
グローパノレ研究開発マネジメント
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1. 企業における研究開発活動の質的転換

1985年以降，企業における研究開発 (R&D: RESEｭ

ARCH & DEVELOPMENT) 活動には，大きな変化

が起こっている.その根底には，多くの分野で日本企業

の産業技術水準が世界的にもトップレベルに達したとい

う背景がある. 1980年頃からこのような傾向は指摘され

てきていたが，本格的に個々の企業が自信を持ち，その

基礎にもとづいてその後の自社研究開発活動をどう展開

するかということを本格的に検討しだしたのは80年代中

頃からと考えることができょう.

それでは，その検討の中核をなすものはどのようなも

のであろうか.その第 1 は自社のそれまでの研究開発体

制jの再編成・再構築であり，第 2 は活発に展開された製

造部門の国際展開に対応して， グローパノレな研究開発活

動のあり方が模索されるようになってきたことである.

( 1) 圏内の研究開発活動の質的変化

従来，日本企業の研究開発活動の特徴は，よく指摘さ

れるように，いわゆる二番手型研究開発であり，したが

って研究開発マネジメントもその特徴に即したマネジメ

ントが採用されてきた.

研究開発活動は，企業目標との関連において，図 1 の

ように整理することができょう.

従来の日本企業の研究開発の特徴は，とくに改良・改

善型研究開発と開発・応用型研究開発を強化することに

よって，大きな成長をとげてきたことにある.その種の

研究開発のために，ここで[目標達成型研究開発マネジ

メント」と名つeけたマネジメント・システムを，長期に

わたって築き上げてきたのである.これは，単純化して

いえば，研究開発すべき技術的・市場的目標が比較的明

確に定義でき，その目標に向けてヒト・モノ・カネを効

果的にどう配分・集中していくかが重要なマネジメント

であるような研究開発であり，二番手開発型研究開発に
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最も適した、ンステムである.

しかしながら，日本企業の産業技術の水準が高くなる

とともに，従来にない新しい技術や製品に取り組まなけ

ればならないようになり，さらに従来にない新しい市場

開拓にも取り組まざるを得ない状況となった.この状況

は，研究開発活動のあり方と研究開発マネジメントのあ

り方に大きな変化を生じている.

図 1 において，基礎研究型研究開発と名づけた研究開

発がそれである.ただしここでいう「基礎研究」とは，

大学の科学的研究より広い定義であり，応用を相当に含

んだ基礎研究である.企業が基礎研究型研究開発に取り

組むためには，マネジメント・システムも変化を余儀な

くされる.このようなマネジメント・システムを「目標

探索・技術シーズ探索型研究開発マネジメント J とした

が，これを従来の「目標達成型マネジメント」と比較す

ると，表 1 のように表わすことができる.

「達成型j て・は， 研究開発テーマのアイデアは， 研究

開発部門のみならず製造部門・販売部門などからアイデ

アが提案される場合も多い.またテーマ設定などの意思

決定もさまざまな部門のコンセンサスを基礎とした方法

による場合が多い.

しかし「探索型j では，新しいものへの挑戦，独創性

に依存すると L、う本質上，研究者個人の発想が最優先事

項であり，むしろコンセンサスを廃した，独断が重要と

なる.また「達成型」では目標管理・達成度評価という

日本企業が得意なやり方で研究者の評価・管理が可能で

あるが. I探索型J ではそもそも研究開発すべき目標自

体が明確ではなし研究者個人の能力の評価，潜在力の

評価という最も苦手な評価が必要とされる.

このような新しい7ネジメント・システムが必要とな

ったということは，いままで日本企業が得意とした達成

型研究開発マネジメントが全面的に有効性を失ったとい

うことではない.達成型マネジメントが有効性をもつよ

うな研究開発が，今後とも数多〈進められることは当然

である.したがって，今後達成型研究開発に加えて，探

索型研究開発を実施するためには，これに新しい異なっ
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企業目標

対応する研究開発
のタイプ

伎体1 ・市場の特徴

研究開発の位置づけ

研究開発マネジメント

の特徴

くコストの最小化〉 〈シェアーの拡大〉

<競争力の強化〉

図 1 企業目標と研究開発マネジメントの目標

く新規事業分野の開拓〉

た探索型マネジメント・システムを加えて確立すること きがこれである.この流れは生産のみならず，生産活動

と，さらにこれらの 2 つのタイプのマネジメント・シス に伴って当該国の市場に適した製品への仕様変更等を実

テムを並立させるためにはどうすればよいか，などを検 施するための開発・設計機能の海外設置の動きも活発化

討することが大きな課題なのである. させた.

80年代後半に入って，とくに基礎研究所と名づけた研 また80年代後半になると，海外に基礎研究所を設ける

究所の設立が目立つようになった.これは，このような と L 、う企業も現われ始めた.従来，海外に研究所の看板

検討の結果，同一組織内で 2 つのマネジメント・システ を掲げても，海外の技術動向を探るためのいわゆるアン

ムを並立させることが相当に困難な試みであり，達成型 テナ・ラポが多数を占めていたのに対し，近年の動きは

研究開発の研究所と探索型研究開発の研究所とを立地的 本格的研究開発を実施する研究所を設置しているのが大

に分離して，新しいマネジメント・ルールを適用するた きな特徴となっている.

