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ブラジル多国籍企業エンブラエルの台頭と国家の役割

――新興国発のハイテク企業の国際化を考える――

The rise of Embraer as Brazilian multinational and the role of the State

－Examining the internationalization of a high-tech enterprise from an emerging country－

MATSUNO Tetsuro

松野　哲朗

Multinational enterprises from Latin America have been remarkably active since the beginning 
of the 21st century. These companies, sometimes called as “multilatinas”, mostly produce and sell 
relatively low-tech products such as foods, raw materials and natural resources, or do their business 
mainly in neighboring countries.

However, there may be some exceptions. Embraer, a Brazilian aircraft manufacturer with 
the largest market share in the field of regional jets, is one of them. This multinational produces 
small-sized jet planes which require high technologies to achieve excellent performance in safety, 
comfortability, durability, fuel-efficiency and so on, and sells three quarters of her products in the 
United States and European countries. 

Based on the case study of Embraer, this paper examines the conditions under which enterprises 
in newly emerging countries can develop into high-tech multinationals. Analyzing the advantages 
which companies need to have in order to survive in international markets is considered to be 
important to explain multinationals, as John H. Dunning proposed in his OLI paradigm. In this 
paper, the firm’s advantages are identified by looking into details of her products. Then the research 
proceeds to confirm what factors have contributed to the development of these advantages.

In addition, the author of the paper focuses on the disadvantages that firms in emerging 
countries may have. The management or the external forces like the State will try to overcome 
such disadvantages when they enter international markets. 

The experience of Embraer tells us that it is possible for the government of an emerging 
country to create a competitive multinational in high-tech area with the effective combination of 
stable policies and flexible corporate strategies. Although exiting theories do not explain well the 
development of the multinationals from emerging economies, we can understand Embraer better 
by focusing on her disadvantages and how the State overcame them.
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ブラジル多国籍企業エンブラエルの台頭と国家の役割
――新興国発のハイテク企業の国際化を考える――

1．はじめに

　21世紀に入って、ラテンアメリカ諸国生まれの多
国籍企業が海外に積極的に投資する現象が目立つよう
になった。これらの企業群は多国籍企業を意味する
multinationalsとは区別して multilatinasとも呼ばれる。
活動領域は食品、素材、天然資源関連など、技術水準
が必ずしも高くない分野であったり、近隣のラテンア
メリカ諸国を主要市場としたりするケースが多い。
　しかし、高度な技術を求められる商品を先進諸国で
生産・販売し、世界市場でトップクラスのシェアを誇
る例外的な企業も存在する。ブラジルの航空機メー
カー、エンブラエル（Embraer）が好例である。航空
機は高性能のエンジンや電子装置、軽量な機体など多
くの部品を必要とし、安全性、操作性、耐久性、乗り
心地、航続距離、燃費・環境性能などの厳しい要求を
満たす必要がある。エンブラエル製品の 4分の 3は北
米・欧州で売られ、リージョナルジェットと呼ばれる
小型旅客機では世界一のシェアを占める。本稿の目的
は、どのような条件がそろえば、先進諸国の市場で通
用するハイテク商品を製造・販売する多国籍企業が新
興国から生まれるのかを、エンブラエルを題材にして
考えることである。
　多国籍企業の成長を説明しようとする理論は、先進
国生まれの多国籍企業を念頭に置くものが多い。新興
国生まれの多国籍企業に関しては、「新しい理論の発
展、あるいは少なくとも既存の理論の拡張が理にか
なっている」（Demirbag & Yaprak、2015）と指摘され
ている。新興国発の多国籍企業の研究が発展途上にあ
る状況に鑑み、本稿では既存の分析枠組みを活用しな

がら、独自の視点も取り入れて、エンブラエルの発展、
多国籍化の経緯をたどることとする。
　参考にするのは、多国籍企業の分析に使われる
Dunning の OLI パラダイムである。OLI は、企業
が所有する優位性（ownership advantages）、進出先
に立地することによって得られる優位性（location 

advantages）、内部化に伴う優位性（internalization 

advantages）という３つの優位性を指す。企業が多国
籍化を進めるのは、何らかの優位性を有するからであ
るという前提に立ち、これら 3つの優位性に着目する
分析の枠組みである。Dunning（2000）は自らのパラ
ダイムが途上国を含む世界各国の企業分析に有効であ
ると自己評価している。本稿に即していえば、エンブ
ラエルの優位性を特定し、その優位性がどのようにし
て生まれたかを探れば、エンブラエル躍進の条件を見
出し得るはずだ。
　さらに、新興国からの多国籍企業の台頭を分析する
際、筆者は新興国ならではの劣位性も考慮すべきでは
ないかと考えている。先進国の多国籍企業と比べると、
新興国の多国籍企業は後発の分、技術力、資本力、ブ
ランド力などに関して劣位性を抱えており、こうした
劣位性を克服するための経営能力や国家など外部から
の支援が多国籍化の必要条件になると推察されるから
である。新興国ならではの劣位性については、本稿で
は OLIパラダイムを裏返すことによって特定する。
つまり、新興国の企業が直面する所有・立地・内部化
の劣位性を考え、それらの克服のためにエンブラエル
や国家が何をしたかを検証する。先進国の多国籍企業
の成長モデルが必ずしも新興国の多国籍企業に適用で
きないのは新興国の特性を十分に考慮していないため
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だろう。劣位性という視点を導入することにより、新
興国の企業の多国籍化をよりよく説明できるようにな
る可能性があると判断した1。
　本稿では、多国籍企業に関する先行研究を紹介した
後、エンブラエルの事業内容や多国籍化の経緯を描く。
そのうえで、エンブラエルの優位性と劣位性を特定し、
優位性を育んだ要因と劣位性を克服できた要因を検討
し、新興国からハイテク企業が生まれる条件を考える。
こうした条件を抽出できれば、国家や企業が自国企業
の国際化のために採用すべき政策や戦略に必要な要素
も把握できるだろう。

2．多国籍企業に関する先行研究

　多国籍企業とは、母国以外の国に施設を保有する企
業を指す2。海外に施設を持つためには、買収やグリー
ンフィールド投資（新規に拠点を設立するための投資）
といった海外直接投資が不可欠である。為替変動や進
出先の保護主義政策など様々なリスクがあるにもかか
わらず、企業はなぜ海外直接投資を実施するのか、つ
まり、多国籍化するのかという疑問に答えようとする
研究は、1960年にハイマー（Hymer）が多国籍企業に
関する論文をまとめてから大きく進んだ。
　ハイマーの多国籍企業論（1979）によると、多国籍
化を説明するには「支配」という概念が欠かせない。
外国企業の支配を試みる理由としては、企業間の競争
排除と、企業が保有する優位性の活用の 2つが特に重
要という。また、ハイマーは輸出、技術提携、直接投
資という 3つの選択肢のうち、国外で生産するほうが
高い利潤が得られる場合に直接投資が発生すること、
技術を受け取る側が市場で独占的な存在である場合は
技術提携よりも直接投資が好まれることを指摘してい
る。
　製品寿命に着目して国際生産のメカニズムを説明し
たのがヴァーノン（Vernon、1966）である。米国生ま
れの新製品が誕生から成熟化を経て規格品になるのに
応じて、その生産設備の立地がどのように変わるかを
示すモデルを提示している。米国のみを市場とする初

期段階では、米国で生産すれば輸送費が少なくて済む
うえ、生産のための投下資本を柔軟に変えられる利点
や需要の価格弾力性の低さ、生産者・顧客・サプライ
ヤー間のコミュニケーションの取りやすさも期待でき
る。この段階を過ぎ、所得水準が高い欧州などの先進
諸国で製品需要が高まると、大量生産を通じた規模の
経済を追求する余地が生まれ、コスト次第では米国以
外で製造する可能性が高まる。製品の標準化がさらに
進むと、人件費の安い途上国での生産が比較優位を発
揮する可能性が高くなる。これに伴い、米国はその製
品の輸出国から輸入国に転じていく。
　これに対して、進出先の市場に関する知識の深まり
に応じて漸進的に国際化が進むモデルを提示したのが
スカンジナビア派とも呼ばれるスウェーデンの研究者
グループである。ヨハンソン＝ヴァールン（Johanson 

