年5月…筆者注）から諸般の準備に着手
し」，予算については「幸い通産省は本計画に全
面的賛意を表せられ，総予算1500万円の50％有余
にあたる800万円の多額の補助金の交付と指導」
を取り付けた（桜井〔1959〕）。下記では桜井によ
る事業報告書に沿って，事業の概要，各国の市場
状況，東南アジアに対する輸出振興の見解につい
て記述し，それらを通じて，1950年代後半の東南
アジア市場の状況について明らかにしていく。
　キャラバン隊は日本小型自動車工業会加盟の主
要二輪車企業によって組織された。参加者，所属
組織，役職，キャラバン隊での担当業務，参加車
両の一覧は第２表の通りである。参加企業は1958
年時点の生産量における上位企業であり，すでに
新三菱重工・富士重工・ホンダといった東南アジ
ア市場において商社を介して販売代理店をもつな
ど，少量ながら輸出実績のある企業も含まれてい
た。参加車両については，50㏄から250㏄，また
モーターサイクル・スクーター・モペットとバラ
ンスよく構成され，日本商品に対する市場の反応
を総合的にとらえたいという意図が伺える。二輪
車企業から派遣された参加者８名の所属部署は，
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営業関係が４名，設計関係２名，広報関係が２名，
調達関係が１名となっている。また桜井を含む本
部スタッフが３名，医師兼通訳が１名，随行車と
して新三菱重工のジープとダイハツ工業の三輪ト
ラックのドライバーがそれぞれ各社から参加し，
総員15名の布陣であった。
　第２図は東南アジアキャラバンのルート図であ
る。ベトナムのサイゴンを起点に，カンボジアの
プノンペン，タイのバンコク，マライのペナンと
クアラルンプール，シンガポールを訪問して，終
点は，インドネシアのジャカルタである（名称は
当時の呼称）。走行距離4542㎞，１日の平均走行
距離は212.7㎞に及び，文字通り東南アジア全域
をカバーしている。出発は1958年11月25日，帰着
は1959年１月12日の49日間にわたる大規模な事業
であった。

（3）各市場の状況と小型自動車工業会の見解

　最初の訪問地サイゴンでは，通産省の自動車
課長から聞いていた通り，市の人口200万人に対
し，自動車（トラック・バス・乗用車・オートバ
イ・スクーター全て含む，以下同様）の普及率は

21人に１台とほぼ東京並みであることに，さっそ
く驚かされることになった。しかもこの普及率に
はモペットや自転車に取り付けるバイクモーター

第２図　東南アジアキャラバン隊のルート図
出所：桜井〔1959〕

第２表　東南アジアキャラバンへの参加状況一覧

氏名 所属 役職 キャラバン隊での担当業務

桜井淑雄 日本小型自動車工業会 専務 団長

立松通 日本小型自動車工業会 技術部長 本部技術運行要員

松永良文 日本小型自動車工業会 輸出振興課 本部総務要員

神崎寛 慶應義塾大学医学部内科 医師 本部救護通訳要員

武藤五一 ダイハツ工業研究第1部実験課 本部随行車ダイハツ操縦

長田芳一郎 新三菱重工名古屋製作所営業部車体課 本部随行車ジープ操縦

金子福一 目黒製作所製造部検車課 課長 本隊メグロＺ型操縦

鈴木忠夫 新三菱重工名古屋製作所営業部自動車課 サービス係長 本隊シルバーピジョン操縦

芹沢正雄 目黒製作所営業部直需係 係長 本隊メグロF型操縦

四本彦一 富士重工業小型自動車部部品課 本隊ラビット操縦

高橋邦良 本田技研工業技術研究所試作課試作組立係 係長 本隊ドリーム操縦

奥本清彦 本田技研工業営業課 本隊スーパーカブ操縦

坂口孝夫 東京発動機宣伝課 課長心得 本隊トーハツ操縦

小柴重彦 昌和製作所企画宣伝課 本隊クルーザー操縦

川原文明 鈴木自動車工業設計課 本隊スズモペット操縦

出所：桜井〔1959〕より作成
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金子福一 目黒製作所製造部検車課 課長 本隊メグロＺ型操縦
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出所：桜井〔1959〕より作成

