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議変する軽営環壊におItる韓醸芋導体企業のマネジメントiこ関する一考察
三星電子とHynixの比較事例分析

金泰旭
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1.はじめに
1I.先行研究の検討および限界と分折枠組の提示

仁はじめに

本時f究l主、通称「産業の米Jと呼iまれ、エレクト

口ニクス産業の選告である半導体産業に関する研究で

ある。 i君事0年代後半に入ってから世界半導体業界に

は大きな再編の波が押し寄せてきた。世界半噂体保

業の発展史を振り返って見ると、半導体産業を取相

巻く各企業閣の競争環境は、年々その厳しきを増し

ている。世界半導体産業の発展史を辿ってみると、

少なくともメモワ分野においてはその中心が米凶か

m.事例分析
N.終わ専に

ら日本、また日本語首ら韓国および台湾そして中国へ

と推移Lてきた。半導体産業はその特性上、凶の経

績や産業全般に及ぼす影響力が他産業に比べて大き

い。(表1、表 2)

キ ワ ド:半導体産業、イノベーシヨン、間際比較、 RBV、制度化PerspectIve
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表1 世界半導体産業の歴史的展開過程(1) 

主なデバイス、ぴプ応ロ用セ組スl、 世界半噂体産量の動向
世界半車体市場規模と

W.fer Sizea.晶 リーディンゲカ〉パニー

トランジスタ時代(1947) 業圃の半事体企象台頭
目-市醐場万規ド横ル【1955)-IC(パイポーラ} 官、FalrebUd祉など米国企業が世界半噂

1947- (1950年代申盤) 体市場の半分を支配、ヨンピュー夕、通信

IC(MOS)・・ '32mm 産集発遺→単羽車体需要拡大.・円企業 6憧5干万ドル{印刷}→

1970 (19醐年代初瑚] 寵生、米政府半噂体産業支揖

lK"ットDKAM構想(1968) 日値引.(1珂.)

(米国主導期) CMOSIC尭曇(プ1.. ロBセ) E支(軍u援r需・政F、策'政不府半在需期.、要体真企)E 業の不掻→政府の

-・・15....10μ皿( セス}、 政不、 宜管の延長銀でTRを
柑皿m(1967)-田園田(1969) 把握、学問的研史支揮に焦点

(ウエハースタサライタズオ} 
[単純工程技術改善、使用目的鉱大7)

トランク 〈四四年代} 日本の半事体企業の役割微々→政府の

電車.時計【1%5.1%6) 産業保瞳.低賃金で圏内市場防御

LSI時代(197由}

E主草鎌E山証言田若田宮i陪港ロ齢町選問EZ一窓広問君事三-
2市4億場円規レ慎(1970)→ lK、64KピヲトDRAM開発

4‘E、16ピットマイコン閲覧

1970--曲45.M75mmHE肝〈回0)目ーー、ヨド129世Mm〉→(1975) .. 億ドル(1975)→

1980 
1帥皿皿(lt7S) 137億ドル(凹曲}
IC操用コンピュ-~(米‘田M)

重日要本健企健禽.@垂直系列化進展.MOS集積

{日米本国叩恒迫艶撃期、 Eワ{C日ンカ本チラ計ッープ算TV電掛[車‘日M製本7品各1)化祉、 日71)
-リーディングカンパ

政回開路簾舞へ〉→に集，Vせ中LすS投るIブ資投ロ.資タ日おェ本よタ最トび府@肉の成需支功市撮、堀技{保研術腹旗
TI、M.旬m"、Fou官:bDd(t970)

準備期) βマックス及びVHS方式VTR 官、Mo旬開h.PNMEMp〔・2(918肝・】5) 

{ν=一、日本ピクタ一回7s、7') 生産Jウハウ蓄積の原闘力 TI‘M.旬四l且‘ 】

-圃夫企掌白半導体事草書λ

(筆者作成)

表2 世界半導体産業の歴史的展開過程(2)

主なデバイス、プロセス、 世罪半導体量豊の副向 世界半戸ィ噂ン体ゲ市カ場掴穫と
warer Size星回車用量晶 リーデ シパニー

V4EMMLSぜ.EEヲ時価ト代証Bピ。Eヲ，A.トM"D聞RA鍵M(E開.. 宛，) 
V日L*SZ単プ調ロ・体グ庫ラムa.mDR急A成M長遺恨→規模の 2市"場健組ドル横09.5)→ 

1980-
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50s値zt:Jレ【日帥]

1990 肉衛構造v・おCよMびO政S.府積樹極聞的となの淘厩外膏進な出聞係
NMOS -リーディングカンパヱー

{日本制覇掴} →BarrierB成‘目前年度から市場制覇 NEC‘M.t四'01且、TI(198町
陣開固始'財圃半埠体企華台車、 DRAM事華 NEC‘車芝‘M・価'01・0円。}

、19脚年代末のDRAM持続的下落、
組立生産から一括生産陵情へ、揖衛格差{ツニー1919)，.
克鳳N・teboolr.PC(.草‘19.9】

ULSI.~:スTム L81時代。"曲目}
集"圃"年半噂@体再道a臨界程の【四盤T8E・LOJCPU.M・旬".. ー市場4・規ド模ル

64M.256M、lGt::"トDRAM 14U.t:JJ;(1開，)→
開艶("'2‘時間‘U9S) ".冒F市咽先占)、来園。..響力増文 2:602:値戸ル(2:006)
"、..ピヲトマイコン(1993.."町 日本企婁@竃週【メモリ事書在中心の事婁 • 'J ーディングカンパ~

1990-。.5-0.3μm(19!1目】→0.15-目.13

話器主主!?f主FM.-

Illtel， NEC，東芝 (1"5】

現在
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(筆者作成)
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一方、従来の経済学や経営学、国際政治学におけ