& Valne、1977）はスウェーデンの企業を実証的に観
察し、これらの企業が①代理店を通じた輸出②販売子
会社の設立③現地生産――という順番でゆっくりと国
際化を進めていると指摘した。相手国との言語、文化、
ビジネス慣行、産業発展などの差異を少しずつ縮める
学習プロセスが重要となる。
　これらの理論はすべて先進国生まれの多国籍企業を
念頭に置いたものである。1960年代から 1980年代に
かけては、途上国生まれの多国籍企業が少なく、存在
したとしても規模が小さかった状況を考慮すると、当
然である。ただ、これらの理論をそのままエンブラエ
ルに当てはめるのは無理がある。後述のように、同社
は主力製品の製造拠点の多くを母国に残したまま多国
籍化を進めており、先進国から途上国への生産拠点の
移転に着目するヴァーノンのモデルは当てはまらな
い。競争排除のための海外直接投資という側面も見当
たらないし、現地生産に向かう道筋も描きにくい。こ
のため、企業が保有する優位性に着目する点や、文化
などの親和性が高い近隣諸国から輸出を始めた点を除
けば、ハイマーやスカンジナビア派の理論も適用しに
くい。
　途上国発の多国籍企業に焦点を当てた初期の研究者
としては、ウェルズ（Wells）がいる。1983年の研究は、
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途上国の多国籍企業が持つ優位性を特定することに注
力している。具体的には、低コストで小規模生産がで
きる能力、ニッチに対応した多品種生産を可能にする
柔軟性、輸入原材料への依存を減らすため現地調達で
すませるノウハウなどを挙げている。これらの着眼点
はエンブラエルを含む新興国の多国籍企業を観察する
際の参考にはなるが、航空機製造のようなハイテク産
業でブラジルの企業が成功した背景を説明するには力
不足である。
　OLIパラダイムを提唱したダニングは晩年、他の研
究者と組んで新興国生まれの多国籍企業の分析を試み
ている（Dunning, Kim & Park、2008）。新興国の企業
はグローバリゼーションのおかげでかつての先進国企
業の多国籍化よりも企業進化の早い段階で海外に打っ
て出ることが可能になったことや、国家による積極的
な支援がみられること、戦略提携やネットワーク構築
が増勢にあることなどを的確に指摘している。OLIパ
ラダイムに関連した分析では、新興国の多国籍企業に
は企業固有の所有優位性が不足しているため、国家固
有の所有優位性がより重要であると述べている。これ
らは傾向や特徴を抽出しているだけで、多国籍化のモ
デルを構築しているわけではない。しかし、エンブラ
エルを分析する際、国家やグローバル化、ネットワー
クという視点が欠かせないことを示している。
　このほかにも、近年はラテンアメリカ発を含め、新
興国生まれの多国籍企業に関する研究が増えている
が、前述の通り、発展途上の段階である。ラテンアメ
リカ生まれの多国籍企業の研究には、クエルボカズー
ラ（Cuervo-Cazurra、2006）やダ・ロシャ＝ダ・シル
バ（Da Rocha & Da Silva、2009）など、ハイマーやダ
ニングが重視する優位性の分析を強く意識するものも
多い。
　エンブラエルの研究として、本稿が重視するのは、
まずフレウリー＝フレウリー（Fleury & Fleury、2011）
である。フレウリー＝フレウリーはブラジルの多国籍
企業研究の第一人者であり、多くのブラジル多国籍企
業の事例を調べている。彼らは企業の国際戦略を重視
し、その決定要因となる組織の能力や経営スタイルが

いかに育まれるかを説明することに力を注いでいる。
こうした視点でエンブラエルの事例も扱っている。ピ
ニェイロ＝ボネリ（Pinheiro & Bonelli、2012）は、多
国籍化という視点よりも輸出に重点を置いてエンブラ
エルの発展を分析している。エンブラエル自身はリー
ジョナルジェットの現地生産には積極的ではなく、そ
の多国籍化も輸出支援の色彩が濃い。このため、輸出
の成功要因を分析することは多国籍化の進展を説明す
ることにも寄与する。ゴールドスタイン＝ルブラン
（Goldstein & Le Blanc、2003)は、最大のライバル企業
であるボンバルディアとの比較を試みている。着目す
るのは母国での産業集積の違いである。産業集積は立
地条件と深く関係しており、企業の国際展開を説明す
る材料を提供する。
　本稿が試みるのは、エンブラエルの優位性と劣位性
を特定し、いかにその優位性を確立し、劣位性を克服
したかを分析することにより、新興国ブラジルからハ
イテク分野の多国籍企業が生まれた条件を探ることで
ある。新興国企業の多国籍化という比較的新しい現象
を説明するため、先進国発の多国籍企業論にはなかっ
た視点として、優位性と劣位性をセットにして分析す
るところに独自性がある。エンブラエルという個別企
業の現状・歴史、その主要製品を掘り下げながらの作
業となる。

3．エンブラエルの事業内容と発展・多国籍
　  化の経緯
　3.1　事業内容

　エンブラエル（本社サンパウロ州サンジョゼ・ドス・
カンポス）は、元々はブラジル空軍が設立した政府系
企業だったが、1994年に民営化された。現在は座席
数 100席前後までの旅客機の分野でカナダのボンバル
ディア（Bombardier）と双璧をなしている。軍用機や、
企業や個人が使用するビジネスジェットと呼ばれる小
型機も製造している。
　2015年の販売先をみると、北米向けが売上高
の 65.6％と最も多い。次いでブラジル国内向けが

　　松野　哲朗
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12.0％、欧州向けが 10.6％などとなっている（Embraer 

20-F、2016、F-73）。旅客機収入の 63.1％は北米から
得ており、エンブラエルの発展が米国の市場と深く結
び付いていることが分かる。
　航空機を販売するには、販売拠点だけではなく、パ
イロットの訓練や航空機の保守点検のための施設も整
備しなければならない3。現地に組立工場を設立する
ケースも含め、海外直接投資が求められる。エンブラ
エルの場合、輸出先の分布を反映して、海外で保有す
る子会社が最も多いのは米国である。海外現地法人
37社中、米国に 13社、次いでポルトガルに 5社、フ
ランスとオランダ、ケイマン諸島に 3社ずつなどと
なっている（前掲資料、F-12）。
　取り扱い製品を受注残リストから確認する。全分野
の受注残は 750機で、このうちリージョナルジェッ
トは 513 機に達する（表 1）。Embraer170（E170）、
Embraer175（E175）、Embraer190（E190）、Embraer195

（E195）の 4機種は E-Jetシリーズと呼ばれる。ベー
スとなるのは E170で、その胴体の延長によって座席
数を増やして E195までの品ぞろえとなった。機種名
の最後に E2が付く製品は E-Jetの次世代シリーズで、
燃費の改善、維持コストの減少、環境に対する負荷軽
減、騒音の低下を目的とした開発総額 17億ドルを見
込む事業である（Embraer press release、2016, Feb.25）。
ただ、2004年から運航が始まった E-Jetシリーズに対

し、E2シリーズは最も早い E190-E2でも 2018年から
納入開始の予定だ。E-Jetこそが 21世紀に入ってから
のエンブラエル躍進の立役者である。
 

　3.2　発展・多国籍化の経緯

　ブラジルの航空機製造の歴史は、同国の英雄であ
る飛行家アルベルト・サントスデュモン（Alberto 

Santos-Dumont、1873～ 1932）にさかのぼる。サント
スデュモン引退後も、同国には飛行家が次々と現れ、
航空機生産に本格的に取り組もうとする企業家も登
場した。輸入代替工業化政策と結びつき、1935年に
は軍と企業家が組んで複葉訓練機がリオデジャネイ
ロで製造されたほか、2人乗り単葉機も開発・生産さ
れ、1940年代に政府の後押しを受けて成果をあげた
（Rodengen、2009、pp. 20-22）。航空機の輸入代替は軍
事的な安全保障につながるうえ、貿易収支の改善に役
立つ。サントスデュモン以来の人的・技術的な素地も
あって、政府・軍・産業界の三者が手を組みやすい環
境が創業前に出来上がっていた。
　エンブラエルが創設された 1969年は軍政期（1964

～ 1985年）にあたる。重要兵器の一つである航空機
の生産に軍が強い関心を持つのは当然である。同社の
本拠地であるサンパウロ州サンジョゼ・ドス・カンポ
スでは、軍政以前から産業を興すための下地づくりが
進んでいた。まず、1950年の航空技術大学（Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica＝ ITA）創設である。同地
には航空技術センター（Centro Técnico de Aeronáutica

