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[要約]

我が国機械産業は、製品の企画開発から販売サービスに至る各セクターを世界の適地に

おいて実施する方向で展開を進めている。このため、事業のどの部分で利益を上げるかに

ついて、国内を中心としたビジネスモデルは必ずしも適当ではない状況になっている。新

たな事業展開に対応した最適ビジネスモデルのあり方を検討し、機械産業の世界競争力の

強化を図る。我が国機械産業の主要企業の収益性面での課題を明らかにし、今後のビジネ

スモデルのあり方について提言する。

第１章 調査研究の概要

背景と目的、調査体制、調査研究項目・スケジュールについて記載している。

調査研究項目は以下の通りである。

①我が国機械産業の利益構造の世界水準から見た位置づけ

我が国機械産業の収益性は世界水準に比べ低いと指摘されており、この点を明らか

にするために機械産業全体を包括した比較分析を行った。米国及び欧州については、

機械産業全体とその内訳である金属加工、機械、電気・電子、輸送機について利益構

造を概括し、我が国の機械産業と対比した。

②我が国機械産業の海外展開の推移と現状

我が国製造業の海外への生産展開は着実に進んでいるが、我が国機械産業の海外展

開の動向を、経済産業省の「海外事業活動基本調査」による総括的な把握と、主要企

業の地域別活動データをもとに分析した。

③我が国機械産業のコスト構造の分析

機械産業におけるコスト構造を捉える方法として、産業別の損益データ等をもとに

した産業別のコスト構造分析と、主要企業別のコスト構造分析を行った。

④機械産業の今後の事業展開のあり方についての検討

①～③の分析をもとに、我が国機械産業の企業が今後収益力を高めていく上での課

題と、収益力向上の実現へ向けて求められるビジネスモデルのあり方を分析し、提言

した。
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第２章 我が国機械産業の利益構造の世界水準からみた位置づけ

１．我が国機械産業の利益構造

我が国の機械産業は高度成長期以降、経済成長の牽引役を果してきたが、近時、名目

ベースの需要は横ばい基調で推移している。

1990 年代以降も、機械産業は実質ベースでは成長してきたが、価格の下落が大きく影

響し名目ベースの成長率は大きく鈍化した。とりわけ電気・電子機械産業で価格下落が顕

著となっている。

1990 年代以降、内需は低迷したが輸出が拡大し需要全体の成長を支えた。しかし、グ

ローバル化が急速に進む中で、電気・電子産業や精密機械産業では輸入の増加が顕著。

とくに電気・電子産業では、価格の下落と輸入増大による名目需要の減少が重なり、利

益に下押し圧力かかっている。

２．欧米機械産業の利益構造

我が国機械産業の利益率は、産業全体でみても企業単位で見ても米欧の機械産業と比

べると低い水準にあるが、機械産業の中を大繰りに分けてみると、殆どの業種で米欧の

企業の利益率が高い傾向が見られる。

米欧の機械産業の企業では、極めて利益率の高い企業が存在し、利益率のバラツキが

大きいが、日本は比較的低位の水準に多くの企業が集中しており、利益率のバラツキは

小さい。

３．個別企業の利益率でみた国際比較

日米欧を中心とした世界の機械産業の主要企業を抽出し、利益率を国際比較すると、

日本の主要企業の利益率は総じて低い。

とくに各事業分野の上位企業で比較すると、欧米と日本の企業の利益率格差が大きい

分野が多い。ただし、事務機械や精密機械分野では日本企業の利益率が高水準となって

いる。

第３章 我が国機械産業の海外展開の推移と現状

１．マクロ的に見た我が国機械産業の海外展開の推移

我が国機械産業は 1980 年代半ば以降海外展開を積極化しており、2005 年度の海外生産

比率は輸送機 37.1％、情報通信機械 34.9％と高水準にある。ただし、金属製品、一般機

械などではまだ低い水準にとどまっている。
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なお製造業全体では、2005 年度の海外生産比率は国内全法人で 16.7％、海外進出法人