めに新しい研究所を設立することが適切という考え方が この動きの背景には，日本圏内の研究所ではp すでに

強まったためという ζ とができょう. 定着した達成型マネジメント'システムがあることと，

(2) 研究開発活動の国際的展開 新たに基礎研究所を設ける場合，後述するようにこの種

次に， 80年代には米国との貿易摩擦や急速な円高か の研究開発を担う研究者として，達成型マネジメント・

ら，海外生産の動きが急展開した.いわゆる現地化の動 システムに慣れ親しんだ日本の研究者より，海外で研究

表 1 マネジメントの本質的な違い

|目標達成型研究開発マネジメント l 噴きJFふ薄商融爾
研究開発のアイデア

合意形成

意思決定レベル

研究開発期間

|研究開発部門・関連各部門より i 
i コンセン+ス型 ( 

l 関速部門長
短期・集中

社内エキスパート(相談相手)の有無 l 多数

研究開発成果の製造部門への移転 1 社内に受けJm部門

研究者の管理・評価 J 目標管理・達成度評価ー塑

1991 年 6 月号

個人の発想、

独断型

研究者個人

長期・少数

ほとんどなし

受け皿なし

能力評価型
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者として育った人の方が探索型マネジメント・システム

に適するとし、う考え方もあるといわれている.

米国・欧州やアジア地域に研究所を設置するというこ

とは，その地の人材を採用するということでもある.日本

国内における研究開発のやり方やそのマネジメントは，

日本の研究者の価値観，日本企業の労働慣習や風土， 日

本文化等を基礎として長年にわたって築き上げられたも

のではあるが，そのやり方は異なった文化・価値観の諸

外国で通用するとは限らない.探索型研究開発マネジメ

ントに対しては，むしろ日本の伝統的価値観や文化・風

土はなかなか馴染みにくく，欧米や欧米で教育を受けた

人材の多いアジア地域等の方が実施しやすL 、面の方が多

いと考えられる.

このような見方をした場合，日本において従来からの

研究開発の質を転換する必要に迫られた時期と，生産・

研究開発が海外へ展開しなければならなくなった時期と

がほぼ同時期になったことは， グロ}ノミルな視野で今後

の研究開発のあり方ならびに研究開発マネジメントのあ

り方を検討できる好機であるといえよう.

2. 研究開発マネジメントの質的転換

このようにつは日本企業の従来の研究開発のやり

方のみでは今後むずかしくなってきたこと 2 つには海

外にも研究所を設置し，その国の研究者を採用するとい

う状況が生じてきたことから，研究開発マネジメントも

質的な転換が迫られているのである.

今後の日本企業の探索型研究開発を考える場合も，海

外研究所における研究開発マネジメントを考える場合も

共通する問題がある.それは，次の 3 点に集約できる.

①「個」を重視したマネジメントのあり方

②「異質J を包含て、きる?ネジメントのあり方

③「専門性j を評価できるマネジメントのあり方

これらは，今後創造的・独創的研究開発を実施するた

めに不可欠の要素であり，また海外の研究者の基本的な

価値観からみて，優秀な外国人研究者を日本企業の人材

として戦力化するためにも必要な要素である.

日本の研究者の場合，研究開発て、具体的製品に結びっ

く成果を挙げると，研究者はその成果を持って製造部門

に移動し，時には研究所に戻ることなく販売にまでかか

わる場合がある.これは単に会社の方針ということのみ

ならず，研究者自身が自らの成果を自社の事業にまで押

し上げることに大きな喜びを感ずるからである.このよ

うなことが可能な環境が日本の風土、環演である‘それ
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が企業内技術移転を容易にするとともに，短期の製品開

発や優れた生産技術を築く上での基礎ともなってきた.

さらに，このような人材の流れが，社外との人材流動性

の少なさを社内の流動性を高めることによって，研究所

の活性化を図る手段ともなっていた.

しかし海外の研究者の価値観はそれを許さない.海外

では日本とは異なって，学士はあくまで学士の研究者で

あり，博士の研究者との聞には厳然とした処遇面，業務

内容面での格差があることがむしろ一般的である.たと

えば学士は副研究員であり，博士でなければ主任研究員

にはなれない.主任研究員になるためには，大学に戻り

学位を修得することが必要とされる.

研究者が製造部門にいくことは自分のプライドが許さ

ないし，周囲も特別のこととしてこれを見る.日本のよ

うな平準化された社会ではなく， 歴然とした階級があ

る.専門性の高さ，能力の高さ，社会的階級が学位に端

的に示されているのである.

さらに個々の研究者は， 日本のように「就社J するの

ではなく，就職することが基本で‘ある.職務の内容が，

自らの経歴書にどれだけ有利な事柄を付け加えられるか

ということが重要な価値をもっている.ある会社での研

究業務に従事し，その仕事を通じて自分自身の専門的価

値を高め，よりよいステータスを追求することが一般的

である.