＝ CTA、現在は航空科学技術局 Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacialに改称）も創設され、
航空技術大とともに技術・製品開発の中核となった。
　エンブラエルは産学軍協同の一角に位置づけられる
企業であり、「軍」と深いつながりがあり、「産」に先
駆けて「学」が誕生したところに特徴がある。航空技
術大は海外から多くの教授を招き、技術の習得に努め
た。後に初代 CEOとなるオジレス・シルヴァ（Ozires 

Silva）は空軍に入り、航空技術大で工学の学位を取得
した後、航空技術センターの研究機関に所属し、エン

E175 CRJ900 E190 CRJ1000
座席数 76～88 76～90 96～114 97～104
最高速度（マッハ） 0.82 0.82 0.82 0.82
航続距離（km） 4,074 2,876 4,537 3,004
離陸滑走路長（m） 2,244 1,939 2,100 2,120
最大離陸重量（kg） 40,370 38,330 51,800 41,640
最大着陸重量（kg） 34,100 34,065 44,000 36,968
最大積載量（kg） 10,110 10,247 13,063 11,966

表2 エンブラエル機とボンバルディア機の基本スペック比較

注：いずれも最も航続距離が長いタイプ（E175、190はAR。CRJ900、1000はLR）。航続

距離はE175が78人乗り、1人100kg、E190が100人乗り、同。CRJは1人102kg。

出典：E175、E190はhttp://www.embraercommercialaviation.com（2016年９月25日アク

セス）。CRJ900、1000はBombardierのカタログCRJ Series(2015、pp.26-30、pp.32-36)

図２　E-Jetの機体横断面

出典：http://www.embraercommercialaviation.comから画

像切り取り、2016年９月26日アクセス

出典：日本航空機開発協会（2016）民間航空機関連データ集、Ⅱ-23、24
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ブラエルが生産する最初の航空機となるバンデイラン
テ（Bandeirante）の試作に従事した（Rodengen、pp. 

32-34）。バンデイランテは収容可能乗客数がおおむね
20人前後の双発ターボプロップ機で、1968年に試験
飛行に成功すると、その本格生産に入るため、1969

年 12月、政府系企業エンブラエルが発足した。
　資金面での支援や航空機の輸入規制の効果により、
エンブラエルは急速な発展を遂げた（Rodengen、pp. 

54-78）。商用機としてのバンデイランテは 1973年に
まずブラジル国内で運航が始まり、1975年にはウル
グアイ向けに初の輸出に成功し、1977年にフランス
の航空会社と販売契約を結んだ。1978年には米連邦
航空局（FAA）から飛行承認を得て、対米輸出が始まっ
た。1979年に米国、1983年には欧州にそれぞれの国・
地域で初の現地法人を開設し、販売や修理、乗員訓練
の拠点とした。この時期、チリ、トーゴ、英国、オー
ストラリアへの販売にも成功した。
　バンデイランテの後継機として、新たに 30人乗り
のブラジリア (Brasilia)を開発し、1983年に初飛行に
成功した後、1985年から対米輸出を始めた。輸送人
員を増やしただけでなく、当時最新の航空電子工学を
採用、騒音も抑制し、1980年代の米国市場での人気
商品となった（Rodengen、pp. 86-90）。
　海外での成功にもかかわらず、エンブラエルは
1990年前後に経営危機に瀕した（Rodengen、pp. 96-

102）。危機の国内要因は、政府の財政難で開発・生産
の継続が困難になったことと、政府の保護下にあって
市場が求める製品を生み出せなくなったことであっ
た。国外要因としては、冷戦終結に伴って世界の軍事
予算が大幅に削減されたことに加え、第一次湾岸戦争
の勃発もあって世界の航空業界が不況に陥ったという
事情があった。ブラジルとイタリア両国による AMX

ジェット戦闘機の共同開発が資金難で行き詰まり、ブ
ラジルとアルゼンチン両国が共同開発した 19人乗り
の双発プロペラ機 CBA123（ヴェクター＝ Vector）は
販売不振に陥った。政府は輸出支援プログラムを打ち
切り、多くの航空機契約が破棄され、新規案件もキャ
ンセルとなり、エンブラエル自身の累積債務は 12億

ドルを上回った。この状態では、民営化によって資金
を調達するしか道がない。創業から 16年間 CEOを務
めたシルヴァが再登板し、レイオフに伴う労働紛争な
どに対応しながら、1994年 12月、民営化を果たした
（Rodengen、pp. 129-134）。
　民営化により経営に参画した投資会社から送り込
まれたマウリシオ・ボテリョ（Maurício Botelho）が
1995年に CEOに就き、2007年まで 12年間近く、新
生エンブラエルを率い、技術志向から顧客・サービス
志向へとエンブラエルのビジネスモデルや組織文化
を変えた（Fleury & Fleury、p. 247）。その中核事業が
ERJ145の開発・販売である。これは 50人乗りのジェッ
ト機で、当時成長しつつあったリージョナルジェット
市場を開拓するための切り札と考えられた。世界市場
での足場を築くヒット製品となったバンデイランテや
ブラジリア、開発はしたものの売れなかったヴェク
ターはいずれも ERJ145よりも小型のプロペラ機だっ
た。ERJ145は同社初の商用ジェット機で、1996年の
供用開始後、2011年まで 708機が納入され、同社再
生の礎となった（2012年以降受注残なし、日本航空
機開発協会、2015、Ⅱ－23）。ERJ145をベースにやや
サイズが小さい ERJ135、140も誕生した。
　同社にとって最大のリージョナルジェット市場は米
国である。第二次世界大戦後、ジェット旅客機が登場
すると、大型化が進んで高速・長距離・大量輸送の乗
り物として急速に普及したが、一方で短距離輸送につ
いては、小型機による地域間運航を求める米航空当局
の基準が 1969年に制定され、小型軽量なターボプロッ
プ機が長く支配的な地位を占めた（日本航空宇宙工業
会、2016、p. 48）。定められたターボプロップ機のサ
イズは当初 19席以下、1972年に 30席以下、1978年
には 60席以下と上限が次第に引き上げられていった。
経営安定と安全確保のために事業規模の拡大が必要と
なったためだ。1970年代から 80年代にかけて 20人
乗りバンデイランテや 30人乗りブラジリアが米国市
場で受け入れられたのは、それらの製品の仕様が米当
局の求める小型機の仕様の枠内に収まっていたため
だ。
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1978年の米国での航空規制緩和に伴い、競争が激化
し、効率的な運航体制としてハブ＆スポーク方式が発
展し、小型機の普及につながった（日本航空宇宙工業
会、p. 49）。これは大都市に拠点となる空港を置き、
その拠点空港に大型機で他の大都市から旅客を運んだ
後、そこから地方都市に向けて中・小型機で運ぶ方
式である。拠点空港が自転車の車輪の車軸（hub）に
当たり、そこから地方都市に向けてスポーク（spoke）
が伸びるイメージから名づけられた。
　地域間輸送の担い手としてボンバルディアがジェッ
ト機の引き渡しを開始したのは 1992年である（50人
乗りの CRJ100）。エンブラエルは４年遅れで 50人乗
りの ERJ145を投入した。「ジェット機は燃料消費が
大きく、近距離路線では経済性でプロペラ機に勝てな
いとされてきた」が、低燃費のターボファンエンジン
の採用により運営コストを引き下げた（日本航空宇宙
工業会、p. 51）。一方で、ジェット機の利点はスピー
ドや航続距離、大量輸送だけではない。飛行高度が低
いプロペラ機と異なり、ジェット機は「気流の影響の
少ない高高度を飛ぶので、欠航も少なく、またその乗
り心地もたいへん快適」（鈴木、2014、p. 36）であると、
リージョナルジェットを運航する航空会社の経営者は
指摘する。

　近年、日本、中国、ロシアから競合企業が登場す
る以前にも、ボンバルディアやエンブラエル以外の
リージョナルジェット製造会社があった。30席クラ
スでは米独のフェアチャイルド・ドルニエ（Fairchild 

Dornier）が 328JETを開発し、70～ 100席クラスで
はボンバルディア参入前にオランダのフォッカー
（Fokker）の F28、Fokker100や、英国のブリティッ
シュ・エアロスペース（British Aerospace、現 BAE 

