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うかを明らかにするためには，人材の育成とアントレプレナーシップの分析が

欠かせないことを示した。そして，国際経営の中でこうした「イノベーティブ

人材」の能力を機能させる仕組みを明らかにするには，知識がどのように移

転，統合されていくのかいったナレッジマネジメントと人材育成の分析が欠か

せないことを示した。

最後に，文化も商慣習も異なる諸外国の人材育成には，イノベーション活動

の弊害を少しでも減らすためにリスク管理が必要となることを確認した。以上

を整理した分析フレームワークの概念図が図3-1となる。

【表3-1】本研究における分析視角
優位性要素としてのマーケティングと技術からの分析
推進要素としての人材育成とアントレプレナーシップからの分析
知識移転とイノベーション能力からの分析
法的リスク管理からの分析

（出所）筆者作成

【図3-1】現地発イノベーション分析フレームワーク概念図

（出所）筆者作成

④
米国ハワイで第二創業した 

Ｃ社の事例

1. 本章の目的

近年，経済のボーダレス化が進みイノベーションの源泉は世界中に点在し，

新たなビジネスチャンスは先進国のみならず途上国・新興国を含む世界中に広

がった。こうした，パラダイムシフトにもとづく世界的な潮流から見れば，母

国を離れ起業する「移住起業」は決して珍しくない時代になった。今後，日本

で生まれ育った野心ある若者や日本企業で活躍したビジネス経験豊富な人材

が，より起業し易く，よりイノベーションを創出し易い環境を求めて，海外市

場へ移住起業するケースは増えていくことが予想される。

生まれ育ってきた環境とは異なる海外市場においてスモールビジネスを成功

させるためには，どのような取り組みが有効になるのだろうか。本章では，ク

ラレンス・リー・デザイン社（以下「C社」という）の事例（1）を取り上げ，

決して容易ではない海外での「移住起業（第二創業）」と新たに現地発のイノ

ベーションを創出するための海外における「事業創造」の成功ポイントを検討

する。特に，今回取り上げるC社の現社長・山本訓照氏（以下「Y氏」とい

（1）本章の事例の実施においては，多様な側面から情報収集を行うよう努めた。現地
新聞記事などの各種公表媒体から情報を収集することはもちろん，2018年3月に1回
と2018 年11月に2回，2019年10月の1回の合計4回，経営者（山本訓照氏）に対し
て計10時間以上にわたるインタビューを実施した。その際に，本社の視察も行った。
なお，インタビュー記録をもとに書き下ろした本章の内容を山本社長本人にも確認し
てもらっている。
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う。）の「アントレプレナーシップ（起業活動・企業家能力）」と「地域資源の

活用」に焦点を当てながら，邦人起業家がどのような強みを（日本から現地に

持ち込み）活用し，いかにしてハワイならでは資源と掛け合わせることで，現

地発イノベーションへと結びつけていったのか，その要因と仕組みを探る。

2. ハワイの選定理由と事例企業Cの概要

（1）米国ハワイの経済概況

ハワイにおける日系移民の歴史は長く，2018年の時点で150年の歴史を持

つ（2）。1850年，ハワイでは土地改革法が施工され，米国本土の白人投資家が

大規模なシュガープランテーション（サトウキビ畑）を次々と買収したことに

よって，砂糖産業が急速に発展した。そのサトウキビ畑や製糖工場の「労働

者」が不足したことで，外国からの移民を受け入れることになった。明治元年

（1868年），日本から最初の移民（約150名）がこの労働者として海を渡った。

その後も，契約労働者として日本から多くの日本人がハワイへ移住した。移民

の多くは，サトウキビ畑や製糖工場での契約期間満了後もハワイに定着し，日

系米国人として現地に根付き，努力の末，ハワイ社会の基礎を作り上げていっ

た。そのため，食生活や習慣・風習に日系文化の影響が米国やハワイの文化と

融合しつつ，色濃く残っている。現代の日本人にとって，ハワイが旅行先とし

て馴染みやすく感じるのは，このような歴史的背景があるからである。日本人

に限らず，ハワイは多様な文化が融合した独特の文化と美しい大自然を魅力と

する国際観光都市として，世界中の人々を魅了している。

ハワイでは観光産業の発展とともに，関連する世界水準のサービス業が発展

してきた。近年においては，ハワイには米国本土や外国からのサービス業を中

心に企業進出が増え続けている。日本からハワイへの企業進出や移住者も増加

基調にある。帝国データバンクの調査によれば，米国への進出企業は全部で

（2）2018年にハワイ日系移民150周年を迎えた。

3,779 社（2016年時点）で，これを州別にみるとカリフォルニア州が1,517社

で全体の構成比 40.1％と最も多く，これに対しハワイは277社（構成比7.3％）

で全米第4位となっている（3）。

【表4-1】ハワイ州の日系企業・現地法人企業数と業種内訳（2017年）

現地法人企業
本店 68
支店等 19
合併企業 10
日本人が現地で創業した企業 87
合計 201

（出所）ジェトロ（2017）を基に筆者作成

ジェトロの調査によれば，2017年時点における在留日本人は約2万1,000人，

日系企業201社が進出し，このうち日本人が現地で創業した企業は87社となっ

ている（表4-1）（4）。業種内訳はサービス産業が大半を占める。

（3）帝国データバンク（2016）参照。
（4）ジェトロ（2017）参照。
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（2）ハワイの選定理由

日系移民の歴史や観光のイメージからも，一般に，ハワイは日本人にとって

親しみやすい地域であり，ビジネスもやりやすい地域と思われがちであるが，

起業や直接投資など形態問わず，ビジネスで成功することは容易ではない（5）。

ハワイの大手融資銀行のデータによれば，事業計画書の審査を経て，十分な資

金調達をしたうえで創業した企業の3年生存率は2割にも満たない。離島とい

う立地条件だけに，ほとんどの資源には輸送費が上乗せされるため割高・高コ

スト体質となる。加えて，多文化としての特徴を持つハワイは，伝統を踏襲し

つつ異文化を受け入れながら，現地発の価値創造を繰り返してきた歴史的経緯

がある。ハワイは，他民族が共存する特色ある地域だからこそ，地域特有の商

慣習，消費者文化がある。観光客の需要は多様である上に一時的な浮き沈みが

あることや，高所得者は相対的に多いものの，そもそもハワイは市場が小さい

ため，息長くビジネスを持続させるためには，ローカル市場の獲得が持続的成

長の鍵を握る。

このように，移住起業が難しい地域だからこそ，困難をいかにして乗り越

え，異文化と融合し，成功へと導くのかの実践から得られる示唆は，他の国・

地域で創業しようとする移住起業の戦略として参考になるものと考える。

（3）事例企業C社の概要

本章で事例に取り上げるC社は，創業者米国人デザイナー（ハワイ生まれの

中華系移民2世）であるクラレンス・リー氏（以下，「C.L氏」という。）が，

米国イェール大学（School of Art & Archtecture）でデザインを学んだ後に，

（5）First Hawaiian Bank元支店長（日系企業融資担当経験有）および日系中小企業の
進出を支援する現地最大手法律事務所弁護士（Go Law Office）に対するヒアリング
調査による（2017年12月8日実施）。FHIが実際に行う融資や投資相談案件の実態に
基づき，現地起業を含むハワイに進出する日系企業を調査対象としたデータからは，
5年生存率はおよそ1割から2割程度だという。一方で，年間300件以上の投資案件の
相談案件を抱える現地法律事務所によれば，毎月のように日本からハワイへの進出や
撤退に対する相談案件は後を絶たないという。