輸入代替工業化政策以前のアジア二輪車市場と日本企業 133

が含まれておらず，これらのいわゆる「原動機付
自転車」を含めると何らかの動力付乗り物を利用
している割合は５人に１台となり，東京よりもは
るかに二輪車の普及が進んでいることが判明し
た。オートバイ・スクーターの購買者のほとんど
は200万人のうち70万人を占める華僑である。サ
イゴン市内のオートバイ・スクーターの保有台数
は４万台弱，統計にはないがモペットはその５倍
の20万台であり，最も普及しているのがフランス
製品，次にドイツ・イタリアが続いた。
　一団は現地生産をしているイタリアのヴェスパ
社の組立工場を訪問し，工員24名で工程としては
組立と塗装を現地で行っており，日産15台から25
台であることを報告している。現地での170㏄の
ヴェスパの価格は日本円で11万円から12万円であ
り，これは部品輸入の関税を含んだうえで，日本
で販売されている同クラスのスクーターと同程度
の価格であることから，欧州製品の現地での価格
競争力の高さも明らかとなった。完成車の関税は
65％であることから桜井は「この国では，工業化
の気運は未だないが，完成車の売り込みは不利で
あり不可能に近い。ノックダウンの輸出と現地に
アッセンブリプラントを持つことだ」と結論付け
た（桜井〔1959〕）。
　報告書でベトナムと同様に紙数を多く割いて
いる訪問地がタイである。バンコク市の人口250
万人，自動車保有台数は63,800台で保有率は39人

に１台となる。オートバイとスクーターは併せて
25,000台で，オートバイはイギリス・ドイツ・チェ
コの順で多く，スクーターはヴェスパが圧倒的
で，いずれにしてもサイゴン同様，欧州車に独占
されている。タイでは軍事政権による戒厳令下に
あり治安が悪化しているが，一方で政府は親日政
策をとって商社活動がしやすいこと，トヨタや日
産がすでに本格的に進出していることにより日本
にとって重要市場であると捉えられた。またタイ
には世界中の二輪車が輸入され，また高速道や舗
装道路が多い一方で速度制限や保安基準が存在し
ないため，「常時，高速試験が世界中の商品と比
較されながら研究されているのがタイ」であり，

「この市場の争覇はある意味において世界市場に
つながるであろう」と桜井は述べている（桜井 

〔1959〕）。
　第３表はキャラバン隊が訪問した各都市の当
局，二輪車の販売代理店，商社の駐在員から収集
した市場情報をまとめたものである。いずれもそ
れぞれの国の首都あるいは主要都市であり，想定
以上にモータリゼーションが進んでいること，二
輪車に関しては欧州車に独占されているという
点で同質的であった。桜井は東南アジアキャラ
バンの成果を下記の５点にまとめている（桜井