る半導体産業に関する研究の多くは、半導体産業の

発段史および各国の半導体産業における競争優伎の

形成などの議論に焦点が向けられていた。すなわち、

このような産業経織重量的な分析が半毒事体魚梁におけ

る研究の中心であったため、各問のイ鰯別半導体企業

告書f象としたマネジメントの研究にはあまり縄心が

寄せられてこなかった。また、半導体産業における

後発案者のキャッチアッププロセスに焦点をあてた

研究が複数存在するが、それらの研究の多くは半導

体産業をめぐる供給サイドもしくは繁華悪サイドから

の偏った分析にとどまっており、半導体企業のマネ

ジメントを総合観察するために必ずしも十分とはい

えない10

世界約半導体産業関連の専門調査機関(デ}ター

タエA トおよびWSTS.I-supplyなど)の調べによる

と、 2ω1年以降、世界半導体産業の再編が進み、自

』ロッパ、アメリ角、アジアなどの世界的半導体企

業における吸収合併やジョイント・カンパニーの設

立、主力事業の転換などがドうスティックに行われ

た。このような次世代半導体製品に関する主導機争

いを観察すると、半導体企業のマネジメント研究に

おいては、従来の産業組織重量約者アプ口一チや企業

の経営環境変化に対する受動的な反応という環境決

定論的な議論を紫哲越え、金梁のマネジメントの特

徴を詳離に説明していく必要がある。加えて制度の

概念についても、各回の産業政策が産業全般にわた

って甚大な影響を及ぼすことを考慮すると、半導体

E菱重量に践する研究にとって大変護軍要性が高いといえ

よう。

以上を踏まえて本研究では、まず、半導体産業に

おける毘際的キャッチアッププロセスを三星電子と

Hynixとの事例研究を通じて明らかにする。第二に、

半導体農業における先進企業のキャッチアッブに成

功してから商社が1::'のように渋界的半導体不況に対

応してきたのかを分析する。まず三泉電子の場合は

l宮90年中盤以降、メモリ産業のワ}ダ}としてどの

ように世界半導体産業における持続的競争優位を保

って書たのかを考察してみる。また、在y加 Xの場合

は20011手に15兆ウォシの負債を抱え、事実上韓凶政

府の管理ドに置かれて破産す前だった企業がどのよ

うにその倒産の危機を乗車競えて近年世界メモリ産

業のトップメーカーにワエントワーできたかその

速の過程を分析する。最後に、学導体産業を取り巻

く経営環境とマネジメントとの相互作用はいかなる

ものであるかを解明する。

L 先行研究の検討および限界と分析枠組の提示

官官述したように、本研究の目的は半導体産業発展

のプ口セスについて、制度的アプ口ーチ(企業外部

的繋国議近)、 RBV(Rcsourcc Bascd Vicw)アブ

ロ}チ(企業内部的要因接近)の2つのアプローチ

に分類、各研究の業績と限界を評鏑したうえで、統

合的分析枠組を援示することにより、 「韓国半導体

企業のマネジメントの比較考察jを行うことであ品。

上述した目的から本研究では、まず、制度論、

RBVに隠する先行研究の検討を過して、その業績と

限界を踏まえたうえで、半導体寂業発民ブ口セスに

おける先行蒲研究を制度的アプロ]チと、 RBV7プ
ロ}チとに分類して議論する。本研究では、従来の

経営学の諸理論に立量揮しつつも、学際的に政治学、

総務学などの他分野の製論と多くの接点を持たせて

半導体余業分析に逃した統合的分析枠組の開発を行

っているが、おそらく本研究で提示する分析枠組は

単なる半導体企業のマネジメントの分析にとどまら

ず、半導体産業以外の分野における企業マネジメン

トの分析への応用も十分に可能であると考えられる。

上述した枠組に依拠しながら、世界半導体産業の

背境を乗り越え、世界的王座として君臨している韓

国半導体金業の持続的競争優位の源泉とはいかなる

ものであるかを考察す品。すなわち、急変する半導

体産業における韓国半毒事体余業のマネジメントの共

通点と相違点が存在するのであればそれはなぜ発生

したのか。さらに、悶じ競争環境に酸かれていたに

もかかわらず、成功を収めた企業と業界からその姿

を消してしまった企業とがなぜ存在するのか。とり

わけ、本研究では、韓関半導体企業のマネジメント

の相違点と共通点を三星箆子とHynixの比較事例研

究を混じて明らかにする。

本研究においては、先行研究の限界を踏まえて、

急変する学導体産業をより蕊実的に分析するために、

RBVと制度論を用いることにする。 RBVは企業が保

有している資源によって戦略が決定されるという論

理である。つま号、各企業は資総と能力の爾で異質

であるために、自社が保有している資源によって必

要な磯絡を選択するものである。

RBVは、 PO討erの5-Forcesモデルゼは説明できな
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かった儲別企業の経営戦時の差異を探求する作業を