1966年，ハワイ州オアフ島ホノルルに創業した企業のロゴ・デザインを中心

に扱うグラフィックデザイン会社である。C社は，企業社会の成熟化に伴う

コーポレート・アイデンティティの普及という時代の追い風に乗り，C.L氏の

ロゴ・デザイナーとしての確かな腕が評判となり，すぐさまハワイ市場で認知

された。このためC社は，ハワイを代表する企業First Hawaiian Bank（銀行）

やBancorp Hawaii（総合金融サービス），Hawaiian Electric（電力会社），

Barnwell Industries（エネルギー事業会社），Aloha United Way（NPO団体）

等数々の有名企業・機関から発注を請け負う機会に恵まれ，ハワイのグラ

フィックデザイン業界トップシェアに至るまで成長した。しかし，90年代以

降，情報技術革新とグローバル化の進展を機に，デザイン業界を取り巻く環境

が大きく変化を遂げたことで，同社を取り巻く風向きも変わった。PCを使っ

たグラフィックデザイン技術の普及などの影響から，ロゴ・デザインを扱う会

社やフリーランスが急増するとともに，ネットを通じて，依頼・発注が容易に

なることで競争は厳しくなった。2000年代に入ると，競争の荒波に飲み込ま

れてしまい，ついに赤字経営へと凋落してしまった。創業40年を迎えるころ，

C.L氏は年齢を考慮し，建て直しを図るのではなく，それまでのハワイにおけ

るデザイナーとしての，十分な実績と名誉を既に築いていたことから，「引退」

を決意した。しかし，廃業手続きを進めていたとき，日本人デザイナー Y氏

との「出会い」により，「引退・廃業」をとりやめ，C社はY氏に事業承継さ

れることになった（表4-2参照）。

現社長のY氏は，もともと関西の大手デザイン会社のデザイナーであった

が，ハワイのデザイン界の巨匠として知られていたC.L氏との「出会い」の機

会に遭遇し，人生が一変することになる。Y氏は，プライベートで頻繁に訪れ

ていた，ハワイの多様な人種・文化，壮大な自然が創り出すアートの感覚に魅

了されていた。そのときに魅了された作品の数々を手掛けていたC.L氏の存在

を知り，その才能に惚れ込んだという。どうしても本人に会ってみたくなり，

伝手を頼って，ついに実現の機会に恵まれた。憧れと尊敬の念を抱いていたデ

ザイナーの巨匠は，想像通り感性豊かで日本では感じることのなかった強烈な
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インスピレーションを与えてくれるアーティストだった。同時に，その憧れの

デザイナーが創業した会社は時代の変化の波の中で大きく傾きかけ，売却・廃

業しようとしていることを知ることとなった。

【表4-2】C社の会社概要

創業年 1966年（初代創業者：Clarence Lee）
※2005年に売却・経営権譲渡

第二創業年 2005年
代表者 山本訓照　代表取締役社長兼デザイナー

経営理念 スタッフの物心両面の幸せを追求し， デザインの力でビジネスを成功へ導く
ことで，人類，社会の進歩発展に貢献すること。

従業員 ６名
本社 米国ハワイ州オアフ島ホノルル

受賞歴
AAF Pele Award（アメリカ広告協会主催）2009年より2019年現在まで
毎年連続受賞，AIGA Hawaii’s 5-0 Design Award（アメリカ・グラフィッ
クアート協会主催）受賞

取引先
ハワイ州観光局，Hilton，DFS（免税店），Royal Hawaiian Cookie，Ba-
ba’s Coffeeなど米国系グローバル企業，JTB Hawaii，Marukame Udon 
USA，ITO EN USAなどの米国ハワイに進出する日系企業ともに多数。