〔1959〕）。
　①忘れられた市場，捨てられた市場としての東
南アジアから，重要市場としての東南アジアとし

第３表　東南アジア主要都市の自動車の普及状況（モペット含まず）

都市名 人口
（人）

自動車の普及状況（台） 人口当たりの
普及率

オートバイ・
スクーターへの

課税トラック バス 乗用車 オートバイ スクーター 計

サイゴン 200万 23,062 29,876 39,175 92,113 21人に１台 関税65％

プノンペン 50万 関税26％
付加価値税12％

バンコック 250万 8,000 10,000 20,800 25,000 63,800 39人に１台 関税25％

クアラルンプール 90万 7,000 35,500 3,500 3,000 49,000 18人に１台
登録税
英国車10％
その他25％

シンガポール 150万 17,000 7,800 45,000 11,000 80,800 18人に１台 同上

ジャカルタ 200万 22,400 30,000 34,000 86,400 23人に１台 税その他740％

東京（参考） 900万 144,500 5,000 76,000 229,500 450,000 20人に１台

出所：桜井〔1959〕より作成
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て（原文ママ），我々の前に大きくクローズアッ
プし，我々の認識を180度転換させた。②当初の
日本製二輪車の広報という目的は十分に果たせた
こと。計画したルートを走破出来たこと，各地に
すでに営業販売拠点を持っている企業には大量の
引き合いがあり，またそうでない企業にもかなり
の数の商談が成立した。輸出の路線をひくことが
できた。③道路は概ね良好であり，特にマラヤ半
島の1000キロにおよぶ弾丸道路の存在を考慮する
必要がある。日本と比べて東南アジア市場ではい
ずれもスピード，軽快性，耐久性が高度に要請さ
れる。50㏄のモペットでも70㎞，125㏄～250㏄で
は100～120㎞での巡航が必要とされるため，かな
りの設計的な考慮を払う必要がある。④熱帯下に
おける使用という点で，技術改善のための重要な
資料が得られた。4500キロの行程で参加車両の故
障がパンク程度であったのは，日本車の技術水準
を示す好材料である。⑤とはいえ，欧州車によっ
て長年独占され，それらが浸透しきっている市場
だけに，日本車の進出にはかなりの努力が必要と
される。

3．台湾におけるノックダウン競争

（1）台湾への二輪車輸出と産業政策の推移

　1958年の東南アジアキャラバンにより，東南ア
ジアが有力かつ重要市場であることが判明したが
すぐに日本からの東南アジア輸出が拡大したわけ
ではなかった。その理由は1960年代から開始され
た東南アジア各国の輸入代替工業化政策であり，
とくに現地調達率規定とその引き上げであった。
なかでも台湾は，完成車輸入に対する高関税政策，
完成車の輸入禁止，現地組立を要するノックダ 
ウン輸入（Knock Down，以下KDと略），そして
現地調達率の引き上げからなる産業政策を最初に
展開した国であった。日本からの距離が近いこと
もあり，台湾市場へは多くの二輪車企業が完成車
を輸出していたが，1961年の完成車輸入禁止以降
の保護政策は，日本企業の事業継続にとって高い
ハードルとなった。下記では台湾を対象として，

同政府の産業政策と日本企業の進出形態の推移を
明らかにする。
　第４表は日本から台湾への二輪車輸出台数の推
移と，台湾側および日本側の動向を一覧したもの
である。外貨不足による管理貿易体制が続いた台
湾では，1950年代においては二輪車輸入の際にも
政府の許可を必要とした。すでに触れた日本から
の台湾向けの輸出はこの管理貿易の下で行われた
ものである。台湾の二輪車工業史では，台湾最初
の二輪車企業は1962年の三陽工業とされるが，佐
藤〔1999〕によると1950年代にはすでに部品を輸
入し組み立てる地場企業が10数社存在した。さら
に1959年になると台湾政府は二輪車の輸入開放を
おこなったが，その理由として佐藤［1999］は，
これら地場組立企業の製品が粗悪であり，事故や
苦情が多発したことによるものという。
　輸入開放により翌年の日本からの輸出台数は
5510台と急増したが，この年に日本から輸入され
た二輪車には不良在庫車や中古車が多数含まれて
いた。『二輪車新聞』はこの状況を下記のように
伝えている。「一昨年（1960年を指す。筆者注），
台湾にはホンダ，スズキ，ヤマハ，ライラック，
トーハツ，メグロ，ポインター，ラビット，ピ
ジョンなど10数社の製品が進出しており，とりわ
け国内需要の減退を輸出の伸びでカバーしようと
もっとも手近な台湾市場におしかけたフシがつよ
かったようだ。この場合もはじめは大手メーカー
に限られていたので採算的にも十分見合った商売
を続けていたが，十数社におよぶ最盛期には高
い値の車は大手メーカー，低い値の車はあとから
出ていったメーカーの製品で占められているとい
う風潮がつよく現れていたという。なかでも進出
の遅れたメーカーなどは市場に食い込むためには
手段を選ばず，相手メーカーを誹謗したり，旧型
車を在庫処分の形で不当に安い値段で輸出したな
どの事態が公然と行われていた」（『二輪車新聞』

