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中川 功一 †

1. 研究の位置付け
Henderson and Clark (1990) は、経営学の領域で、
（少なくとも主要な米国の経営系のジ
ャーナルとしては）初めて、製品アーキテクチャという概念に光を当てたことで注目され
る研究である。製品アーキテクチャ研究は、「モジュラー化」という現象に焦点をあてる
形 で 、 1990 年 代 よ り 大 き く 発 展 し て い く こ と に な る が 、 そ の 嚆 矢 を な し た 研 究 が
Henderson and Clark (1990) である。
製品アーキテクチャとは、製品の設計を経営学の立場から捉えるために提示された概念
である。従来、製品設計をめぐる経営学者の研究の焦点は、技術の連続性・非連続性にあ
った。既存技術とは異なる技術へと飛躍するイノベーションを、ラディカル・イノベーシ
ョンや非連続的イノベーションと呼び、既存技術の延長線上にあるイノベーションをイン
クリメンタル・イノベーションないし連続的イノベーションとして区別し、それぞれが経

* この経営学輪講は Henderson and Clark (1990) の解説と評論を中川が行ったものです。当該論文
の忠実な要約ではありませんのでご注意ください。したがいまして、本稿を引用される場合には、
「中川 (2007) によれば、Henderson and Clark (1990) は……。」あるいは「Henderson and Clark
(1990) は……(中川, 2007)。」のように明記されることを推奨いたします。
† 東京大学大学院経済学研究科 allegro_assai@hotmail.com
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営組織に与える影響について、議論が行われていたのである (例えば Tushman & Anderson,
1986)。そこでは、インクリメンタル・イノベーションが、従来技術に長けた既存企業の
競争力を高める方向に働く一方で、ラディカル・イノベーションでは、既存企業が利用し
ている従来技術が陳腐化し、競争力低下を引き起こすとされていた。
Henderson and Clark (1990) は、そこから一歩進んで、より詳細に、製品設計の具体的な
ありようへと視点を進めて、企業に与える設計変化の本質が何なのかを探っていった。そ
こから導き出されたのが、製品アーキテクチャという概念だったのである｡ 1

2. 本論についての検討
2-1. 仮説の論理構造
2-1-1. 製品アーキテクチャ概念の導入
Henderson and Clark (1990) の議論は、まず、先述のラディカルかインクリメンタルか、
という議論では説明できない現象が観察されていることを紹介することから始まる。従来
の議論では説明できない現象とは、すなわち、基幹技術の非連続的な変化を伴わないにも
関わらず、既存企業の競争力を著しく低下させるようなイノベーションが存在する、とい
うことである。ここでは、そのうちのひとつとしてコピー機の事例を紹介しよう。コピー
機の事業領域では、ゼロックスが、先駆者として技術力・市場支配力で圧倒的な優位性を
持っていた。しかし、1970 年代半ば、競合企業が小型で信頼性の高い製品を出すと、ゼ
ロックスのシェアは半分近く失われることとなった。このとき、競合企業が市場に出して
きた製品は、ゼロックスのものと何ら技術的に異なるものはなく、ゼロックス製品と基本
技術や設計コンセプトを共にするモデルであった。それにも関わらず、ゼロックスは 8 年
もの間、小型コピー機の領域では競争力ある製品を開発できなかったのである。
Henderson らは、この現象を説明するフレームワークを模索する中で、製品アーキテク
チャ概念に到達した。彼らは、製品を、コア設計コンセプトを体現したコンポーネント
（部品）のまとまりとして捉え、このときのコンポーネント間の繋ぎ方を、製品アーキテ
クチャとして定義した。
1

イノベーションを技術の連続性・非連続性に分類するという議論から、90 年代に行われた議論
の拡張は、大きく 2 方向に分けられる。そのひとつが、製品アーキテクチャに代表される製品技
術の側の分析の精緻化である。もうひとつは、技術ではなく、市場側にもたらされる影響の分析
であり、Christensen (1997) がその代表的なものである。

578

Henderson and Clark (1990)