で 30.6％である。海外生産の進展に伴い海外事業での売上、利益も過去最高に拡大して

おり、2005 年度は売上高、経常利益、雇用等が過去最高になっている。

２．ミクロ的に見た我が国機械産業の海外展開の推移

我が国機械産業の主要企業の海外売上比率は 49.3％と、産業平均を上回る高い水準で

あるが、海外の主要企業は 61.9％と国内企業を上回る高い水準である。

（欧州等では個々の国の規模が日本に比べて小さい上に、ＥＵによる市場統合が推

進されていることにより海外売上比率が高くなる傾向がある点に留意する必要が

ある。）

第４章 我が国機械産業のコスト構造の分析

１．機械産業の業種別コスト構造分析

２．その他の経費率の比較

本章では内外の機械産業及び機械産業の主要企業について、産業別損益データと個別企

業の損益データをもとにコスト構造を捉えてみた。その結果、以下のような特徴が明らか

になった。

・1990 年代以降、我が国機械産業の収益は大きな変動に直面してきたが、2002 年以降は

景気拡大が長期に及ぶ中で、売上高が回復する一方で、人件費や原価の削減が進めら

れた。

・その結果、売上高に対する人件費や原価の比率は低下し、利益の回復を支える大きな

要因となった。

海外については欧州の機械産業の時系列データが利用可能である。各国ごとで状況が異な

り、欧州全体としての一定の傾向は見られないものの、原価率の点では欧州の機械産業の原

価率は日本の機械産業よりも低い点が特徴的である。欧州の主要 4 カ国の中では、2005 年で

はイギリスの原価率が最も低く、ついでドイツ、イタリア、フランスの順に原価率が高くな

っている。

2000年以降の欧州の機械産業の原価率の変動傾向の特徴は以下のようである。2000～2005
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年の傾向では、イギリスは原価率が低下してきたが、ドイツ、イタリアはやや上昇、フラン

スは 2000－2002 年に大きく上昇した後、2003 年以降大きく低下している。

産業全体で見ると、日本企業は高コスト構造となっている、個別企業のデータで見るとや

や様相を異にし、日本の有力企業の原価率は米国の有力企業の原価率を上回るもの、欧州の

有力企業を若干下回っている。

第５章 我が国機械産業におけるビジネスモデルのあり方

１．内外企業の規模と利益の関係からみた３つの分析対象

○内外の機械産業の企業の中には、高収益性を実現している企業が多く見られる

・欧米には重機・重電分野や通信、AV・家電などの分野で高収益の企業が見られる

・国内の機械産業にも高収益性企業は多く見られるが企業間の収益性格差は大

○高収益性を実現している内外の企業のビジネスモデルは参考となる点が多い

－事業分野や企業の特性に応じ多様なビジネスモデルが存在－

２．注目されるビジネスモデル

グループ１ 総合重機・重電分野

・キーパーツ集中型ビジネスモデル Cummins タイプ

米国企業の同社は世界最大のディーゼルエンジン専業メーカーとして、生産、物流、

サービスのすべての分野で、ディーゼル及び天燃ガスのエンジン、発電機に関わるあ

らゆる付加価値を備えたトータルパッケージをグローバルに提供、高い利益率を実現。

・グローバルニッチ型ビジネスモデル MAN B＆W、Wartsila タイプ

重機分野のグローバル・ニッチ型として、船舶用エンジンに特化した事業展開を行

っている MAN B＆W 社（デンマーク）と Wartsila 社（フィンランド）が挙げられる。

２社で世界の舶用エンジンでは圧倒的なシェア＜中速・低速エンジンで２社合計で世

界シェアの 80％台＞を確保することで、高い利益率を実現している。
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・複合コア型ビジネスモデル Aker タイプ