〔1963.12.13〕）。さらに台湾の日本大使館からは「日
本の二輪車メーカー同士が過当競争を行い，その
結果ダンピングや粗悪品が横行して台湾市場では
日本製二輪車に対する不信感がつよまっている」
との指摘さえ受けていた（『二輪車新聞』，同上）。
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　実際，1950年代の日本企業の現地での販売体制
は，日本の商社と現地資本の総代理店に依存して
おり，とくにアフターサービスの点で問題の多い
ものであった。例えばホンダは，すでに述べたよ
うに大和繊維工業経由の輸出が不調に終わると，
豊田通商をインポーターとし，豊田通商と契約し
た各国の地場の商業資本を各国総代理店としてい
た。その業務は商品を売るのみであり，サービス
体制は不十分であった。ホンダの社史によると，
補修用の純正部品は販売店にストックされず投機
の対象とされたほどであった（本田技研工業創50
社史編纂委員会〔1999〕）。台湾政府が輸入解放か
らわずか２年後の1961年に再び完成車の輸入を禁
止した背景には，こうした日本からの乱売が生じ，
それ以前の地場企業による不良品質の二輪車が市
場に出回っていた状況から大きな改善が見られな
かったことも指摘されている（『二輪車新聞』，同
上）。
　しかしながら，完成車輸入の禁止の効果は一
時的であり，半年後にはノックダウン方式での

輸出が再び活況となった。KD生産とはその車両
の分解状態の程度により，Semi Knock Downと
Complete Knock Downに分類される 1）。1961年
の完成車輸入禁止後，最初に急増したKD方式は
SKD方式であり，かつ現地調達率規定がなかっ
たため，日本からの輸出量は再び活況となった。
二輪車新聞は次のようにこの状況を伝えている。

「一昨年まで月に５，６百台のコンスタント輸出で
有力市場を形成していた台湾は昨年初め台湾政府
が採った二輪完成車の輸入禁止以後というものは
ほとんどストップ状態となっていたが，このとこ
ろ業界内にこの対策として部品で輸出して現地で
組み立てるKD輸出が目立ってきており，今後は
この方式による台湾輸出が目立ってきており，今
後はこの方式による台湾輸出が積極化するものと
期待されている」（『二輪車新聞』〔1961.5.17〕）。

（2）「コマーシャル方式」から「純然たるKD
方式」への転換

　前述のSKD方式は当時,「コマーシャル方式」

第４表　台湾政府の二輪車に関する貿易政策と日本からの輸出台数（KD輸出含む）の推移

年 政策及び産業の動向（台湾側） 産業の動向（日本側） 輸出台数（台）

1945～58
外貨割り当てによる管理貿易体制。地場
企業による輸入部品組立への参入（10数
社）

サンプル輸出，スポット輸出 273（累計）

1959 輸入解放 一斉に参入 1,385

1960
在庫車や中古車の台湾への不正輸出と乱
売

5,510

1961 完成車輸入禁止
補修部品としてのKD部品輸出（コマー
シャル方式）

1,086

1962
技術協力条例。部品組立を目的とする台
湾地場企業参入

ホンダが三陽工業と提携し台北市に組立
工場設立

8,017

1963
４月から現地調達率規定（30％）。輸出
ライセンス制導入。日本企業，欧州企業
と提携する地場企業が参入

ホンダがライセンス取得，他17社（欧州
企業含む）がライセンス申請

10,232

1964
ホンダが光陽工業と提携し高雄市に組立
工場設立

30,630

1965 工場の設立規制を撤廃 60,165

1966
ヤマハが巧学社と提携し，台北市に組立
工場設立

46,464

出所：二輪車新聞各号，佐藤〔1999〕から作成
注：バイクモーターの輸出は含まず
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と業界で呼ばれていた。それに対して「純然たる
KD」と呼ばれるCKD輸出は，エンジン完成品は
そのままでは輸出できず，一度日本の工場で組ま
れたエンジンを分解して，部分品に分けたうえで，
現地の組立工場で再び組み立て直さなければなら
ない。現地側からみれば，組立工程に関する技術
移転が進むが，技術提供側の日本側からみれば組
立工程への投資や技術指導が必要となるため負担
が重くなる。
　台湾政府は1962年に技術協力条例を制定し，現
地組立工場を設立する際は，現地企業と技術提携
すること，現地調達率を20％とすることを決め，
63年４月からはコマーシャル方式に代わって「純
然たるKD方式」での輸出を義務付けた。それま
では大半のメーカーがコマーシャル方式での輸出
を行ってきたが，活況を見せていた台湾への二
輪車輸出は，これ以降はホンダ１社を除いて全社
が後退を余儀なくされた。この打開のためトー
ハツ・ヤマハ・スズキ・ブリヂストン・ポイン
ターなどのメーカーは台湾政府に対してKD輸出
のライセンスを申請し，その数は日本企業と欧州
企業を併せて内外17社に達した（『二輪車新聞』