コア設計コンセプト（core design concepts）とは、本文では厳密な定義を欠いているが、
この概念は先行する Clark (1985) の研究に依拠するものであろう。そこでは、コア設計コ
ンセプトについて、以下のような記述がある。
［ある製品領域において、
］技術選択の階層構造の頂点に位置するような技術選択が存在
する。自動車におけるエンジンのような技術が決まってしまえば、それに関連するあら
ゆる設計要素はそれに従う。…（中略）…そのような技術は、その製品における他のあ
らゆる技術選択を決定付けてしまうような技術という意味で、中心的ないしは「コア」
の設計コンセプトであるといえる｡ 2
つまり、コア設計コンセプトとは、製品の基本的機能を決めるような技術のことである。
自動車でいえば、1900 年頃に起こった、ガソリンエンジンか、蒸気機関か、あるいは電
気モーターか、という基本駆動方式の選択が、コア設計コンセプトをめぐる技術選択であ
る。シリンダーであるとか、バルブ、カムシャフトといった部品の技術は、それに対し、
コアではない領域に位置づけられる。Henderson and Clark (1990) における記述でも、同様
の意味で利用されているようである。
製品アーキテクチャは、これらのコンポーネントをどう繋ぎ合わせるかを定義したもの
である。なお、「コンポーネント」と「コンポーネントの繋ぎ方としてのアーキテクチ
ャ」という区別は、Ulrich (1995) など、その後の製品アーキテクチャ研究でも踏襲され、
製品アーキテクチャを捉えるうえでの基本的フレームワークとなっている。
コンポーネントとアーキテクチャ、という区別を行ったうえで、Henderson and Clarkは、
2 軸によるイノベーションの分類を行う。ひとつ目の分類軸は、コア設計コンセプトを変
更するか否かである。コア設計コンセプトは、各コンポーネントに体現されているわけで
あるから、このひとつ目の分類軸は、製品のコンポーネント・レベルでの基本技術の変化
が、既存のもののままなのか、それとも別の技術に置き換えられるのか、を意味している。
二つ目の分類は、コア設計コンセプトとコンポーネントとの関係性が変更するかどうかで
ある。ある基本設計案を実現するにあたって、それをどのコンポーネントの組み合わせで
実現するかを変更する、ということであるから、つまりは第二の分類軸は製品アーキテク
チャが変化するかどうか、を問うている｡ 3
2
3

Clark (1985), p. 243, 5-17 行目、邦訳筆者。
Henderson らも、端的に、第二の軸は、製品アーキテクチャの変化を伴うか否かである、と説明
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表1

Henderson and Clark (1990) によるイノベーションの分類
コア設計コンセプト（core concepts）：

コンポーネントの基幹技術

コア設計コンセプトと
コンポーネントの繋がり
（linkage between
core concepts and
components）：

製品アーキテクチャ

現在の技術のもとで

別の技術に

強化される（reinforced）

置き換えられる（overturned）

変化しない
（unchanged）

インクリメンタル・
イノベーション
（incremental innovation）

モジュラー・
イノベーション
（modular innovation）

変化する
（changed）

アーキテクチュラル・
イノベーション
（architectural innovation）

ラディカル・
イノベーション
（radical innovation）

出所）Henderson and Clark (1990) より、表中括弧内は原文、斜体字は本稿筆者による解説のための補筆。

Henderson and Clark (1990) は、この 2 軸で、イノベーションを 4 種類に分類した（表
1）。まず、従来インクリメンタル、ラディカルといわれていたイノベーションは、それぞ
れ表の左上と右下に置かれる。そして、基幹技術と製品アーキテクチャの両方が従来の方
向のまま技術改良されるものをインクリメンタル・イノベーション、その両方の大幅な変
化をもたらすものをラディカル・イノベーションとしている。Henderson and Clark は、こ
れに加えて、製品アーキテクチャを維持したまま、コンポーネントの基幹技術を変化させ
るものをモジュラー・イノベーション、コンポーネントの基幹技術を維持したまま、コン
ポーネント間の相互関係性だけを変化させるものをアーキテクチュラル・イノベーション
として、概念の補充を行ったのである。

2-1-2. なぜ、製品アーキテクチャの変化が、既存企業の不適合をもたらすのか
以上のように概念を整理したうえで、Henderson らの注目は、以後、アーキテクチュラ
ル・イノベーションに注がれていくことになる。その理由は、先の議論にもあったように、
製品の基幹技術や基本原理が変化しなくとも、コンポーネント間の相互関係が変化するだ
けで、既存企業の競争力に甚大な悪影響が生じることが、観察されたためである。
それではなぜ、製品アーキテクチャが変化するだけで、既存企業に大きな影響が生じる

している (Henderson & Clark, 1990, p. 12, 8-12 行目)。

580

Henderson and Clark (1990)