事業内容 グラフィックデザイン

（出所）ヒアリングを基に筆者作成

Y氏は，C.L氏がハワイで築いてきた「基盤（人脈や取引先などのネット

ワーク）」を引き継ぎ，新たに第二創業したいと考え，すぐさま行動に出たの

である。運よくY氏の知り合いの出資企業が，C.L氏を口説き落とすことに成

功し，Y氏の事業承継が実現した。こうして，前職を辞して2005年に，ハワ

イ進出することになったのだという。C.L氏からの事業承継期間を2年間と設

定し，家族とともにハワイに移り住むことになった。

米国人デザイナーによって創業されたハワイ生まれのグラフィックデザイン

会社C社は，日本人デザイナーによって第二創業され，起死回生することにな

る。第二創業を機に，同社は，ブランディング戦略を軸としてロゴや印刷物，

空間，商品等のデザインを中心に，会社や商品，サービスなどの「ブランド」

を創り上げていく特徴を持つグラフィックデザイン会社へと生まれ変わった。

すなわち，単にロゴをデザインするだけではなく，ブランドコンセプトの策定

から，ロゴのデザインを行い，最終的なタッチポイントのデザインまでを手掛

けるブランディングサービスを提供するようになった（図4-1参照）。

一般に，広告・デザイン業界は，新聞からテレビ，雑誌等のあらゆる広告を

担当する総合広告代理店（大企業）数社と，CMや雑誌など媒体（メディア）

を絞って，広告を取り扱う専門広告代理店（例えば，CM制作を専門に扱う中

堅・中小企業）大多数とが存在し，これらの広告やブランディング，グラ

フィックなどのデザインを請け負う無数のデザイン会社（小企業）や，フリー

ランスのデザイナー（個人事業主）で構成される分業構造となっている。その

ため，デザインを請け負うデザイン会社は，営業やコンペで勝ち取った依頼内

容（仕様・スペック）に基づき，ロゴならロゴ，商品なら商品それ自体のデザ

インを，「仕様」通りに制作していくことが多い。C.L時代のC社は，このよ

うな「ロゴ・デザイン」を忠実に再現する専門デザイン会社として発展した。

これに対し，事業承継後のC社は，これとは異なるセグメントとポジション

で発展を遂げている。事業承継後のC社のビジネスモデルは，クライアントへ

の入念なヒアリングと，きめ細やかなブランド戦略策定の作業からはじまる。

【図4-1】C社の現在のビジネスモデル概念図

（出所）C社より提供



98 99

第④章　米国ハワイで第二創業したＣ社の事例 

そして，ブランド戦略（理念やビジョン，コンセプト，ターゲット等）からビ

ジュアル・アイデンティティ（ロゴやシンボルマーク等の図案）をゼロベース

から提案し，タッチポイント（企業と消費者との接点）のデザインまでをC社

側からクライアントに対して導くものとなっている（図4-1参照）。そのため，

一般のデザイン会社のように，営業やコンペへの参加は一切行わない。この方

法によって，事業承継前の赤字経営からわずか2年で黒字経営にV字転換させ

た。

3.  ケーススタディ 
─現地発イノベーションはどのように起きたのか

（1）現地発イノベーションの転機と着想

ハワイに移住直後，Y氏は，事業承継のステップを踏むため副社長兼アート

ディレクターに就任した。Y氏が事業を引き継いで2年が経過した頃から売上

は約1.5倍になり，赤字から黒字経営に転換した。具体的には，2005年の売上

から2007年の売上は約144％にアップ，2005年の利益率から2007年の利益率

は約6.8％アップした。就任直後に着手したのは，それまで「どんぶり勘定」

で曖昧になっていたプロジェクト単位・デザイナー単位の売上・粗利の数値化

や作業時間管理など，組織マネジメントのシステム化による改善であった（組

織マネジメントについての詳細は後述する）。

このとき，Y氏は，C.L氏の事業基盤の引き継ぎに加えて，社内の改善・改

革を進めながら，同時に新たな顧客開拓として，日系企業を中心とした販路開

拓に取り組んでいた。しかし，すぐには結果が出ない状況が続いた。そんな時

に創業者のC.L氏から紹介を受けたのが，現在では常連のクライアントになっ

ている米国系ローカル企業のHilton Grand Vacations（HGV）の案件だった。

HGVは，ヒルトングループの企業で，世界中で「タイムシェアリゾート」（6）

（6）タイムシェアリゾートとは，リゾート地の別荘や分譲ホテルの一室の利用権を，
1週間単位などで購入すること。また，そのシステムのこと。購入した物件を不動産
として正式に登記できる契約形式もあり，その場合は相続や売却をすることもできる。

の販売をしている米国系グローバル企業である。HGVには，まだ当時日本人

には知られていなかったタイムシェアというバケーションスタイルを，旅行好

きの日本人マーケットにも広めていきたいという計画があった。HGVは，当

時，オアフ島に「グランド・ワイキキアン」という38階建てのタイムシェア

専用タワーの建設に着手し，ハワイ島にも「キングスランド」というヴィラス

タイルのリゾートを建設時期だったことから，C.Lの紹介もあって，この2つ

の新リゾートの日本人マーケット向けのパンフレットや広告，様々な販売促進

ツールのデザインをC社に依頼することになった。

結果的に，この作品が，C社のビジネスモデルを大きく転換するきっかけに

なった。この作品の特徴は，（それまではロゴ・デザインの作成であったのに

対し）単にロゴのデザインを作成するものではなく，コンセプトの構築から，

広告販促物・空間・Webなどのプロモーションデザインを可視化する作業を

通じて「ブランディング」を行うものになった点にある。というのも，Y氏に

とって，HGVのような米国系企業との仕事は初めてであったことから，HGV

が何を求めているのか，どのような価値を表現したいのか，きめ細かく聞き取

り，ディスカッションするなどして，手探りで仕事を進めくことになったから

である。そうすることで，コンセプトが浮き彫りになり，ターゲットに対し

て，何をどのようなイメージで，どのような媒体を通じて表現すれば伝わるの

か，が明確になっていったのだという。特に，米国系企業が，日本人マーケッ

トをターゲットにするパターンにおいて，Y氏の日本人デザイナーとしての感

性は，大いに強みを発揮し，仕事内容はHGVに高く評価されたのである。

（2）新たな優位性の構築と実行

HGVの案件達成を機に，Y氏は，米国系（ローカル）企業のハワイにおけ

る日本人マーケットをターゲットとする，グラフィックデザイン全般を主に担

購入の仕方には大きく分けて2種類あり，毎年決まった時期に滞在する週指定の
「フィックス」タイプ，もしくは滞在時期を決めずに都度予約する「フロートタイプ」
のどちらかが選べることが多い。
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当することになった。これを担当する部署として，新たなにインターナショナ