〔1963.10.17〕）。
　1963年になると，これら申請企業と現地企業と
の技術協力提携が次々と結ばれた。台湾機車史に
よると，1962年には三陽工業，翌63年には，東興
工業・裕隆汽車・光陽工業・羽田機械・台隆工業・
功学社，翌1964年には中国農業機械・台湾ヴェス
パの二輪車への参入が記録されている。このうち
三陽工業と光陽工業の技術提携先はホンダ，台隆
工業はブリヂストン，功学社はヤマハ，台湾ヴェ
スパはイタリアのピアッジオ社との技術提携で
あった（台湾機車史編纂委員会〔1998〕）。

（3）ホンダの先行投資

　佐藤〔1999〕は，台湾二輪車産業の初期の歴史
における少なくない数の二輪車企業の参入は，市
場をある程度競争的にしたとして積極的に評価し
ている。とはいえ，台湾政府が63年に早くも現地
調達率を50％以上に引き上げると，この政策に対
応可能な企業は実質的に絞られることになった。

このうち，ホンダは，現地企業との技術提携が
1962年と早く，また現地調達率引き上げへの対応
も最も早かった。さらに台湾政府の長期的な現地
調達率引き上げの継続を見越して，前倒し的に工
場設備への投資を行った。反面，ヤマハやスズキ・
トーハツといった企業は，台湾政府の現地調達率
の要求に十分に対応することが出来なかった。そ
のため生産ライセンスは得たものの実際の生産は
滞ることとなり，外貨割り当てを得られずに60年
代の台湾市場においてホンダとの差が大きく開く
ことになった。
　すでにみたようにホンダは，1950年代前半の世
界主義宣言後の輸出失敗を経験していた。その後
1956年になると独自の市場調査を実施し，欧州は
社長の本田宗一郎と専務の藤沢武夫が，東南アジ
アは営業課長の川島喜八郎が担当した。川島の東
南アジア視察によって，ホンダは業界団体である
小型自動車工業会に先だって，東南アジア市場は
少なくとも大都市に限っては東京と比べても何ら
後進性がないこと，むしろ先行する欧米車との競
争がある分，厳しい市場であるとの認識をすでに
もっていた。その点で，日本のその他の二輪車企
業と比較すると，東南アジア市場における事業環
境の認識は数年先んじていたといえる。1959年に
はアメリカン・ホンダモーターをロサンゼルスに
設立し，1962年５月には営業部の貿易課を輸出部
に昇格させ，20名前後の従業員が輸出業務を担当
することになった（『二輪車新聞』〔1962.5.17〕）。
さらに同年11月には東南アジアの中心地シンガ
ポールに駐在員事務所を設立し，輸出部から駐在
員を派遣しアジア市場の本格的調査活動に入って
いた。
　この間，ホンダは台湾政府の技術協力協定にし
たがって，台北市の三陽工業と提携して，日本か
ら部品を送り150㏄と50㏄の二機種についてKD
生産を行っていたが，最初の時点で求められてい
た20％の現地調達率は，当局によってすぐに30％
に引き上げられた。ホンダはこの時点でこれを 