のであろうか。なぜ、コンポーネント・レベルでの既存技術の非連続的な変化は、既存企
業に悪影響を及ぼさないのだろうか。
この点について、彼らは、知識にその解を求めている。彼らは、知識を 2 種類に区別す
る。ひとつは、製品のコンポーネントについての知識：コンポーネント知識である。もう
ひとつは、コンポーネントの繋ぎ方についての知識：アーキテクチャ知識である｡ 4 モジ
ュラー・イノベーションにおいては、前者の変革が、アーキテクチュラル・イノベーショ
ンでは、後者の変革が求められる。そして、既存企業にとって、コンポーネント知識を変
化させることが比較的容易である一方、アーキテクチャ知識を別のものにすることが、時
に非常に難しくなるために、アーキテクチュラル・イノベーションが既存企業の対応失敗
を導くことになるとするのである。
アーキテクチャ知識の変革が難しい理由とは、アーキテクチャ知識が、開発組織の全体
設計や組織の認知枠組みに深く組み込まれたものであるためである。コンポーネント知識
は、それぞれのコンポーネントを開発する部門に蓄積される。それゆえに、コンポーネン
トの基幹技術の変化には、既存の開発組織の分業構造を維持したまま、新技術に基づいた
新規なコンポーネント開発部門を組織すればよい。一方、アーキテクチャ知識は、開発組
織全体の構造に組み込まれた知識となっている。既存企業は、従来製品の製品アーキテク
チャに基づいて、組織を設計し、製品開発活動を行う。例えば、PCであれば、ディスプ
レイは何を果たすもので、HDDは何であるか、CPUはどのようなものであるかという前
提を踏まえて、各コンポーネント単位に開発部門を組織設計する。この分業構造に基づい
て、企業は技術蓄積を行っていく。コンポーネント間関係がどのようなものであるか、と
いうアーキテクチャ知識は、コンポーネント開発部門の切り分け方や相互調整のあり方を
どうすればよいかという、開発組織の設計として存在することになるのである｡ 5
それゆえに、製品アーキテクチャの変化がもたらすアーキテクチャ知識の変化とは、既
存の部門間分業・協業体制を不適切なものにし、一度確立した製品開発組織全体の再編成
を行うことを要求するのである。これが、モジュラー・イノベーションに比べて、アーキ
テクチュラル・イノベーションが既存企業に高いハードルを課している第一の理由である。
4

5

製品アーキテクチャの定義とともに、この知識の分類方法も、のちの製品アーキテクチャ研究で
維持された考え方である (例えば Sanchez & Mahoney, 1996)。
この議論は、つまり、製品アーキテクチャと企業の開発組織設計とが、同じ形状を描くことを暗
に示している。この論文の著者の一人である Clark による、後の製品アーキテクチャ研究では、
この考え方が、“設計構造とタスク構造の基本的同型性”という定理として確立されることにな
る (Baldwin & Clark, 2000)。
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もうひとつの重要な理由として挙げられているのが、組織の情報システム構造がもたら
す知識蓄積を阻害する働きである。従来製品のアーキテクチャにもとづいた組織設計のも
とでは、従来のコンポーネント間関係を前提に技術蓄積が行われる。したがって、異なる
アーキテクチャに基づく技術に、十分な注意が払われなくなるのである（情報フィルタ）。
企業の戦略についても、同じ議論が可能である。つまり、企業は、エンジニア・レベルで
も、トップ・マネジメント・レベルでも、既存のアーキテクチャに基づく認知枠組みから
逃れられず、異なるアーキテクチャに対して注意を向けにくくなる傾向があるとするので
ある。

2-2. 事例：半導体フォトリソグラフィ・アラインメント装置
Henderson and Clark (1990) は、1962 年から 1986 年の間の半導体のフォトリソグラフ
ィ・アラインメント装置産業の事例から、アーキテクチュラル・イノベーションのインパ
クトを議論している。とくに重点を置いて分析を行っているのは、1970 年代に起こった、
コンタクト露光方式（contact aligner）からプロクシミティ露光方式（proximity aligner）へ
のイノベーションである。若干、技術的な解説を試みることにしよう｡ 6
まずは、半導体製造工程の一部である、フォトリソグラフィ工程について説明しよう。
フォトリソグラフィ（photolithography）とは、写真技術を応用して、光を当てることで材
料の表面に半導体の回路パターンを印刷する技術を指す。半導体製造は以下のプロセスを
たどっている。① 半導体材料であるシリコン製のウェハの表面に、レジストと呼ばれる
感光材料を塗布する。② 回路パターンが描かれたフォトマスクを被せる。③ 光を当てる
と（これを露光という）、フォトマスクに記された回路パターンがレジストに記録される。
この後、④ 感光していない部分のレジストだけを溶解（現像処理）、⑤ 溶解されて露出
したウェハ上にリンやホウ素など何らかの化学薬品を染み込ませて（ドーピング）、ウェ
ハ上に回路パターンを形成する。このうち、②③④がフォトリソグラフィ工程である（図
1）｡ 7
半導体フォトリソグラフィ・アラインメント装置とは、フォトリソグラフィ工程におい
6
7