ル部門・Webデザイン部門を立ち上げた。そして，ローカル企業に対して，

日本人マーケットの「ブランディング」を主軸とする，新しい価値をプロ

デュースするデザイン会社として強みを構築していった。

さらに，その逆となる日系企業のクライアントに対して，ローカルマーケッ

トを開拓するときには，ローカル人材を活用しながら，同様にロゴ・デザイン

のためのヒアリングとマーケティングから，クライアントの「企業価値を引き

出す」強みを発揮しながら，ハワイのグラフィックデザイン市場の開拓を行っ

た。このようなプロセスを経て，最終的に，そのデザインのタッチポイントま

でを提案できる，新たなビジネスモデルへと進化したのである。

このプロジェクトが「新ビジネスモデル構築」への転機となったのは，米国

系グローバル企業の日本マーケット向けデザインにニーズがあったからであ

る。一定のニーズはあったものの，日本マーケット向けに日本人（アジア人）

感覚のデザインを提供してくれる「プロのデザイン会社」が，まだ当時ハワイ

にはなかったのである。つまり，以前のC社もそうであったように，ローカル

はローカルのデザイン会社，それもロゴならロゴのデザインに特化する格好で

の「仕事の流れ（商習慣）」がハワイでは一般的であったため，その流れの隙

間に，Y氏は，新たな事業機会を読み取ったのである。

既存の仕事の流れでは，クライアントとデザイン会社の力関係において，ク

ライアントが案件ごと（戦略コンサル，ロゴ・デザイン，タッチポイントなど

を別々に）に応募するものに，ぞれぞれの案件分野にコンペ形式でデザイン会

社が参加したり，デザイン会社側が営業をかけたりするなど，どちらかといえ

ば，デザイン会社側の立場が弱い，買い手市場になっていた。他方，新ビジネ

スモデルが提供する価値は，これらの案件すべてを「ワンストップサービス」

で提供可能となるため，クライアント側からしても効率的のため，実力さえ認

められれば，クライアント側から一本釣り形式で依頼が舞い込むようになる。

この事業機会に，Y氏は，HGVの案件に取り組む中で気づいたため，コンペ

や営業スタイルではなく，受注コンサルスタイルに変えたのである。

HGVの案件の直後に請け負ったDFS（免税店）の依頼も，HGVの案件と

同じやり方で，ブローシャ・広告などのプロモーションデザインを行った。こ

れも結果を出し，口コミで評判が広がり反響を生んだ。このように，米国系グ

ローバル企業からの依頼に対して，現地のニーズを感知し，それに対しての解

決方法を日本から持ち込む強みを巧みに活用することで，新たなマーケット開

拓に繋げた。結果を出すことで，新ビジネスモデルは定着し，「ブランディン

グ・デザイン」市場における独自の優位性が構築されていった。現在はこの強

みを応用し，英語から韓国語・中国語の英韓マーケット，英中マーケットにお

けるツールのデザインに市場を広げている。社員には韓国人も中国人もいない

が，ターゲット（クライアントの先にある顧客）に対するニーズをマーケティ

ングによって明確化した上で，クライアントが提供すべき価値を（文化・風習

を踏まえてデザインという形で）引き出す（可視化する），この方法でクライ

アントの満足度は向上している。特に，ハワイには，高級ブランド品や土産品

にお金を使う外国人をメインターゲットとする米国系グローバル企業が多く，

文化風習の異なる外国人をターゲットにするビジネスは多い。このため，外国

人向けのブランディング戦略をワンストップサービスで提供する強みが一目で

分かるように，終えた案件の成果をWeb上で公表することで，評判は口コミ

で広がったのである。こうした「ブランディング」のプロデュースを手掛ける

ことで，幅広い分野（7）で成果を出せるようになった（8）。具体的な実績として

は，ハワイ州観光局のYouTubeチャンネル「HiTube」のブランディング・グ

ラフィックやRoyal Hawaiian Cookieのブランディング・パッケージデザイ

（7）このほか，日系クライアントでは，JTB Hawaiiのクジラ型バス「‘Oli ‘Oli Walk-
er」のバスグラフィック・マスコットキャラクターのブランディングや，アラモアナ
ステーションの空間グラフィック。Don Quijoteのインタラクティブ・フォトステー
ション「SayHi!」のデザインプロデュース。Tギャラリアハワイ内のインタラクティ
ブ・ゲームステーション「iQ Hawaii」のトータルブランディング。Marukame Udon
の米国展開向けブランディング。Wincubic（アロハストリート）のCI。ITO EN 
USAのパッケージ・Webデザインなど幅広いジャンルの実績がある。

（8）C社公式HP（https://clarencelee.com/）参照（情報閲覧日2019年11月2日）。
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ン，Baba’s Coffeeブランドのデザインプロデュース，Japan Hawaii Culture 

Expoのイベントプロモーションなどがある。現在では，米国系企業と日系企

業の取引件数は，概ね半々となっている。このほか，他の外資系（アジア系）

企業が1割弱程度ある。

（3）認知浸透，成長と新たな挑戦

「ブランディング戦略」による実績（作品）ができると，Webで公開するこ

とに加えて，業界賞に応募し，対外的に広報していくことに力を注いだ。

2009年以降，C社は，広告デザイン業界の権威ある賞である「AAF Pele 

Award（ペレ賞）」（米国広告協会主催）を，毎年連続受賞している。また，2

年に1度開催される「AIGA Hawaii’s 5-0 Design Award（ハワイ5-0デザイン

賞）」（米国グラフィックアート協会主催）を2011年から2017年の4回連続受

賞している。さらに，全米のデザイン賞「HOW Interactive Design Awards

（HOWインタラクティブデザイン賞）」（F+W Media主催）を2013・2014年

の2年連続受賞し，「HOW International Design Awards（HOWインターナ

ショナルデザイン賞）」（F+W Media主催）も2014・2015年の2年連続受賞し

た。加えて，2009・2011・2016年には，「HOW Promotion Design Awards

（HOWプロモーションデザイン賞）」（F+W Media主催）」を受賞するなど，

ハワイおよび米国本土での認知・評価は，すっかり定着している（9）。

第二創業10年目を迎えた2015年，第二創業時に制定した「経営理念」（表

7-1参照）に立ち返るとともに，ハワイへの恩返しの想いから，ハワイ州政府

観光局公認の地域活性・社会貢献プロジェクト「111-HAWAII PROJECT」を

立ち上げた（図4-2参照）。

これは，地元企業のメイドインハワイ商品を統一ブランドとして商品開発・

販売を行い，売上の一部をハワイのために役立てるもので，Y氏は，このプロ

（9）C社・同上公式HP（https://clarencelee.com/）参照（情報閲覧日2019年11月2
日）。

ジェクトの呼びかけ人であり，統一ブランドのデザインから販売までをサポー

トしている。この取り組みそのものは，C社の利益に直結するものではない。

しかし，ローカルの生産者の売上・認知は向上し，ローカル産業の内発的発展

に貢献した。その影響は，ローカル誌や新聞などでも紹介され，C社の社会的

認知度も高まった。また，ハワイが観光産業を中心として，外来型開発による

ローカル産業の衰退の問題が深刻化する中で，このようなローカル産業を応援

する取り組みに賛同する人たちによるサポートによって，111プロジェクトの

ネットワーク（コミュニティ）は広がりつつある。このネットワークは，ロー

カルと日本人とが混在するコミュニティとなっていて，Y氏の日常の仕事への

気づきやヒントを与える，重要な情報交換と学習の場になっている。

4.  要因分析 
─現地発イノベーションは何が要因となって起きるのか

（1）ハワイに持ち込まれたY氏の強み「技術」と「マーケティング力」

現社長のY氏（写真4-1）は，材木屋を営む父と顔彩（日本画）の先生であ

る母のもと1973年大阪に生まれた。Y氏は，大阪芸術大学デザイン科卒業後，

大手デザイン会社でアートディレクター・グラフィックデザイナーとして，印

刷物・商品パッケージ・Webなどのデザインで活躍した。日本での主なクラ

【図4-2】111-HAWAII PROJECT 概念図とショップの風景

（出所）C社より提供
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イアントとして，Panasonicグループ，NTTグループ等を担当してきた経験を

持つ。職人グラフィックデザイナーとしての感性と確かな技術力は，これらの

経験によって培われた。

既述のとおり，C社の赤字脱却と安定的成長には，新ビジネスモデルの導入

があった。このビジネスモデルを実現させることができたのは，Y氏の持ち込

んだ高い技術力とマーケティング力があったからである。Y氏は，日本にいた

頃，大手企業から請け負う仕事で，日本独特の商慣習や厳しい審査基準もあっ

て，徹底した議論のやり取りの中で作品を創り上げてきた。加えて，Y氏は自

らの性分もあってか，「職人」としてのデザインへの半端ない拘りや，クライ

アントのその先にいる顧客が満足するデザインとは何か議論を繰り返す中で，

デザインを通じて，技術力とマーケティング力を磨き上げてきた。この能力の

基盤があったから，ハワイ進出後にゼロベースからの事業創造活動を展開でき

たといえる。第一に，マーケティングを駆使し，クライアントとその先にいる

顧客の求めるニーズを探りながら，満足ゆくデザインを創り上げる能力，第二

に，それを実践・実現できる技術力があったこと，が新ビジネスモデルを構築

することができた要因といえる。

【写真4-1】C社のY社長とC社作品（ロイヤルハワイアンクッキー）

（出所） 左は筆者撮影（2018年3月ホノルルのオフィスにて），右はC社HP（https://clarencelee.
com/ja/portfolio_page/rhc-cookie/）より