補完してくれる。 RBVも資源の分類基準平体系的な

理識がいまだ確立されていないために批判も多い由主

韓国半導体企業をより現実的に分析するための視点

をよち多面的にするためには役に立っと思われ品。

加えて、本研究ではRBVとともに制度識の概念を用

いることにする。制度は、広い範囲でt<まざまな学

者により定義されたが、本研究においては、制度の

締約性、すなわち社会あるいは企業を規制する制度

の機能に注目する。半導体企業のマネジメントと半

導体産業を絞り巻く制度!輔の相互作泌を分析しなけ

れば半導体令業行動分析における重要な側面を見務

とす結果となってしまう。

-Ji、半毒事体産業と関逮した先行研究は多いが、

本研究では既存研究を大きく二つに分類して学導体

産業発展プロセスにおける制度的アブロ』チとRBV

アプロ}チから捉えた。以下においてはその先行研

究の限界点を述べておこう c

まず、半導体産業発展プロセスにおけ晶制度的ア

ブロ}チの限界は、大きく二さつにまとめられ品。

論者間の強調の稜度は違うものの、半導体産業発

展プロセスにおける制度的アプロ}チは分析単位が

産業単位であるために個別企業の戦略や組織まで具

体的に論じられていない。

また、半導体麗革案発疑のブロセ又は個別金主義の戦

略や組織運用の寄せ集めで説明できるものではない。

最近、半導体産業不況のなかで、多数の半導体企業

が帯戦している。しかし、そのなかでも将来的に明

るい援護を持つ企業とそう?ない企業との議いは明

らかであるが、従来の制度的アプローチだけでは十

分な説明ができない20

次に、産業政策の重要性を強調する研究や半導体

産業を取り巻く国際政治および経営環境の分析は、

半導体企業の戦略や組織の経営環境への対応の重要

性を見落としている場合が多い。従って、半導体産

業分析の新しい可鑓伎を開いたことには隠違いない

が、個別企業の創造住や革新性はほぼ考威していな

いために、環境変化に対して能動的に行動する企業

マネジメントの分析に成功したとは喬い襲撃い。

韓凶の張 (1鈎呂:偽74)は、半導体産業をPorter

の5aForcesそデルで分析した。 Porterモデルi立、産

業構造の題解を容易にしてくれるし、産業全体の受

益事の高低の理由音効果的に説明してくれる有用な

枠組みである。しかし、産業構造分析が静態的なそ

デルであるために、ダイナミックに変化する半導体

産業を分析することは難しい。また、 5~Forcesモデ

ルを分析の手段として用いたため、各企業の具体的

な競争職略を反映していない。

次に、半導体産業発展プロセスにおけ晶RsV7ブ

ローチの業績と限界に関して論じよう。半導体産業

における先発業者の鑑位性に関する先行研究の限界

としては、半導体産業の製品ライ 7サイクJレの単純

普遍1t(一般化)による安易な経験曲線効果の享受

の論理展開が挙げられる。すなわち、李 (1鈎宮

472-475) も指摘したように、各産業の特徴を考慮し

ないと、経験曲線効果苦戦略的に活用することは難

しい。加えて、半導体産業の製品ライ 7サイクルは

半導体重量業発展初期段階に比べて非常に緩く争って

畠ている。製品によっては、経験曲線効果音享受す

る時間的余裕が存在しない可能性さえ存在する。寄

らに、先約研究の多くは既存企業による革新的企業

行動を完全に見落しているか、無視している九しか

し、大企業で、先発業者の優位性を確保しつつ、絶

先ずイノベ}ションを起こしていく革新的企業の存

夜は先行研究の綬界を明らかにしていると思われる。

一方、半導体康業における後発業者の優位性と迫

撃過程に関する既存研究の限界に関しては、大部分

の論者が韓国の半導体企業を‘後発業者'という同

じグル』プで分析しているととがあげられる。たと

えば、‘後発業者'のなかでも鴎や置かれている競

争環境によって、それぞれ巽なるパタ』ンの経営戦

略をなでて実行しているのではないだろうか。t<ら

に、韓国の半導体蕊業を支えている個々の企業の戦

略もそれぞれ異なっているのではないかと思われる。

ついてはこのような繍々の利害関係者である各半導

体企業の戦略策定および実行、成巣および成功要因、

問題点に関して噺究を進める必聖書がある。

次に、資源の動態的展開遜程と半導体渉業発展に

関する研究の限界に関しでは、東アジア諮問におけ

る半導体政梁発展プロセスを4段階に分けて説明し

たが (Cho&Ma出ews、2000:8τ94)、発展プロセ

スの各場面における各国の保有資源や制度・競争環

境の違いが明確になっていないため、彼らが批判L

ていたはずの企業の集団(集合体)としての産業の

存在を自ら認めてしまうような結果と争っている。

また、学(1骨骨骨:220)は、資源の動態的展開通程

モデルでCASIOの事例を、意図した資源の不均衡創

造と現在の保有資i躍と将来の戦線告策定の関係とで説
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国通貨危機)は、韓国財隠の韓国政府に対する絶対

的な信頼関係の変化をもたらした。グローパリゼ}

ションが進む中、半導体令業も他産業と同様に政府

の保護や設策に頼らず、企業自ら激変する競争環境

に積標的に対応しなければならない。

k述したように、半導体企業を分析するために、

各食量産の保有資源の業による経常戦略の違いも論じ

るべきだが、各企業あるいは半導体産業を取号議く

韓国政府の存在や政府の産業政策の影響力、半導体

業界の慣習、知的所有権など個別企業の企業活動を

制約、促進する援凶はかなり多数存在している。制

度論では組織が制度化された環境に埋め込まれてい

る九しかし、この理論だけで韓国の半導体企業を分

析しようとすると、半噂体余業は韓国政府の産業政

策や政府の指示に従って動いているだけになる。し

かし、本研究においては、制度論の一部を援用して

全体的な枠組み構成に適用するが、全体的な分析の

流れが制度論を踏襲したものではないことを明らか

にしておきたい。制度、半導体産業というJJ;;い概念

的中に各企業の保有資源的主主による資源展開のパタ

}ンの違い、経営戦時展開の遣い、経営親織形成の

違いが存在する。これら各要素は制度、競争環境の

変化との相互作用を通じて各機能を果たしていると

ともに企業成果とも密接な関連性を持つ。

以上を踏まえて、金祭のマネジメントと制度との

J樹立作用を分析するための本研究の分析枠組を提示

する。(図 1) 

量豊する経営環境における韓間半導体企童相マネジメントに関する 考察

拐している。繰り返しになるが、李を含むRBVi論者

によると、半導体企業に競争優位を持たせる資源は、

模倣も不可能で移動も容易ではないとしている九模

倣あるいは取引が不可能である資昔露であれば、この

ような資源は把握が鴎難カヘあるいは成功裸に資源

が形成杏れた要因が不分明なことになる。従って、

われわれが、資源が競争優位をもたらす要因である

ことに気づくのは、そのような資源を保有した企業

が競争優位をもって成功した時である。

最後に、韓国半導体産業の戦略的提携と半導体産

業の競争力強化に関する掛究の業績と限界に捕しで

は、大規模投資を要する技術集約的な産業であ晶半

導体重量業の特性上、各半導体企業が一つの企業が負

うワスク者分散しなければ、これからのグ口一パル

競争環境のなかで生存できなくなる。学導体産業に

おける戦略的提携の必要性はそこにある。しかし、

戦略的提携の重要性は強調されているものの、その

弱点に関して醤及した獅究は少ない。半導体産業の

ような技術革新の速い産業においては、中核技術の

保有が企業生存の必須条件となる。しかし、アウト

ソーシングや戦略的提携に依存しすきずると、商社の

資源が漏出してしまうため、戦略的パ}トナ}が競

争相手に変身した場合の対応が癒しくなる。また、

韓国半導体産業の生産構造上の問題とともに人材問

題を凝り上げている先行研究が多数存在するが、な

かにはその解決策を韓関政府に求める研究がかなり

多い。しかし、 1妙7年に韓国を襲った IMF事態(韓

企鎮守ネジメント

経営戦略
陣経由貿軍事的動態的接関過程

綾縛(A明姐雌胆]

配卦(A盟僻組曲}

活用{む副"，.11冊〕

本研究の分析枠組国1

盟ドメイン
陣競争職時

上
|経営組織)

経
営
環
境
(
制
度
回
産
業
特
性
)

(筆者作成)
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m.事例分析

(1)1980年以前(生成期)

1980年以前の三星電子は、外資導入法、税金減免

制度など当時の韓国政府の強力な支援を受けながら、

李乗詰元会長の戦略的意図 (StrategicIntent)のも

とで低賃金労働力を活用し、高付加価値型ハイテク

事業へ進出した。

1980年以前の三星電子は、 (株)韓国半導体の買

収、日米企業との合弁会社設立など電子事業の系列

化を推進した。経営資源の海外依存度が高かったこ

の時期おいて三星電子は、先行き不透明な半導体事

業に対して、 「辛抱経営」を続けた。 1980年以前の

三星電子は、世界半導体業界フォロワーとしてコス

トリーダーシップ戦略を講じながら半導体市場に参

入した。経営組織も韓国財閥の典型的な子会社経営

形態である垂直的な組織構造をもっていて、三星グ

Jレープからの資金調達が容易だった。

朴前大統領の維新政権下の重化学工業への半強制

的参加、多国籍企業からの財閥保護という独裁政権

からの強制と特恵に対して、韓国の大財閥の系列企

業であった三星電子は他財閥と同様にトップの意思

が実務レベルまで迅速に波及する垂直的な企業構造

を持たざるを得なかった。

この時期の現代電子(当時:現Hynix)は、その

母体である現代グループが戦後必年にかけて建設(現

代建設)、重工業(現代重工業)、自動車(現代自

国2 Hynix、三星電子の概略

ミァy山o
-設立:
・資本金
・売上高
-R&D投資:
・従業員数:
.事業分野:

