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１、巻頭言
「経営問題の発見と解決への処方箋」
―経営改革に於ける組織と戦略の干渉―
特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会
理事長 許斐 義信

1、はじめに
企業活動は通例多くの問題を抱えている。市場や競争を軸

さて、もう 1 軸の経営課題は、その課題の特性に応じて、同

にして経営資源が不十分だとか対応すべき課題が多い。同

様に 3 種類に区分できる。その第一は現象的問題であり、第

時に将来に向けて機能的に高度化するとか、場合に依れば

二を経営管理的問題、そして第三を事業経営的問題（或は経

企業の在り方を換えるなど大きな改革を覚悟しなければなら

営戦略的と呼ぶ場合もある）と峻別している。

ない場合も多い。
３、各種の経営課題の特性:とその意義
２、経営問題の分析尺度

第一の現象的問題は、概して現に起きている問題で、品質

一般に筆者は企業の問題を、経営課題の階層化と課題の
特性の 2 次元で捉えている。

クレームとか納期遅延、原価と売価の不整合などなど関係者
の誰もが納得できる問題であり、個別原因毎に対処すること

1 つの軸は、経営問題の階層化という課題である。つまり製

が多い。

品・事業・企業の 3 つのレベルに於いて、経営問題は異なっ

第二の経営管理的問題は、供給と需要との不適合、赤字体

ていると考える。例えば経営戦略論を製品の単位で捉えるこ

質からの脱却、事業競争力の強化など数年掛りで組織的に改

とと、事業単位でより広範囲に捉えること、そして企業として経

善を積み上げる性質の問題を言う。

営戦略と区分している。

第三の事業経営的（経営戦略的）問題は、事業構造や事業

多くの戦略論は製品単位での分析や提言に集中している

モデルを変革する、市場と製品との適合性強化の要素・組み

が、企業単位の経営戦略とは何であろうか。経営学的には

合わせを変えるなど、組織や財務そして時間軸を要する問題

PPM や Value Chain Management だと言われているが、それ

で、概して経営の責任を持つ経営者が何らに形で関与せざる

が正論であろうか。シナリオある事業ドメインの設定などという

を得ない問題である。

課題がガバナンス論で、その重要性が意識されている。
では中間に位置する事業単位の戦略は市場から見た位置

下図は前記した経営課題の諸類型と対応の戦略との関係を

づけや当該事業領域における事業的特性のマネジメントに絞

概念的に図式化したものである。つまり製品・事業そして企業

られるのか、多くの議論が残されている。

も市場や顧客、そして株主や債権者など何らかのガバナンス
的周囲の環境に曝されており、製品マネジャーが事業責任者
そして企業経営者によって対応すべき課題も権限も原則とし
て異なっているといえよう。

図：経営課題と戦略の諸類型のマトリックス（概念図）
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企業は経営状態を維持できず経営戦略的に問題を解決す

この事例を後講釈的・外部的視点で整理すると次にように

るには、直面した事象に対して、上記の問題の峻別に関し誤

なる。

った問題を定義してしまったケースが多い。しかし問題を正
確に定義することは、何らかの組織で活動しているので往々

先ず登場人物だが以下の如く例示したい。

にして部分最適解に帰結するのが通例である。職種別の業

・以前の既存事業責任者：A 氏

務の相違や職制や職位による情報量も概して偏っているから、

・後任の既存事業の責任者：B 氏

常に全体最適な問題定義に成功することは少ない。それが所

・研究所の開発責任者：A 氏

謂、経営力の高度化を希求する原点でもある。

・企業の経営者：C 氏
・企業の管理スタッフ：D 氏

この種の問題と解決の組織レベルとの矛盾は、戦略の階層
化でも起きている。現場的解決を図る行動が、時として長期の

さて A 氏の機能付加を提案した定性的課題対応策は正解

戦略的課題を放置するとか、逆に現場の対応で解決できる課

だとしたい。その提案を認識し、A 氏の研究所への異動を認

題でもあるにも関わらず経営的に決断し、再成長の可能性を

めた C 氏は、それなりの判断をした。そこで開発が順調に進

秘めた事業でも、その芽を摘んでしまうことも良く見かける。

み短期に期待して仕様の開発が成功できれば良いが、事実

勿論、問題の解決だけではなく、好循環を生む起爆力が経

は相当程度難しいテーマであったとしよう。つまり組織の要素

営的志向たとえば事業ドメインの革新的設定で巧く事業基盤

を越えた開発予算と開発の為の経営資源が避けられなかっ

を構築できる要素もあるが、現場的創造性が思わぬ革新的事

たとする。

業やそのモデルと生み、企業全体の活力を高めるケースもあ

そこで登場したのが企業の管理スタッフ D 氏で、決算や予

る。つまり経営学で言う、組織は戦略に従うこともあれば、組

算統制の責務を担っていた場合、既存事業の機能高度化の

織が戦略を推進することもあり、その組織のダイナミズムが企

為の開発予算の負担を既存事業部に求めた。既存事業部の

業の微妙な総合的対応力を決定付ける。
（注記）
経営学では、事業と事業活動の関係を、戦略と組織を切り
口にして、「組織は戦略に従う」と考えてきた。（アルフレッ
ド・D・チャンドラーJr, Strategy and Structure）
しかし企業活動の成長から組織が成長するに従い、「戦略
は組織に従う」（イゴール・アンゾフ）という逆の視点から事
業の要諦を提案する場合もある。

後任の責任者 B 氏は、以前の事業責任者 A 氏への開発予算
の負担を断った。つまり経営管理的問題認識の下、開発行為
に竿を指すことになったと言えよう。企業経営者 C 氏は運悪く
退任していた。折角、製品或は事業レベルで環境適応力を強
化したいと開発の現場に踏み込んでいたA氏は所謂、梯子を
外された格好になったことは想像できる。
整理してみたいが、前図の中に示すように、製品の競争優

５、事業部門の責務と経営管理システムの矛盾＞

位性を高める付加機能開発の戦略的対応を一旦は組織の長

深刻な問題は現場のスキルと経営的差配との連動が不可欠

が賛同した。しかしその開発過程に対する経営管理的制約と

な場合である。

開発行為との間に矛盾を孕んでいた。その矛盾という経営管

経営戦略が先行して、現場の能力が追従出来ず、結果的に

理的課題に対して、その解消の策は、特別予算を編成するの

経営陣の先行に終わる例も、また少なくはない。そのような状

ではなく、予算統制で対応した。最終決定権を持つべき経営

態が避けられないケースでは、あるべき対応は将来の経営的

陣と期存事業部門と企業全体の統合も、経営管理的決断に至

対応を支えられるだけの現場の改革が先行する必要があると

った、と言える。

いうことである。

現場の課題認識と経営階層との上下のコミュニケーション
の重要性を例示させていただきました。

＜あるケース＞

本ケースは筆者の事例調査に依存しており、飽くまでも仮

あるケースでは新規の仕様を付加して競争優位の製品へ

想事例として提示させて頂きます。

の改革を志向した経営者が、既存事業の責任者の実力を買
って、その新規仕様の開発に当てた。しかし既存事業の責任

６、課題と摩擦解消の為に考慮すべくテーマ

者として後任に選択された部門責任者は、新たな仕様開発へ

我が国企業で生じているこの種の組織的摩擦は、筆者の

の投資を渋った。以前の既存事業の責任者は、新規仕様の

見る限り２つの解決方法があると考えている。

重要性を認識していたが、後任の既存事業の責任者は、その

第 1 の解決策：権限を持つ経営陣のスキルと決断の整合性

必要性を認識せず、しかも厳しい経営環境下で追加の開発

第 2 の解決策：権限と経営管理との適合

予算の支出を制限した。確かに新規仕様を開発することはリ
スクもあり保証されているとは言えない場合、社内の立場と経

第 1 の解決策は、何より経営権限を集中させているトップ経

営的差配との葛藤の中で起きた事例とも言える。

営者の経営スキルと経営的決断の整合性であろう。その重要
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性はここで更に私論を述べる迄もない。しかし昨今叫ばれて
いる株主権と経営権との間を繋ぐガバナンス構造にも起因し
ているが、より重要な問題は、前記したケース例の如き上下の
課題定義の適合性を保持するためのメカニズムが、経営会議
や投資委員会などの制度的制約に囚われ、柔軟な意思決定
を行うには、上下の間で課題対応に関して合意が不可欠だが、
そのような合意は取り難い。その諸制約の中には企業に依っ
ては、適切な経営判断をできる上位構造の経営陣選択の問
題がなくもない。
第 2 の解決策は、上下の意思決定権限の設計に関する経
営管理会計制度に関わると考えている。
我が国企業の経営管理制度は、既成の構造に依存してお
り、その多くが部門管理の目標として利益管理単位（プロフィ
ットセンター）（参照調査では 60％がプロフィットセンター）とし
て定めている。利益管理の成果評価の期間は、しかも精々年
度ベースであり、年度を越えたしかも投資に関わる意思決定
は、企業全体の財政的制約を受け、企業全体の視点で調整さ
れることが多い。
一方、米国（欧州での統計的データはない）では投資責任
単位（参照調査では 75％が投資センター）であり、業績評価
の目標は総資産利益率や自己資本利益率（事業部門毎の仮
計算による部門別自己資本をベース）に依存している。つまり
投資とその資金調達を含む貸借対照表と損益計算書の両計
数的尺度は事業部門に、その権限が委任されている。この為、
投資権限が下位層に委譲されている米国企業では、PPM を
企業経営者が移動させることすら容易ではない。
話は拡散するが、その背景が故に PPM というポートフォリ
オのマネジメントは、実は米国企業では事業部門の責任者と
企業のトップとの間での組織内権限に関わる再契約という意
味もある。
（参照）望月信幸著 「日米に於ける事業性組織と業績評価
制度の相違」
アドミニストレーション第 18 巻 1.2 号
７、三菱重工業株式会社での経営改革
今回、課題提起をお願いした事例は、同社の経営改革に関
する近著 “武井一浩編著 「コーポレートガバナンス・コード
の実践」日経 BP 社 2015 年 4 月刊”に紹介されているが、本
課題提案と本書で紹介された企業レベルでのガバナンス改
革との間での整合性が巧く取れていると、外部的からは観察
できる。
特に既存の事業部の権限を再定義し、国際競争優位な事業
部門改革を進行したという課題として、経営研究の側面からも
有意義であった。
（JCTM 理事長 許斐義信）
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２、MOT 研究会 講演録
「日本の製造業がグローバル競争に勝ち抜くための提言」
三菱重工業株式会社
特別顧問・元取締役 副社長執行役員 技術本部長 青木 素直

はじめに
三菱重工業（株）の青木です。私が大学院を卒業し三菱重
工業に入社したいきさつから始める。私は学生時代に航空工
学を専攻してロケットエンジンやジェットエンジンの研究をし
ていた。就職に際し、ジェットエンジンを製造している会社に
工場見学に出向いた。その時、ジェットエンジン事業は、既に
大きな事業であり、多くの人が生産に携わっていた。そのた
め、入社しても一人の技術者が経験できる業務範囲が狭いの
ではないかと考え、就職の選択枝から外した。

その後、技術本部長として６年間、技術経営全般の責任者
を務めた。この時、高砂研究所で実践して大きな成果を上げ
た考え方と活動を、技術本部の６つの研究所に適用した。基
本方針は、「技術高度化のための研究ではなくて儲けるため
の技術を開発する」、「利益をもたらさない研究は一切認めな
い」であった。この２つを強い意志をもって実践し、技術本部
の方向転換を図った。
併せて、社長に全社の生産システムを変革するプロジェク
トを提案し、当時あった１３の事業所を横通した“ものづくり革
新活動”のリーダーを６年間務めた。この間、毎年９０回、６年
間 延べ５４０回国内工場を、海外の生産拠点を毎年１０ヶ所
回り、設計・調達・生産・サービス・工作現場の改革に取り組ん
だ。ものづくりに関しては素人の状態であったが、バリューチ
ェーン全部を扱う活動を提案して実践してきたことで、営業・
マーケティングからアフターサービスまで知悉することができ
た。

一方、産業用ガスタービンは当時の日本では黎明期であり、
業界自体が大変小さい状況にあった。産業用ガスタービンを
生産している会社に入れば、一人で多くの仕事ができるので
はないかと考え、三菱重工業に入社した。確かにさまざまな
仕事をすることはできたが、ガスタービンの事業規模が極め
て小さいために研究費が無いに等しかった。そこで国家プロ
ジェクトへの参加や他の製品の手伝いをしながら研究費を稼
ぎ、ガスタービンの自主技術を開発した。そして、３０年間大
型発電用ガスタービンの技術・製品の開発を行ってきた。現
在、三菱重工業で最も利益を出しているのは発電用ガスター
ビンである。入社した時のガスタービンの燃焼温度が７３０℃、
現在は１７００℃の世界最高峰のガスタービンを開発している。
ライセンサーの技術によるガスタービンから、現在のワールド
クラスのガスタービンまで技術を引き上げることができた。こ
のように、基本的に技術屋として、テクノロジー・オリエンテッド
の会社生活を送ってきた。

２０１１年に三菱重工業から三菱総合研究所に移って３年間
お世話になった後、２０１４年４月１日三菱重工業に復帰し、特
別顧問としてガスタービン・航空機等の主力商品を主体に、７
工場を毎月１回巡って指導している。
本日の話は、技術者出身の経営者が考える、「受注品製造
業がグローバル競争で勝ち抜くための提言」と題し、変革の
処方箋を話したい。講義の対象としては、三菱重工業の主力
製品であるＢｔｏＢ、即ち企業向けの受注品かつ最終製品組立
型のビジネスを主体に、私自身が実際行ってきたことを説明
する。
ものづくりに共通する内容が多々あるので皆様の事業に置
換えて考えていただければ幸いである。