用語や技術解説はニコンのホームページに拠っている。http://www.ave.nikon.co.jp/pec_j/
ここで説明している、感光していない部分のレジストを取り除く方式は、ネガレジストという。
その逆に、感光した部分のレジストを取り除く方式もあり、そちらはポジレジストと呼ばれる。
また、ここでは、複雑な半導体製造工程をごく単純化して説明していること、Henderson and
Clark (1990) が分析対象とした 1960-70 年代と現在とでは、半導体製造工程はやや異なっている
ことには、留意してもらいたい。
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図 1 フォトリソグラフィ工程の概念図
光

フォトマスク

レジスト
ウェハ（半導体材料）

て、フォトマスクとシリコンウェハとの位置調整を行い、2 者を露光中に固定する役割を
担っている。
コンタクト露光方式は、フォトリソグラフィ・アラインメント装置で、業務用として最
初に開発・出荷されたものである。この技術方式は、フォトマスクをウェハ・レジストの
上に直接載せてしまうものであった。原理からいえば最も単純な方式であるが、マスクと
ウェハが直接コンタクト露光するため、マスクも痛みやすく、ウェハにも汚れが付着し易
い。
こうした問題を解決するために 1973 年から出荷され始めたものが、プロクシミティ露
光方式のアラインメント装置である。プロクシミティ露光方式とは、マスクとウェハを直
接コンタクト露光させることなく、少しだけ浮かせた状態でマスクを固定、露光を行う方
式である。これによって、マスク・ウェハ双方の損傷を大幅に抑え、製造効率を改善した
のである。
プロクシミティ露光方式のイノベーションは、彼らの定義に従えば、純粋なアーキテク
チュラル・イノベーションであった。つまり、コンタクト露光方式とプロクシミティ露光
方式とは、どちらも利用しているコンポーネントは全く同じで、装置の基本技術もまった
く同じものであった。ただ 2 者の違いは、技術的には、ウェハからマスクをちょっと浮か
せるという、位置調整の方法の一点のみなのである。だが、この変更は、位置制御のシス
テム、ウェハ、マスクといった各種コンポーネントの技術的相互関係を変更するという、
製品アーキテクチャの変化を引き起こすものだったのである。この違いが、既存企業であ
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る Kasper 社や Cobit 社の対応の遅れと、新規参入のキヤノンの躍進をもたらしたとする。
Henderson らは、とくに Kasper 社の詳細な事例から、問題の本質を浮き彫りにする。
Kasper 社は、コンタクト露光方式のアラインメント装置では、全市場の半分程度のシェ
アを持っていた。プロクシミティ露光方式についても、1973 年には装置を開発・発売し
ている。しかし、十分な性能を実現できず、売上は減少していった。一方、キヤノンは後
発で 1970 年代後半にプロクシミティ露光方式のアラインメント装置を発売したが、こち
らは広く市場に普及していったのである。
Kasper 社の失敗は、Henderson らによれば、マスクをちょっと浮かせるという、ギャッ
プ設定メカニズム（gap setting mechanism）の重要性の認識がなかったことにあるという。
Kasper 社には、フォトリソグラフィ技術に関する優れたエンジニアが沢山いた。しかし、
コンタクト露光方式で技術開発していた彼らは、ギャップ設定メカニズムの重要性に理解
が及ばなかった。Kasper 社は、プロクシミティ露光方式を、コンタクト露光方式に修正
を加えた程度のものとして捉えていたのである。従来のコンタクト露光方式の技術開発方
針を継続して、コンタクト露光方式で利用していた位置調整のメカニズムの延長上でギャ
ップ設定メカニズムも開発可能だと考えていたのである。しかし、実際には、ギャップ設
定メカニズムは、関連する各コンポーネントとの相互関係を見直し、全く異なるコンポー
ネント間機能分業のもとで開発するべきものだったのである。Kasper 社のこの技術理解
は、キヤノンの出してきたプロクシミティ露光方式の装置が、「Kasper 社製装置のコピ
ー」だという認識にも繋がった。それゆえに Kasper 社は、キヤノン製の装置が（Kasper
社のそれと違って）持っていた、ギャップ調整メカニズムの優位性を見落とすことにもな
ったのである。