1983年
2，820億円

9，625億円
415億円

19，258名

電子デバイスの製造・販売

動車)など重厚長大型産業を中心に成長していたた

めに、半導体事業にはまだ進出していなかった。

(2) 1980年-1990年(形成期)

1980年-1990年の韓国政府は、政府支援政策中心

の1980年以前とは違って、民間部門への経済移行を

進めようとした。このような韓国政府の動きと合わ

せて民間部門の半導体事業を主導していた三星電子

は、米同市場拡大を模索しているなか、 TI社とのダ

ンピング紛争にまきこまれる。三星電子はクロス・

ライセンシングでこの紛争を解決するが、その後韓

国政府の支援のもとに競合他社との「共同開発」と

「独自開発」を並行して行うきっかけとなる。三星

電子の次世代DRAM事業に対するR&D投資は、競

合他社とは比べられないほど大規模に行われた。

1980年-19卯年の三星電子は、 TFT設置、競合他

社の2倍に近い果敢なR&D投資を行ってDRAM開発

時期を短縮した。この時期の三星電子は半導体市場

において、チャレンジャーとして位置しながら量産

体制を構築したのである。

一方、三星電子は、家電産業の成熟化と資金調達

の円滑化のために経営組織を整備した。三星電子の

組織変更は、新規投資部門拡大と資金蓄積にその目

的があった。このような三星電子の組織変更は、日

本企業の系列化と非常に類似している。

朴大統領の暗殺、イン7レーションなどで韓間経

済がゆれるなか、三星電子は民間部門の経済を主導

ー 星電ツ
-設立 1969年
・資本金 1，121億円
・売上高:約4~凶帥O億円
(半導体部門のみ)

約10兆円(売上合計)
-R&D投資 6，625億円
・従業員数 80，594名
.事業分野:

通信・情報機器、家電機器、

半導体製造・販売

(筆者作成)
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調を通じて米国シリコンパレーからの優秀な人材の

誘致・確保、半導体新技術導入をはじめ、それを独

自技術開発の基礎にする同社の転換速度はかなり速

かった。同社は重厚長大型産業から電子産業に進出

するにあたって、先発業者を追撃するために意図的

に経営資源と事業戦略とのギャップを迅速に埋める

戦略(意図的な不均衡作り)を導入したのである。

(大滝、金井、山田、岩田、 2∞6: 192) 

当時の現代電子(現Hyni，，)の黄淳築理事(後に

現代電子イギリス法人長)は次のように述べている。

「それは鄭周永現代グループ名誉会長(当時)の電

子産業に対する直感的な信仰から始まったと言って

も過言ではありません。会長の指示に従い、 1980年

代以後現代グループが所有していた系列会社を現代

グループの総合企画調整室で綿密に検討してみた結

果、重工業、建設、精油、自動車など重厚長大型産

業に片寄っていることが分かりました。よって、現

代電子号の出発は半導体を中心とした総合電機メー

カーとして跳躍したい最高経営者の意志表明だった

のですJ (現代電子(現Hynix)IR担当黄理事との

インタピューデータ (2∞2年)より抜粋)

形成期の現代電子(現Hynix)は、経営組織の面

では最初から事業部制をとっていた。設立当時は、

3つの事業部しかなかった事業部は拡大・分化され、

1問時代末には8事業部複数の研究所、 1現地法人、

7海外支屈まで成長した。

量豊する経菅環撞における韓固半導体企葉町マネジメントに闘する一考察

していくだけの能力を保有していた。三星電子は時

代を先駈けた画期的な組J織改編、積極的な投資をも

とに韓国半導体業界を主導していた。

韓国経済の成長・発展プロセスが政府主導型から

民間主導型に移行するなか、現代電子(当時・現

H卯ix)は鄭周永会長の戦略的意図 (S国匝.~ In回。

すなわち、 21世紀を目指すグループ体質の改善の一

環として電子事業に参入した。それまで重厚長大型

産業に専念していた現代グループだったが、建設や

重工業など他業種からの積極的な資金及び人材獲得

は、世界半導体業界において後発業者だった韓国半

導体企業の中でも最も遅い最終参入者だった同社が

競合他社にキャッチアップできる基盤となった。

形成期の現代電子は必要経営資源を内部および外

部から調達せざるを得なかった。さらに、世界半導

体マーケットの動向も半導体産業を巡る通商問題、

購買先における製品認定の問題など半導体産業を取

り巻く制度が強化されていた。現代電子(当時:現

Hynix)はアメリカに現地法人を設置し、反ダンピ

ング提訴に備えると同時に先進企業からの技術導入

などの問題も正面から突破する呆敢な決断力を見せ

た。当時の経営は鄭夢憲社長(後に現代グループ会

長)に任されていてオーナー経営体制をとっていた。

一方、当時の同社には蓄積された技術や設備がな

かったために、設立当初から半導体事業に必要な経

営資源をさまざまなところからかき集めて来ざるを

得なかった。アメリカ現地法人と本社との分業と協

開展難
曲事"。
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図4
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まだ三星グループの次元(構造調整本部)で行われ

ていた。だが、 H胎年代後半から三星グループの「新

経営運動」が各系列社レベルまで拡大され、各系列

会社の事業部別責任経営、自立経営のムードが高ま

ってきた。

三星グループは韓国政府の経済政策など企業を取

り巻く大きな制度変化に対して秘書室機能を縮小す

るなど一時的に協力するが、結局韓間政府による半

導体産業ピッグデイ -Jレ提案を拒否してしまう。こ

の事実はすでに韓国政府が完全にコントロールでき

ないレベルのパワーを三星電子が持っていたことを

示しているといえよう。

1980年以前から現注までの三星電子の企業マネジ

メントを要約すると、三星電子は急変する制度や競

争環境の変化に対して適切な経営戦略や経営組織で

対応しながら1970年代の組立中心のフォロワーの立

場から半導体業界を取り巻く競争環境や制度に自ら

強力な影響を及ぼすリーダーの立場まで飛躍的に発

展してきたのである。

他方、成長期に入った現代電子(当時:現Hynix)