（2）アントレプレナーシップ

上掲の技術力とマーケティング力を発揮するためには，「アントレプレナー

シップ」が不可欠となる。誰でも同じ戦略を真似れば，同じような結果がもた

らされるわけではない。そこには「企業家」としてのY氏の企業家精神が，

技術力やマーケティング力の発揮の巧拙を左右していることに留意する必要が

ある。一般に，アントレプレナーシップとは，「企業家精神（起業家精神）」と

「起業活動」を意味する。すなわち，事業創造に対する強い意欲を持ち，リス

クがあっても果敢に挑戦する起業家の精神であり，失敗をしても挑戦を続ける

ことで新たな成果を生み出す創造的な活動のことを意味する。

Y氏はハワイ市場での成功を夢見て，見知らぬ海外市場であってもほぼゼロ

からニーズを掘り起こし，一つ一つ試行錯誤のすえ困難を乗り越え新たなビジ

ネスモデルを創り上げ，独自の競争優位を構築した。そのモチベーションに

は，C.L氏への憧れと，世界市場で自らの才能の可能性にチャレンジしてみた

いという強い思いがあった。

しかし，思いや経験，技術等は必要条件ではあっても十分条件ではない。そ

れだけで異国におけるビジネスに成功できるほど甘くはない。Y氏の成功の背

景には，思いを「ビジネス」に創り上げていく「アントレプレナーシップ」が

ある。ヒスリッチ（R.D. Hisrich）とピータース（M.P. Peters）らは，事業創

造プロセスを，①事業機会の認識と評価，②事業計画の作成，③必要資源の動

員・獲得，④事業管理の4つの段階に分けて，スタートアップから成長，発展

へと展開していく段階ごとに鍵となる要因を整理している。山田（2017）は，

この中でも①から②に展開していく際に構想する「事業コンセプト」が，特に

重要だとしている。事業機会を探るプロセスで，「気づき」や「アイデア」が

浮かぶことは比較的容易であるが，それを市場性と採算性のバランスのある事

業構想に落とし込む作業は，実際にやってみると意外と難しいものである（10）。

事業コンセプトとは，この事業構想段階に描く「ビジネスモデル」を示すもの

（10）山田（2017）pp.4-16参照。
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であり，誰にどのような価値を提供するのか，どのような方法で実現するの

か，その方法で十分な利益が出るのか，などを描いた戦略の構造と自社の競争

優位を明確化したものである。

事業承継とともに引き継いだ，デザイナーらの技術力は高かった（11）。自分自

身の技術力にも，日本での経験から相当の自信を持っていた。そのため，Y氏

が就任直後に着手したのは，収益構造とマネジメントの仕組みの改善と，新ビ

ジネスモデル移行への従業員のイノベーション能力向上の仕組み作りであっ

た。具体的には，それまで「どんぶり勘定」で曖昧になっていたプロジェクト

ごとの売上・粗利の数値化や，各プロジェクトに対する社員の作業時間管理な

ど，各プロジェクトの責任者であるデザイナー兼ディレクターが，自分のプロ

ジェクトを各々で管理できるための「マネジメントのシステム化」と，「業務

改善」に着手した。これらに取り組んでいくうちに，同社の作品の技術レベル

と質に対して，「価値（取引価格）」をもっと引き上げてもよいのではないかと

考えた。しかし，Y氏は日本での経験から，競争が激化するこの業界におい

て，従来の顧客に対して単に価格を引き上げるだけは，顧客は離れていったし

まうことも推測できた。そこでY氏は，これらの取り組みと同時並行で，新

たな価値を付加し，提供価値を引き上げるための「事業コンセプト」を創り上

げていく。それが「ブランディング戦略を軸としたデザイン」である。事業コ

ンセプトづくりによって明確化していった新たなビジネスモデルによって，収

益を出せる仕組みへと改善を図っていったのである。これが，前出の「新ビジ

ネスモデル（図4-1参照）」である。

（11）Y氏が事業を引き継いだ当初，ハワイでトップクラスのデザイナー（兼ディレク
ター）が揃っており，3チーム体制でローカル市場・グローバル市場向けのデザイン
サービスを提供していた。デザインの質は各ディレクターに任せて問題はなかった。
しかし，信じられないことに，損益計算を無視した事業計画が実在していた。そこで
Y氏は，プロジェクト単位で赤字の原因を探し出し，本を片手に独学で勉強しながら，
プロジェクトごとの採算計画を立てていった。