次に、高砂研究所長を５年間務めた時に研究所を大きく変
革しようと考えた。動機は、入社した頃に研究費がなかったこ
とである。三菱重工業の技術本部は６つの研究所に１４５０名
技術者がいる。さらに子会社に９００名、全部で２３５０名の組
織である。こうした多くの技術者を抱えるのに、なぜ研究費が
不足するのだろうかといろいろ考えた。結論はシンプルなこと
で「技術の高度化の研究はするが、儲けるための研究はやっ
ていない」ということである。これからは「儲けるための技術開
発をやろう」と決めた。
そして、研究所の運営をごろりと変えた。高砂研究所で実
施する研究については、テーマの提案を、先ず「市場の規
模」、次に「研究成果が事業にどのように貢献するか」というこ
とに焦点をあて、全ての成果を金額で説明させるようにした。
その投資に見合う成果が出ないテーマについて
は、認可しないことにした。
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もしくは日本市場で良いと考えられるものがグローバル市場
では通用しないかもしれないという認識を持つことが必要で
ある。
２、「戦いのパターンが多様」である。新興国市場で欧米の
先進メーカーと戦うケース（合弁も含め）、日本にある工場とグ
ローバルサプライチェーンで戦うケース等々多彩である。こ
れに比較して、国内市場での戦いは極めてシンプルであっ
た。戦いのパターンが多様なグローバル市場において、新興
国は低価格とスピードに優れる。欧米先進メーカーは植民地
経営を行ってきた経緯があるので、既にグローバルに展開し、
製品技術のみならずブランド力や経営技術に優れている。こ
れに対して日本はどのような強みで戦っていくのか、はっきり
とした事業戦略を持つ必要がある。グローバル市場の戦いの
パターンは国内市場と比べて多様であり、横並び的な戦いで
は勝てないと思う。
三菱重工業はさまざまな機械製品をつくっている会社であ
り、総合重工業と呼ばれる。総合電機であれ、総合重工業で
あれ、総合と呼ばれる企業は、グローバル競争で極めて不利
な立場にある。たくさんの製品をつくっているがゆえに、得意
は何が、強みは何が、なかなか説明しにくいのである。例え
ば、三菱重工業はなにをやっている会社ですか、と問われ、
すぐに答えられる社員はあまりいないだろう。エアコンから原
子力プラントまで、戦闘機もつくっている。「会社の強みは？
アイデンティティは何か？」を大変設明しにくい。グローバル
市場で戦うためには、独自性・特徴が重要になる。
３、「変化が速いこと」である。このスライドに「お客様企業の
変化」、「製造業間のグローバル競争の加速」、「ビジネス戦略
を変える市場環境変化」の３つについてグローバル市場で生
じた主要な事象を説明した。

第１部
製造業がグローバル競争で勝ち残るための
イノベーション概論

第１章 日本とグローバル市場の過去と未来
１－１ 日本とグローバル・市場
図は世界のＧＤＰの変遷である。１９９０年バブル経済が崩
壊して以降、日本のＧＤＰはほとんど増えていない。失われた
２０年という言葉が使われた。
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下の図は、この先２０５０年世界のＧＤＰの予測である。４０
年後日本のＧＤＰは８位なると予測されている。当たるかどう
かは別にしても、日本の人口は減少していくので日本市場は
拡大しないことは確かである。その中で製造業が成長してい
く解は、事業をグローバルに展開することしかない。
１９９０年以降、日本の製造業は積極的にグローバル化を進
めてきた。グローバル化はその段階を、「レベル１ 輸出」、
「レベル２ 海外工場の設置」、「レベル３ 海外に地域本社設
置」、「レベル４ グローバル統合」 の４段階に表せる。多くの
20150224 講義資料より
我が国の製造業はレベル２の段階、あるいはレベル３の初期
掲載
にあって、レベル４に至っている製造業はあまりないと思う。２
０１２年データによれば、グローバル化の実績は、海外生産比
率（２０．６％）、海外生産している企業の割合（６９．８％）であ
る。海外生産する理由として、現地やその周辺需要が旺盛（５
０．８％）が大半である。海外に工場を置くいちばん多い要因
として、かつては労働コストが安い（１９．１％）ことであったが、
現在は違う。国内市場が拡大しないため、成長するためには
海外に出ざるを得ないということである。
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これらは皆様ご存知のことである。国内市場との違いは、こ
うした変化が非常に速く進むことである。特に、インターネット
の普及後、地球の裏側の情報もリアルタイムで入ってきて市
場がより速く動く。同時に技術の賞味期限はどんどん短くなっ
ていく。その中でどうやって戦っていくのか。日本市場ゆえに
通用した方法はグローバル市場では通用しないと考えるべき
である。
さて、今後のグローバル競争はどう進むのであろうか。はっ
きりしているのは「より複雑で、不安定で、不確かな方向に進
む」ことである。米国・ロシア、かつての覇権を争った二国の
国力が低下し、中国・インドが伸びて世界が政治的にも経済
的にも多極化する。すると当然、不安定で不確かな状態が生

次に、グルーバル市場について考える。
その特徴は 1、「お客様のニーズの多様さ」である。世界で優
勢な民族は約２００、少数民族は３０００ といわれている。民
族が異なればその分異なるニーズがあり、ひとつの製品市場
をハイエンドゾーンとボリュームゾーンの２つゾーンに分けて
考えただけでも、約４００の異なるニーズがある。それに比べ
れば、日本は民族的にほぼ均質な国である。日本市場で良
い製品がグローバル市場で良い製品であるとは限らないし、
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じる。
こうした事象に対して、各々の企業がどのように対応してい
くか、しっかりとした打ち手を立てておくことが必要である。例
えば、いずれかの事象が目の前で起こった、その時になって
打ち手を考えては時間がかかり過ぎる。今後起こりうる項目を
リストアップし、あらかじめ打ち手をつくっておき、実際にその
事象が起こった時にすばやく対応するやり方が必要になる。
今後、日本の製造業のグローバル展開の拡大とともに、国
内雇用の減少が起こる。現在、日本の製造業は大きな転換点
に立っている。ご存知の通り、エネルギーも食料も鉱物資源も
乏しい国で、外貨の９０％は製造業が稼いでいる。製造業が
稼がないと日本の国家経営が上手く回らないことは自明であ
る。

日本の製造業の本質的弱みの克服の遅れ、この２項目が非
常に大きな原因であったと思うので説明したい。
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１－２、過去のグローバル競争における日本製造業の課題
１９９０年以降、グローバル時代に日本の製造業はいかに
戦ったかである。一言でいえば、日本の製造業は利益が少な
い、ということであり、儲けるのが下手である。
米国の主要な製造業の利益率が１０％くらいであるのに対
し、日本の製造業は３～４％くらいのレベルにある。図に示す
ように、利益が低いと低収益の悪魔のサイクルに入りジリ貧に
なっていく可能性が高い。

１－２－１、グローバル市場への対応の遅れ
グローバル市場でのビジネスの難しさは ①利益が出にく
い、 ②お客様にニーズが多様、 ③変化が速い、この３点に
集約される。さらに新興国の場合には、資金の回収が容易で
ないこと、があげられる。中国・インドでは売れることと金が入
ることは全く別物である。したがって、新興国の場合には金の
回収を優先して考えていかなければならない。以下の事項は
過去にグローバル市場で発生した事象である。
＊円高
・・・（２０１５年２月現在では）もはや円高とはいえない。
＊新興国市場の急速な」発展
・・・新興国のニーズに合致した製品の投入が必要である。
日本市場でよい製品が、新興国のニーズとは合わ
ない。 ⇒当然、値段の安い製品が不可欠。
＊競争の激化 ＊規制緩和の加速
・・・市場価格が低下する。 ⇒売上げ・利益が減少
＊技術の平均化の加速 ＊製品成熟化の加速
・・・差別化が困難 ⇒売上げ・利益が減少
＊製品寿命の短命化
・・・新製品開発競争が激化 ⇒継続した製品開発が必要
＊競争相手は事業規模が大きい
・・・企業総合力の戦い ⇒売上げ・利益が減少
日本のメーカーは、自動車や家電の大きな業界を除くと、そ
のほとんどが競争相手に対して４～５番手のポジションにいる。
競争相手に比べ事業規模が小さいことが日本企業の弱点で
ある。
グローバル市場で現実に起こった、これらの事象は日本メ
ーカーに売上げと利益の減少をもたらした。
１－２－２、日本の製造業の本質的弱みの克服の遅れ
①性能、機能至上主義 （製品仕様の高度化優先）
・顧客情報の収集や収益に無関心な企業風土を醸成する。
・顧客ニーズを軽視した、技術スペック重視の新製品を
過剰投入している。
⇒結果として成熟製品の市場では低利益の製品を、新
興国市場では高品質だが高価格で競争力がない製
品となる。
②技術者・作業者の暗黙知の重視（“匠”依存の文化）
・業務の属人化を招き、標準化・ＩＴ化の遅れ、データ
ベースの軽視をもたらす。
⇒結果としてバリューチェーン業務の低生産性をもたら
し、事業のグローバル化を進める大きな障害になる。
日本の製造業は生産性が高いと思われがちであるが、２０
０９年のデータでは、米国製造業の労働生産性を１００とす
ると、日本は７０％であり、かつ、サプライチェーンを構成す
る中小企業の生産性は、大企業の６０％のレベルでしかな
い。今後のグローバル競争に立ち向かうためにも、我々の
生産性を高めるということが第一である。
③事業全体の最適化の不足 （“たこつぼ”文化）
・顧客満足・事業収益より部門最適優先の業務をもらす。
⇒結果として、ムダな摺り合せ、低収益、長いリードタイ
ムと高価格な製品をもたらし、顧客視点でバリュー
チェーンを統合・最適化する最大の障害となる
この３つのＤＮＡ的な弱みをいかにして克服するかがマネジ
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日本製造業は低利益なのは何故か。６項目を挙げる。
①
②
③
④

グローバル市場への対応の遅れ
日本の製造業の本質的弱みの克服の遅れ
売上至上主義である
資本調達が株式よりも銀行融資が主流で低金利で借り
ることができた
⑤ 意思決定の遅れが至るところで見られた
⑥ 国内市場を優先した。
この中で特に ① グローバル市場への対応の遅れ、 ②
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メントに課せられた課題である。
１－３、日本の製造業が直面する課題
１－３－１、業種に共通な課題 以下の１１項目を考える
課題 1 日本の製造業の５重苦
高い法人税・厳しい労働規制・温暖化ガス規制・
経済連携の遅れ・高い電力価格
課題 2 日本市場が需要地としては小さい
課題 3 国内工場の空洞化防止
課題 4 製造業の収益源の変化（製品からサービスに収益シフト）
課題 5 世界経済の不確かさの増大
課題 6 起業しにくい風土
課題 7 受注品製造業の低生産性
課題 8 グローバル市場での事業規模が小さい
課題 9 グローバル人材が不足
課題 10 ベテラン作業者の不足
課題 11 若者の理工系離れ 、などなど
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しかし、１９９０年を境にして、市場がどんどん海外に移って
いく時代になり、国内市場に適合したビジネスモデルとは全く
違うグローバル競争に勝ち抜けるビジネスモデルが要求され
るようになった。先ほどグローバル市場の特徴を説明したよう
に、グローバル市場に対応するビジネスモデルは、国内市場
に適合したモデルの延長線上には無い。非常に大きな不連
続の変化が伴うのである。その違いの最大のポイントは何か
というと「グローバル化とは“非日本化”」ということである。グロ
ーバルに事業を成長させようとすると、日本的なものを捨てて
それぞれの地域の民族特性に合う仕組みに組み替えること
が要求される。人事制度も、仕事の仕方もそれに合わせて変
えていかなければならない。

20150224 講義資料より掲載

この中で私が最も気にしているのは、課題１１の若者の理
工系離れである。日本の製造業の平均年収は一部の非製造
業と比べると低い。給与の低いところには若者は入ってこな
い。１９９０年当時、工場の設計課長の任にあったが、バブル
経済はなやかなりし頃で、工学部を卒業した学生のかなりの
人数が、銀行や保険会社等の非製造業に就職し、人材確保
が大きな問題であった。その流れは現在も継続している。
１－３－２、国内工場の課題
国内製造拠点の人件費は、グローバルに見るとずいぶん
高い部類に属する。したがって、競争に勝ち抜くためには、
製造費に占める人件費率を低下すること、生産性向上が大前
提にある。一方で生産性が向上したら、その分販売を増加さ
せないと雇用は減ることになる。生産性向上とは１０人ででき
た仕事を５人で行うということである。その分、人を減らさなけ
れば事業成績は良くならない。もし減員したくなければ、その
分の注文を取ってくる必要がある。受注を増やそうとすれば、
その分マーケティング、販売活動の強化、製品の市場認知度
を高めることが必要になる。
もはや、単純にいいものだけをつくっていれば、売れる、
勝てる時代ではないということであり、ものづくりに対するパラ
ダイムチェンジ（考え方を変えること）が必要である。
それに加え、ものづくりﾋビジネスそのものを、速く、大きく
変化する市場に対応できるように転換させていく必要がある。

グローバル競争を勝ち抜こうとすると、先に述べた「低利益
の２つの原因の克服」そして「日本の製造業が直面する問題
の克服」「ビジネス環境変化に追随する能力の構築」が必要
になる。更に、それぞれの企業は、ものづくりのイノベーショ
ンに費やすリソースに制約があり、限られたリソースでどのよう
に取り組んでいくかが大きな課題である。どの取り組みを優先
してリソースを配分するかも一種のイノベーションであると思
う。
限られたリソースで取り組もうとすれば当然無駄なことをす
る余裕はなく、「ものづくりビジネスの本質に立ち戻った取組
みが必要」である。「図 ビジネスモデルの変革」は冒頭話し
た１３の事業所を巡って、今までのやり方を変えよう、と言った
時に使ったスライドを少し変えたものである。永らく染付いた
意識を改革することが一番の課題であった。
「青木のいうことは解るが、こうしたことをしなくても給料はもら
えるではないか」、「なぜそれをやらなくてはならないのか？」、
そうした社員の価値観を変えることに非常に大きなエネルギ
ーを使った。