Systems）の BAe146があった（日本航空宇宙工業会、 
p. 51）。しかし、2001年 9月 11日の米国同時多発テ
ロ後の航空需要の縮小により、フェアチャイルド・ド
ルニエの経営は行き詰り、BAE Systemsはリージョナ
ルジェットの受注・開発計画を中止。フォッカーはそ
れ以前、1995年に経営破たんしている。
　ボンバルディアとエンブラエルの 2社は 1990年代
後半から熾烈な競争を展開している（図 1）。日本航
空機開発協会のデータ集（2016）によると、両社合計
のリージョナルジェット納入機数シェアは 2001年以
降、85％以上を占め続けているが、エンブラエルの納
入機数がボンバルディアを上回った 2005年以降、エ
ンブラエルのシェアは一度も 5割を下回っていない。
2015年までの納入機数はボンバルディアの累計 1771

機に対し、参入が 4年遅れたエンブラエルが同 2081

E175 CRJ900 E190 CRJ1000
座席数 76～88 76～90 96～114 97～104
最高速度（マッハ） 0.82 0.82 0.82 0.82
航続距離（km） 4,074 2,876 4,537 3,004
離陸滑走路長（m） 2,244 1,939 2,100 2,120
最大離陸重量（kg） 40,370 38,330 51,800 41,640
最大着陸重量（kg） 34,100 34,065 44,000 36,968
最大積載量（kg） 10,110 10,247 13,063 11,966

表2 エンブラエル機とボンバルディア機の基本スペック比較

注：いずれも最も航続距離が長いタイプ（E175、190はAR。CRJ900、1000はLR）。航続

距離はE175が78人乗り、1人100kg、E190が100人乗り、同。CRJは1人102kg。

出典：E175、E190はhttp://www.embraercommercialaviation.com（2016年９月25日アク

セス）。CRJ900、1000はBombardierのカタログCRJ Series(2015、pp.26-30、pp.32-36)

図２　E-Jetの機体横断面

出典：http://www.embraercommercialaviation.comから画

像切り取り、2016年９月26日アクセス

出典：日本航空機開発協会（2016）民間航空機関連データ集、Ⅱ-23、24
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機とリードしている。
　E-Jetシリーズ 4機種は ERJ145の成功を受け、製品
の大型化をめざして開発された。70人乗り以上の機
材が普及した理由は、需要の拡大や、大型化によって
１座席当たりの燃料費が下がる効率性に加え、地方都
市同士や地方都市と中・大都市を直接結ぶポイント・
トゥ・ポイント（point to point）方式で成功する航空
会社が現れ、こうした路線に合った機材として 70～
130席クラスが好まれたためである。E170は 2004年、
E175と E190は 2005年、E195は 2006年から納入が
始まった。
　2000年代にはビジネスジェットの開発・生産が始
まった。ERJ135のプラットホームを使った 10人乗り
のレガシー（Legacy）を 2000年に発表、レガシーよ
りも小さいフェノム（Phenom）は 2005年、レガシー
よりも大きいリネージ（Lineage）は 2006年に発表し
ている。
　1980年前後に米欧に販売と顧客サービスの拠点を
設けた後、同社が多国籍化を本格的に再開したのは
21世紀に入ってからである。2002年に中国に合弁の
組立工場を設け、ブラジル国外で初の生産に踏み切っ
た（Embraer press release, 2002, Dec. 2）。2004 年には
ポルトガルの政府系企業 OGMAの民営化に応じてそ
の株式の 65％を EADS（現エアバスグループ）とと
もに買収し、欧州でのメンテナンス拠点を確保すると
ともに航空機部品の製造工場を手に入れた（Embraer 

press release, 2004, Dec. 23）。米フロリダ州には 2011

年にビジネスジェットの組立工場を設け、米国で初め
て生産を始めた（Embraer press release, 2011, Feb. 21）。
これらの多国籍化の時期は、リージョナルジェット分
野でトップの地位を固め、ビジネスジェット分野に進
出した時期と一致する。なお、中国生産は 2016年に
終了している（Embraer media statement, 2016, Jun. 1)。
　民営化後、1990年代後半から 2000年代初めにかけ
て、エンブラエルとボンバルディアの争いは、両国政
府による世界貿易機関（WTO）への提訴合戦に発展
した (Goldstein & Godinho、2009、 pp. 79-80)。双方と
も相手国の政府が航空産業保護のために過剰な資金支

援をしていると非難。WTOが双方に非があると認定
したケースもあった。2007年にはブラジルとカナダ
を含む主要航空機輸出国が航空産業に対する政府の関
与を制限することで合意している。裏返せば、どの国
の政府も自国の航空機メーカーを積極的に支援してい
る実態がうかがえる。
　問題となったのは、航空機を買う側に対して購入資
金を貸し付ける航空機ファイナンスに関するものだ。
ブラジル側には、政府系金融機関 Banco do Brasilや
BNDES （国立経済社会開発銀行）による低利の輸出支
援制度があり、こうした低利融資が国家による補助金
と指摘された（Goldstein & Godinho、p. 79。Pinheiro 

& Bonelli、pp. 232-236）。

4．エンブラエルの優位性と劣位性

　「はじめに」で述べたように、多国籍化にあたって
の優位性や劣位性を抽出する際、Dunningの OLIパラ
ダイムに従い、所有・立地・内部化の優位性（その裏
返しとしての劣位性）を目安にする。このパラダイム
は多国籍化を説明するモデルではなく、多国籍化現象
を分析するときの枠組みであり、柔軟に適用すること
により新興国企業の優位性・劣位性を抽出できると考
えられる。
　分析に先立って、立地面では航空機製造業に固有の
事情を考慮する必要がある。Vernon（1966、p.198）は「米
国の航空機メーカーは軍事安保問題への配慮を求める
声といった『非経済的な』立地の力に確実に対応して
いる」と述べ、労賃や輸送費の安さといった経済的な
要因だけでは立地優位性を追求しない業界として航空
機製造業を明示している。たとえば、世界の 2大航空
機メーカーの一つである米ボーイングは米国内でのみ
航空機を生産してきた。初の海外生産拠点として中国
に新工場を建設中ではあるが、内装や塗装といった
仕上げ工程しか担当しない（Boeing news release, 2016, 

Nov. 1）。ボーイングが軍事力に直結する技術の流出
防止に努めていることがうかがえる。
　こうした航空機製造業の特性はエンブラエルにも
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当てはまる。同社の海外拠点の大半はメンテナンス・
サービス・販売の拠点である。中国では例外的にリー
ジョナルジェットの組み立てを開始したが、2002年
に開設した施設はのちにビジネスジェットの組立工場
に切り替わり、その生産も 2016年に終了している。
フェノムなど航続距離の短いビジネスジェットは主要
市場である米国で組み立てているが、リージョナル
ジェットの機体をベースにした航続距離の長いビジネ
スジェットはブラジルで生産している。リージョナル
ジェットに関しては、競合を意識し、技術・ノウハウ
の流出を防ぎ、進出先での政策の変更などに伴うリス
クを避けるため、本国での生産にこだわっていると考
えられる。
　上記の産業特性があるから、エンブラエルの多国籍
化は生産拠点ではなく、メンテナンス・サービス・販
売の拠点を中心に進められてきた。ではなぜ、エンブ
ラエルはそのような多国籍化に成功したのだろうか。
何らかの優位性があったことは確かだが、その優位性
を特定する際、立地・内部化の優位性を細かく分析す
る重要性は低いと考えられる。まず、メンテナンス・
サービス・販売の拠点は市場の近くに立地したほうが
有利なことは顧客の利便性を考えれば自明である。さ
らに、取扱量が少ない場合は自前の職員を雇うのは効
率が悪いため、外部委託や代理店契約が現実的だろう
が、取扱量が増えてくれば直接扱ったほうが効率的で
安定したサービス提供・販売が可能になるため、内部
化の優位性が高まることも間違いない。つまり、メン
テナンス・サービス・販売拠点の内部化の是非は販売
実績・見通しにかかっている。このように考えると、
エンブラエルがメンテナンス・サービス・販売を中心
にした多国籍化を進めることができたのは、生産者と
して優れた製品を妥当な価格で販売することを可能に
した所有優位性の役割が大きかったと推察できる。
　一方、新興国の企業が直面する劣位性についても、
OLIパラダイムに即して所有・立地・内部化の 3要素
に分けて考える。まず、所有優位性の裏返しとして「新
興国企業が所有する劣位性」が想定できる。次に、立
地劣位性に関しては、立地優位性を単純に裏返すと「進