「前代未聞の数字」と受け止め，「重くのしかかっ
た」と記述している（本田技研工業創50社史編纂
委員会〔1999〕）。部品を現地調達するために，図
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〔1963.10.17〕）。
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「前代未聞の数字」と受け止め，「重くのしかかっ
た」と記述している（本田技研工業創50社史編纂
委員会〔1999〕）。部品を現地調達するために，図
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面を現地メーカーに見せて説明するが，現地の技
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ながら説明しなければならなかった。第３図は台
湾におけるホンダの最初のKD工場のレイアウト
図である。三陽工業が従来から従事していた自転
車用ランプ組立工区を挟んでモーターサイクル組
立工区とプレス作業区が設置されている。そして
組立工区に隣接してKD部品倉庫が置かれ，別棟
に研磨作業区とメッキ作業区が配置されている。
これら全て併せた面積は1332.4㎡，112名の従業
員を雇用し，生産能力は２機種合わせて月1000台
であった（『ホンダ社報』〔1963.6〕）。
　レイアウト図をみると，すでにエンジン組立工
程とフレーム組立工程に加え，プレス・メッキ工・
研磨・完成車検査の各工程が設置されていること
が分かる。この他社に比して１年ばかり早い先行
投資が，翌63年４月以降の政策変更で現地調達率
50％以上に引き上げられたときのホンダの素早い
対応を可能とし，すぐに三陽工業の組立工場を拡
張し，第二工場の新設決定につながった。第二工
場は，第一工場に加えて1625.25㎡の建屋に，組立・
溶程・プレス・塗装の各工程が新たに追加され，
生産能力は月6000台と一気に６倍となった。
　ホンダの初代輸出部長となった西田通弘は，新
工場の設立を伝える取材に下記のように答えた。

すなわち「１．三陽工業股分有限公司（台北市）
は従来自転車の発電ランプを造っている第一工場
でモーターサイクル，モペッドの生産をおこなっ
ていたが，増産と合理化のために第二工場を工
費1億円で建設した。この工場はモーターサイク
ル専用工場として一応の装備が整っており，350
トンプレスも備えている立派なものだが，能力は
５千台あり，開所式には関係官庁からも多数見え
て工場設備に目を見張っていた点から考えて今後
は外貨割り当ても増大するものと思う。２．三陽
工業のほかに高雄市の会社もうちの車を現地組立
したいということでライセンスの申請をおこなっ
ており，その前に２億円近い投資で工場建設を進
めている。認可の基準は，以前に比して極度に厳
しいものとなっており，鍛造，鋳造の設備も備え
なければならなくなっている。これは基準を厳し
くして申請者をふるい落とすものとみられるが，
現在17社がモーターサイクル生産の申請を行って
おり，高雄市の会社もそのひとつだ。３．認可の
基準が厳しくなったために現地生産を行う工場設
備にも以前とくらべようがない位金がかかる。だ
からホンダとしても高雄市の会社にライセンスが
下りて現地生産をはじめるときには三陽工業と協
力していくよう希望している。たとえば，三陽工
業ではやっていないシリンダー，ピストンなどは
高雄でやるというように両社が協力して生産面で

第３図　ホンダが設立した台北市の組立工場レイアウト図（1962年）
出所：本田社報編集局〔1963.6〕
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合理化することなどを申し入れてきた。街をみて
もモーターサイクルはあまりみかけず寂しいが，
ユーザー層は厚く，それには現地政府が輸入外貨
を増やしてくれなければどう仕様もない。三陽工
業の工場増設にしてもまず能力のあるところをみ
せてから外貨の割り当て増大をはかるというねら
いからおこなった」（『二輪車新聞』〔1963.10.10〕）。
　以上から，台湾政府の意図とホンダの対応が分
かる。すなわちライセンス取得の条件として現地
調達率条項を設定し，その段階的な引き上げに
よって，ライセンス獲得を狙う企業の投資額を引
き上げ，同時に経営や技術の能力の劣る申請企業
を振るい落とす，というものである。台湾の地場
企業と提携して現地組み立てを行っていたホンダ
は，政府の動向をいちはやく認識していた。台北
市の三陽工業だけでなく，さらには南部の中心都
市である高雄市の企業とも提携して，三陽工業の
工場にはない工程を加えて両工場の間で部品を融
通し合い，さらなる現地調達率の引き上げにも対
応しようとした。ホンダは政策変更のタイミン
グに先だって先行投資を行い，政府の要求を上回
る現地調達率引き上げの意思を実際の工場建設に
よって実証し，台湾政府の優遇を獲得して，台湾
市場で優位な地位を固めようとしたのである。
　『二輪車新聞』はホンダの先行を下記のように
伝えている。「さきに申請したあるメーカーでは，
書類審査でハネられたといわれているが，これも
申請した工場の現地生産率が他社に比べて低かっ
たことが最大因とみられているように，今後は現
地生産率を相当高いものにしなければ許可される
可能性はまずなくなったといってもよい状況下に
ある。それだけ数多くのメーカーが台湾での現地
生産のライセンス申請を行っているといっても，
従来のような生半可なものでは実行できない至
難な条件が与えられているだけに，力のないメー
カーでは果たしてやってゆけるかどうか，その判
断はさておいても台湾輸出が旨みの少ない難しい
ものになってきたことだけは確かであろう」（『二
輪車新聞』〔1963.8.22〕）。
　1960年代後半，台湾に続いてタイやインドネシ
アにおいても輸入代替工業化政策が広がると，欧