（3）人材育成

既に述べてきたように，Y氏は，デザイナー兼ディレクターが各自のプロ

ジェクトを管理できる仕組みを作った。まず，全社員にプロジェクト単位の採

算計画（予算案）を予め示した上で，ディレクターには，担当するプロジェク

トの責任と権限を移譲した。これを実現するために，プロジェクト単位におい

て，社員のタイムシート入力から，見積書，ジョブチケット，終了後の請求書

の作成まで，全て1つのデータベースで管理できるオンラインシステムを独自

に開発した。これで，デザイナー兼ディレクター単位の進捗管理・執行状況・

結果（成績）・採算状況を常に，オンライン上で簡単に把握できるようにした。

こうすることで，問題があるプロジェクトと原因が特定できるようになり責任

者に対する対策が取れるようになった。この頃から，意識して，定期的にディ

レクターとの面談や会議を実施するようにした。ディレクターと社員それぞれ

の問題点を明らかにできるようになったことで，問題・課題を改善するための

一人一人にあった人材教育に繋げられるようになった。能力開発が必要な社員

には，必要に応じた勉強会を企画・開催している。逆に，成果が上がった場合

は，それを待遇改善に反映する「人事評価制度」（後述する）を，このシステ

ムとともに導入した。こうした，業務改善と人材育成とを連動する仕組みづく

りに取り組むことで，徐々に赤字が減り，黒字化したのである。

この人材育成の仕組みは，導入当初は（赤字だったため自分のマイナス査定

に繋がり兼ねないことから），ディレクターや社員から猛反発を受けたが，Y

氏の判断で強引に導入を図ったところ，今ではすっかり定着している。その理

由は，プロジェクトに対する権限を持てるようになったことに加えて，業務フ

ロー・進捗をシステムで可視化したことで，管理が楽になったからである。成

果も待遇に反映されるようになった。何より，マネジメントが効率化したこと

で，ディレクターも社員も，本業である「ブランド構築」と「デザイン」に，

相当の時間をかけられるようになり，このことが最も社員たちのモチベーショ

ンを高めることに繋がり，ビジネスモデルの変化をスムーズに後押ししていっ

たのである。
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5. 実現の仕組み

以上みてきたように，新ビジネスモデル構築と組織マネジメントの変革によ

り，第二創業後のC社の業績は，この間，リーマン・ショックによる不況や入

居ビル火災などの外的要因による影響は多少受けつつも，総じて順調に成長

し，安定した経営が続いている。このように，Y氏が第二創業してから，同社

は復活劇を演じてきた。特筆すべき点は，実はC.L氏の終盤の赤字経営時代か

ら，年間の請負実績数そのものは，ほとんど変わっていない。それでも，回

復・成長できた所以は，ビジネスモデルを抜本的に変えることで，受注案件に

おける生産性を向上させ，利益率を高めることができたからである。「いいも

のを高く売る」，「それに見合う価値を創り出す」，そして「収益率を高めるコ

スト管理・効率化を行う」ことに成功しているといえよう。そのための組織マ

ネジメントの方法を抜本的に変革したことで，イノベーティブな人材が育ち，

こうした人材がC社の成長を支えている。すなわち，第二創業後に起こった

「現地発イノベーション」によって，C社は復活・再生し，成長の軌道に乗る

ことができた。C社における現地発イノベーションは，ターゲット（顧客），

仕事の流れ（販路・流通），デザインの生産（制作）方法などの「ビジネスモ

デル」，人材育成，人事評価，プロジェクト管理，コスト管理などの「組織マ

ネジメント」に関わる要素に起きている。

それでは，これらの現地発イノベーションを引き起こす仕組みを詳しく分析

してみたい。

（1）イノベーターを育てる人材育成の仕組み：定量と定性の人事評価

既に述べてきた管理システムの導入で，従業員個々の成果を数値化した。数

値化による定量評価は，費用対効果か労働生産性を把握する点で優れている

が，イノベーティブな仕事であるデザイン（技術力）やブランド構築（マーケ

ティング力）それ自体の成果は，必ずしも数値化できない。収益が上がってい

ない場合でも，従業員の能力向上に繋がっている場合や，会社の変革・発展に

貢献している場合や，新しい方法にチャレンジした結果の失敗，不測の事態に

よる出費が影響するなど，様々なケースが考えられる。そこで，C社では，数

字では表せない技術やマーケティング力向上，など「学習意欲」に関する定性

評価を組み合わせた「人事評価制度」（12）を作った。また，定性評価の中には，

会社組織を発展させるために取り組んだ新たなチャレンジや自主的な取り組み

など，仕事に対するモチベーションや姿勢についても考慮する評価項目を加え

た。定量評価と定性評価を総合し，面談を踏まえて「査定」が行われ，それら

をボーナスやベースアップに反映する仕組みとなっている。評価は，一人ずつ

数時間かけて膝を交えてじっくりと話し合う「人事面談」の機会を設け，半期

ごとに一回実施している。特に，面談時にY氏が意識して毎回行っているの

が，会社の考え方やフィロソフィー（経営理念）について，丁寧に伝える作業

であるという。この背景には，会社のビジョンを共有した上で，個々の社員が

ある程度の権限と裁量を持つことで，主体的に仕事を行っていくことが重要だ

との考えがある。一般的に，米国系の企業の感覚では，「成果主義」「契約主

義」「ジョブホッピング」が当たり前であり（定量評価には慣れているが），

「日本的経営」にみられる長期的関係性を前提にした定性評価の仕組みは，現

地社員にとっては「馴染みのない」システムである。それゆえ，「ハイブリッ

ド経営」（13）を機能させるためには，丁寧な説明を何度も繰り返し行う必要があ

る。それでも，導入当初は辞めていった社員もいたが，日本的経営における中

長期的関係性から生まれる利点を，社員が時間をかけて肌感覚で理解していっ

たことで，現在ではしっかりと定着している。

（12）人事評価制度の導入のきっかけとなったのが，「ハワイ盛和塾」における勉強会
であったとY氏は語る。

（13）事業承継後のC社の組織マネジメントは，日本的経営スタイルとローカル的経営
スタイルの両方が織り交ざる「ハイブリッド経営」である。多文化組織が共に成長す
る組織には，どちらに偏るものではなくローカルと日本の双方の経営の良さを最大限
引き出す，ハイブリッドのスタイルで組織を作り上げていくことが重要となる。この
スタイルは第二創業当初から現在に至るまで変わっていない。
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（2）ハイブリッド経営の定着：暗黙知の共同化