出先に立地することによって得られる劣位性」となる
が、エンブラエルの場合、メンテナンス・サービス・
販売の拠点を進出先に立地することで得る劣位性が考
えにくいうえ、劣位性の弊害が大きいのであればそも
そも海外に拠点を設けようとしないはずである。同社
が主力の製造拠点をブラジルに置いたまま多国籍化を
進めている実態に鑑み、本稿では、「新興国企業が母
国に製造拠点を立地することによって直面する劣位
性」に目を向ける。第三の内部化の劣位性についても、
優位性をそのまま裏返せば「内部化に伴う劣位性」と
なるが、そういう劣位性の影響が大きいのであれば内
部化しなければいいだけのことである。本稿では、「新
興国企業が内部化を進めるにあたっての劣位性」を分
析することにする。仮にそうした劣位性が存在した場
合、エンブラエルがどうやってそれを克服したかを点
検することが重要になるだろう。
　エンブラエルは元政府系企業であるうえ、安全保障
や貿易収支との関連もあって、創業以前から現在に至
るまで国家がその発展に深く関与している。優位性の
確立や劣位性の克服にあたって、国家が大きな役割を
果たした可能性が高い。このため、同社の優位性と劣
位性をそれぞれ考慮した後、国家という視点からエン
ブラエル発展の条件を再整理する。

　4.1　製品からみた所有優位性

　エンブラエルの所有優位性を絞り込む際は、主力商
品である E-Jetシリーズの優位性を軸に考える。エン
ブラエルのリージョナルジェット納入機数がボンバル
ディアを上回る傾向が定着したのは 2005年以降であ
り、その 2005年というのは E175、E190の納入が始
まった年である。2005年以降 2015年までの累計納入
機数の内訳は、E190が 523機、E175が 331機、E195

が 147機、E170が 144機（納入を始めた 2004年は
46機）、ERJ145が 88機である。2005年以降は E-Jet

シリーズ（E170、175、190、195）4機種合計 1,145

機となり、ERJシリーズの 90機（ERJ145が 88機、
ERJ135が 2機）を圧倒する（日本航空機開発協会、
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Ⅱ－23、24）。E-Jetシリーズがエンブラエルの優位性
の源泉であることに疑問の余地はない。
　これらの製品の優位性は必ずしも客観的な数値を
もって比較分析できるわけではない。仮に性能が完全
に同じ製品が複数の会社から発売されていた場合、ど
の製品の価格が一番安いかで製品の優位性が判定でき
るかもしれない。しかし、同じ分野の製品であっても
メーカーによって性能の違いがあるのが普通だ。しか
も、それらの性能を比べられる客観的なデータが存在
しないことも多い。数値として示すことが簡単なはず
の価格でさえ、航空機の場合、後述するように、実際
の価格は売り手と買い手の間でしか分からない。さら
に、実際にどの製品を買うかの判断は、アフターサー
ビスの良し悪し、航空機を購入する側に対するファイ
ナンス、顧客の注文にきめ細かく対応できるかどうか、
納期を守れるかどうか、販売力、ブランド力といった
サービス関連の能力と密接に関係している。E-Jetシ
リーズの優位性はこのような様々な要素を統合した結
果である。そこで、「価格」「性能」「サービス」とい
う 3つの視点から、同社の製品のどのような要素が市
場で評価を受けた可能性があるかを推察し、それらを
E-Jetシリーズの優位性の源泉とみなしていく。
　航空機の価格にはまず、メーカーが航空会社に提示
するリストプライス（list price）と呼ばれる価格がある。
日本でいえば、希望小売価格と同等のものだ。リスト
プライスは環境に応じて改定される。実際の取引では
さらに値引きがある。筆者が日本のある航空会社から
得た社内資料4によると、E175（以前の 175に改良を
加えて燃費や離陸性能を改善した後の機種。最大 88

席）のリストプライス（2015～ 2016年）は 4,500万
ドル。この機種と直接競合するボンバルディアの
CRJ900（最大 90席）のリストプライス（2015年 1月
時点）は 4,600万ドルである。同様に、E190（最大
114席）は 4,990万ドル、競合する CRJ1000（最大
104席）は 4,900万ドル5。E190の 1座席当たりの価
格が競合機より割安なのは間違いないが、E175に関
しては大差ない。
　この資料によると、実売価格はリストプライスから

30～ 35％割り引くのが普通という。さらに、標準型
の機体を延長してつくったストレッチ型の機種は一般
的に値引き率が高く、50％以上になる例もあると指摘
している。米国の航空コンサルタント会社が 2016年
5月にまとめた調査を引用して、同資料は E175の実
売価格として 2,940万ドル、E190は 3,310万ドル、一
方の CRJ900は 2,500万ドル、CRJ1000は 2,550万ド
ルという数値を掲載している。つまり、ボンバルディ
アはリストプライスから 45.7～ 48.0％の値引きをし
ていることになり、エンブラエルの 33.7～ 34.7％よ
りも大きい。航空機の価格は大量発注をすればするほ
ど値引きになる傾向があるうえ、長期的な利益をにら
んだ割引も考えられるため、これらの実売価格が実
在したとしても、一時期の実売価格を捉えて長期に
わたる姿を示すことは難しい。しかし、少なくとも
2015～2016年においてエンブラエルが安売り戦略に
よって競争力を保っているのではなく、むしろ劣勢に
あるボンバルディアの方が値引き攻勢によってシェア
を維持しようとしているとみることは可能である。
　過去の価格設定に関して、Pinheiro & Bonelli (p. 222)

は、「バンデイランテは安価で耐久力があってメンテ
ナンスが容易な航空機だった」と述べたうえで、現状
についても「通常、非常に競争力のある価格設定をし
ている」と指摘している。同社は一貫して性能・サー
ビスに見合った価格競争力を保持していると考えてい
いだろう。
　このような優位性を支える要因の一つは、ブラジル
国内における人件費の低さであろう。航空産業の関係
者によると、航空機の機体のうち胴体や主翼の製造は
労働集約的であり、人件費の安さが競争力につながる
という。実際、E175の製造分担をみると、エンブラ
エル自身が担当するのは、前胴、中胴、主翼組立と
いった労働集約的な部分である（日本航空機開発協
会、Ⅷ－24）。残りの大半は米欧日の企業が担当して
いる。高い技能を持ちながら相対的に人件費が低い労
働者が存在することがこのような製造分担の背景とし
て考えられる。
　次に、第 2の視点である E-Jetシリーズの性能をみ
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る。E175とその競合機 CRJ900、E190とその競合機
CRJ1000について、基本スペックをまとめたのが表 2

である。座席数や最大積載量をみると、エンブラエル
機は最大 114席、最大積載量 1万 3,063kgとより多く
の乗客・荷物を運ぶ機体を用意できることが分かる。
最高速度は同じ。航続距離は 1人当たりの想定重量が
エンブラエル 100kg、ボンバルディア 102kgと異なる
うえ、ボンバルディアの想定座席数が明確でないた
め、厳密には比較しにくいものの、全体としてエンブ
ラエル機の方が長い。航続距離を長くするにはより大
きな燃料タンクを積む必要に迫られ、その分、機体の
重量が増すため、最大離陸重量に応じて決まる着陸料
が高くなる。このため、短い路線を飛ぶ場合は航続距
離の長さはかえって邪魔になることもある。ただ、幅
広い航続距離に対応できる機種を準備したほうが品ぞ
ろえとしては有利になる。
　乗り心地に直結する客室の居住性も数値で表しやす
い。E-Jetシリーズ 4機種の客室空間の横断面はすべ
て同じ寸法である。客室の床から天井の最も高いとこ
ろまでの高さは 2メートル、客室の左端の席の窓側か
ら右端の席の窓側までの幅は最も膨らみのあるところ

で 2.74メートル、左右 2列ずつ席を配置したときの
廊下の幅は 0.49メートルである6。これに対し、CRJ

シリーズは高さが 1.89メートルと 11センチ低く、幅
は 2.55メートルと 19センチ短く、同じ条件の座席配
置で廊下の幅も 0.41メートルと 8センチ短い7。エン
ブラエル機に比べて、ボンバルディア機は横断面が一
回り小さいため、搭乗者の立場からすれば窮屈な印象
になる。
　両機の居住性の差は開発姿勢を反映している。E-Jet

が登場するまでエンブラエルの主力製品だった 50人
乗り ERJ145は、高さ 1.82メートル、客室幅 2.1メー
トル、廊下幅 0.43メートルと、廊下幅を除けば現在
の CRJよりも小さい。エンブラエルは E-Jetの開発に
あたってまったく新しいプラットホームから始めな
ければならず、役員だったサトシ・ヨコタ（Satoshi 