3. 議論
3-1. 理念型的なアーキテクチュラル・イノベーションは、あまりない
上記の議論は十分に説得的ではあるが、本論文における分析の中には、幾分批判される
べき点がある。それは、純粋なアーキテクチュラル・イノベーションといえるものは、た
だプロクシミティ露光装置の事例のみだということである。論文の中で、図表にのみ説明
されている、その他のフォトリソグラフィ装置のイノベーションは、アーキテクチュラ
ル・イノベーションであると結論できるだけの根拠の提示は、不十分なものとなっている。
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この点は、もう一歩議論を進めるならば、フォトリソグラフィ工程を離れてさまざまなイ
ノベーションを見渡しても、理念型的なアーキテクチュラル・イノベーションは、なかな
か存在しないのではないか、ということを暗示している。
まずは、フォトリソグラフィ工程のイノベーション「ステッパー」の技術を検証してお
こう。ステッパーは、プロクシミティ露光方式の 2 世代後から登場してくる技術であり、
2007 年現在、フォトリソグラフィ工程の支配的技術となっているものである。ステッパ
ーは、それまでのコンタクト露光やプロクシミティ露光と比べていくつかの点で異なった
技術となっている。その第一は、プロクシミティ露光方式まではマスク上の回路パターン
を等倍印刷する技術であったが、ステッパーでは、より半導体の集積度を上げる：回路パ
ターンを細かく印刷するため、レンズを用いて、ウェハ上に数分の一に絞り込んだマスク
の像を印刷している。第二に、ステッパーの名前の由来ともなっている、ステッピング動
作が挙げられる。圧縮した回路パターンをウェハ上に形成していくため、等倍のときと違
って、ステッパーでは、該当の場所までウェハを移動させては、露光を行うという動作を
繰り返す。この動作がステッピングである。
このような記述からも明らかなように、ステッパーでは、露光して回路パターンを形成
するという原理のレベルでは確かに変化がないものの、レンズやステッピング制御など、
コンポーネントに体化された基本技術には大きな革新を伴うものであった。その意味では、
この論文で示された他のフォトリソグラフィ工程についてのイノベーションは、純粋なア
ーキテクチュラル・イノベーションとはいい難いものではないかと思われる｡ 8
そこで、実際に様々なイノベーションの事例を改めて振り返ってみると、製品アーキテ
クチャだけが変わるという理念型的なアーキテクチュラル・イノベーションは、なかなか
見つからないことがわかる。つまり、製品アーキテクチャの変化に際して、コンポーネン
トの基幹技術にも何らかの変更がある場合が多いのではないかと思われるのである。例え
ば、ハードディスクドライブは製品アーキテクチャの変化がたびたび起こった産業である
が、その変化は、基幹コンポーネントである磁気ヘッドの技術が、フェライト・ヘッドか
ら薄膜ヘッド、MR ヘッドと非連続的に変化していくことでもたらされている (楠木, チ
8

この点は、当該論文に対するまた別の問題をも提起している。すなわち、何が「コア設計コンセ
プト」なのかという問題である。露光装置のコア設計コンセプトが「露光によって回路パターン
を形成する」ことであるなら、ステッパーのイノベーションもアーキテクチュラル･イノベーシ
ョンにあたるかもしれない。しかし、露光装置のコア設計コンセプトが「フォトマスクの回路パ
ターンを、そのままウェハ上に再現する」ことであるなら、レンズによって像を絞るイノベーシ
ョンは、基幹技術を覆すイノベーションとなる。
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ェスブロウ, 2001)。つまり、コンポーネントの基本技術変化によって、既存のコンポーネ
ント間関係が適当ではなくなり、変更が必要になるという因果関係が想定されうるのであ
る。
たとえば、自動車がガソリンエンジンから電気モーターに変わったとしよう。これ自体
は、Henderson らの定義でいえば、モジュラー・イノベーションである。しかし、従来ガ
ソリンエンジンがあったところに、バッテリーや電気モーターを入れただけでは、自動車
としては機能しないだろう。トランスミッションやパワートレイン、さらには座席位置や
ボディ形状など、おそらくほとんど全ての部品を電気モーターに合わせて設計し直さなけ
ればならない。その結果、ガソリンエンジンのときとは全く異なった製品アーキテクチャ
が生み出されるのである。このように、コア設計コンセプトの変更と、製品アーキテクチ
ャの再編とは、連動して起こりうるのである。