第２章、ものづくりのパラダイムチェンジ

２－２、ものづくりの本質
ものづくりとは、営業からサービスまでバリューチェーンと
いうひとつのシステムを通じ、顧客のニーズ（抱える課題）を
解決する製品やサービスを具現化してお客様に買っていた
だき、利益を生むビジネスである。ものづくりと言うと、とかく匠
の技が喧伝されるが工作現場の匠に依存するものではない。
次に、バリューチェーンにオカネをくれるのはお客様のみで
あり、社内にあるのはコストのみである。どんなに摺合せしよう
が何をしようが、それはコストを発生させることでしかない。
我々が取り組むべきことは、入るオカネの最大化とコストの最
小化である。

２－１、ビジネスモデルの変革
図は、横軸に年代、縦軸にビジネスモデルの成熟度を示し
ている。１９９０年国内のバブル経済が崩壊、ほぼ同時に東西
冷戦が終焉した。それまでは国内市場に適合したビジネスモ
デルで企業は存続でき、そのビジネスモデルの成熟度はか
なり高いレベルまで到達した。
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を高め顧客を創る活動をしなければならない。
マネジメントの泰斗ドラッカーの言葉を借りれば、顧客の創
造に不可欠なのは「マーケティング」と「イノベーション」である。
この 2 つについて、詳しく述べる。
２－４－１、「マーケティング」
顧客を起点としたすべての事業活動を意味する。
既にある顧客価値（顧客が解決したい課題）を理解し満足さ
せることである。「売る仕組み」ではなく「売れる仕組み」をつく
る活動である。市場調査ではない。マーケティングが進むと
販売活動の比率が下がってくる。
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更に、バリューチェーンは製品・市場・お客様によって変わ
る。新興国市場向きのビジネスであれば、当然安い価格の製
品をつくる能力が必要になるし、成熟製品と新製品でもバリュ
ーチェーンが異なる。また、お客様が変われば、また大きく違
う。即ち、高いオカネを出していただけるお客様対象のハイ
エンド製品と、多くのオカネを払えないボリュームゾーンのお
客様対象の製品でバリューチェーンは変わってくる。
すべては顧客から始まる。残念ながら日本の多くの製造業
は、製品をつくる即ちオペレーションに価値を見いだし、お客
様の価値について、あまり追求してこなかったのが実態と思
われる。

①マーケティングの５つのポイント
・顧客は誰か？
・顧客はなにを解決したいのか？顧客価値は何か？
・顧客はなにを重視するか？
・顧客の目標はなにか？
・顧客はなにを成果と考えるか？
受注品製造業は、他の業界に比べ営業部隊の陣容は比較
的小さい。且つ、それぞれの営業マンが特定のお客様と緊密
な関係をつくっていることもあり、マーケティングについて深く
考えることがなかったように思う。しかし、市場が国内から海外
に展開していくと、先ず、「顧客は誰か」を定義しなくてはなら
ない。狙う顧客は、製造業に儲けをもたらしてくれるのか、もし
くは、儲けは出るが非常に少ないのか、どこを狙う市場として
選ぶのか、誰がお客様か、などをしっかり考えることが必要で
ある。
顧客情報が不十分であれば、顧客が本当に望むものが判
らず、売れない新製品・サービスを開発し販売しようとしてしま
う。日本の家電メーカーはこうしたことを繰り返したのではない
かとマスコミにも取り上げられている。

２－３、グローバル競争に勝ち抜くために
ものづくりの本質は、先ほど言った「バリューチェーンという
システムを革新することであり、グローバル競争に勝つことは
グローバル市場でお客様を創造し顧客価値に近づき、成長・
売上げの増加・収益性・流動性（キャッシュフロー）を鼎立させ
ることである」と考えた。単なる製品づくりの製造業から、顧客
基点・収益重視・競争視点のビジネスを展開する「マーケティ
ング・オリエンテッド製造業」に転換すべきであるということが
私の基本的な考え方である。それに沿って６年間会社を変え
ようと取り組みを行った。
自分自身はテクノロジー・オリエンテッドの人間であったし、
三菱重工業もテクノロジー・オリエンテッドの会社である。しか
しテクノロジー・オリエンテッドにこだわりすぎると、オカネをい
ただけるお客様のことが分らなくなる。研究費をもっと増やそ
うとするならばお客様の価値を理解し、お客様起点のバリュ
ーチェーンを設計しよう、そうすれば技術者の満足と事業収
益の改善を両立させることが可能になると考えた。

②製造業が陥りやすいい間違い
オカネをくだるのはお客様であることを認識しつつも、過去、
ものづくり熱中型や販売熱中型のビジネスに陥った日本の製
造業が多々あった。家電業界がその一例である。こうした熱
中型に陥ると、売れない製品を繰り返し開発するので、会社
はどんどん疲弊していくことになる。そうして韓国メーカー負
けた。
一方、顧客の関心はどこにあるのかといえば、残念ながら
製造業が考えるような価値には関心がない。関心をもってい
るのは自社のことである。
・自社が抱えている課題を解決してくれる会社はどこか？
・自社の戦略に合致するように製品・サービスを適応させてく
れる会社どこか？
・どの会社がしっかりしているか、対応がよいか、うまく組織
化されているか？
・仕事ができて信頼できる会社はどこか？自社はどの会社と
取引すべきか？
要は、顧客は自分のことにのみ関心があるのであり、我々
のものづくりには関心がない。お客様の視点のお客様価値と、
製造業視点のお客様価値は、全く違うのである。オカネをい
ただけるのは顧客以外にはない。そこをよく理解して今後の
グローバル競争に立ち向かう必要がある。

「マーケティング・オリエンテッド製造業」を定義すれば、
①「世界各地域のお客様のニーズ・市場情報を収集・分析
して、売れて儲かる製品を企画する」。
これは言うは易いが、大変難しいことである。
②「お客様起点のバリューチェーンを構築・統合・最適化し
て変化するお客様価値を高いレベルで実現する」。
お客様の会社も当然グローバル経済で揺り動かされ、ニ
ーズも大きく変化する。ニーズ変化を時間軸で捉え、製
品開発やサービスの取り組みに入れ込む。
③「（オカネをくださる）お客様の傍らでビジネスを営む」。
グローバル化とは非日本化であり、日本中心の考え方や
過去の成功体験は捨てる必要がある。グローバルな環
境で勝ち抜けるビジネスモデルを構築することである。
２－４、顧客の創造
グローバル市場でビジネスを営むためには、まず「顧客の
創造」が不可欠である。グローバルに見れば、日本の製造業
は韓国メーカーよりも知名度は低いのが実態である。知名度
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③私の経験した顧客価値 B to B 機械製品
私が経験したＢtoB 機械製品の事例で顧客価値を説明する。
基本的な顧客価値は「機能性能がよく、品質が良く、安心・丈
夫で低価格の製品」である。
顧客価値を「製品価値」「サービス価値」「顧客従業員の価値」
に分けると、
・「製品に関する顧客価値」は、高性能・高信頼性・コンパク
ト・優れた保守性・価格である。
・「サービスに関する顧客価値」は、低コスト・短納期・高い現
地生産化率・充実したアフターサービスである。
・「（ＢtoB の製品であれば）顧客従業員の価値」。
仮に顧客が、値段は安いが実績に乏しい企業の製品を選
択したとしよう。その結果、トラブルが起きた、燃費が悪かった、
となれば、その製品を選んだ顧客企業の従業員は恐らく会社
内で批判される。一方、市場で実績がある企業の製品を選ん
だ場合、問題が生じても、「致し方ない。メーカー選定には問
題は無かった」と社内で見なされ、批判を受けないこともあり
得る。これは顧客企業の従業員にとっては重要な問題であり、
安心できるメーカーは彼らにとって価値である。
メーカーに優れた提案力があれば、顧客従業員の成績が
上がる。きめ細かな顧客サポート体制を取ってくれれば顧客
従業員の手数を煩わすことが少ない。これらは顧客従業員の
価値である。製造業はなかなかこうしたところまで気が回らな
い。顧客の価値を企業のモノサシで測ってはいけない。
三菱重工業の中で、このようなことを言うと、皆当たり前のよ
うな顔をしているが、果たしてそれができるのか、できている
のかといえば、なかなか難しい。設計者は特に難しい。どうし
ても自分がやりたいことが先立って図面を描いてしまう。
２－４－２、「イノベーション」
新しい経済活動を生み出すすべての活動である。
新しい顧客価値（顧客が気付いていない課題）を創ることで
ある。最近の事例で代表的なのはＳ．ジョブズのｉPｏｄである。
イノベーションといえば最近のはやり言葉で、新聞や政府
関係の文書で「技術革新」の代名詞として使われるが、企業
にとって必要なイノベーションは顧客に貢献するイノベーショ
ンである。どんなに技術が高度であっても、対象とする市場の
お客様が高度な製品に対価を払うことができなければ何の役
にも立たない。顧客に貢献すること、そして企業を存続させる
ために必要な売上や利益を創出するための従来とは異なる
新しい活動はビジネスイノベーションである。

ノベーションを追求する必要がある。どのイノベーションに
我々のオカネと時間と労力をつぎ込むのか、その意志決定も
マーケティングの一部であると考えている。限られたリソース
をどこに投入すれば最も大きな効果を得られるか、これはマ
ーケティングの取り組みと同じである。
２－５、収益性・流動性のカイゼン
２－５－１、バリューチェーンの本質
①バリューチェーンとはキャッシュを産むためのシス
即ち「オカネ儲けのシステム」である
これは、先ほど話したようにものづくりビジネスは工作現場
の匠の技によるものではない。顧客のニーズをバリューチェ
ーンを通して製品やサービスに変え、対価としてオカネを貰う
ビジネスである。従って、バリューチェーンは利益・キャッシュ
を産むシステムと言える。より大きなキャッシュを産むには、
（オカネを支払う）顧客の価値を起点として、すべての業務を
統合一体化することが必要である。部門最適とか縦割りが厳し
いとかいわれる会社では難しいことである。キャッシュを産む
スピードを上げるためには
・ビジネス全体のキャッシュを産むスピードを管理する。指標
は利益のみでなくキャッシュコンバージョンサイクルを使
う。
・高収益のシステムをつくる。バリューチェーンはオカネ
をうむシステムなので、機械あるいはシステムを開発す
る時の基本的な考え方や方法をそのまま使うことがで
きる。私はガスタービン開発で体得したものをビジネスに
適用した。
高収益のシステムには、「システムを構成する業務プロセス
が高い生産性を持つ」、「システム全体最適と統合」、「計画条
件からのズレ（変動）に強いこと」が必要であり、こうしたバリュ
ーチェーンを構築する必要がある。
次に、事業計画では収益性・流動性について目標が設定さ
れるが、それを限られたリソースで実現するためには、目標
利益から逆算してやるべきことを決める設計型アプローチが
不可欠である。基本的な考え方は、「企業の限られたリソース
で、目標利益を実現するためには、結果としての利益ではな
く、目標利益から逆算してバリューチューンの各業務プロセス
のコスト・リードタイムを割り付ける。従来の方法にこだわらず、
現状と目標とのギャップを埋める取組みのみを行う」ということ
である。
例えば、ガスタービン開発に置換えると、「コンバインドサイ
クル６０％を実現するガスタービンが欲しい」として組み合わ
される蒸気タービンの性能を与えられる。すると燃焼温度に
応じて、最適圧力比とそれを生み出すための圧縮機の段数・
翼型は決まってくる。それが現在の技術レベルにないもので
あれば社外にそれを求め、2 年あるいは 3 年でその技術を獲
得するための研究を行う。企業はリソースが限られているので、
あれもやりたい、これもやりたい、他社がやっているからそれ
もやりたいという、ないものねだりはできない。５億円の利益を
出すやり方と、１０億円の利益を出すやり方は違うし、投入す
るリソースの額も違う。目標利益が 8 億円ならその利益を出す
ためには、こういうやり方でしかできない。それ以外に無駄な
ことはしない、という考え方である。三菱重工業でこのような考
え方で全社を動かしてきたが、多くの事業でこうした考えが抜
けていたように思う。

①イノベーションでやるべき５つのテーマ
・マーケティングの目標（マーケティングで得られた事業
機会）を達成するために必要な新しい製品やサービス
・現行の製品・サービスを陳腐化させる技術的な進歩の
ために必要となる新しい製品やサービス
・マーケティングの目標達成のため、あるいは予期され
る技術的進歩に対応するための製品改良
・事業目標を達成するために必要な新しいプロセスや従
来のプロセスの改良
・バリューチェーン業務の生産性を向上する新しい取組
みと改良
一般にいわれているイノベーションと我々が志向するイノ
ベーションはずいぶん違う。我々はイノベーションを起こすた
めの資金を、我々自身で稼ぎ出さなければならない。そして、
お客様のためにお客様の価値に合った成果に貢献できるイ
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②バリューチェーンは“大量の情報を処理するシステム”
ものづくりというが、バリューチェーンを最初に流れるのは
情報であり、その後ものが流れる。情報の質と量をうまくコント
ロールしないとバリューチェーンの生産性は低下する。収益
性・流動性の向上には、顧客・調達・生産情報のリアルタイム
マネジメントが不可欠である。そのために顧客・調達・生産な
どの情報を統合したデータベースの構築が必要であり、グロ
ーバルに展開するには、インターネットやクラウドコンピュー
ティングを用いて大量の情報を共有し、高速処理をすることが
不可欠になる。ものづくりでは、バリューチェーンを流れる情
報の質を向上させ、必要量を低減すること、即ち、情報設計が
生産性・収益性向上の鍵である。