州企業もアジア市場からの撤退を始めた。欧米二
輪車企業のなかで，アジア市場に直接投資を行う
だけの能力をもつ企業は，むしろ本国での成長著
しい自動車事業に経営資源を振り向けた（太田原
〔2000〕）。他方，小規模な二輪車企業にとってア
ジアでの現地生産の荷は重かった。台湾・タイ・
インドネシアでの相次ぐ輸入代替政策は，戦前か
ら一定台数の二輪車を輸出していた欧州企業をア
ジア市場から撤退させる契機となったのである。
ホンダにとっては，一時的に東南アジア市場はラ
イバル不在の状況となった。それまでアジア市場
において不十分な販売体制を敷き，中古車の乱売
などを許していたにもかかわらず，他社と比較し
て１年～２年の先行投資がレバレッジとなって大
きく事業機会が開かれたのである。

4．おわりに
　冒頭で設定した課題に対して，以上から引き出
された結論をまとめよう。第一に1950年代のアジ
ア二輪車市場の状況についてである。この点につ
いては，各国の主要都市に限れば東京と同じ程度
の自動車普及率に達しており，その限りで後進性
はなかったこと，自動車市場は欧米ブランドに
よって独占されており，二輪車についてはイギリ
ス・ドイツ・フランス・イタリアといった国籍の
ブランドに占められていたこと，さらに日本での
使用状況に比べ，より高速性と耐久性が要請され，
設計上の対応が必要とされたことなどが明らかと
なった。日本小型自動車工業会の専務であった桜
井淑雄が「日本車の進出にはかなりの努力が必要
とされる」と視察結果を結論付けたように，この
時点においては，現在のような日本ブランドの二
輪車によってほぼ独占されている東南アジア各国
の状況とは程遠いものであったといえる。
　第二に，自由市場から保護政策への転換点にお
ける企業の判断や投資行動についてである。この
点はホンダが例外的な行動をとって先行した。各
社は，小型自動車工業会による1958年の東南アジ
アキャラバンによって同様の情報を得ていた。す
なわち，東南アジア市場は関税の点あるいは欧州
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車の価格競争力の点において「完成車輸出におけ
る競争は絶望的」というものであり，その後，「コ
マーシャル方式」とよばれたKD部品の輸出をお
こなった。それに対し，ホンダは前倒しで現地工
場への設備投資を行っていたために，アジアの中
でもっとも早く完成車輸入の禁止を定めた台湾政
府の政策に対して，速やかに対応することを可能
としたのである。さらに政府による相次ぐ現地調
達率の引き上げ要請にも，苦労はしたものの対応
することができたのである。
　明らかにホンダは，台湾政府の貿易政策の転換
をレバレッジとしてもっとも有効に活用した企業
であった。台湾政府は，ホンダの例外的企業行動
をむしろ基準として，それ以外の企業を二輪車市
場から締め出すような動きをとることになったか
らである。1963年以降，台北市と高雄市の２拠点
で生産されるホンダ車は台湾市場をほぼ独占し
た。ヤマハもまた同様の投資規模で追随したのは
1966年以降であった。ヤマハの場合，二輪車に先
行して楽器事業において提携関係にあった巧学社
とのによるものであり，スズキも含めてその他大
部分の日本企業および欧州企業は台湾市場から大
きく後退せざるを得なかったのである。
　1960年代の後半に入ると，アメリカとの戦争が
勃発したベトナムを除けば，東南アジア諸国でも
台湾と同様の輸入代替政策が実施された。一次資
料の制約により詳細な状況は不明であるが，社史
等の記述をみれば東南アジア各国においても，台
湾同様のプロセスが進行した可能性が高い。日本
市場と同様にホンダの対応は早く，また投資規模
も大きかった。そのあとにヤマハ・スズキの２社
は追従できたが，その他の日本企業，そして欧州
の二輪車企業は，東南アジア市場から徐々に撤退
することになった。東南アジア市場において日本
企業が競争優位を獲得するための基礎過程は，し
たがって1960年代の貿易政策の転換点にあり，そ
の時期においてホンダが，日本から現地への前倒
し的な生産工程の移管を伴う現地調達率引き上げ
政策に対する積極的な対応策をとったことが，そ
の他の企業との違いを生みだしていったと結論づ
けることができよう。