3-2. 論の本質
しかし、改めて当該論文の問題提起と学術的貢献に立ち返るのなら、実は、理念型的な
アーキテクチュラル・イノベーションがよく観察されるのかどうか：コンポーネントの技
術変化の有無は、全く重要ではない。なぜなら、コンポーネントの技術変化は、当該論文
の立場からすれば、企業にとって、何のインプリケーションも持たないためである。この
点については、議論の余地は残っているが、ともかくも、この論文の立場としては、ただ
製品アーキテクチャの変化の有無だけが、意味を持つ対立軸として機能しており、問題は
そこで完結している。
つまり、論の本質を抽出するなら、彼らが提起しているのは、コンポーネントの技術革
新の有無に関わらず、製品アーキテクチャの変化こそが重要だ、ということなのである。
Henderson らは「アーキテクチュラル・イノベーション」を、論文タイトルに冠し、この
現象を論の中心にして議論を行っているが、実は、コンポーネントの基幹技術変化を伴う
「ラディカル・イノベーション」が分析対象であったとしても、論の本質は変わらない。
いずれにしても、既存企業にとって障害となるのは、従来の組織を陳腐化させる製品アー
キテクチャの変化だからである。この点が「アーキテクチュラル・イノベーションはなか
なか存在しない」とする批判があったとしても、本論の意義が失われない所以である。
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4. 結び：製品アーキテクチャは組織と製品設計との相互関係を問う枠組みである
Henderson and Clark (1990) が秀逸であるのは、組織論の枠組みを逸脱することなく、技
術変化と組織との関係を綿密に議論している点にある。製品アーキテクチャは、その概念
自体は、製品設計を捉えるためのものである。しかしながら、ただ製品の設計や技術のあ
りようを解明するためだけであれば、製品アーキテクチャは何も興味深い現実を教えては
くれない。製品アーキテクチャという視点が我々に新しい知見を与えてくれるのは、製品
設計と組織との関係が分析の対象となるときである。あくまで、分析の軸になるのは組織
現象であるとする点が、先行する研究群に対して、Henderson and Clark (1990) が一線を画
していた点である。
例えば、インクリメンタル・イノベーションに対して、ラディカル・イノベーションが
既存企業にとって破壊的な影響を与えるという先行研究の論理は、ごく単純なもので、組
織と技術の相互関係についての深耕が不十分であった。それゆえに、ラディカル・イノベ
ーションが起こったならば、既存企業はどのように対応すればよいのかという問いに対し
て、十分なインプリケーションが導かれないという課題を抱えていたのである。それに対
し、技術変化が、どのようなメカニズムで組織に影響を及ぼすのか、その関係性を議論し
た当該論文は、豊穣なマネジメント・インプリケーションを与えているし、学術的にも、
以後の議論の可能性を示す興味深いものとなっている。
この点は、Henderson and Clark (1990) に関わらず、イノベーション研究でひとつの潮流
を形成した研究に共通してみられる特色である。Abernathy (1978) 然り、Christensen
(1997) 然り、いずれも、技術と企業組織・産業組織との複雑な相互関係の一端を解明し
ようとしたからこそ、イノベーション研究のなかで、とりわけ意義深い研究となっている
のである。
そして、そのような筋のよい概念提示が行われたがゆえに、Henderson and Clark (1990)
以後には、製品アーキテクチャ研究が大きく発展することになる。その研究系譜は、
Langlois and Robertson (1992) や Ulrich (1995)、Fine (1998) などの研究を経て、Baldwin
and Clark (2000) にてひとまずの完成を迎え、その後も、多くの研究者を惹きつけ続けて
いる。そこでは、Henderson and Clark (1990) で作られた、組織と技術の相互関係いう基
本的なフレームワークが、連綿と受け継がれている。この「製品アーキテクチャは、純
粋技術的・設計論的な議論なのではなく、技術と組織との相互関係を解明していくもの
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だ」という理解が、Henderson and Clark (1990) 及び、以後の製品アーキテクチャ研究系
譜を把握する上で、重要な点なのである。
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