２－６、多様な競争相手に対抗するには
２－６－１、ビジネスのパラダムチェンジ
事業規模が大きいことが強いことではない。グローバル市
場で事業規模が比較的小さい日本の製造業にとって、シェア
主義・売上げ市場主義はナンセンスである。事業規模が小さ
くても、市場で５０％以上のシェアを持つ高収益の製品は強
い。三菱重工業では、売上げ規模が５，０００億以上の製品が
いくつかあるが必ずしも強くはない。グローバルに見ればも
っと大きな事業・規模を持つメーカーが２～３社あり、彼らの市
場戦略で振り回される。
一方、売り上げ規模が２００億弱の小さな事業でも、市場で
６０％～７０％のシェアを取れば、プライスメーカーとなり、強
い事業といえる。私が再建した製品のひとつは最もシェアが
高い時は７０％を超えた。
・成熟製品だからダメなのではない。とかく成熟製品では成
長の可能性が少ないといわれるが、そんなことは絶対な
い。その製品を社会が必要とする限り市場は存在する。成
熟製品であって、事業そのものが小さければ巨大メーカ
ーはその市場には参入してこないし、研究開発費の負担
も少ない。見方を変えれば、非常に旨味の多い市場であ
る。
・新事業開発の成功率は低く、利益が出るまでに時間がか
かる。これは根本的な特性である。魅力的な市場ではある
が、新しい市場を学習するためのコストとリードタイムが想
像以上に大きいのが実態である。三菱重工業でも様々な
新事業に取り組んだが多くは失敗であった。
・製品はサービス化し、サービスは製品化する。これはサ
ービスを通じて顧客を固定化しその後製品で固定化する
ことを意味する。従来は、競争力のある製品をつくり、売っ
て儲けることが主で、サービスをあまり考えていなかった
が、現在は利益の大半はサービスにシフトしているので、
今までとは違った考えが必要になる。

③設計終了段階で製品ライフサイクルコストの８０％が確定
ものづくりは情報づくりが鍵である。その情報をつくる設計
段階で勝負は決まってしまうと考えるべきである。工作は図面
という情報をものに転写するだけの作業である。設計図面の
質が悪ければ、工作・サプライヤの技量がいかに高くとも、品
質･コスト・納期で劣る製品しか作れない。サプライヤを含めて
設計の下流プロセスの生産性を向上する設計が重要である。
顧客が本当に望むものを把握するためには、営業だけでなく
バリューチェーン業務全体で顧客情報の入手に努め、製品
価値だけでなく、そのライフサイクルを考えた顧客価値を考え
なければない。
“単なる製品づくり”から脱却して“情報づくり”、さらに“高速で
大量の情報を処理できる製造業”に転換しなければならな
い。
④目標流動性の実現 リードタイム短縮と在庫削減

２－６－２、多様な競争相手と戦うための戦略
①顧客志向を徹底
グローバルで多様顧客情報を収集し、顧客価値を分析
する。製品仕様高度化優先から顧客視点に転換する。
顧客の傍で、現地スタッフを主体にビジネスを営む。
②売上げ市場主義から収益優先に転換
日本の製造業は、とかく不採算の製品や事業、競争に勝
てない製造から撤退できないといわれる。しかし、速やか
に撤退し、そこで生み出したリソースを勝てる分野に再投
資・再配分することが不可欠である。コスト競争が厳しい製
造機能以外で収益力強化が可能な分野（例 サービスや新
しいビジネスモデル）、長期的に儲かる事業分野へ早く転
換することが製造業の生き残りの鍵である。

20150224 講義資料より掲載

目標とする流動性（キャッシュフロー）を実現しようとすれば、
先ず取り組むべきは「リードタイムの短縮」、次に「在庫の削減」
である。リードタイムを短縮すれば、当然、短縮分の仕掛在庫
は減少する。材料・部品在庫の必要性はその部品や材料のリ
ードタイムで考え、在庫を持たないという考えが必要である。
在庫はキャッシュがものに転化したものでキャッシュの無駄遣
いである。
三菱重工業の製品の殆どは企業からの受注品であるが、
製造リードタイムが長く、在庫は必要悪と考えていた。しかし、
リードタイムを大幅に短縮して、受注リードタイムより、製造リ
ードタイムを短くすれば、在庫を持たなくて済む。受注品こそ
リードタイム短縮に力を注がなくてはならない。

③同質の戦いから異質の戦いに転換
形あるものは必ず真似られるので、真似られないものを
創っていくことが重要。いかに創っていくかはマネジメント
の仕事である。市場での立ち位置を明確にして独自のポジ
ションを追求し、規模以外の独自技術、ビジネスモデル、サ
ービスなどに異質な要素を持つこと、単なる製品差別化で
はなく、事業構造（プロセス、価値観）の異質化を志向する
など多面的な取り組みが必要である。
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２－６－３、ポジショニングの重要性とその３要素
変化の激しい競合市場で勝ち残るにはポジショニングが重
要である。
・ポジショニングには市場に出回っている全ての競合品との
差異化が必要である。ただし、差異化は顧客の立場で言え
ば、製品やサービスに関することというよりも、むしろその会
社のビジネスのやり方に関するものである。
例えば、技術者は三菱重工業の強みは「高い性能である」
という。しかし、私の見る目はかなり違って「その程度の性能
差は何ら競争力の強みにはならない。お客様が評価してい
るのは、『最後まで責任を持つ会社』ということである。お客
様の視点での強みをもっと伸ばすべきである」と話してきた。
・製品の差異化は市場環境と相互作用してできる。したがって、
市場環境が変われば、自社製品のポジショニングを変える
必要がある。
かつて日本の製造業が最も輝いた時は、高度の工業製品
をつくる国で日本が人件費が最も安かった。しかし、さらに
人件費が安い国、例えば韓国や中国が出てくるとポジショニ
ングを変えなければならない。ポジショニングがキチンとで
きればそれがブランドになる。
・ポジショニングは企業全体の課題であり、製品の設計、調達、
製造、マーケティング、サービスなどの各部門が結束しなけ
ればならない。
①ポジショニングの３要素
・製品のポジショニング
自社製品の“売り”を何にするのか？
顧客との関係をどのように強くするのか？
・市場のポジショニング
製品が市場の認知（顧客の信頼）を得るには？
・企業のポジショニング
会社の財務体質が健全なこと。赤字の会社がどんな
に良いものを出しても顧客、特に BtoB の顧客は飛び
つかない。

第３章マーケティング・オリエンテッド製造業
の取り組み
第１章・第２章で話してきた内容を、マーケティング・オリエン
テッドの製造業の取り組みとしてまとめたい。
３－１、マーケティングに関するパラダイムチェンジ
従来の営業部隊の考え方は、「BtoB ビジネスでは、顧客が
分っていてつきあいも長いので顧客のニーズを聞いておけ
ばよい。マーケティングは不要」、「顧客の関心は経済性なの
でそれを考えておけばよい」、「顧客の言うことをすべて受け
入れないと受注できない」であった。
しかし、ＢｔｏＢであれ、市場のグローバル化により、新規顧
客の開拓や、将来の市場ポジションを見据えたマーケティン
グやブランド戦略が不可欠である。市場に合わせて考え方を
変えねばならない。従来の御用聞き的な営業・マーケティン
グから戦略的なマーケティングに転換する必要がある
まず、「市場は競争相手の顧客（ノンカスタマ）が動かす。
顧客情報だけでなく、市場情報を組織的・体系的に収集・分
析すること」である。仮に自社の製品のシェアを２０％とする。
グローバル市場で２０％といえばずいぶん大きなシェアであ
るが、残りの８０％の顧客は競争相手の製品を使っているわ
けである。次に、主要な取り組みを説明する。
「徹底した三現主義で本質的な顧客ニーズとその時間変化
を知ること」、「製品だけでなく、サービスも含めてライフサイク
ルコスト視点でマーケティングを行うこと」、「顧客ごとの個別
設計・製造から、より収益性の高いビジネスに転換すること」、
「ブランド構築のために、顧客が自社製品を選択する理由を
強化すること」。である。
３－２、マーケティング・オリエンレッド製造業が取り組む項目
以下は私の考えたマーケティング・オリエンティッド製造業
が取り組むべき５項目である。
①顧客視点の顧客価値を把握
組織的・体系的・継続した顧客情報の収集、データベー
スの構築と分析
②勝てる土俵で勝負する。
（顧客価値に基づく）明確な市場ポジショニングと製品・
サービスのブランドマネジメント
③競争に勝てるコスト・リードタイム の実現
Cost is freedom 、Speed is Power である。
顧客価値を起点としたグローバル競争に勝てるバリュー
チェーン設計が必要。
④マーケティングとサービス・製品開発・生産・技術開発の
一体化
顧客価値をよりバリューチェーンに浸透させるための手
段である。
⑤IＣＴの活用
（上記４項目）を実現する上で必要なインターネット、クラ
ウドコンピューティングの活用。グローバルに展開した生
産拠点、サプライチェーンの大量情報をＩＣＴを使い体系
的に整理し適切な情報を発信する。

②ポジショニングの注意事項
日本の製造業によく起こることであるが「技術スペックの高
さ」 「低価格」をポジショニングの中心に据える企業が多い。
残念ながら、これは問題が多いといわざるを得ない。
・先ず「技術スペックの高さ」
技術進歩が早く、技術優位性を長期間維持することは困
難であるし賞味期限は短い。大半の顧客は製品の技術
的な細かな違いについて関心がない。その製品の生み
出す経済的な価値に関心を持つのである。
・次に「低価格」
低価格製品は価値の低い製品として見られやすい。価
格を下げれば下げるほど利益の幅はなくなり、金融・証
券業界からはその企業の将来について悲観的な見方を
される。
こうした点に留意しながら、技術面でのリーダーシップ、製
品の品質、サービス、サポートなどの無形（目に見えない）の
要因に基づいたポジショニングが必要である。

３－３、マーケティング・オリエンテッド製造業の戦略
①顧客が自社を選ぶ理由（強み）を把握し、強みを発揮で
きる分野でＮＯ．１になること （勝てる土俵を探す）。
そのためには、
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・自社のものさしでなく、顧客のものさしで、顧客価値、自
社の強みを見る
・それに基づき、市場で独自のポジションを追求。儲かる
ビジネスモデルに注力する。
・バリューチェーンのどこで利益を出しているか分析し利
益源を強化することが必要。

できる短いリードタイムが要請される。グローバルにサプラ
イチェーンを展開すると、欠品の発生やカントリーリスク等、
様々な問題が起きる。そのような計画外の変動に追随して
生産計画を迅速につくり直す能力も必要になる。
⑤真似されにくい独自の強みをつくる
このためには、
・単なる製品でなく、顧客の損益改善と運転資本の軽減に
貢献する機能を販売する。
・単なる製品の差別化でなく、事業構造（プロセス、価値観）
の異質化を志向する。
・サプライヤ・提携先・顧客などの自社の評判やビジネス
能力を高めてくれる支持者群を構築する。
ことが必要である。
サプライチェーンや顧客を自社の事業の中にうまく組み
込むと自社の強みにできる。特に、後者は最大の強みにな
ると思う。

20150224 講義資料より
掲載
②明確なブランド戦略を持つ
（顧客が自社を選ぶ理由の把握）
このためには、
・顧客を絞り込み、顧客視点に基づく最高品質の製品・
サービスを提供する。
・独自技術、ビジネスモデル、サービス等異質な要素
を持つ。
・マーケティング、市場の認知度を高めるための活動を強
化する。
ことが必要である。
顧客視点の顧客価値を把握するには、顧客が自社を選ぶ
理由を見つけねばならない。しかし、これはあまり行われてい
ないと思う。例えば、商談があって何件か受注し、何件かは逸
注した時に、逸注した案件はなぜ逸注したか分析する。
しかし、それはあくまで製造業の視点であって、お客様か
ら見る製造業の強みは、受注した案件にその強みがあると思
う。競争相手に比べて違う強みがあるがゆえに、顧客は自社
を選んでくれた。顧客視点の自社の強みの分析こそが重要で
あると考える。

第２部
グローバル競争で勝ち抜くための
イノベーションの実践
第１部ではグローバル競争で勝ち残るためのイノベーション
概論を話してきたが、第２部では、それらを三菱重工業に定
着させるため６年間取り組んだ内容を紹介する。
第０章 グローバル競争に勝ち抜くバリューチェーン
要件・基本設計・BtoB 製品での構築方針
０－１、バリューチェーンの要件
主要な取り組みは以下である。
・世界各地域で顧客ニーズ・市場情報を収集して“売れて、
儲かる”製品企画ができること。
・開発期間 ５０％以上減、開発コスト ３０％以上減 を実現
する開発プロセスの構築。
・製品納期 ５０％以上減、製品価格 ３０％以上減（＊）
を実現するバリューチェーン・調達ネットワークの構築
（＊）国内市場比 製品毎に異なる。新興国のボリュームゾ
ーン対象の製品は５０％以上減。

③グローバル競争で戦える価格の実現
このためには、
・製品に占める人件費の比率を下げるために生産性を徹
底して向上させる。
・目標利益達成のため、バリューチェーン全体で収益改善
に貢献しないコストを徹底して削減する。
・調達する地域の工業規格に合致した部品設計を実施し
コストを実現する。

０－２、バリューチェーンの基本設計
バリューチェーンの設計では、日本の製造業の抱える課題
の解決が必要である。以下の取り組みを行う。
①グローバル市場の３つの難しさの克服
「利益が出にくい」「顧客ニーズが多様」「「変化が速い」
ことに対応できるバリューチェーンの仕様は、
・目標利益・リードタイムを実現できること。
・新興国を含め、市場ニーズに柔軟に適合できること。
・バリューチェーンの内外で発生する変動に強いこと。