Yokota）は「ERJ145からは何も使えなかった」と証
言している（Rodengen、p. 168）。この過程で生まれ
たのがダブル・バブル（double bubble＝二重の泡）と
呼ばれる機体のデザインだ。図 2の通り、横断面は円
形ではなく、二つの泡を上下にくっつけたような形状
である。客室と貨物室を広くするための工夫だった。

E175 CRJ900 E190 CRJ1000
座席数 76～88 76～90 96～114 97～104
最高速度（マッハ） 0.82 0.82 0.82 0.82
航続距離（km） 4,074 2,876 4,537 3,004
離陸滑走路長（m） 2,244 1,939 2,100 2,120
最大離陸重量（kg） 40,370 38,330 51,800 41,640
最大着陸重量（kg） 34,100 34,065 44,000 36,968
最大積載量（kg） 10,110 10,247 13,063 11,966

表2 エンブラエル機とボンバルディア機の基本スペック比較

注：いずれも最も航続距離が長いタイプ（E175、190はAR。CRJ900、1000はLR）。航続

距離はE175が78人乗り、1人100kg、E190が100人乗り、同。CRJは1人102kg。

出典：E175、E190はhttp://www.embraercommercialaviation.com（2016年９月25日アク

セス）。CRJ900、1000はBombardierのカタログCRJ Series(2015、pp.26-30、pp.32-36)

図２　E-Jetの機体横断面

出典：http://www.embraercommercialaviation.comから画

像切り取り、2016年９月26日アクセス

出典：日本航空機開発協会（2016）民間航空機関連データ集、Ⅱ-23、24
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＜商用機＞ 513

Embraer 170 3 66～78席

Embraer 175 169 76～88席

Embraer 190 55 96～114席

Embraer 195 19 100～124席

2021年納入開始　Embraer 175-E2 100 80～88席

2018年納入開始　Embraer 190-E2 77 97～106席

2019年納入開始　Embraer 195-E2 90 120～132席

＜軍用機＞ 74

＜ビジネスジェット＞ 163

合計 750

表1 エンブラエルの受注残（機数）

出典：Embraer 20-F (2016年発表) p.6、Embraer”Our Vision is Taking

Shape”(2015年６月13日発表)、Embraer Press Release(2016年2月25日

発表)、Embraer Meterial Fact(2016年12月１日発表)。Embraer web site

（http://www.embraercommercialaviation.com/Pages/Default.aspx、

2016年９月18日アクセス）。
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　これに対して、ボンバルディアの CRJ700、900、1,000

という 70～ 100人乗りの機体は 50人乗りの CRJ200

のストレッチとして開発された。このことは CRJ200

の客室が高さ 1.85メートル、幅 2.53メートル8と、ほ
ぼ 700、900、1,000と同じであることからも分かる。
CRJ200はコスト削減のためビジネスジェットをベー
スに開発しており、客室スペースは元々余裕がない状
況にあった。
　ストレッチの利点は、開発コストが少なくて済むう
え、CRJ200の買い替えを考えている顧客に売り込み
やすいことだ。なぜなら、パイロットや整備士の資格
は乗務したり整備したりするリージョナルジェットの
機種ごとに取得する必要があり、まったく新しい機種
を購入するよりもストレッチの方が買い替え客（航空
会社）にとって対応が楽だからだ。
　両社の開発姿勢をみると、ボンバルディアが買い替
え需要向けなのに対し、後発のエンブラエルは新規需
要向けだったといえる。それが結果的にエンブラエル
の優勢を導いた。
　ボンバルディアは追撃のため、Cシリーズと呼ばれ
る次世代シリーズを開発し、エンブラエルの次世代モ
デル E2シリーズに先駆けて 2016年 6月から納入を
開始した（Bombardier press release, 2016, Jun. 29）。C 

シリーズは 100～ 150人乗りと CRJより大きく、ボー
イングやエアバスとも競合する。これに対して、エン
ブラエルは大型化を進めつつも、終始一貫して 100席
以下の製品の品ぞろえを重視している。
　複雑な構造を持つ航空機には様々なスペックがあ
り、これらのなかには他の製品との比較が難しいもの
が少なくない。たとえば、燃費である。「1座席当た
りの燃費が重要だが、満席にならない場合の計算も含
め、座席数が異なる製品同士の比較は容易ではない」
と航空会社役員は話す。
　同様に安全性の比較も難しいという。航空機事故の
記録を調べることにより、航空会社の安全性ランキン
グをつくることは可能であり、実際に作成する団体も
ある。しかし、事故は航空機の瑕疵、操縦ミスや整備
不良など様々な要因で発生しうる。「機材に起因する

としても、それが主因かどうか、他の要因が関係して
いるかが問われる。欠陥があれば、米欧の航空当局か
ら改善指示が出るはずであり、そうした指示が出てい
ない機材については安全だと考えるしかない」と同役
員は指摘する。
　エンブラエル製品の優位性を分析する際の第 3の視
点、サービス面ではどうだろうか。数値化が難しく、
他社との比較が困難な分野なので、ここでは他社との
競合に耐えうる体制を整えているかどうかだけをみて
いく。
　まず、メンテナンス、点検、パイロットらに対する
訓練、運航・整備のアドバイス、航空会社に対する情
報提供といった顧客サービスに関しては、エンブラエ
ルは米国、欧州、アジアにサービス・販売拠点を配置
しており、販売先の地域的な拡大に合わせた対応がで
きていると考えられる。実際、同社の販売先は北米、
中南米、欧州のみならず、アジア・太平洋、アフリカ、
中東など幅広い。次に、高価な航空機を購入する際、
航空会社にとって重要なファイナンスについても、ブ
ラジル政府は他国と競い合いながら支援体制を整えて
おり、WTOに対する訴訟合戦に発展するまでに至っ
ている。
　エンブラエルは航空機の生産部門と密接な関係があ
るサービス力も備えているとみられる。顧客の注文に
対応する能力についていえば、民営化以降、顧客中心
を前面に打ち出し、市場のニーズに向かい合うように
なった。アルゼンチンと共同開発したヴェクターが失
敗したのは、プロペラが胴体の後方に後ろ向きについ
ている画期的なデザインと、従来よりも機内が静かで
揺れが少なく速く飛べる長所を備えていたものの、洗
練した技術を採用したために一機当たりの価格が高
く、機体が競合機に比べて重いという短所があったか
らだ（Rodengen,　pp. 98-102）。技術的に優れていて
も、顧客ニーズには適合できなかった苦い経験を踏ま
え、エンブラエルは海外事務所を次々と開設し、市場
のニーズを吸い上げる体制を整えた（Fleury & Fleury、
pp. 246-247）。納期に関しても、エンブラエルは遅延
どころか短縮を実現している。新製品の納入は注文を
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受けてから通常 60カ月かかったのを、エンブラエル
は 38カ月に短縮した（Fleury & Fleury、p. 248）。すで
に発売されている機種は「注文から 1年半で届く」（航
空会社役員）という。

　4.2　劣位性の克服

　ハイテク製品の開発・生産にあたり、新興国の企業
が有する最大の劣位性は技術力だろう。「発展・多国
籍化の経緯」で確認したように、技術力のギャップを
埋めるために、国家が果たした役割は大きい。第一に、
創業前に軍の全面支援を受けて、航空機の研究開発の
中核を担い、技術者を育成する航空技術大学と航空技
術センターを設立した後で、エンブラエルを創業した
ことだ。第二に、先進国からの技術導入である。航空
技術大学は海外から多くの技術者を招いて技術を習得
した。創業前にバンデイランテの開発を主導したのも
フランス人エンジニアだった（Rodengen、p. 42）。創
業後も政府の後押しを受けながら、イタリアや米国の
メーカーとライセンス生産契約を結び、製造技術を蓄
積した。民営化以降も国際ネットワークを強化し、自
社で足りない技術は海外メーカーに提供させている。
　製品をみた場合、価格・性能・サービス面では優位
性こそあれ、目立った劣位性が認められない。現在の
ように市場で勢力を拡大するまで、製品販売上の所有
劣位性があったとすれば、ブランド力だったと考えら
れる。この問題は、新興国で生産された航空機が先進
国で信用されるかという問題と重なる。高価で安全性
が問われるだけに、航空機メーカーには高い信用力が
求められる。新興国メーカーが望んでも容易に得られ
るものではない。
　Pinheiro & Bonelli （pp. 222-223）によると、エンブ
ラエルとブラジル政府はこのようなハンディに直面
し、まず、自社製の航空機をブラジル国内やラテンア
メリカ市場で販売した。しかし、ブラジル国内で飛行
許可が取れても、ブラジル航空当局の信頼性が低かっ
たため、米欧の航空当局からは許可が下りなかった。
そこで、ブラジル政府は米欧諸国と協定を結び、ブラ