は、形成期から試行錯誤を繰り返しながら蓄積して

いた学習能力および独自技術、大規模R&D投資(韓

国全体企業の中で第4位)をベースにして、情報通信、

半導体マルチメディア部門をもっ総合電気メーカー

を目指す。

1994年から長期間続いた世界半導体市場の好況の

影響も無視できないが、形成期に蓄積した同社の余

(3)1991年-21∞1年(成長前期)

1990年代後半に入って、韓国経済はIMF管理体制

に入るなど金融危機を経験することになる。韓国政

府自体が国家モラトリアム、デフォルトを宣言する

す前に政権が交代した。 21世紀を韓国国民と共に迎

えることになった金大中政府は、小さい政府を志向

しながらも、韓国経演の危機脱出のために財閥解体

金融システム改草など、前代未聞の韓園経済の大手

衡を行うことにした。しかし、 1鈎O年以前から既に

「企業の自生力Jを育成していた三星電子は、質的

成長(差別化戦略に類似)、バランス戦略(ポート

フォリオ戦略に類似)、共存共生戦略(戦略的提携

に類似)を基に、知的所有権問題を優れたDRAM技

術とのクロス・ライセンシングで解決する。また超

過供給の時にはDRAMの減産を誘導するなど、半導

体業界レベルで制度形成を主導するレベルまでその

影響力が強くなった。

1991年から割削1年までに三星電子がとった経営戦

略は、半導体業界のリ』ダ』としてポジショニング

する差別化戦略だった。三星電子は1980年代に蓄積

した莫大な資金力、経営陣の持続的な大型設備、

R&D投資をもとに、独自開発能力、製品ポート 7オ

リオ、半導体装置国産化を進めた。

一方、経営組織の面では、事業部制が定着してき

た。事業部制導入の理由は、組織構造統合によるシ

ナジー効果創出であった。しかし、 1990年代に入っ

てからも、事業部レベルで決定し難い意思決定は、
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機資金、挑戦的な企業文化、 1告皆吉年のLG半導体と

の吸収合併シナジ}効果は、成長期の椅社の重要な

経営資源といえよう G

成長前綴の現代電子(当時:現Hynix)は市場多

様化戦略を講じた。悶社は、事業初期から輸出中心

の成長幸韓国告を模索していて、まずはアメリカ市場に

進出した後、東南アジア、晋』口ッパ、日本にその

市場を拡大してきた。このような関投の発想は通商

摩接を考慮してアメワカ市場を汝棄し、ヨ}ロッパ

などの市場に迂回輸出戦絡を取っていたLG半導体(l棚

年、王見代電チと統合後、 Hynixに改称)とは正反対

のゐ函を見せた。

r.J社はアメヲカの非メモリ生産メーカーを吸収合

併するなど、製品ボートフォワオの商でも気告書記っ

ていた。マ}ケテイング戦略の璃では、戦略顧客群

(Strategic Account)を最優先してサボ』トする

ことによ号、半導体関述産業の大手メ}カーの大部

分を悶社の顧客として獲得した。

また現代電子(当時:現Hy即刻は、 l申告吉年にLG

半導体骨吸収合併したが、その過程は最初から臆説

ではなかった。 LG半導体のビッグ・デイール拒再お

よび葉大な事業買収プレミアム望書求、米陸γイタロ

ン殺のアメリカ政府を過した妨害ロビーなど、同社

の経営組織の太改編は社内外の反対にぶつかった。

しかし間社は特有の推進力でその雛慨を突破し、

P宜AM生産能力Ilt界一の盛を手にした。

きらに、成長前織の現代電子(当時現Ilyn日)

の経営資源は必ずしも事業戦闘各および経営総織に適

合 (7ィット)したわけではなく、むしろ同社の半

導体事業戦略にあわせた新しい経営資源の獲得も随

時行われていた、と解釈した方が現実的な分析かも

しれない。

上記のような経営資源をもとに策定・実行される

事業戦略をサポートするため、同社はSBU$lJを毒事入
する経営組織改棄を行った。また、同社は持続的な

イノベ』シ窃ンを可能にするためにBPR(Busine時

Process Reengineering) という是正織改革を行った。

この改革は、部分的な組J織改変ではなく、全面的な

革新、つま号既存の業務純議、横行、信念を全面的

に変化させることを目的とし、急進的な改革を可能

とする未来志向的なものであった。

(4)君。例年~現在{成長後期}

周知の主Jlく、 1992年以降、三星電子は世界メモリ

市場をワーダ}として先導してきた。阿部年、メモ

リ市場がlNTELから日本の企業へその主導権がわた

った後、約10年間は日本の企業の関で激しい攻防が

練習返された。製品交替が起きるとその都度、一位

企業が交替きれ晶など持続的にリーダーの療を維持

できた企業はなかった。しかし、三星電子がメモワ

市場において(特にDRAM)ー伎の臓を獲得して以

来、メモワ市場におけるリ}ダ』交替は起きなかっ

た。 1鈎2年以降、頻繁に製品交替が起きたにも関わ

らず、三星電子は後発企業との格差をむしろ広げて

行っているような現象が見られた。現在、世界半導

体産業のメモワ事業は・匹の虎と三匹の績によって

分割苦れているという言葉があるくらいえ星電子の

強きは線周たるものであるという評判が支配的であ

る。

では三星電子は成長後期に入ってどのような事梁

展開をしてきたのか。後発業者の利点を十分に活用

しながら半穏体藤梁に参入した向社の独創性と決断

力が成長の原動力だったと分析されてい品。 25品E

DRAMから 1MDRAMへシフトする時期に後発業

者の利点を活用するために行った果敢な大規模研究

開発および設備投資が10J栓の成長の原因だったとい

うことは数多い先行研究のなかで明らかになった。

しかしこのような半導体産業における後発業者の利

援の事受は梁界においてたまたま起きた「異変」だ

ったと分析する研究者も存在する(三星経済研究所

任泰鴻首席研究員 :SE阻年次報告書・ 1-14)0 

つまり、 h述した主張は、半導体業界における後

発業者だった主義穏予が独自殺と決断力で後発業者

の不利益を克服した後に、世界メモワ産業のワ]ダ

}として君臨して以来、同社は多様な革新を通じて

先発業者の地伎を緩持・強化しているという内容と

なq ている。 19鈎年代に入号院本の半導体企業が非

メモリ分野を強化するとともにメモワ事業に対す晶

投資を軽視した過ちを犯した、も Lくは意図的にメ

モワ事業分野を放楽して非メモ1)分野にシフトした

というさまぜまな分析古戸可能である。しかし、路島2

年以前の三星電子が新製品開発時期においては先進

企業に遅れていても大規模量産体制においてはその

生産体制を半期確保したことは、競合他社との格差

を広げる大きな原因として働いたことは間違いない。

三星電子の成長後期の成長戦絡を要約すると、果

敢な投資によるワーダシッヅの発揮、大最生産体制

構築と新製品開発速度におけるリーダシップの発揮、
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多様な工程革新を通巳た生産費用薗滅、技術の深化