　最後に，理論的な含意に関して若干の考察を行
いたい。仮に1960年代の東南アジア市場におい
て，台湾の事例でみたようなプロセスが繰り返さ
れた結果，欧州企業による独占市場から日本企業
による独占市場へと大きく勢力図が塗りかえられ
たとするならば，日本企業，とりわけホンダはど
のような資源優位によってそれを為し得たのだろ
うか，という問いが成り立つ。
　この場合，日本企業の所有資源の比較相手は，
アジアの現地企業ではなく現地市場において先行
して参入していた欧州企業となる。この点につい
ては，欧州企業の東南アジアにおける生産や販売
の投資形態やその規模といったことが判明された
うえで論じるべきであるが，残念ながらそのよう
な資料は入手できていない。欧州企業が1960年代
以降，東南アジア市場から後退していくのは統計
資料から明らかになるのみである。所有理論の点
からホンダ等の日本企業と欧州企業とを実証的に
比較する作業は，今後に残された課題である。一
般的に，KD生産や部品の現地調達は，途上国側
からみると外国企業から技術を吸収するための最
初のプロセスとして位置づけられるものである。
しかしながらこれを外国企業側から見ていくと，
現地調達を伴うKD輸出それ自体が，高いハード
ルであったことが分かる。ホンダは現地政府の要
請に対し直ちに対応し，他社は少なくとも同時期
に対応できなかった。この違いをもたらしたもの
は，1950年代の前半にさかのぼるホンダの成長戦
略における輸出志向の高さと，それに対応して貿
易業務を商社への依存から自社へと内部化を進め
ていた点に求められよう。
　以上，日本小型自動車工業会による現地踏査情
報と，台湾市場に焦点を当てたKD工場投資の分
析によって，日本二輪車産業の東南アジア市場に
おける競争優位の基礎過程は，1950年代後半から
60年代前半にかけて生じ，その過程をリードした
のはホンダであり，ホンダの他社に対する資源上
の優位は創立時からの輸出志向とそれに対応する
貿易業務の内部化であったことが示された。その
ことが現地政府の輸入代替工業化政策に先行する
生産設備への投資を可能にし，台湾の事例でみら
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れたようにホンダを基準とした現地政府の現地調
達率引き上げによって他社が後退あるいは淘汰さ
れるプロセスが進行したというのが本稿の結論で
ある。冒頭で述べた日系二輪車産業の競争優位性
についての先行研究が生産技術面に焦点を当てた
ものであったのに対して，本稿では企業経営者の

海外進出における判断力が成否を左右すること，
政府の政策変更に対して予見的・先行的な対策を
企業が採用することによって競争優位を得られる
こと，それら企業者能力もまた重要な資源優位の
構成要因であることを指摘できたと考えている。

【注】
1）	 SKDは，溶接や塗装の設備を使用せず，ボルト・ナットなどにより，部品を組み付けるだけで完

成車にすることが出来る状態で出荷する方式であり，CKDはSKDに較べてさらに細かく分解し，
現地で溶接・塗装・組立を行う方式である。難易度の点からいうと，SKD自体はそれほど難しい
ものではない。生産台数にもよるが，ボルトとナットを締める最低限の工具があれば可能である。
それに対してCKDは現地調達率が規定され，本国で生産し輸送するものと現地で生産するもの
とに部品が区分されるため，現地調達率がたとえ低い段階にあっても，現地生産拠点の技術水準
が低い場合は，難易度が高くなる（自動車技術ハンドブック編集委員会〔2010〕）。
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