ジル航空当局の職員を教育して信用度を高め、ブラジ
ル製の航空機が国際飛行許可を取れるようにした。次
いで、新機種を購入することに二の足を踏む米欧の航
空会社の理解を得るため、エンブラエルは各社の担当
者をサンジョゼ・ドス・カンポス本社に招待し、実際
に自社の航空機に乗せ、製造工場を見学してもらい、
理解を得るように努めたという。こうした努力を重ね
た結果、かつて劣位していたブランド力は、リージョ
ナルジェット市場に限って言えば、いまや優位性に転
じている可能性もある。
　次に、新興国企業が母国に立地することの劣位性を
検討する。工業の立地において伝統的に重視されるの
は「輸送費」「労働費」「集積」である（ウェーバー、
1986）。製造拠点をブラジルに置いたまま多国籍化を
進めることに伴う劣位性としては、第一にブラジルと
主要市場の距離の長さゆえの輸送費が考えられるが、
航空機の場合は自分で販売先まで飛べるため、その機
材の航続距離が長ければ大きな問題にはならない。航
続距離の短いビジネスジェットのみを最大市場の米国
で生産していることも、この考え方で説明可能である。
二番目の労働費については前述の通り、先進諸国に比
べてブラジルの労賃が低いことはむしろ優位性につな
がっている。劣位性があるとすれば、三番目の集積が
考えられる。
　Goldstein & Le Blanc（2003）はエンブラエルとボン
バルディアの地元での産業集積（クラスター）の違い
を調査している。これによると、サンジョゼ・ドス・
カンポス圏には調査時点で航空機産業に従事する会社
が 30社あり、従業員は合計 1万 3,000人、売上高は
合計 30億ドルだった。エンブラエルがクラスターに
占めるシェアは売り上げの 98％、従業員の 97％だっ
た。つまりクラスターといってもエンブラエルがほぼ
すべてを占めていた。これに対して、モントリオール
では、航空機産業に従事する会社が 250社あり、従業
員は合計 4万人、売上高は合計 67億ドル。ボンバル
ディアのシェアは売り上げの 75％、従業員の 50％で、
ボンバルディア以外の企業の存在感も強い。Goldstein 

& Le Blancは「地元のサプライヤーだけを使って一機
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丸ごと組み立てられるのはここだけ」というケベック
州の投資促進機関の言葉を引き合いに、カナダの航空
機産業のすそ野の広さを強調している。自国での産業
集積が足りないと、製品の開発・生産面では不利に働
く。競争相手と比べたエンブラエルの立地上の劣位性
は産業集積、言い換えれば部品産業の未熟さにある。
　Pinheiro & Bonelli （p. 224）は、自国で部品の多くを
生産していない国にあって競争力のある航空機を生み
出すことができた理由として、垂直的な統合ではなく、
国際的なアウトソーシングを進めた点を挙げる。国際
分業によって「費用対効果の最もよい部品を使って、
エンブラエルは設計と組み立てに集中することができ
た」と分析する。自身は人件費の安さを最も生かせる
部品の生産に特化し、それ以外の部品は外注に回して
効率的に価格競争力を維持する戦略である。
　国際分業は開発リスクも引き下げる。Goldstein & 

Le Brancによると、Ｅ 170／ 190の開発コストは 8億
5,000万ドルに上る。そうした巨額の開発コストを１
社だけで負担するのはリスクが大きすぎる。このた
め、航空機メーカーでは現在、開発作業のシェアに応
じてコストを分担するパートナーを持つ国際共同開発
体制を構築するのが主流である（日本政策金融公庫総
合研究所、2011、p. 7.）。利益が出れば、パートナー
は分担割合に応じて利益を受け取ることができる。
　先進諸国のサプライヤーと組んだことは、販売面で
もプラスに働いたとみられる。それらの国々にエンブ
ラエル機を輸出する際、開発リスクを負うサプライ
ヤーの支援が得られるからだ（Pinheiro & Bonelli、p. 

235）。そうした支援からは、新興国の企業が先進国市
場に売り込む際の信用力やブランド力の不足を補う効
果が期待できる。
　Fleury & Fleury（pp. 247-249）によると、E-Jetの国
際共同開発の場合、エンブラエルの役割は、①顧客の
ニーズを把握し、②全体的な仕様を固め、③下位プロ
ジェクトの枠組みを決め、④システム全体を統合し、
⑤最終組み立てを担当することだった。これに対し
て、パートナーは下位プロジェクトの専門的な仕様と
詳細に責任を持った。エンブラエルはブラジルの技術

者 600人と海外 16社からの技術者 400人を束ねるプ
ロジェクト管理モデルを開発し、実行したという。海
外パートナーはエンジンや着陸装置、操縦・油圧シス
テムなどを担当した米欧日のメーカーである。
　このような国際共同開発・生産分業体制は、エンブ
ラエルだけでなく、ボーイング、エアバス、ボンバル
ディアといった他社も構築している。ただ、母国の関
連部品産業が未成熟のエンブラエルの場合は、リスク
分散の効果だけでなく、開発・生産における劣位性を
克服することにも貢献したことが特筆できる。さら
に、先進諸国のサプライヤーからの支援は、新興国企
業が先進国に売り込む際のマーケティング面の障壁を
引き下げる役割も果たした。国際分業は利益の拡散と
引き換えに、多くのメリットを新興国企業にもたらし
たのである。
　では、エンブラエルはなぜ開発・生産の分業体制の
トップ、つまり、全体を統括する立場に立つことがで
きたのだろうか。Fleury & Fleuryが挙げた 5つの役割
を果たすために求められるのは、技術、マーケティン
グ、マネジメントの能力である。
　航空機を開発する際は機体を構成する各部品・シス
テムの調整に細心の配慮が求められる9。こうした調
整の指揮を執るのが全体を統括するエンブラエルの役
目である。当然、技術先進各国から集まった技術者と
同等以上の技術がなければこなせない業務である。
　マーケティングについていえば、民営化以降、同社
は市場のニーズを吸い上げることに注力している。具
体的には、ハブ＆スポーク方式やポイント・トゥ・ポ
イント方式の普及、ターボプロップからジェットへの
転換、大手航空会社とパイロットとの労働協約（scope 

clause）で決められたリージョナル航空機の座席数等
の制限、一時期の燃料価格の高騰を受けた燃費改善の
必要性といった航空会社サイドのニーズに対応する小
型機を開発し、販売してきた。ボーイングやエアバス
が乗り出さないニッチ市場に投資したこともマーケ
ティング能力の勝利といえる。「ボーイングやエアバ
スは技術的にはリージョナルジェットを開発可能だ
が、いったん航空機を販売すると、15～ 30年といわ
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れる寿命の間はメンテナンスやサポート体制を維持し
なければならず、機体価格の高い大型機の方が投資効
率がよい」（航空会社役員）という事情からニッチ市
場が生まれたものと考えられる。
　マネジメント能力については、初代 CEOのシルヴァ
や民営化後に CEOを務めたボテリョといった優れた
経営者が先を見据えた的確な経営方針を打ち出し、航
空技術大学の出身者ら優秀な人材を使って、変化に柔
軟に対応してきたことから育まれたと推察できる。
　最後に、新興国の企業が内部化を進めるにあたって
の劣位性に言及する。これまで述べてきた国際分業体
制の構築は、内部化を軸とする多国籍化とは異なる国
際戦略である。外部化したまま、提携などを通じてネッ
トワークを築く手法だからである。新興国企業の内部
化にあたっての劣位性といえば、企業買収や新規設備
建設のための資金力の不足が考えられる。ラテンアメ
リカの資本市場は「現在でも地域経済の大きさの割に
は小さい」（Casanova & Fraser、2009、p. 4）ため、母
国での資金調達には限界がある。ブラジルが債務危機
に陥るまでは、国家から資金援助を得ながらメンテナ
ンス・サービス・販売のための海外拠点をつくること
ができたが、現在のエンブラエルは国際分業を進め、
外部の力を活用することによって、内部化の必要性そ
のものを軽減している。この結果、内部化にあたって
の劣位性にも直面せずにすんでいると考えられる。