④生産情報の高速フィードバックとリードタイム短縮により、
計画外の変動に柔軟に対応
これにより、
・受注変動に迅速に対応し機会損失を低減する。
・顧客の納期変更によるバリューチェーンの混乱によ
る損失を防止する。
・設計変更や部品の納期遅れによる損失を防止する。
ことが可能である。
現在のグローバル経営は非常に速く変動する。金融経
済は特に速く変化する。製造業は素材を購入して加工し、
組み立てて出荷するためリードタイムが長い。市場の変動
に対して機会損失を減らそうとすると、市場情報に速く対応

②日本の製造業の本質的弱さの克服
「性能・機能主義」「暗黙知の重視」「全体最適不足」を克服
できるバリューチェーンの仕様は、
・顧客視点・収益を重視したものであること。
- 13 -

・技術者・作業者の暗黙知を排除したものであること。
・事業収益最大化のため、儲ける業務プロセスを重視したも
のであること。
バリューチェーンはオカネ儲けのプロセスである。スペッ
クを明確にして、それに合うように各業務プロセスをつくっ
ていけばシステムや製品の開発と同様な取り組みが可能
である。

第１章、グローバル競争に勝ち抜くバリューチェーン
構築のための６つのイノベーション活動
１－１、バリューチェーン変革の６つのイノベ―ション
次に、実際に取り組んだ活動を紹介する。バリューチェーン
を６つに分類して、従来と異なる取り組み、そして仕事のやり
方を変える取り組みを導入・定着させる活動を行った。これを
６つのイノベーション活動と称した。６つのイノベーションとは、
マーケティング/セールス、プロダクト、プロセス、サプライチ
ェーン、テクノロジー、サービス業務のイノベーションである。

０－３、BtoB 製品のバリューチェーン構築方針
受注品のバリューチェーンを構築するための主要な取り組
みを説明する。
①グローバル競争で戦える価格の実現
このためには、
・バリューチェーン全体を最適化する“儲ける”設計の適
用。
・収益改善に貢献しないコストの徹底削減（コストマネジメ
ント）。
・製品に占める人件費の比率が小さい生産システムの適
用。
・調達する地域の工業規格に合致した部品設計の実施。
最後の項目は、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場でビジネスを展開する上で特
に配慮が必要である。JIS 規格で設計し図面を描いて、現地
（中国やインド）で調達をしようとすると、しばしばその地域・国
の工業規格にない材料・部品があったり、公差も相違する。ＪＩ
Ｓ規格の材料・部品にこだわると、中国やインドのメーカーは、
日本からＪＩＳ規格の部品や材料を輸入して加工した時の見積
りを返してくる。それは日本で買うよりも高い見積りとなること
が多い。設計段階から調達する地域をあらかじめ選定して、
現地の工業規格に合致した部品設計を行い、材料を買えば
調達はスムースに行える。
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②収益性・生産性向上
このためには、バリューチェーン業務において、
・業務の標準化・ＩＴシステム化により、暗黙知に依存した
属人的業務をなくす。
・統計的・数学的な取り組み、シミュレーションに基づく、最
適なやり方を適用。
・バリューチェーンのどこで利益を出しているかを分析し、
利益源を強化する取り組みを行う。
ことが必要である。

この中で「テクノロジー・イノベーション」については、従来
の考え方の幅を少し広げて、すべての業務プロセスで科学的
アプローチを使って生産性を高める取り組みを行った。製品
開発の時にのみテクノロジーを使うのではなくて、儲けるため
にテクノロジーを使うことに力を入れた。
この活動でバリューチェーンを革新したわけだが、大事な
ことはビジネスモデルに合致したバリューチェーンをつくると
ことである。代表的なビジネスモデルは EＴＯ・ＥＰＣ・ＣＴ
Ｏ・・・等あるが、各々のビジネスモデルでバリューチェーンの
中身は変わってくる。自事業のビジネスモデルはどのようなも
のであり、それにふさわしいバリューチェーンはどのようなも
のであるか考えて取り組むことが大切である。
例えば、三菱重工製品の特徴は次の通りである。「産業基
盤を支える製品が多い。一般的に生産台数は少ない。長期の
信頼性が要求される。リードタイムが長い。需要の変動が大き
い。お客様が企業で受注型製品が多い。言いなり受注で、そ
の都度設計になりやすい。受注前後にお客様・パートナーと
の情報の摺り合わせが多い。納期厳守。案件ごとにグローバ
ルに競合。多品種少量生産。・・・・・」等々、こうした特徴を踏
まえてバリューチェーンを再構築しなければならない。
図に示すのは、６つのイノベ―ションの主要な３つの取り組み
である。

③生産情報の高速フィードバックとリードタイム短縮により、
計画外の変動に柔軟に対応
これにより、以下が得られる。
・受注変動に迅速に対応し機会損失を低減。
・顧客の納期変更によるバリューチェーンの混乱を防
止、損失を防止。
・設計変更や部品の納期遅れに迅速に追随し、損失を
防止。
これを実現するには、まず業務フローを分析し、サプライ
チェーン業務の無駄な待ち時間を徹底して無くすこと、次に
バリューチェーン全体で調達・生産状況のリアルタイム監視
を行い、部品の遅れなどを即座に把握すること、そしてそれ
に基づき生産計画を即座に修正する仕組みを構築すること
が必要である。
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２－２、顧客価値（ニーズ）の徹底理解
次は、顧客価値の把握である。製造業視点の顧客価値で
なく、顧客視点の顧客価値の分析が重要である。
①顧客は何を必要とし、何を最も重視し、何を必要としてい
ないか？
何を必要としているかは重要であるが、何を必要として
いないかも重要である。これを考えないと、過剰品質の製
品が開発される。そのように考えると、真に重要なことがあ
まり調査されていないことに気付く。
②顧客がより効率的にビジネスを行うために、自社に何が
できるか？ どのような貢献ができるか。
BtoB 製品が BtoC の製品と相違するところである。留意
すべきことは、顧客ニーズだけでなく、顧客に影響を与える
要因の時間的変化を知ること。さらに、受注品ビジネスであ
れ、顧客のニーズは現地に行かなければ分らないので、
徹底した現場主義で本質的なニーズを知ることが必要であ
る。
２－３、顧客に影響を与える要素
従来は、「顧客の価値・抱える問題（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ value）」、
「競争相手（Ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒｓ）の市場戦略」そして「自社
（Company）の強み・弱み」を加えた３Ｃを分析して、市場戦略
を立案した。
しかし、これだけでは不十分であり顧客価値をより深く知る
には、「顧客に影響を与える人・組織・規制等（Customer’s Ｃ
ustomers）」、「顧客の業界での競合（Customer’s Ｃｏｍｐｅｔｉｔ
ｏｒｓ）」の 2C を加えて、分析を行う必要がある。さらに、国際標
準規格・新しいルール・特許戦略等で問題となる商品であれ
ば、これらに最初から取り組んでいかなければならない。
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第２章 マーケティング／セールス・イノベーション
～継続した体系的マーケティングの実践と明確な市場・ポジションの追求～

２－４、マクロ・ミクロ分析 による統合マーケティング
基本的な考え方は、「市場は、他社の顧客が動かす。市場
環境に常に配慮すること」である。
先ず、「製品の取捨選択」を行い勝てない事業は撤退する。
次に、「その製品市場で過去どんなことが起こったのか、今後
どのようなことが起こるのか」を分析する。これをミクロ分析と称
する。「当該製品市場の成長に影響を与える要因の分析」を
行う。これをマクロ分析と称する。
これに加え、競争相手も同じようなことをしているので「業界
のトップメーカーの市場活動」を分析する。
これらの分析結果を総合して「製品毎の事業戦略を立案」す
るようにやり方を変えた。
技術本部長になって最初に行ったことひとつは、それまで
の技術本部には無かったマーケティング部隊を設けたことで
ある。約６０名を配置した。

２－１、“良い製品”に関するパラダイムチェンジ
第一に良い製品の定義を変えることを行った。技術者視点
の良い製品は、オカネをくださる顧客視点の良い製品では
ないことを繰り返し説明し、技術者の意識改革を求めた。
当たり前のことであるが、マネジメントが口をすっぱく
して言わないと技術者の意識は変わらないものである。
このために使用したスライドがこれである。

２－５、市場の時間変化に対する打ち手
次に、市場の時間変化に対する打ち手を考えねばならな
い。顧客企業もグローバル経済に揺り動かされており、顧客
価値（ニーズ）はどんどん変化する。そのニーズ変化を予測し
て事前に打ち手を作成しておくことが重要である。ニーズが
変化してから慌てて取り組みを修正しては遅れをとる。市場は
まさに生きているのである。
次に、速く動くには、マーケティング情報を一元管理して共
有することが重要である。マーケティング情報のデータベー
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スをつくり、営業だけでなく、関連する部門の実務を行う部隊
が、同じ情報を持つようにする。
この取り組みを始めた時に抵抗したのは営業部門である。
自分の持っている貴重な営業顧客情報を出したくないという
意識が非常に強く、顧客の情報提供やデータベースをつくる
ことに非協力的であった。彼らの理解を得るため、多くのエネ
ルギーを費やした。顧客価値を起点とした業務を行うには、
顧客情報を一元管理して、バリューチェーン全体で共有する
ことが必要条件である。

３－１－２、顧客の絞り込み
次に、利益効率が良いバリューチェーンの構築には顧客
の絞り込みが必要である。
①顧客が決まれば、競争相手が決まり、自社の強みが決ま
る。ハイエンドであるか、ボリュームゾーンであるか、そ
れによって製品の中身もバリューチェーンもすべて変わ
る。
②すべての顧客が買って、儲けさせてくれるわけではな
い。我々にとって重要な顧客とは儲けさせてくれる顧客
である。
三菱重工業には非常にたくさんの製品があるが、このよう
な考え方でそれらの製品を分析すると面白いことが分る。オ
カネをもっていない顧客と付き合っている製品は、どんなに
頑張っても、どんなに顧客に貢献しても儲からない。極めて
単純である。事業は儲けるためにやっているのであり、顧客
の絞り込みは非常に重要である。
顧客をうまく絞り込むには、「顧客データベースを作成」し、
“顧客の財務状況（新規投資余力の有無）の調査分析”をする。
即ち、顧客がオカネを持っているかの分析である。そして、
“顧客の顧客の業界の景気動向調査（新規投資するニーズの
有無）”を調査する。顧客がオカネは持っているが、それを使
う時期にあるかを分析する。
こうして、顧客を絞り込み、集中的に販売活動を行う。こうす
れば限られたリソースで最大の事業活動ができる。

20150224 講義資料より掲載

３－１－３、“売れる”商品の企画手順
では、売れる製品を企画する手順を説明する。以下の 6 つ
である。
①顧客ニーズの変化と製品毎の収益を時系列に分析す
る。
②最も価値のある地域・顧客を特定する。
③売れ筋の製品の特定とその理由の分析をする。
④個々の製品の市場拡大の可能性・時期の推定をする。
⑤そこにおける売り上げ・利益増加の推定をする。
⑥顧客に販売活動をする時期を検討する。

第３章 プロダクトイノベーション
～マーケティングと製品企画・開発の融合～
３－１、売れる製品の企画
３－１－１、売れる製品の企画

３－２、儲かる製品の企画

20150224 講義資料より掲載

売れる製品の企画では、パラダイムチェンジが必要である。
性能がよくて機能も優れているから売れるはずだ。これは技
術者の思い込みであり、現実にはそうはならなかった。製造
業視点の良い製品が売れるとは限らない、売れる製品が良い
製品なのである。“売れる製品”の持つ特徴は、次の通りであ
る。
①仕様重視・技術重視でなく、顧客価値を重視した製品。
②個客が認識していない新しい顧客価値を持つ製品や顧
客が予想する以上に進化した既存製品。
③製品企画段階から顧客を巻き込んで“顧客の戦略”に合
致 している製品。
③社会トレンド・顧客ニーズの変化に対応してタイミングよく
市場投入した製品。
④自社の本質的な強み（顧客が選んでくれる理由）を生か
し製品（例 高品質、きめ細かさ、環境性、コンパクト、即
納力等）

20150224 講義資料より掲載

儲かる製品の企画でもパラダイムチェンジが必要である。こ
のスライドに記述してあることは、極めて当たり前のことである
が、この当たり前のことがなかなかできない。“儲かる製品”が
持つ特徴を以下に纏める。
①ライフサイクル・バリューチェーンのどこで儲けているか
が明確で、そこに焦点をあてて設計された製品。
②顧客を満足し、開発に必要なリソース・期間を最小とする
製品。
③バリューチェーン全体を最適統合する“儲ける”設計を徹
底した製品。
④社会のトレンド・顧客のニーズに合わせてタイミングよく
市場投入する製品。
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⑤トラブルが少なく市場評価が高い製品。

点では日本の強みは「サービス」である。品質はドイツ、価
格は中国である。

３－２－１、セミ標準化設計の適用
顧客の仕様を全て受け入れて個別設計・製造するやり方
が三菱重工業の大型機械製品では行われてきたが、この
やり方が通用するのは国内市場であり、グローバルに顧客
が広がると、このやり方では対応できない。リソース及び納
期の観点から困難である。
従って、グローバルな顧客ニーズと標準化を両立させる
セミ標準設計が必要となる。そこで、マスカスタマイゼーシ
ョン・モジュラー設計の手法を大型機械製品に取り入れた。
この手法は、自動車業界・電気業界では一般的に取り入れ
られている設計方法であるが、機械業界でこうした方法をう
まく使っている企業は多くはない。
この手法では、顧客ごとに異なる仕様と、顧客に共通し
た仕様を分離。共通仕様部は標準図を作成し、顧客ごとの
設計はしない。こうして、新規図面を大幅に削減する。これ
により、バリューチェーンを通る情報量が削減され、品質・
コスト・納期の大幅改善がもたらされる。
このセミ標準化設計の浸透には約６年かかった。社の資
金を投入して約５０種の製品で実行した。一番の抵抗勢力
は設計部隊であった。しかし、私はガスタービンの設計開
発のリーダーを長くしていたこともあり、他製品の技術者で
あっても説得することが出来た。事務系の者がリーダーで
設計部門にセミ標準化設計をやろうというと非常に大きな抵
抗があると思う。この時の設計者の言い分は「事務屋に何
が判るか」ということである。