と多角化があげられる。また組織の面ではメモリ事

章におけるスピーデイ】な意思決定を可曲にする固

有の内部韓制機能(オーナー 構造胃藍本部

現場)と多角化した組踊構造からのシナジー効果、

聞措と生産を緊密に融合する三星電子式タスクフ寸

】スチームの存在(組織輩新)が属長桂期の三旦電

子の班長に大量〈貢献したと冒える。

一方、成長桂劃のHyni..xを見てみると、 19曲年の

半導体重量的ぜッグディール以降、 DRAM生産能力

世界ーの半導体企章となった同社だったが、 2田l年

の世界半導体産量町大不況期に15兆ウォンの負慣を

抱えて一瞬にして崩れてしまった。 2001年、会杜が

倒産危機に直面したときに同社町マネジメントは現

代グル」プからの檀植田や金融機関に聾ねられた。

しかし、憤権回の中には梅園町主要銀行が散多〈入

っており、韓固主要銀行の頭取や量行長町推薦およ

び任命植を聡固政府カ帯っていることを画案すると、

Hynix社町危機智理は韓国政府に在されていたと冒

っても過言ではない。当時韓国政府は「到底、独自

生存が不可能な企章」であると晶表L、アメリカの

マイクロンなど海外の半導体企章への売却の意思を

明らかにした。マイクロンとのM&Aの話が進展L

ているなか、両者聞の売却代金のギャップ、代金支

払い形瞳の問題(現金+マイクロンの株式)、

Hynix全社員を含む離しい国民世歯(国軍聴略産量

である半導体壷章を保聾せず、属国政府が安易に海

図5現代喧子内部費軒よりfli12

外企業に売却をすれば、今挫の事事園町経由脅持lii!に大

きな支障をきたす可能性があると指摘された)など

きまぎまな畢題にぶつかった勝国政府は、結局

Hynixの独自生存という遭を彊んだ。

Hynixは2曲l年の売却危機を乗り越えて、慣植固

と各種金融揖闘の共同菅理を受けるワークアウト

{WorkouV企聾になった。独自生存のために同社

はメモリ半事体事軍部門を除いた全ての事量分野を

売却し、事業の畳択と豊中を困った。(涜却前の事

量ポーシヨン半導体:76%、 通信 13%、LCD

5%、その他 :6%、Hynixの事軍再生町詳細について

は下記の図を書照)

3万名にいたる臓貝の過半量を藍理解雇し、残さ

れた聴員は賞金凍結と無給体職を余憧なくきれた兎丸

一丸となって会社町生存のために職った。規模の経

揖性が圃〈半導体産業において適時投資は生存に直

轄する重要な問題である。一つの半事体ラインを建

設するに当たって必要な金額はおよそ4500憧円~

5駅路憧円であり、 2001年のHynixに設費する余帯費

量はまった〈なかった。では、どのように同社は生

き残ったのかロ同社は章界において非常障とも言わ

れていた古い装帽の改且という瞳天荒なアイデイア

を打ち出し、呆敢に挑んだ。

2001年-2003年の聞にHynix~慣用した霞帽投資

額は1兆4凹O値ウォンで、離合他祉である三星電子

町1割程度で、マイクロン社と比べても半卦程度の

金額に過害ない。しかし、 2004年目Hynixは世界半

現刊グループから由担立、 LCDI通信部門由スピンオフ

，-ーーーーーーーーーーーー『‘
11、

i現代前鉛 現代璽エ 現代裏側 ー、l
(HM醐 (HHI) 会社 ，' 
‘ 口/

蹟争力が高い

半導体以外白部門

をS同n-o何し、

血益性の向ょを園る

通信部門

巨亘亘日

現代グループ各社が持っていた
耐n院の棒式を投資京に売却

山口宅ン田スミス"rC-'='-IE券がサポト)

4こ二」
現代グループの財務状認などに

左右されない体制Jとする

5!l 
5月

7月

j帥閣制面開同晴朗酬明1.月

(Hynix向榔資桝より)



量豊する経菅環撞における韓固半導体企葉町マネジメントに闘する一考察 49 

導体業界において、成長率ランキング 1位をマーク

した。では、 H戸血復活神話の根底にあるものは何か。

まず、世界半導体産業の市場状況の好転があげられ

る。

2000年まで高度成長したメモリ市場は2001年度に

入って、その市場成長率が史上最悪のマイナス60%
成長を記録した。三星電子でさえ、この時期はぎり

ぎり損益分岐点に到達する業績悪化が半導体業界を

強打した。日本のメモリ製造業者の多くは、この時

期にメモリ事業から撤退を決めたり、合弁会社を作

ったりしながらこの難闘を突破しようとした。 2002

年までに半導体市場成長率は鈍化していたが、 2004

年から2006年にかけて高速成長が続いた。 Hynixの

復活はこのような半導体景気回復と連動していたと

言えよう。

しかし、半導体景気回復だけが同社の復活の要因

だったわけではない。前にも述べたようにHynixの

復活には企業全体の構造調整、費用節減、韓閏政府

の積極的な支援などが存在する。また、 FAB(生産

ライン)の最適化が三星電子の取締役を経験した当

時の生産担当取締役を中心に素早く行われた事があ

げられる。なお、 DRAM以外のマーケット、例えば

NAND FLASHメモリ市場にも適時参入し、素早

く研究開発を終え、量産体制を整えた。同社は三星

電子が強みを持っていたヨーロッパキアメリカ市場

に拘らず、いち早〈中園、ロシア、インドなどの新

興市場開拓に目を向けた。同時に同社は、現地法人

表3 比較事例分析の結果(1) 