人材育成の仕組みは，人事評価制度の導入によるものだけではない。むし

ろ，肝となるのは，制度そのものより，それを動かす仕掛けである。それは，

シンプルに，できるだけFace to Faceのコミュニケーションの場（チャネル）

を作ることである。全社員を集めるランチミーティングは，月に一回定例開催

している。プロジェクトの進捗報告会（ミーティング）は，毎週定例開催して

いる。このような社長と社員とのコミュニケーション・チャネルを設けて，可

能な限り，会社の考えや方向性を伝え，社員の考えを吸い上げている。すなわ

ち，「暗黙知の共同化」を図るプロセスを設けることで，それぞれの現場の

「重要度の認識」を共有し，「温度差」を解消しているのである。このことが，

主体性と能動性，プロフェッショナリズムを引き出す装置となっている。

デザイン業務におけるプロフェッショナリズムを引き出すための知識移転に

ついては，実際のプロジェクトを通して話し合う（共有する）ことが最も効果

的であったという。なぜならば，社員はデザイナーゆえに，基本的にデザイン

を通して対話する方が納得・理解しやすいからである。知識移転において，重

要なのは「伝わること」であり，「伝えること」それ自体ではない。その意味

では，必ずしも「対話」が常に万能という訳でもない。会社の考え方やルー

ル，上掲のシステム説明書，人事評価基準，ビジネスモデルなど明確に文字や

図表などで示す方が理解しやすいこともある。こうした情報は，「マニュアル」

資料にまとめ，全社員が日常業務で活用している。何か問題があったときは，

マニュアルを片手に必ずその内容を基準にして説明するようにしているとい

う。肝要となるのは，形式知と暗黙知とを場面によって，使い分け，社員に知

識移転が「伝わる」仕組みにすることである。

「伝わる」仕組みは，この他にも工夫がある。非公式な場でのランチ会を企

画し，社員一人一人の声を聞く機会をできるだけ作るようにも心掛けている。

恒例行事となったクリスマスパーティーには，社員の家族全員で招待し，社員

とその家族を大切に思う気持ちを社長自らが伝えている。デザイン賞の授賞式

には，全社員で参加し，社員一丸となって喜びを分かち合うことで，社長と社

員とのベクトルを合わせていった。デザイン賞は，会社の実績としてブラン

ディング効果があるが，何より社員のモチベーションアップの効果が大きい。

（3）ローカル・コミュニティとの関わり：学習と実践の機会

C社の成長の背景には，既述してきたような数々のY氏のチャレンジングな

取り組みがある。こうしたチャレンジングな取り組みのアイデアは，そもそも

どこから創出されたものなのであろうか。その答えは，Y氏のハワイにおける

「コミュニティ」との関係性にある。

Y氏のアントレプレナーとしてのチャレンジングな取り組み（業務のシステ

ム化や人材育成制度，ビジョナリー経営の導入などの組織改革）のアイデアの

源泉は，主に，ハワイ盛和塾よる影響が大きいという。ハワイ盛和塾とは，Y

氏を含む総勢50名ほどのメンバーで，2010年にハワイに創設された非公式の

有志勉強会組織（NPO組織）である。本家「盛和塾」は，京セラ，KDDI創

業者で，日本航空再建でも手腕を発揮した稲盛和夫氏の経営理論「京セラフィ

ロソフィー」をもとに，経営者の心を高めることで経営を伸ばすことを実践す

る自主勉強会として，1983年に京都で発足した。2019年時点で，日本56，海

外44の塾を構え，会員数は14,719名にまで発展した（14）。ハワイ盛和塾は，現

在，総勢約60名で活動を継続している。

ハワイにきて初めて経営者となったY氏は，組織のマネジメントも社員の

モチベーションを高める方法も，知るはずもない。Y氏は，組織とは何か，経

営哲学とは何か，を必死に勉強し，ハワイ盛和塾の仲間たちと日々，議論を交

わし続けてきた。議論を交わすことで，アイデアが浮かび，それを実践してき

たのだという。上掲の人事評価制度の導入や，111ハワイプロジェクト等のア

イデアは，ハワイ盛和塾の学びから創出されたものであった。2015年のハワ

イで開催された「盛和塾ハワイ塾長例会」で，111-HAWAII PROJECTとコラ

（14）ただし，現在87歳になる創設者稲盛氏の体力的理由から2019年末解散を決定し
た。ハワイ盛和塾は，盛和塾としては解散となるが「自主勉強会」としてのコミュニ
ティは存続している。
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ボレーションした時に，Y氏は次のように語っている。「私は盛和塾でこれま

で5年間，稲盛哲学からフィロソフィーや，意義と目的の重要性を学んできま

した。111-HAWAII PROJECTは，ハワイの中小企業支援と環境保護から，ハ

ワイ産業の発展に貢献するという，それらしっかりとした大義名分がありま

す。だからこそ，たくさんの方々にご賛同いただけていると思いますし，この

大義があるからこそ，私はこのプロジェクトに燃えています。盛和塾での学び

がなければ，このプロジェクトは生まれなかったと断言できます。（原文マ

マ）」（15）。ここで語られているように，「ローカル・コミュニティ」がアイデア

創出の場となっていることが理解できる。そして，Y氏によれば，この111ハ

ワイプロジェクトを立ち上げたことで形成されたネットワークもまた，アイデ

ア創出の場になっているという。特に，これらのコミュニティにはローカル人

脈も相当数加わっていることから，ハワイの考え方を吸収したり参考にしたり

するよい機会になっているのだという。

Y氏のみならず社員についても，コミュニティと関係を持つことの重要性を

指摘できる。社員には，デザイン業界のコミュニティとの関係性がある。ハワ

イには，実績のある有力なデザイン学科を持つ大学が3校ある。C社には，そ

の卒業生が多いため，母校の教授や同窓生とのコミュニティとのつながりがあ

る。また，前掲の広告デザイン賞を主催するAIGAやAAFといったデザイン

関係の団体やハワイ大学などの母校で定期的に行われるイベントやワーク

ショップなどに参加し，その学びを社内で共有するようにしているという。社

員自らが，これら「ローカル・コミュニティ」から継続的に得られる，「技術」

あるいは，「気づき」や「アイデア」を，能動的に日常業務における新たな着

想や業務改善に結びつけることで，前掲の仕組みが効果的に機能しているので

ある（16）。

（15）111hawaii公式HP（https://www.111-hawaii.com/ja/seiwajyuku/）参照（情報閲
覧日2019年12月8日）。

（16）この他にも，C社がボランティア協力しているNPO団体のコミュニティがある。
米国では企業が寄付や社会貢献を積極的に行う文化があるので，同社もデザインの無

（4）マネジメント・コントロールから紐解く現地発イノベーション

現地発イノベーションを起こすには，結局のところ「知識（技能やノウハウ

など）」が移転され，現地のそれと共同化された新たな知識が基盤となり，現

地で新しい価値（優位性）を構築できるかどうかにかかっている。現地発イノ

ベーションには，当該企業が日本で培ってきた知識や考え方・風習，すなわち

「暗黙知」を，現地で「共同化」できるかどうかが重要な鍵を握っている。と

りわけ，異国での「第二創業」「事業承継」には，これが重要になる。

具体的には，勉強会など，失敗が許容され，改善を図る場を意図的に作るほ

か，OJTの実践を通じて「暗黙知 /体験知」に関わる知識移転を行う「学習の

機会」を意図的に設けることである。ここでのポイントは，人事評価制度とリ

ンクさせた仕組みにすることで，実践の結果をしっかりと評価し，本人に

フィードバックすることである。そうすることで，モチベーションが向上し，

知識移転がスムーズに進むからである。逆に，問題があるときは，個々の能力

に関わる具体的な課題を特定でき，効率的に研修プログラムを導入できる。重

要なポイントは，知識移転とともに，重要度の認識が共有され，暗黙知の共同

化が行われることである。この仕組みは，「マネジメント・コントロール」（17）

の概念を用いて説明することができる。

Simons（1995）は，効率性とイノベーションという一見相反するかにみえ

る状況をコントロールするため，信条システム，事業倫理境界システム，診断

型コントロール・システム，インターラクティブ・コントロールシステムとい

償提供などで協力することがある。例えば，赤ちゃんの出生時障害の防止研究・未熟
児を救うための全米のNPO団体「March of Dimes」には，10年以上前からスポン
サー協力をしている。こうしたコミュニティはローカルの大手企業が数多く協力して
いるので，直接的でなくても仕事に関連するケースがあるという。