３－２－３、セミ標準品を企画での留意点
こうした標準品をつくろうとすると、過去に引き合いのあっ
た製品のデータを分解・分析して標準部分と顧客固有部分
に分けるのだが、リードタイムが長い受注品の場合には、
セミ標準設計された製品が、実際に製品化されるのは、数
年後という場合が多い。大きなプラントとなれば、５年後や１
０年後もありうる。すると、現在行っているセミ標準設計は、
１０年後の顧客ニーズに対応できるものでなければならな
い。過去の引き合い情報と将来の市場予測を合わせて「共
通仕様」と「顧客固有仕様」を分ける取組みが必要である。

20150224 講義資料より掲載

３－２－２、セミ標準品のイメージ

３－３、売れる、儲かる製品の開発
３－３－１、マーケティング・オリエンテッド“製造業の戦略”
儲かる製品の開発

20150224 講義資料より掲載 グローバル競争に勝ち抜くバリューチェーン要件

儲けるための設計は、
①バリューチェーン全体を最適化する“儲ける”設計の適用
これには、以下が含まれる。
・マスカスタマイゼーション・モジュラー設計。
・設計の下流プロセスの生産性を高める設計（ＤＦＸ）。
・サプライヤを巻き込んだ設計。
②バリューチェーン業務の生産性向上・コストマネジメント。
③トラブルの防止。
が主な取り組みとなる。

20150224 講義資料より掲載

このスライドにおいて、「グローバル共通仕様」は標準化
対象部分である。「各地域共通仕様」部分で、地域毎に仕
様が変わることに、そして「お客様毎固有仕様」の部分で顧
客毎の仕様に対応する。ガスタービンを例に取れば、地域
毎に環境規制が相違するので、地域ごとの共通仕様が変
わる。
新興国向け製品の共通仕様は「お手頃価格・基本機能
のみ・メンテナンスが容易・丈夫な製品」となる。価格競争に
陥らぬためには、「製品・サービスの独自性があること」、
「ポジショニングやブランド戦略を重視すること」が重要であ
る。
その点では、日本の製造業は弱い。日本人の多くは日
本の製造業の強みを「品質」と思っているが、グローバル視

20150224 講義資料より掲載 グローバル競争に勝ち抜くバリューチェーン要件

これを実現するための取り組みは、
①新規作成図面の少ない設計。
②シミュレーションを最大限し試作テストを最少化。
③グローバル調達を前提とした原価企画型設計。
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である。
この中で新規作成図面の少ない設計が最も有効である
が、設計者は嫌がる。彼らの意識を変えることが必要であ
る。

３－３－５、外部サプライチェーンを巻き込んだ設計
最終製品組立業の内製率は、自動車会社で２７～２８％、
三菱重工業は平均すると３０～３２％くらいである。コストの
大半は社外で決まる。従って、サプライヤの知恵を最大活
用して製品のコストダウンと高品質を両立させることが鍵に
なる。
先に「設計終了段階でライフサイクルコストの 80％が決ま
る」と話したが、これは設計者が優秀である、価値があると
いうことではない。設計段階で下流のプロセスの生産性を
高める活動を行わねばならないことを意味している。内製
率が３０％の製品であるとすれば、７０％は外製であり、開
発の初期段階からサプライヤを選定して、サプライヤの知
恵を入れた設計を行うことが重要である。セミ標準設計、
DFX に加え、最初からサプライヤを入れた設計を行うと、自
由に設計したい設計者のマインドに縛りを掛けることができ
て、Ｑｕａｌｉｔｙ・Ｃｏｓｔ・Ｄｅｌｉｖｅｒｙを鼎立させる製品設計に近
づくことが出来る。それに加えて開発スピードも速くなる。

３－３－２、バリューチェーン全体最適化設計
バリューチェーン全体を最適化する設計とは、「顧客仕
様を満足し、①バリューチェーンを通る情報量を減らし、
②下流プロセスの生産性を向上する設計」である。こうした
設計ができる設計者はどこの企業でも数が限られると思う。
高度な工業製品になると、どうしても分業化が進む。その結
果、「ここはよく知っているが他は知らない」、「技術的なこと
には興味があるが、儲けることには興味がない」。そうした
技術者が増えている。技術者のマインドを変えることもマネ
ジメントの仕事である。
ある受注品のバリューチェーンのコスト構成を見ると、設計
段階で計上されるコストは製造コストの数％であるが、設計
終了段階でライフサイクルコストの８０％が確定する。
従って、「設計段階で、顧客の仕様をどこまで満足させら
れるか、セミ標準設計をしてバリューチェ－ンを流れる情報
をどれだけ減らせるか、加工しやすい材料を使い、生産し
易い設計が出来るか」が鍵になる。

３－３－６、原価企画型設計の徹底
原価企画型設計は日本の製造業が強みとしてきた方法
であるが、現在少し弱くなっているのではないかと思う。原
価企画型設計プロセスでは、「製作原価＝市場価格－利益」
と考える。目標原価を実現するために、要求機能と原価目
標を同時に達成する構造・システムを最初から決めていく
やり方である。このやり方は原価積み上げ型プロセスに比
べて開発期間を短縮することができる。グローバル調達を
前提とする製品であれば調達地域の工業規格に準拠した
設計を行う。このようにすれば目標とする価格を早く実現で
きる。

３－３－３、バリューチェーンのセミ標準化
製品のセミ標準化に合わせて購買・製造・輸送・据え付
け・サービスといったバリューチェーンの業務についてもセ
ミ標準化するとコストの削減・リードタイムの大幅短縮が可能
になる。このような取り組みを行おうとすると、バリューチェ
ーンの業務間の壁を無くさねばならない。
強いリーダーが製品のセミ標準化に合わせて、バリュー
チェーン業務、工場の設備、材料、治工具などもセミ標準
化することを強く主張することが必要である。

３－３－７、新製品の早期市場投入

３－３－４、下流プロセスの生産性を高める設計

20150224 講義資料より掲載
・ＤＦＭ（manufacturing 製造性に配慮した設計） 加工しやすい
材料を使った設計、フィルター類を大きくすると加工しやすい
・ＤＦＡ(Assembling 組立性に配慮) ボルト・ナットの数を減ら
す、あるいは無くして嵌合させる
・ＤＦＳ(Maintenance 保守性・サービス性に配慮)
・ＤＦＰ（調達性に配慮）
等々がある。

残念ながら日本企業の設計部門は、工作現場がしっかり
していたので、ＤＦＸがあまり得意ではない。工作部門のマ
インドは、たとえ図面の精度が曖昧であっても、うまく作って
見せることであった。しかし、こうした考えは間違いである。
米国では工作現場が弱体であるので、標準化とＤＦＸが進
んでいる。今後、日本の製造業が海外に展開していくとな
ると、匠の技は期待できないので、標準化とＤＦＸに注力す
べきである。
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20150224 講義資料より掲載

図は、横軸が時間、縦軸が市場における優位性を表した
ものである。マーケットシェアは概念化して表現してある。
時間が経つと最終的には同じ価値を持つ製品であっても、
早く開発すれば大きなマーケットシェアが得られ、開発が
遅れると大きなマーケットシェアは獲得できないことを表し
ている。
顧客にとっても、新製品を早く入手すれば、顧客間の競
争で優位に立つことができるので、その製品価値を認めて
くれる。遅れるとその逆になってしまう。顧客が期待する新
製品の早期市場投入は市場を支配するために、最も重要
な取り組みである。

３－３－８、開発期間短縮の成功例
「ターボ冷凍機の開発と国内シェアの変遷」
こうした考え方で私が実践した事例を紹介する。この事
業は 199９年国内シェア１３％で最下位であった。他社の３
倍のスピードで新製品を開発して、市場に新製品を投入し
続け、４～５年で市場の過半数のシェアを獲得、最も高い
時には７０％近いシェアを獲得した。この事例からも新製品
の早期市場投入の重要性が理解できると思う。

しやすい設計（ＤＦＸ・サプライヤを巻き込んだ設計）」の実
践である。具体的な手段は、「セミ標準化設計」「製造プロセ
スなどを標準化する設計」「ＤＦＸ」「外部サプライチェーンを
巻き込んだ設計」「試作レスの開発」「原価企画型設計」であ
る。
３－３－１１、試作レスの開発
試作品の試験を最少とすることは、開発期間・コストの大幅
短縮をもたらす。私はガスタービン設計に携わってきたが、
研究者としての専門分野はスーパーコンピュータを使ってガ
スタービンの流れを解析していくことが専門であった。世界
最先端のシミュレーション技術を用いて、設計期間の短縮、
設計精度の向上、新設計要素の検証試験の大幅短縮を実
現した。更に、製品設計だけでなく、シミュレーションを使っ
て、製造プロセスの最適化を行った。この取り組みで性能・
信頼性・製造性の確認に必要な試作の回数を大幅に減少さ
せ、リードタイムの短縮を実現することができた。

第４章 テクノロジー・イノベ―ション
～マーケティングと技術開発の融合～
（勝てる・儲かる技術の開発）

150224 講義資料より掲載

３－３－９、フロントローディング型ものづくりへの変革
こうした開発をしようとすると、開発リソースの投入が後半
偏る従来の方式（アフトローディング型開発）から、開発初
期段階にリソースを集中的に投入して開発・工作・サービス
を併せたコンカレントな取り組みを行うフロントローディング
型開発に変わらねばならない。この開発方式はさまざまな
企業で叫ばれているが、十分に出来ている企業は少ない。
フロントローディング型開発（垂直立ち上げ型ものづくり）で
重要なことは、開発の初期段階でオカネを投入することで
ある。口ではフロントローディングというものの、人・資金の
投入の仕方は従来のままであまり変わらないという例はたく
さんある。
プロジェクトリーダーはコンティンジェンシーなオカネを持
って、後半に備えるにではなく、開発の初期段階でオカネを
まとめて投入する思い切りが必要である。開発計画段階で
パートナーの選択・量産時までの品質管理・サービスまでの
検討を行うことで大幅な期間短縮が実現できる。

４－１、マーケティングと技術開発の融合はなぜ必要か
「パラダイムチェンジ」
この理由は単純である。
①顧客は、製品を買うのであって、技術を買うのではない。
②顧客は、常に最先端の技術を必要としているのではな
い。
からである。それ故、将来の顧客のニーズを満たす“適切
な技術”が必要となる。

20150224 講義資料より掲載

この考え方を、私が高砂研究所長になった時に高砂研究
所に適用し、技術本部長になった時に６つの研究所すべて
に適用した。
技術開発プロセスを「将来の市場・社会がどう動くか」、「将
来の事業にどのような構想をもっているか」に関する情報を収
集し、「コア技術を選定」、「３・５・１０年間のコア技術開発計画
を立案」するやり方に変えた。

20150224 講義資料より掲載

４－２、勝てる技術の開発
「オープンイノベーションの拡大」
グローバル競争に勝つ高度な技術を他社以上のスピー
ドで開発するには、自前主義を排して世界中から「利用可
能な技術を取り入れること（オープンイノベーション）」が不

３－３－１０、製品開発の遅れ防止
新製品開発の遅れの多くは、目標コストを達成できないこ
とが原因であった。打ち手は「コスト見積もり精度を高める設
計（標準プロセス・標準品を使う設計）」、「コスト見積もり範囲
が少ない設計（新規図面が少ない設計）」、「低コストを実現
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可欠である。
グローバル競争で勝つ技術レベルとは、例えばオリンピ
ックの標準記録をクリアすることである。日本の地方都市の
競技会で優勝してもグローバルに戦える競争力があるとは
言えない。次に、「自前主義を排して」ということは、研究者・
技術屋にとっては、自分の研究費がなくなるリスクでもある。
それ故、目に見えない抵抗をする。これに対し、「競争に勝
てなければ製品は売れない、競争に勝つために必要なレ
ベルの技術を適用しない限り製品は売れない、製品が売
れなければ利益も出ない、利益がなければ研究費も出な
い。」そうした三段論法で研究者の意識改革を求めた。
要素技術開発の段階では、社外技術・アイデアを幅広く
集め、実用性についてスクリーニングを行う、次に、選別さ
れたものを製品に実用できるまで技術本部で改良する。製
品開発の段階では、それらを社内技術と組み合わせて製
品開発に適用した。即ち、オープンイノベ―ションとクロー
ズドイノベ―ションを組み合わせる方式を取ってきた。
新興国の市場では、技術だけではなく商品・サービスを
起点にしたオープンインベ―ションが大変有効であると思
う。日本にいたらインド西部地域の顧客ニーズは判らない。
そうした固有の地域とオープンイノベーションを通じて関係
を作ることが有効であると思う。

のため、サービス産業関連技術・マーケティング関連技
術・情報処理技術・経済性シミュレーション、これも技術
であると定義した。ビジネスモデル創出を最も上手く行っ
た最近の事例は、Ｓ・ジョブズの i-Ｐｏｄである。
③「事業収益力強化技術」
儲けるための技術である。サプライチェーンマネジメント
技術、オペレーションズ・リサーチ、プロセスシミュレーショ
ン・最適化技術、情報工学（IT）、標準化技術、ＤＦＸ、価値
工学 等々である。バリューチェーンを流れる情報をいか
に少なくするか、最終製品組立型の製品であれば、７０％
のオカネが社外に流れるので、それをいかにうまくマネジ
メントするか。それもひとつの技術である。
一例を紹介する。アップル社は非常に厳しいサプライチ
ェーンマネジメントを行っている。i-Ｐｏｄ ４８６＄の売値で
アップル社の利益は１８３＄。大半の部品を組み立ててい
る中国メーカーは１．７＄しかとっていない。最初から収益
性の高いサプライチェーンを設計して製品を作っている。
そうしてアップルは大きな利益を手にしている。
上記の②、と③の技術、この 2 つの技術を合わせて換言
すれば「製品技術を利益（事業価値）に変える技術」といえ
る。一般的に受注型の製造業ではこれらの技術に関心が
薄いために大きな利益を手にするに至っていない。