　4.3　国家の役割

　エンブラエルは軍が主導して創業した経緯があるた
め、ここでは政府と軍を一体として国家を捉える。国
防と密接に関連する航空機製造業の特性もあり、航空
機メーカーの発展には国家の影響力が大きい。
　これまでみてきた優位性の確保と劣位性の克服を可
能にした要因のうち、国家または企業による戦略的な
行動に絞って抽出すると、①国内基盤整備（航空技術
大学などの設立による技術者育成・開発推進）②対外
交渉（外国政府や企業との交渉・提携を通じた技術吸
収・信頼確立）③企業活動支援（税制や航空機ファイ

ナンスなどによる資金支援・産業保護）④国際ネット
ワーク構築（効率的な国際共同開発・生産分業）⑤マー
ケティング（市場ニーズに対応した設計・開発・販売）
――の 5点に集約できる。このうち、①②③について
は国家が直接貢献したことが明白である。
　まず、①に関してこれまでの検討結果をまとめる
と、国家は航空技術大学や研究開発拠点を設け、技術
の蓄積と技術者の育成に貢献するとともに、研究開発
の成果をビジネスとして生かすために企業までつく
り、産学軍協同のシステムをサンジョゼ・ドス・カン
ポスとその周辺に集積した。
　②を補足すると、エンブラエルが海外企業とライセ
ンス生産契約の交渉にあたる際、政府が決定的な役割
を果たした。米国の軽飛行機メーカー、パイパー・エ
アクラフト（Piper Aircraft）との交渉では、輸入に頼っ
ていた軽飛行機に多額の関税をかける姿勢を示したこ
とで、エンブラエルはパイパーと技術・ノウハウの供
与を含む有利なライセンス契約を結ぶことに成功した
（Fleury & Fleury、pp. 245-246）。米軍事企業大手ノー
スロップ（Northrop）とのライセンス生産契約は、ブ
ラジル政府が同社から戦闘機を購入したことがきっか
けだった（Rodengen、p. 58）。
　③の資金支援は多岐にわたる。創業時は他の国内企
業の納税額の 1％をエンブラエル株に転換することを
促す税制を成立させ、資本集めを助けたほか、軍用機
購入資金の一部を前払いすることによって開発資金を
提供した（Rodengen、p. 46）。軍は現在に至るまで大
口顧客として売り上げを支えている。民営化後は航空
機ファイナンスが国際的な摩擦を引き起こすほどの役
割を果たしている。
　政府はエンブラエルに資本も提供しているが、
2015年末時点で 5.37％（BNDESの投資管理子会社
BNDESPARが保有するエンブラエル普通株の保有分）
にとどまる（Embraer 20-F、2016、p. 92）。財政危機
により政府に開発費を依存できなくなって民営化に踏
み切った経緯から、エンブラエルは資本市場重視の傾
向が強く、政府による株式支配力は弱い。Musacchio 

& Lazzarini （2014、pp. 231-232）は、政府が経営に口
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出ししにくい背景として、「エンブラエルの収益性は
新製品を設計し、最新技術を取り入れたパーツを調達
する能力にかかっている」という競争力維持の条件を
指摘している。
　上記 5点のうち、④国際ネットワーク構築と⑤マー
ケティングは企業努力に基づく。④はヒト・モノ・カネ・
情報の往来が活発になり、企業同士のネットワークが
組みやすくなった経済グローバル化の産物であり、⑤
は民営化の成果といえる。ただ、④と⑤はいずれも①
国内基盤整備②対外交渉③企業活動支援を通じて培っ
た技術力・人材・信頼・資金力がなければ成し遂げら
れなかった。特に、④には国家の後方支援が欠かせな
かったはずである。
　国家が直接関与した①②③が育んだのは、技術力、
ブランド力、資金力である。これらはすべて新興国の
企業が抱える劣位性の克服につながっている。国家が
培った人材・信頼は④⑤にも結び付いており、それが
乗り心地や価格競争力といったエンブラエル製品の主
な優位性を生み出した。国家は劣位性の克服において
直接貢献するとともに、優位性の確立にも間接的な役
割を果たしたのである。

5．おわりに

　航空機メーカーのエンブラエルは世界のリージョナ
ルジェット市場で成功を収めた。本稿では優位性の確
立に加え、劣位性の克服にも着目することによって、
この成功を理解することができた。
　E-Jetの優位性は、ゆとりある客室空間や多様な座
席数・航続距離の選択肢を備えた製品を妥当な価格で
提供できていることである。拡大するリージョナル
ジェット市場のニーズに対応した設計に成功したう
え、世界のサプライヤーから価格競争力のある部品を
調達しつつ、製造工程のうち労働集約的な部分を担当
して人件費の低さを生かしていることが優位性を生ん

だ要因である。
　一方、ブラジルの航空機メーカーが抱える劣位性と
しては、技術力・ブランド力・資金力の不足、部品産
業の未成熟さがある。これらを克服できたのは国家が
長期的かつ安定的に技術・人材・産業の蓄積・育成に
関与したからである。技術力に関しては、エンブラエ
ル創業よりも 19年早く、軍が教育・研究機関を設立し、
海外から教授陣を呼んで技術の蓄積と技術者の育成に
努めた。この教育・研究機関は現在も空軍の傘下にあ
り、安定的に人材をエンブラエルに供給している。軍
政期には政府の関与の下、外国企業からの技術吸収が
進んだほか、政府は米欧諸国で飛行許可を取得できる
ように交渉をまとめ、エンブラエル機のブランド確立
を助けた。資金力に関しては、民営化前は国家が直接
支援したし、民営化後も輸出金融を提供している。こ
のような国家の後ろ盾を背景に、国際分業体制を築き、
部品産業の未成熟さを補うことができた。
　新興国ブラジルから航空機メーカーというハイテク
企業が生まれたのは偶然ではない。軍の庇護の下で環
境を整備した後、軍政期に創業して発展できたという
タイミングの良さはあったものの、先進諸国から時間
をかけて技術を学んで蓄積していけば、ハイテク産業
を担う企業を育成できることを示すのがエンブラエル
の事例である。ハンディは国家の関与によって克服可
能だ。とはいえ、一時期、国家の強い影響下で市場か
らかい離し、非効率な経営に陥ったのも事実だ。そう
した弊害を打破できたのは経済グローバル化と民営化
のおかげである。これらの環境を背景に、国際ネット
ワークを構築し、市場ニーズを取り込むことにより、
膨らむリージョナルジェット需要に対応することがで
きた。息の長い安定した政策やグローバル化に対応し
た柔軟な企業戦略を組み合わせることができれば、新
興国はハイテク分野において競争力のある多国籍企業
を生み出すことが可能なのである。

　　松野　哲朗
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注
 1　「劣位性」という言葉は先行研究にも登場するが、劣位性の克服と企業の多国籍化を積極的に関連付ける
文脈では提示されていない。たとえば、ハイマー（1979）は企業が多国籍化を進める要因として資本の優
位性を、多国籍化の代わりに技術提携を選択する要因として資本の劣位性を挙げているが、後者の克服を
テーマとしていない。

 2　多国籍企業の定義は厳しく絞り込むものもあれば、幅広くとらえるものもある。Wells（1983）は当時、ハー
バード経営大学院が米国企業を絞り込む際に採用していた「6カ国以上に製造子会社をもつこと」という
定義では、途上国には該当企業が極めて少数になるとして、「母国以外の 1カ国以上に設備を保有する企
業」という緩い定義を採用した。最近では、Casanova & Frazer（2009）が、ラテンアメリカという地域を
超えて世界展開する多国籍企業の定義として、「ラテンアメリカ以外の地域に最低１カ所進出する年間売
上高 5億ドル以上の民間企業」という条件を明示している。この定義でも、進出相手国数や海外事業の規
模・比率などは考慮していない。本稿においても多国籍企業の定義には緩い条件を適用する。

 3　エンブラエルなど航空機メーカーに詳しい航空会社の役員との 2016年 6月のインタビュー（匿名を条件
に実施）に基づく。

 4　匿名を条件に 2016年 6月に入手。
 5　ボンバルディア機の座席数は同社のカタログ CRJ Series（2015、p. 30、p. 36）より。
 6　エンブラエル機の客室サイズは各機種の Airport Planning Manualより。
 7　ボンバルディア機の客室サイズは同社のカタログ CRJ Series（2015、p. 25、p. 31、p. 37）より。
 8　Bombardier（2006）Bombardier CRJ200より。
 9　2000年前後にエンブラエル機の国際開発分業に参加した日本人技術者の証言（2017年 9月に匿名を条件
にインタビュー）に基づく。
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