や現地工場において現地スタッ 7との円滑なコミュ

ニケーションに力を注いでいる。一例として、同社

のアメリカ工場 (Eugene工場)に合同責任制、褒

賞制度を実施したことにより、その生産量が10倍も

増加した話はいまや半導体業界の伝説となった。

なお、戦略的提携を結ぶことに徹底し、アメリカ

のメモリカード企業SANDISKとはNAND FLASH 

メモリの共同開発を、台湾のPromosとはウエハ』

の安定的な供給契約を実現した。

経営組織の面では、三星電子の事業部制強化とは

真逆な一面を見せる。前述したように半導体専業メ

ーカーになるために不必要な部門(半導体事業以外

の部門)は売却するか、現代グループの子会社に合

併させるか、消滅させるなど徹底的な組J織改編が行

われた。

N.終わりに

本研究では急変する経営環境のなかで、世界半導

体産業の後発業者でありながら先進企業をキャッチ

アップした三星電子やHynixの成長発展過程を、そ

の経営資源の展開、競争戦略、経営組織、ドメイン

の観点から考察してきた。その結果、下記のような

結論と合意を導き出すことが出来た。

第一に、半導体産業のような技術変化が激しい分

野においてドミナントデザインの確立後、大量生産

による規模の経済性の享受は参入初期から成長発展

制度・競争 経営戦略 経営組織

環境の変化 Hynix 一星電子 Hynix 二星電子

第1次・2次オイル 量重視成長 垂宜的な
ショック 品質管理の 経営組織
業界慣習・ 後回し 圏内資本のみ
周辺産業の形成期 コスト・ の独立会社
企業の支援者 リーダシップ 現地法人設立

1970 ..... としての各国政府 戦略展開 半導体営業部
超LSI研究組合プロ 電子部品納入 新観

1980 ジェクト推進 中心の事業
圏内需要減少 ス事ート
輸出停滞 関連企業買収
製造コストの上昇

(筆者作成)
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比較事例分析の結果(2)

制度・競争 経営戦略 経営組織

環境の変化 Hynix 二星電子 Hynix 二星電子

日米半導体摩擦不勃プ発況保
現代電子甑立 DRAW事業への 事業部制の噂λ事業部制噂入

1980 .... 
後の世界半導体 (設計、工程技術 『選択と集中』 と拡散 締官電干メーカー

米国半導体チッ 開発) 意図的に投置 創立前から海外 として立地

1990 護法制定 デバイス開発主力 タイミンゲをずらす 現地法人設立を 米国S岨 I皿 01こ
業界慣習・周辺産業 梨川工場に量産 『揺さ撮り職略』 計画、販売、統 現地法人設立
発達進展 体制整備 外国企章との 制、管理、 R&D
産業インフラ指向期 T1とのOEMビジ 技術提携による 機能を海外現地

(韓国) ネス開始後、独自
『亀連キャッチ・

法人に移転

技術確保のため、
7ップ職略」

大規槙投資開始

無限競争時代へ フォロワーから メモリ事曜におけ 積極的なM&A事業部制定着
の対応期(韓国・ チャレンジャーの るリ-~ーとして

SBU制の導入 権限の文幅な
台湾勢の台頭) 立場へ の差別化戦略

および拡散 下部委随→

1990 .... 
半導体産業再編期 集中化職略 (Sun-Ridlng) 

LG半導体吸収 B単凶

(企業問M&A進展) 市場・製品多様化 戦略的パートナー
後、統合法人 C四 ver竃岨.0へ

現在 円高時代 不必要な事量部門 との協同体制強化
完成 の移行

半導体関連周辺 売却、経営合理化・ 製品宜曹を意図
各事業部門総括

的に早める攻軍 債権国管理体制
産業・制度確立期 支配構造調整

的経営 を経てE常化へ 制度導入

表4

(筆者作成)

比較事例分析結果の解釈衰5

ー星電乎 Hynix 

|ー三竺|

属半半導国現体体政府書関界の連積市の制極場也度的な大ル産ー農ル支定媛着鏡期.

半灘体産業再.綱、
Hynix 三星電子 Hynix 三星電子

半導体企業間M&A進展、
樟園台湾鈴の台頭.

築らチ界ヤ@レヲシォジロャワーー@か政府の役割量化→間接的支撮へ メ宅リ事象における 積極的なM.... 事象節制定着
半場体産調院を取り巻〈園事@役割の

ー司
立楊、

圧倒的地位強化.
時4

SBU制の導入 権限の太幅な

胃盛場[技術漏泊.固ま危楊輸) 攻撃的経営.需要 下榔壷醸‘事

マ単イ導ク体ロ禽ンの界Hのyn急;x識買な収再失値敗(19祉=時
集中化鴫略 'Jt位戦略=。 および怯散 業栂門総括制
市場・製品，暢化 デヲタルメディア部門 LG半導体吸収 への移行

社メモリ分野〉 不必裏:twt事案侮門 がCashCowの一輪 単導体、情報

完却.雷合理化
に.LCDや半噂体など 債権国管理体制 置傭.生活家

支...造園盤 部の景門気をポ量動トがフ滋ォしリオい を経て正常化へ 電ディ、アデ、ジ凶タDルメ 司

• 
経営組織経営戦略

三星電乎

コスト・リーダシップ
下情け軍艦雷管理
ポリニLーム作り

Hynlx 

¥ItI%_.殴針.エ魯依術
開".デパイス開"主力
量車体制盤.
OEMビジネス開始後.
独自篠備・.."た・b.
式調横富貴闘繍

制度・競争環境の変化

学噂休業界の制度慣習未確立、
半噂体周辺産業発達微々
政府の強力なミクロ産書支複鰻

9
9
0
年
代

現
在
ま
で

(筆者作成)



量生寵する経営環境Eおける韓間半導体企童相マネジメントに関する 考察 51 

全段階において事業成功の重要な鍵となる。

第二に、半導体事業のKFS(キ-7ァタタ}オプ

サクセA) には上述した適時大規模投資による規模

の経務牲の享受以外に下記3点が存在する。

(j)戦略的意図を持つ経営陣の的縫なドメイン提示

②経営資源の動態的展開と経営組織の柔軟な対応

③既存技;衡の延長議からの脱皮 (Qu阻 tum Ju時)

第三に、半導体事業において単純焦点化(選択)