また，社内で仕事をするにさいしても，憐りの研究者

が新しい画期的な仕事をした場合，日本の研究者であれ

ば皆でそれを支援し， きまざまな角度から議論を行な

い，新製品や新事業に結びつけるための集中化が自然と

行なわれる‘しかし外国人研究者の場合，彼らの研究開

発にかかわる使命観は，隣りの人が画期的な仕事をした

のであればー自分は異なった商で独創性を発揮するため

に給料をもらっていると L 、う考え方である.

このような海外の研究者の基本的価値観は，ここでい

う「個J と「独創J と「専門性J を基礎としており，探

索型研究開発の実施に適した人材は，現状では日本圏内

より海外に圧倒的に多くいることは疑いない.

3. グローパルな展開をめざした研究開

発マネジメント

( 1) 達成裂と探索型の研究開発マネジメントの統合

化・複合化

このような諸外国の研究者の価値意識は，米国・欧州|

のみならず東南アジア諸国等でも同様である.シンガポ
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ール・香港・台湾・韓国・タイ・マレーシアなど日本の

周辺の国々においても，研究者の多くが欧米での研究者

教育を受けている者が多く，博土・修士・学士の身分関

係個」や「専門性」を個人の資産として重視する姿

勢，研究・開発・生産の関係など，ほとんど欧米型のマ

ネジメント・システムによっている.

このような周辺諸国の状況も含めて考えると，日本の

従来の研究開発マネジメントは，きわめて特殊な風土・

価値観・環境条件で成立したと見る方が正しいように思

われる.このような観点からみると，研究開発マネジメ

ントについては，従来の日本のやり方は特殊であり，今

後日本が開拓しなければならない探索型研究開発マネジ

メント・システムは，むしろ海外では一般な考え方であ

るということもできる.

しかし，日本の産業が技術面で現在の水準にまで達し

得た重要な要因が，日本の築いてきた達成型マネジメン

ト・システムであることは確かであり，少なくとも欧米

型の研究開発マネジメント・システムより，産業技術の

育成という面で‘は優れた方法でーあったことは実証されて

いるといえる.

したがって，今後の日本企業が産業技術面で世界的比

較優位を達成・維持していくためには，この達成型の優

れた点、と，探索型の優れた点を統合・複合化した，まっ

たく新しい研究開発マネジメント・システムの開拓で創

造性・独自性を発揮し得るかということにかかっている

といっても過言ではない.

(2) グローパル研究開発マネジメントをめぐる問題点

また海外では研究者の「ジョブ・ホッピングj にも対

処しなければならない.この問題は今後日本国内でも徐

々に重要になってくることは確実である.

ジョプ・ホッピング問題に対して，まずジョブ・ホッ

ピングを自然なこととして受け入れるとともに，その前

提のもとに企業として基本的な施策を講じておくことが

必要である.よく聞くジョブ・ホッピングへの不満は，

世界ではまったく説得性をもたない.

このような施策として，

①研究者の実績・業績の会社への知識移転のための方

策

・きちんとドキュメンテーション化する，研究ノー

トを義務づける

・雇用契約で知識移転のルールを明確化する

.その他

②トレード・シークレット等の知的財産権の確保

1991 年 6 月号

-研究者の退職後の守秘義務を雇用契約で・明確にル

ール化する

・知的財産保護のための体制整備を図る

.その他

③企業内教育のあり方

・当該研究者が採用後，定年までは自社にし、ないと

し寸前提で，現行の自社教育・訓練プログラムを

見直すとどうなるか

・教育・訓練が転職を促すという矛盾にどう対処す

るカミ

・その他

④研究者の採用にさいしての評価基準の変化など

・新卒ではない中途採用が多数となった場合，適切

に能力評価によって人材採用ができるか

・徹底した能力主義を導入しでも，組織を維持でき

る基盤ができているか

・その他

などを検討する必要がある.

さらに海外研究所を設けた場合に，

①そこで生み出された知的財産権をどう扱うか

・成果の日本への集中は，海外の研究所の研究者の

意欲をそぐ

・成果の分散は，統合的な知的財産のグローパル戦

略が定められない

⑧国内研究所との関係をどう位置づけ，連携する方策

を見いだすか

・日本本社の中心事業と関連性の薄い研究開発を実

施した場合，徐々に日本本社から研究所が遠くな

っていく.また，その研究所の研究員のモラーん

をどう維持するか

・日本本社の中心事業と密接に関連した研究開発を

実施した場合，国内研究所と役割分担をどうする

カミ

など相矛盾する問題の解決に当たることが必要となる.

これらの事柄の 1 つ 1 つにどのようにして対応する方

法を見いだすかが「個j を重視し「異質J を包含する，

達成型と探索型を統合したマネジメント・システム，海

外研究所のマネジメント・システムを確立するために必

要な事柄である.これは未だ未経験のマネジメント・シ

ステムであるが，現実に研究開発のグローパル化や園内

の研究開発の質的転換が急速に進展してきており， 90年

代を通じた研究開発マネジメントをめく刷る最大の課題で

あるといえる.
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