（17）経営管理には，経営者が主体となって全社的観点から経営戦略を策定するステッ
プと，様々な職能分野を担当する現場管理者が行う日常のオペレーション管理の2つ
のステップがある。マネジメント・コントロールとは，この2つのステップの橋渡し
を行い，全体としての組織活動に秩序を与えることである。グロービス経営大学院編
（2008）参照。
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う相互に関連し合う4つの「レバー」のメリハリの重要性を論じている（18）。こ

れにより，戦略上の問題が生じた時，社員がこの問題を解決するために，どの

ような問題に対処し，どのように解決すべきか自分で判断したり，価値創造の

ための新たな方法を開拓したりできるように，社員を理念教育によって，動機

付けすることが可能になる。

事業倫理境界システムは，越えてはいけない境界（リスク）を明確にするこ

とで機会探索領域を明確にする。このシステムにより，組織のなかで上位から

下位への権限移譲が可能となる。診断型コントロール・システムは，組織の成

果を監視し，事前に設定されたパフォーマンス基準からの乖離を修正するプロ

セスのチェック機能とプロセスの軌道修正機能となる。インターラクティブ・

コントロールは，ボトムアップ式の創発型戦略を導くために活用される。つま

り，個別企業の文脈に合わせて，これら4つの「レバー」を組み合わせること

で，組織全体に対話と学習を促し，組織学習を通して新しいアイデアが創出さ

れるようになる。つまり，マネジメント・コントロールの概念で重要となるの

は，イノベーティブなアイデアを創出するための「柔軟な組織」と創出された

アイデアが組織の方向性から逸脱したものにならないように「理念の共有」と

「権限」と「責任」を与えるものである。したがって，一人一人の社員が自ら

のイニシアティブで行動し，イノベーションを創出しやすくするだけでなく，

不測の機会を捕獲し，問題にも対処できるようになるのである。

本事例からも明らかなように，この仕組みを起動させるためには，現地人材

（プロジェクト担当）に対する権限移譲（予算配分・管理を含む）が不可欠と

なる。なぜならば，新たなアイデアの創出を促進させるには，部下の自律性を

阻害せずに対話を生み出し，新たな価値創造の機会探索する必要があるからで

ある。また，焦点の定まらない機会探索への浪費を避けるためにも，理念を軸

に自律性を促すビジョナリー教育が有効となる。チャレンジングなアイデアを

（18）これら4つのレバーを組み合わせて活用することで相互に補完することが可能と
なり，マネジメント・コントロールは戦略の実行だけでなくイノベーションを創出し，
新しい戦略の形成にも有効であるとする。藤井（2018）pp.70-77参照。

実践の場に移し，それに対して柔軟な資源配分を速やかに行い，成果をしっか

りと処遇に反映させる仕組みを創り出すことで，好循環のループが生まれるの

である。

6. 小括

本章では，C社の事例を取り上げ，海外での「移住起業（第二創業）」と新

たに現地発のイノベーションを創出するための海外における「事業創造」の要

因と仕組みを検討した。特に，Y氏の「アントレプレナーシップ」と「地域資

源の活用」に焦点を当てながら，日本から持ち込まれる優位性と現地で動員す

る資源がどのように掛け合わさり，イノベーション創出へと結びついていくの

か，その仕組みを明らかにした。具体的には，本章の検討からは，次の3点が

明らかとなった。

第一に，日系市場とローカル市場との双方を能動的に開拓することで，成長

へと結びつく。その際，経営理念の浸透を軸として社員のモチベーションを高

める人材育成を取り入れ，イノベーティブな組織を作りだすことで現地発イノ

ベーションの創出につながる。

第二に，これらを実現させる要因として，①日本から持ち込む技術とマーケ

ティング力，②現地の事業機会の探索から構築した事業コンセプトからビジネ

スモデルを構築していくアントレプレナーシップ，③日本的経営の適用とロー

カル経営のハイブリット経営の導入，④権限移譲と人材育成，といった点が抽

出された。

第三に，現地発イノベーションを創出させるために，重要となる仕組みとし

て，①定量（米国的評価）と定性（日本的評価）との双方のバランスの取れた

人事評価制度，②暗黙知と形式知それぞれのコミュニケーション・チャネル，

③ローカル・コミュニティによる学習機会，④マネジメント・コントロールで

いうところの権限移譲とビジョナリー経営の導入の有効性を示した。

かかる点を明らかにした上で，進出国で起こす現地発イノベーションを創出
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させるために，（1）進出先のローカル・コミュニティや人的ネットワークな

どの現地資源を有効活用し，アイデアの着想となる学習に取り組むこと，（2）

アイデアを事業コンセプトに落とし込む際には，現地市場における事業機会を

慎重に評価し（ニーズを見極め），現地市場発のビジネスモデルを再構築すべ

く，抜本的な刷新に取り組むこと，（3）現地人材を大切育てるための人材開

発の仕組みと評価制度を採り入れ，活動の基盤となるチャレンジ精神旺盛かつ

激しい変化にも適応できる柔軟で盤石な組織を形成すること，が有効となるこ

とを示した。そして，企業家本人が持つ「アントレプレナーシップ」がこれら

の巧拙を規定することを示唆した。

⑤
タイに進出したＭ社の事例

1. 本章（1）の目的

本章では，タイ王国（以下，タイという）での現地発のイノベーション創出

を実現することで成長につながった日系中小製造業の事例（2）を取り上げる。

既に本研究の分析視角で示してきたとおり，優位性としての技術とマーケ

ティングに着目し，その技術力を武器に，現地の販路開拓や現地ならでは優位

性を発揮するためのビジネスモデルの構築を行っていくための現地化には，ア

ントレプレナーシップによる新たな事業機会の探索やその方向付け，そして，

人材の学習や知識移転を促すための仕組みの検討が必要となることを示した。

以上を踏まえ本章では，優位性としての技術やマーケティングを活用し，新

興国タイに海外進出する日本中小企業の現地発イノベーションによる成長戦略

の実態を明らかにすることを目的とする。とりわけ，海外進出によって創出さ

れた様々なイノベーションを実現させる背景には，どのような仕組みづくりが

（1）本章は，拙稿・吉田（2019）を大幅に加筆・修正したものである。
（2）M社には，第1回インタビュー調査を2015年6月19日にタイ拠点にて2時間実
施，第2回インタビュー調査を2015年11月11日にタイ拠点にて2時間実施，第3回
インタビュー調査を2016年6月9日にタイ拠点にて3時間実施，第4回インタビュー
調査を2016年9月1日にタイ拠点にて3時間，第5回インタビュー調査を2016年11
月2日にタイ拠点にて3時間実施，第6回インタビュー調査を2017年7月26日に（出
張時に）ロンドン大学にて3時間実施した。御多忙のなか御協力いただいたM社のA
社長に心より御礼申し上げたい。また，調査内容（第6回を除く）は，立正大学経営
学部藤井博義准教授との共同インタビュー調査をベースにしている。記して，感謝し
たい。