集中化事量略は事業の初期段階のみならず成長発展段

階に移行してからも不連続的に実行される傾向があ

る。事草例研究で根号上げたこつの企業である滋代常

子 (Hy田 x)と三星電子は、事業参入当時は鄭周永

元会長と李乗話会長の未米成長産業に対する先見の

紛が半噂体事業へ積標的に参入するきっかけとなっ

た。しかし、三星霞子の場合は時間の経滋とともに

半導体事業部門そのものの製品多角化のみならず、

さまざまな関連分野への多角化戦略を形成期・成長

前後期に腿関している(情報通信、家電分野など)。

一方、部門闘のかナジー効果を狙う戦時を講じる

二さ星電子に対してHyni玄はまったく異なる戦略展開

を行ってきた。競争力のない事業へのむやみな多角

化戦絡がむしろ苧導体事業部門の業績まで悪化寄せ

ると判断した同社は非関連部門の売却、廃止、独立

を通じて半導体事業{主にメモリ部門)への選択と

集中戦略への図婦を決め、奇跡的に復活した。

第聞に、韓関政府に関して言えば、時代の変遷と

ともにその役観が大きく重電化してきた。たとえば、

半導体産業の繁明期における直接的な政府支援は半

噂体潟辺産業の発展支援や大学・研究機関への媛助

などの形に変わりつつある。しかし、技術溺洩によ

る国家危機論が浮上した場合、上述した議論とはま

ったく異なる意思決定が行われる可能性も努めない。

実際Hynixの場合、合理的意思決定だけを考えた場合、

半導体事業の売却が正解だと信じていた韓国政府の

行動(意思決定}に対して依論やHynixの内部構成

員遼が猿反発し、 111宮決まりかけたM&Aの話告書事

散させた経緯がある。

一方、本研究の理論的合意としては下認の二点を

取層上げることが出来る。

まず、技術進歩のスピ}ドが主詳し製品のライ 7

サイクルが極端に短い半導体産業において、経験曲

線効果を享受す晶ことは容易ではないことを解明L

た。

次に、号えられた経営環境に対して受動的に反応

していく「制度的アプローチJや資源の範騰が駿味

であり、ト}トロジ}の限界を持つRBVIこ対して、

批判的な視角を提示した。よって制度論とRBVを統

合することによって、先行記f究の限界を補完、新た

な比較ケース分析の可能性骨提示した60

処方、本研究の実践的合意としては下記のような

ことがあげられる。

第一に、半導体企業における組織体制の柔軟な対

応が指摘できる。つまり、重要事実に対する意思決

定のスピードを速めることと、全メンバーの必要情

報の適時共有が行われなければ組織内コユ〆センサス

がとりにくくなってしまう c 三星電子の前会長だっ

た養進求会長の u半導体事業は分からなくて出米な

いのではなく、決断力がないから実行できないピジ

キスである。"という発言からもこのビジネスにおい

て果敢な決断と適持投資が成功の鍵となることがわ

か品。

第二に、半導体事業において一時的に成功を収め

たからといって、そのピジネえの成功に安住しては

ならない。諸君。年代に入ってから一皮もワ}ダーの

座骨譲っていない三星電子の事例からも鳴らかにな

ったように、常に攻撃的な経営姿勢を貫く事が大事

であるο クリステンセンは「有力企業が締りやすい

落とし穴は業界の後発企業ゃまだ技術的優位牲がな

い企梁が口』エンド市場に入っていくととを凡過ご

すことである。最初は、業界のリ}ダ}に対抗でき

る十分なカを有しなかった企業はいつの間にかその

破壊的技術を最大限利用して業界の先導者逮に挑ん

でくる帯夜的な脅威となるo J (クワステンセン、

20ω: 9， 17骨を修正引用)と指摘している。三星電

子は後発業者として半導体事業に参入したが、現在

は業界のリーダーとして潜践しているa

しかし、三昼寝草子は研究開発や量産職略のi雌で、

後発梁者の追随を容認しない攻繋的経営を続けてい

る。同社が業界において、ほほ不可能だと言われて

いた半導体蕪重量における後発業者の逆転兄ト _1)_ー

の主人公である以上、 :度とそのような奇跡は業界

で起こりえないように後発業者を引き離しているよ

うに見える。また、 Hynixがその復活において世界

半導体業界の神話的存在であることに意義を申し立

てる人はいないだろう。設備投資、資金調迷、人材

確保、経営のあらゆる条件が不利だった阿社だった

非主いつのまにか世界のトップ10のF誌に戻ってきた。

その背景には、社員と経営者の一致団結、従楽の発
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想からの脱皮、海外現地法人の有効活用者どが存在

した。また、同社はさ星電子とは経営組織の極でま

ったく輿なる A面を見せているa 三星電子は事業部

制jを採期したが、 Hynixは半導体事業に専念するこ

とを決めた。事業1諮問のシナジー効果を意議してい

る三星電子に対して、 Hynixは不必要な組織を売却、

もしくは独立、消滅苦せることによって組織の再活

性化を試みた。ヒ述した A つの企業に共通するもの

は経営揮の明確なドメイン提示とそれを主尾行する組

織体制が半導体事業にとって非常に重要であること

を示唆している。

i主

1 先行研究では、半導体を供給するサプライヤ}

舗の立場を一方的に追っている研究や半導体の需

給パランスを説明する?ーケット全体の動きを分

析するものが多く、半導体の需給バランスの不連

続性の原図、半導事体供給金梁の持続的競争獲位性

の源泉などを総合的に考察した研究内容はあまり

存在しなかったか、霊堂が少なかった。

2 制度的アブロ}チの基本的主張は同じ灘壊に霞

かれている組織は似ている行動を取るという環境

決定論的な論理展開である。よって個別企業の戦

略的意思決定を十分に説明することは図難である0

3 先行研究の多くは半導体産業を取哲巻く産業の

特性、業界の慣習など、半導体産業全体のマクロ

的な重量きに大きく影響される半導体企業のマネジ

メントを強調した研究が多いe

4 RBVについては、 Collis(1鈎1)、Co!lis(19告5)、

B宙開y(1曽野)、Dierickx印 dCool(198約、Hamal

田 dPrahalad (1鈎0)、Motgo血 官Y皿 dCollis(1官官回、

中織は的4)、Pen間関(195的、Peteraf仕事事3)、

Teece， Pisano and Shuen (1997)、伊藤(2001)、

Gr組t(19曽1)、Wern目1elt(1984)を参照。

5 制度論については、山倉(1約的、Scott(1的目、

榊原(1輔)、胸th(I棚)、臨臨抽andP，拘u(1開7)、

Milgrom and Roberts (19宮2)、Hannan and 

Free盟組(1984)、DiMaggio阻 dPowell (1983)を参

照。

品 本研究における先行研究の二つの大きな涜れは

制度論とRBVである。従来の経営学において制度

論もしくは制度化民間.pec世間と呼ばれる分野は経

営組織論における環境決定論的な立場に近い。ま

た、豆BVは経営戦略論の分野においてはポ}タ}

に代表されるポジショニングスクールに対して企

業が保有する経営資源に準拠して経営戦略を展開

していく立場なのマ経営戦時論における企梁の主

体的選択論である。この議論は経営組織論におい

てJobnChildが提唱した組織の五主体的選択論とそ

の府織が非常に類似している。まとめると、本研

究の先行研究は上述したこつめ理論をベ}スにし

ているが、それを踏まえて提示した7レームワー

クは、それぞれの先行術究の限界を乗り越えて経

営環境の中で若手夜する企業が、経営環境にゐ方的

に左右菩れる存をでもなければ自らすべての経営

環境に影響を与えてしまう存夜でもないことを強

調している。つまり、企業のマネジメントを取町

巻くミク百・マクロアブロ』チを可能にする分析

フレ}ムワ}タを本研究において試みた。
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