４－３、儲ける技術の開発
４－３－１、高収益を実現するための技術の役割

４－３－３、利益を出すために必要な技術とは
上記の３つの技術について営業キャッシュフローを最大
化する観点で考えると、上記で、②はスループットを最大化
する技術、③は業務費用の最少化とか、材料など変動費の
最少化等を実現させる技術であると考えることができる。
従来の三菱重工業は、①「製品競争力強化技術」であっ
たわけであるが、私は、②「ビジネスモデル創出技術」 ③
「事業収益力強化技術」を加えて「儲ける技術を定義」し、３
つの技術を開発するために研究費を配分した。
この３つの技術は製品の成熟度によって必要度が異なる。
横軸に時間、縦軸に性能・機能をとって説明したい。

20150224 講義資料より掲載

バリューチェーンにおいて、お客様は、唯一オカネを
くださる存在であり、社内はコストしかない。売上げを最
大化するためには、ビジネスモデルを創出する技術と製
品力を強化する技術が必要である。一般に技術といわれ
ているのは製品力強化技術である。しかし、これだけで
は、利益は保証されない。利益を産むためには、コスト・
納期を最小化する収益力強化技術が必要になる。この３
つの技術を説明する。
４－３－２、利益に必要な 3 つの技術
①「製品競争力強化技術」
製品の機能・品質・価格・納期に関する技術である。成
熟製品においては、この技術だけでは差別化が難しくて
利益は保証されない。さらに技術の有効期間が短くなっ
ている。
②「ビジネスモデル創出技術」
製品・サービスのビジネスモデルを企画する技術であ
る。グローバル市場で戦う製品は成熟製品なので、ライ
フサイクルを見通したビジネスモデルが必要である。こ
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・製品の黎明期であれば、製品機能が顧客が要求するレ
ベルに対して乖離が大きいので製品力強化技術に注
力すればよい。
・発展期になると、競争相手が参入するとともに生産量が
増え、より大きな利益を期待されるため、製品力強化技
術と収益力強化技術が必要になる。
・成熟期では、競争他社が同じような製品力強化技術を
開発しているので、差別化は難しい。売り上げを増やす
- 20 -

には顧客価値創出技術（ビジネスモデルを創る技術）が
必要になる。更に、利益を出すには、より高いレベルの
収益力強化技術が必要である。
今まで、成熟製品の市場を破壊したものの多くは、新しい
ビジネスモデルであった。受注品型製造業も、従来の単な
るものづくりに価値を見いだすのではなく、新しいビジネス
モデルをいかに生み出すか、それに合せてバリューチェ
ーンをどのように変革するか、そこに知恵を働かせることが
必要である。

業務ができる、というものである。
この設計システムをつくる前には 4 人×４ヶ月を要して
いた作業を、１人×５日でできるようにした。このシステムは
４０年間ずっとカイゼン・改良を重ねている。現在のシステ
ムを使って同じ作業をすれば１人×３０分で出来る。三菱重
工業のガスタービンの技術が急速に伸びていった最大の
要因はこのシステムにある。
このような業務支援システムを多数整備すれば、大幅に
生産性を高めることができる。

第５章 プロセス・イノベーション
～業務の生産性向上の取り組み～
５－１、リードタイム短縮が最優先課題
①グローバル市場は、変動が大きい“不確かな”市場であ
る。製造業の対抗策は“リードタイム短縮”以外にない。
②リードタイム短縮にはバリューチェーンすべての業務プ
ロセスの革新が必要である。
５－２、バリューチェーン全体最適化 ボトルネックの能力
ボトルネックはバリューチェーンにも工場の生産システム
にもある。それをうまく使った生産計画をつくることが必
要。
①ボトルネックは、受注の変動（受注量・納期・製品種等）、
調達法（調達先、調達条件等）種々の要因により起きる
場所が変化する。
②受注量が減った場合、増えた場合、ボトルネックが変わ
る。これを事前にシミュレーションにより予測して、それ
ぞれに対する打ち手を立てておく。そして、実際に変動
が起きた時に、事前作成した打ち手を基に新しいボトル
ネックが生産の制約にならないよう生産スケジュールを
即座に変更する。
こうすれば、変動にすぐに追随できるバリューチェーン
を構築できる。
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５－５、バリューチェーンを通る情報の統合
次に、バリューチェーン業務の更なる生産性向上を図るに
は、共通データベースをつくり、情報の共有化に努めることが
必要である。バリューチェーン全体最適化は、人件費が高い
日本の製造業が追求すべきポイントの一つである。

５－３、業務プロセスの生産性向上
業務プロセスの生産性向上には、暗黙知の属人的な業務
をなくす必要がある。
個々の業務を“ＳＩＭＰＬＥ（単純な）”“ＳＴＡＮＤＡＲＤＩＺＥ
Ｄ（標準化された）“ＡＵＴＯＭＡＴＥＤ（ＩＣＴシステム化）とす
る。今後海外にも展開しようとする事業であれば海外従業員
を前提としたマニュアルを整備する必要がある。
更に、バリューチェーン全体最適化には、上下流の業務を
円滑に連携させることが必要である。このため、下流のプロセ
スとの整合性（インターフェース）を合わせて、業務プロセスを
標準化することが有効である。

５－４、事例 ガスタービン翼設計システム
【エキスパートシステム】
一例を紹介する。この事例は、私自身が約４０年前 １９７
９年につくったシステムである。当時、日本にはこうした発
想はなかった。コンピュータの能力は電卓くらいの能力で
あったが、これを使ったガスタービン翼の設計システムを
構築した。システムの特徴は、設計経験の乏しい人が２日
間の使用訓練で、設計経験２０年のベテラン設計者と同じ
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第６章 サプライチェーン・イノベーション
～調達革新～

顧客の事業に貢献する提案が必要であり、グローバルに顧
客が拡大すれば当然グローバルなサービス体制をつくる
必要がある。限られたリソースで世界に散らばった顧客が
使っている製品のメンテナンスを行おうとすれば、部品の
在庫量や納期、サービスチームの派遣等についてオペレ
ーションズリサーチを行って最適解を見つけるとともに、そ
の情報を各拠点が共有しなければならない。サービスビジ
ネスは納期遵守と在庫の最適化が鍵である。

6－1、調達先の工業規格に準拠
原価企画型設計を行う上で、重要なことは、設計段階で、
調達予定地域の工業規格に準拠した設計を行うことである。
図は一つの部品のコストを国際比較したものである。国内
の価格を１００とすれば、インド・中国は５０％弱、米国は１０
０数％であった。
先に話したようにＪＩＳ規格で材料を選び、図面を描いて、
仕様を決めると、インドや中国で調達できる材料、部品では
それを満足できないことがある。インド・中国で調達するの
であれば調達先の工業規格に準拠した設計を行う必要が
ある。

７－２、顧客情報データベースの構築
サービス業務を効率的に行うには、顧客に関するサービ
ス関連情報のデータベースをつくることが不可欠である。フ
ロントオフィスでは、データに基づき、顧客の要請の前に先
行提案を行う、バックオフィスではマクロ・ミクロの市場分析
と同様の情報分析を行い、それらの情報を蓄積・一元管理
する。現在は、サービスで顧客を固定化して、しかる後に
製品で固定化する時代である。従来とは相違するアプロー
チが必要である。
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６－２、ＩＣＴ・インターネットを最大活用
グローバルにサプライチェーンが拡大していくと、インタ
ーネットの活用が課題になる。
①調達条件を標準化し、購買方針等をインターネットで
公開。サプライヤと双方向のコミュニケーションをとる
②ものの流れをＩＣＴ（特にインターネット）を用いてリアル
タイムに把握する
などである。

20150224 講義資料より掲載

７－３、サービスバリューチェーンの生産性向上
サービスビジネスの特徴は１件当たりの売上げは小さい
が利益率が高いことである。１人のサービスパーソンがい
かに多くのサービス案件を処理できるかということが、サー
ビスの売上げ・利益に影響する。したがって、プロセスイノ
ベーションで説明した取り組みがそのままサービスバリュ
ーチェーンの生産性向上に適用できる。
即ち、１人当たりの売上げ・利益を増やすには、業務の
標準化・IＣＴ化・ＩＣＴシステムの統合が大変有効である。

６－３、グローバルサプライチェーンのリスクマネジメント
グローバルサプライチェーンの構築では、製品の受注・
納期変動、素材・部品の納期変動・価格変動などに対する
リスクマネジメントが重要である。これを実践するには、ICT
が不可欠である
例えば、国内に工場・生産管理センターがあって、世界
各地に工場・サプライヤが散在している場合、国内外の生
産拠点、サプライヤからの生産進捗情報をリアルタイムで
入手、日本にある生産管理センターで全進捗を視覚化して、
各拠点の生産計画を調整し、各拠点に調整結果を連絡す
る。そうした機能を備える必要がある。これにはクラウドコン
ピューティングが役立つ。

◆第７章 サービス・イノベーション
～サービスビジネスの革新～
７－１、グローバルサービスネットワークの構築
現在の大型機械製品の利益の源泉はサービスにある。
したがって、サービスビジネスでは、単なる部品交換でなく、
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まとめ

は競争に勝てないことに気づき、サプライチェーンマネジメン
トや標準化・ＤＦＸ・サービス等に軸足を移した。製品力を強化
する技術については後輩がずっと引き継いで実践している。
日本の製造業は自覚と自信をもってグローバル市場に果敢
に挑戦すべきであると思う。

グローバル競争に勝ち抜くには

１９９０年以降、日本の製造業は停滞してきた。「失われた２
０年」という言葉がしばしば使われたし、私も使った。

長時間にわたり、 ご静聴ありがとうございました。
「失われた２０年」を繰り返さないためには、
１、グローバル化とは非日本化である。グローバル市場で成
長することはほとんどのビジネスを海外で営むことを意味し
ている。日本の中心の考え方、成功体験を捨てること。
☯本質的課題
＊低利益の２つの原因の克服
＊日本の製造業が現在直面する問題の克服
＊ビジネス環境変化に追随する能力の構築

２、統一的な企業理念・価値観を持ち、世界中から優れたアイ
デア・人材を集め、市場の変化に持続的に対応すること。
先ほど、研究開発のオープンイノベーションを紹介した。
３、なにが本質で、なにを革新し、なにを捨てるか、という課題
に常に向き合い変革をいとわないこと。私は三菱重工業と
いう受注品型製品をつくっている会社のものづくりを変えよ
うとした。受注品型ものづくりの本質が何で、どこを変えたら
いのか、何を捨てたらよいのか考えた上で６年間活動を行
った。

☯製品課題
＊世界各地域の顧客ニーズ・市場情報に基づ
き“売れて、儲かる” 製品の企画
＊開発：期間 ５０％以上減、
コスト
３０％以上減
製品：納期
５０％以上短縮
＊価格
３０％以上減

４、やりたいことをやるのではなく、勝つためにやるべきことを
やる。逆算のアプローチである。目的と手段をはき違えな
いこと。とかく受注品型製品の技術者は、技術開発が目的
になって、お客様に満足していただくことは二の次になっ
ている。

☯情報収集・分析能力に優れ、顧客価値起点の
バリューチェーンを持つマーケティング・オリ
エンテッド製造業に転換
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５、「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」孫子の兵法である。
この考え方が必要な時代は今をおいてない。
グローバルに市場が広がり、お客様も広がり、競争相手も
広がる。先ず彼を知ることが必要である。己を知ることがなけ
れば、無謀な規模の戦いに入っていくことになる。電気機器メ
ーカーが規模の戦いに陥って衰退した。自分の事業規模・製
品力で、自分のポジショニングどこにすればよいのか、先ず
考えることが必要である。
次に、情報を制する者が戦いを制するのである。ものづくり
と言っても、最初に流れるのは情報である。情報の質と量をコ
ントロールすることが MUST である。設計段階で製品ライフサ
イクルコストの８０％は決まる。即ち、情報の段階で勝負が決
まる。
グローバルに展開すると情報量が非常に多くなってくる。
それを IＣＴを使いうまく制御する。いずれにしても情報を制
することが鍵になる。
こうした考え方で、日本の製造業が抱えてきた、抱えている
「本質的課題」と「製品課題」、この２つの課題を解決すること
が必要である。そのためには、従来の単なるものをつくるだけ
の製造業ではなく、情報収集・分析能力に優れ、ビジネスモ
デルに合致した顧客価値起点のバリューチェーンをもつマー
ケティング・オリエンテッド製造業に変わることが必要である。
私自身はテクノロジー・オリエンテッドの会社でテクノロジ
ー・オリエンテッドの考え方で２０年やった後、その考え方で
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グループ討議

質疑応答

三菱重工業（株）
「グローバル競争に勝ち抜くための改革」の講義をいただいた後、参加者のグループで理解を深めるため
に感想・見解をまとめ、ものづくり企業に共通する課題を論議しました。その内容を列記し、講師の三菱重工業（株）特別顧
問 青木素直 様よりコメントをいただきました。
尚、記述は板書に基づき整理し、グループで共通・類似する内容についてジャンルとして分類して記してあります。
（了）
グループからの感想・見解 ＆ 質問

講師 青木様 コメント

【改革の定着】
➢高砂研究所長時代、三菱重工は製造オペレーションが中心であって、経
改革はいかに進み定着したのか
営を総合的に視るシステムがないと思っていた。そして、特に、ものづ
トップマネジメント チェック＆フォロー
くりのバリューチェーン全体、製品コストの大半を占めるサプライチェ
なのか
ーン、顧客価値に関するマーケッティングの３つの分野の改革が必要と
事業の成果は？
考え、事業所を巻き込んだ活動を行っていた。技術本部長に就任して、
社内の抵抗。社内の技術者のモチベー
この活動を全社に展開することを提案した。これに対して、経理はもち
ションは？
ろん、役員会でのプレゼンテーション時にも抵抗があった。しかしトッ
国内市場からグローバル市場への不連
プの「やろう」という一言で実行が決まった。これにより、技術本部が
続変化 １９９０年この時期から認識して
所掌する全社活動として、６研究所、１３事業所の取り組むこととなり、
いたか？
予算化もできた。
「金も人も口も出す」
。と宣言し、私をリーダーに技術
本部の技術者４００人を活動に投入した。
➢活動を始めるにあたり、全事業所を巡回して説明会を行った。ここでは
グローバル時代が始まった１９９０年時点の市場変化に対応するには、
「ビジネスモデルの変革」が必要であること、そして、この変革は、
「不
連続の波」であり、価値観・考え方の転換が必要であることを、図を用
いて説明した。1990 年に三菱重工がこの変化を認識しなかったため、現
在、グローバル市場で苦戦している、いますぐ、活動を始めねばならな
いと説明した。
➢活動を進めるにあたり事業所の活動計画全件を自らチェックした。事業
所を巡回し、指導することを重ねた。現場でどのような取り組みを行っ
ているか報告して貰い、それに細かくコメントした。
➢次に、事業所訪問時に全社活動の経過と成果を説明した。このため、小
さくても多くの成功事例を出すことに努めた。成功事例は事業側にこま
めに紹介した。これにより、本活動が事業側にベネフィットがあること
を実例で示した。これが事業側が本活動を進める上での強いモチベーシ
ョンになった。
➢標準化に関する活動では、技術者の抵抗があったが、私が設計者でもあ
ったので、彼らの抵抗を押し切ることができた。種々の問題に直面した
が強い意志をもって、継続・実践した。
➢この全社活動の成果は、始めてから４～５年後から出始めた。円高が進
む中で、利益が増えた。三菱重工の製品はリードタイムやライフサイク
ルが長いので、事業成果が出るまでに時間が掛かった。

フロントローディングはカネがかかる

➢従来のアフトローディング型プロセスを開発－工作－サービスをオーバ
ラップさせて上流の開発サイドに近づける。開発計画時点で下流の情報
を織り込むことで大きなリードタイム短縮が可能になる。
➢国内市場をお客様にすることと、海外市場を担うことでは、要求される
スピードは大きく相違する。グローバルなものづくりのビジネスモデル
を構築する上では必須の取り組みである。
➢今まで、トラブルや改修に備えるために後倒していた資金を、前倒しで
投入しなければこの仕組みは成立しない。
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グループからの感想・見解 ＆ 質問

講師 青木様 コメント

【市場での優位性】
➢「顧客の創造」の項を参考にしていただきたい。受注品型製造業では、
早い市場投入がシェアアップにつなが
従来の顧客との関連もあってマーケティングを深く考える機会は少なか
る
ったと話した。
【マーケティング・オリエンテッド】 ➢全社活動の中で、先ずマーケティングとはなにか定義することから始め、
マーケティング導入 仕組みを変えた
「顧客視点での事業活動」
「売れる仕組み」の構築に注力した。これを単
時に（新たな）体制 仕組みは、どん
なる営業活動として捉えると誤謬を産む可能性がある。市場（世界各地
なことをやったか
域で製品を使う顧客）を相手にした企業活動そのものである。
➢開発・設計・調達（含むサプライヤ）
・工作製造・サービス・機能として
【顧客起点 顧客価値の重要性】
の品質、自社のすべての視点と視野を転換する必要があった。まさに「パ
顧客価値の重要性をどのように開発技
ラダイムの大転換」である。テクノロジーオリエンテッドに馴染んだ内
術者・設計者に気づかせているか
向きの発想・考え方・視点を外向きにする重要な考え方である。
お客様の価値にどのように訴求するの ➢１３の事業所に年に計９０回出向き、事業所幹部から主任クラスまでこ
か
の考えを繰り返し説明した。
（自分たちでやり手を考えるには、技
技術本部に６０人規模のマーケティング部隊を設け、事業側と定期的に
術にとってはかなり遠い感がある）
情報交換するとともに、技術本部の技術者も顧客との会議に積極的に参
加させた。

【純技術と顧客起点とのバランス】

➢純技術を製品ハードウエアに関する技術と考えて、回答する。新しい技
術は、勝つことに重点を置き、大学等の社外技術を導入し、社内の技術
と組合せ、新たな顧客価値を創る。極力自前主義をなくしている。社外
技術は、スクリーニングと検証を研究所で行う。こうして開発した技術
は、製品の市場投入時期を勘案して適用する。
➢受注、収益を増やすための技術の開発への投資と製品に関する技術への
投資を分離した。製品技術開発の投資回収は期間が長く、収益を増やす
ための技術、例えばサプライチェーンマネジメントに関する技術開発の
投資回収は短い。
➢製品に関する技術は、時期･次々既製品に適用される技術を想定し、製品
毎に投資配分を決定している。次々期製品に関する技術は、製品仕様が
不明確なので、複数の製品に適用できる技術、これをプラットフォーム
技術と称し、開発した。

【標準化】
➢「儲かる製品の企画」の項を参考にしていただきたい。国内市場では顧
グローバル対応技術のセミ標準化と新し
客からの個別仕様に対応することも可能であった。しかし、グローバル
い技術の適用 それによる製品化・差
化して市場が先進国も新興国もとなり、各々の顧客が要求する仕様に応
別化
えるために、１製品毎の開発設計を行うとなれば膨大な仕事量になる。
良い仕組みはあるか どう変えていくか ➢そして、社内の開発リソースにも限界がある。製品全体を標準化するこ
メンタリティ？では無理なのではないか
とはできないが、
「製品共通する仕様」と「地域特性に合わせた共通仕様」
標準化は、長い年月が経つとブラックボ
や「顧客固有仕様」と分けてセミ標準化することは可能であり、これが
ックスにならないか
三菱重工の生き残りの鍵であると考えた。
➢セミ標準化設計への転換は、全社活動の中核テーマであり、社の金を貰
い、推進のための本社に事務局を置き、私がリーダーで活動した。
「セミ
標準化の価値」と題する講演会を事業所を巡回して行うとともに、各事
業所に担当者を設け、事業所活動としても推進した。セミ標準化設計の
浸透には６年間かかったが、結果、品質・コスト・納期の大幅な改善に
つながった。
➢長い年月がどの程度か判らないが、市場での製品競争力を常に分析する
ことで、修正すべきことは修正する。標準化したときのデータは全て残
しているのでブラックボックスにはならない。
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グループからの感想・見解 ＆ 質問

講師 青木様 コメント

【全体最適マネジメント
➢ものづくりの本質に関するテーマであり、講義全編を通してその重要性を話
バリューチェーンとサプライチェ
してきた。三菱重工の受注品ビジネスは平準化した生産がやりにくいため、
ーン】
サプライチェーンへの平準化した発注がやりにくい。このため、サプライヤ
バリューチェーンとサプライチェーン
とのコミュニケーションをしっかり行うことが重要であるが、出来ていなか
間のコミュニケーションはどのように
っ
とったのか
➢最終製品組立業では、内製比率が約３０％なので、ものづくりのあらゆる局
バリューチェーンでは、特に関係会社
面でサプライヤとのでコミュニケーションが重要である。開発設計でライフ
をどう管理するか
サイクルコストの８０％が決まるわけで、その観点からも開発計画段階から
グローバルサービスとの連動は
サプライヤが参加することが非常に重要になる。情報漏洩の危険性が少ない
アッセンブリーはサプライヤが強い、
子会社は開発の初期から参加させた。セミ標準化設計の取り組みの中で、サ
サプライヤの位置付けが違う
プライヤの標準品の採用、サプライヤと共同でコア部品を開発するなどの取
り組みを行った。
➢また、部材加工は、サプライヤの知恵を合せれば、品質・コスト・納期に大
きく改善されるので、サプライヤの工場に出向き VA、VE 活動を推進した。
これは、全事業所で推進した。これらの取り組みは双方向のコミュニケーシ
ョンをカイゼンした。
➢しかし、サプライヤとは利害が一致しない面も多くあり、心理面を考えてコ
ミュニケーションをとることが重要である。そのために必要なことは、まず、
仕様、納期を明確にすること、相手の経営状況を把握すること、相手の工場
の生産性を低下させる過剰な要求をしないこと、先方の不満・カイゼン提案
に耳を傾けること、相手に不信感を持たせないことなどなどである。これら
に配慮した取り組みを行った。健全なサプライヤの存在は製品開発にとって
生命線でもある。
➢グローバルサービスでは、生産拠点、サプライヤがグローバルに拡大する。
全体最適が更に、重要になる。しかし、基本は同じである。利害が必ずしも
一致しない海外生産拠点間の調整、ICT を使って、在庫の視える化、顧客情
報の共有化などを行うことが重要である。
【顧客の絞り込み】
「絞り込み」の方法 ６００社から
４０社へ どのように絞り込むのか

➢「売れる商品の企画」で説明したので、それを参考にしていただきたい。私
が行った事例では、第１段階で、顧客の財務状況を分析し、投資が出来る金
を持っている顧客を絞りこんだ。第 2 段階として、顧客の業界が伸びている
か否かを分析し、金を持ち、投資する可能性がある顧客の絞込みを行った。
➢グローバルになれば顧客はさまざまである。それぞれの国の状況もコンペテ
ィターも相違する。顧客データベースを構築して、うまくセグメンテーショ
ンをして販売活動ができれば、限りあるリソースで最大の効率を上げること
ができる。マクロ視点での市場を俯瞰し、焦点を定めてミクロ視点で市場を
把握をすれば、自社で考えている顧客価値の確度・精度の向上も期待できる
し、より深く顧客を知り、なにをもって貢献できるのか理解することにも繋
がる。
➢これは顧客との信頼関係の原点である。市場・顧客のセグメンテーションが
基本にあると思う。

【自社のポジショニング】
高技術☓ 低価格☓ という 最適化 ➢「ポジショニングとその３要素」の項であるが、手がかりは「自社は顧客視
点でどのような会社として評価されているか」である。顧客視点の顧客価値
する手がかりは何か
に基づいてバリューチェーン業務を最適化することがやるべきことである。
そして、自社がいかに顧客に向き合うのか、無形の価値こそ重要視する必要
がある。逸注した事例を分析することが多いと思うが「なぜわが社が選ばれ
たか」を推敲することが強みの管理として重要である。
➢製品開発面では演繹的な発想、つまり「あるべき姿」を描き「逆算」方式で
考えることが必要である。
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グループからの感想・見解 ＆ 質問

講師 青木様 コメント
➢グローバル市場を見れば、顧客価値の転換が起こっており、
「高技術」
「低価格」
が優越性や永続性の担保になる条件とは言い難い。
技術満足・技術オリエンテッドを標榜しても、
「売れること・儲かること」に
つながらなければ、製品価値も顧客への貢献もない。
➢次に、最適化には現場主義が重要である。それは工作・製造を意味するのでは
ない。顧客から見れば、製品を創っている会社全体が現場である

【
（海外の技術者から）
技術の流出、人材の流出】

【開発は国内中心だが 将来方向は】

➢技術の流出を完全にコントロールすることは難しい。製品のソフトウェアのブラック
ボックス化も有効かもしれない。
➢人材の流出に関しては、優秀な人物の採用とともに非常に悩ましい問題である。
ローカルスタッフ者で、優秀・重要な人物は意図的に上位の役職やポジションに
つけ、将来へ明るさを示すようにしている。

➢BtoB は世界中の国で工業化のニーズが相違するので、できる限り国内での開発
を行い、世界に販売する方式を取るつもりである。
➢もちろん為替の変動も考慮しなければならないが、現時点２０１５年２月の水準で
あればよい。９０円／＄を切る円高になった場合には対応策を考える必要もある
だろう。
➢例えば、１９７０年代から１９９０年に至る電気・電子業界は強い日本産業の象徴で
あったが、グローバル化して、技術の移転、競争力の衰退を招いた。マーケットオ
リエンテッドの視点に立って改めてグローバルＢｔｏＢ、受注品型製造業のあるべき
姿を考える必要があると思う。

➢ＩＣＴの活用は「人件費の高い国の製造業」にとっては不可欠である。仮に、ＩＣＴで
【ＩＣＴを活用した製造業の改革】
行っている作業を人で行うとすれば膨大な要員が必要になるであろう。
Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ４．
０ とどう違う
➢バリューチェーンの仕組みでも、セミ標準化、グローバルな調達、顧客の動向、サ
のか
ービス、メンテナンス、等々、そしてサプライチェーン。いずれもグローバルなネッ
トワークを通じて自社に集中させて一元管理し、検討することができる。製造業で
は、ものをつくる前に「情報」があり、各部門が「情報で動く」ことを考えれば非常に
重要なツールである。
➢人件費の削減（省人化）では、自動化（ロボット活用）、作業の設備化も考えられ
る。これもＩＣＴが鍵である。しかし、Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ４．０で言われていることをやるつもり
はない。Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ４．０が対象としている製品は、平準化生産がしやすく、部品の
重量・寸法が比較的小さいもの、例えば自動車部品である。受注品は、平準化生
産は出来ないし、三菱重工の製品は重いので、ロボットではハンドリングが難し
い。完全自動化は投資効果が悪いと考えている。自社のビジネスモデルに合った
Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ４．０と異なるものを構築するつもりである。

（了）
文責：特定非営利活動法人 技術立脚型経営研究会
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