United Technologies タイプ

Aker はノルウェーの企業。造船部門とエンジニアリング部門を有し、我が国重工メ

ーカーと類似した事業形態の面を有する。造船分野ではクルーズ船と特殊用途船の高

付加価値分野に集中した結果、造船部門での営業利益率は 5.6％となっている。

また、United Technologies は米国の複合企業で５つのキーセグメント、空調

（Carrier）、航空エンジン（Pratt & Whitney）、エレベータ（Otis）、航空宇宙（Hamilton

Sundstrand）などそれぞれが高水準の利益率を実現していることが注目される。

・ グローバル・コングロマリット型ビジネスモデル GE、Siemens タイプ

Siemens はドイツの大企業。情報通信、電力関連、交通、医療、生産設備、家電

製品等の分野で製造及びシステム・ソリューション事業を幅広く手がけるコングロ

マリット。特に鉄道車両の制御装置や MRI 装置、補聴器などで大きく市場を占有し

ている。注目される点としては、国際化の進展、独立採算制の徹底、戦略的な M&A

の実施などが指摘される。

・総合アレンジ型ビジネスモデル Boeing、EADS N.V、Embraer 等のタイプ

重機分野で総合性を高める方向として、航空・宇宙関連分野がある。実際に、欧

米の企業を概観すると、事業規模が大きい事業分野の一つは航空機や宇宙関連機器

分野である。この分野は軍需と絡む面が大であり、中には高収益を実現している企

業が多く見られる。我が国の重機メーカーは既に Boeing やエアバスの生産に関わっ

ているが、今後の注目すべき分野の一つである。

グループ２ 産業機械分野

・グローバル・トップシェア型ビジネスモデル１ マキタ・タイプ

プロ用電動工具、園芸工具、エア工具など工具の国際的総合サプライヤー。「スト

ロングカンパニー」を目指し現地販売強化。グローバル市場でトップシェアの獲得・

維持を目標、海外販売比率は 83％と高水準。海外現地生産化で先行。高い営業利益

率を誇る企業である。
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・グローバル・トップシェア型ビジネスモデル２ キヤノン・タイプ

我が国を代表する企業の一つであるキヤノンは、共生を理念に技術力で差別化し、

技術で貢献し続け世界中で親しまれ尊敬される企業を目標に独自の製品開発技術で

差別化している。

カメラを中心に日本企業としては早くからグローバル化と多角化を基本戦略して

おり、現在ではグローバルトップシェアの製品も多い。

－カメラ（20％）、複写機（モノクロ 27％、カラー21％）

－レーザービームプリンタ（モノクロ 60％、カラー40％）

－露光装置（液晶用約 70％）、（半導体製造装置はトップではないが 30％）

同社では事業セグメントを 3 つに絞る中で製品を多様化している（事務機 65％、

カメラ 25％、光学機器他 10％）。

・グローバル・トップシェア型ビジネスモデル３ Applied Materials タイプ

東京エレクトロン・タイプ

米国の Applied Materials は半導体製造装置のトップメーカーであると同時に、シ

リコンチップ、半導体測定器など関連製品の世界最大の供給メーカーでもある。世

界 14 ヵ国 73 ヵ所以上に拠点を展開するグローバル企業であり、自由でチャレンジ

ングな社風を誇っている。

東京エレクトロンは半導体製造装置・売上高世界第２位、前工程関連では世界ト

ップシェア、液晶製造装置・世界トップクラスを誇る。メーカー機能と商社機能を

併せ、半導体製造関連製品のほぼ全てをラインアップしており、また、他社との協

業による新製品を積極投入している。ベンチャースピリットで新分野開拓にも注力。

・顧客密着型ビジネスモデル－国内ニッチ市場で圧倒的強み発揮 SMC・タイプ

空圧機器では日本国内シェア 5 割、世界シェア 2 割強を確保、海外販売比率は 52％

で海外展開に注力中である。徹底したユーザー指向と短納期体制を構築している。特

に自動制御機器は顧客ニーズにきめ細かく対応し、11,000 種 61 品目の品揃えを誇り、

営業・製品開発・製造・生産技術・生産管理の各部門が連携を取り顧客ニーズにきめ

細かく対応し、短納期での納入を可能にしている。
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グループ３ 電気・電子・精密機械産業分野

・先端技術先導型ビジネスモデル Cisco Systems タイプ

米国シリコンバレーの Cisco Systems 社は 1984 年創業ながら、ネットワーク機

器の世界トップブランド、売上高 349.2 億ドルの大企業である。先端技術分野で、

ベンチャー企業等の初期段階で注目されるナンバーワン企業を買収し、技術ごと内

部に取り込む戦略が奏功した。そのほかにも大企業とのアライアンス戦略、インタ

ーネット活用による SCM（Supply Chain Management）、市場へのアピールと株価

の向上などに傑出している。

・グローバルスタンダード創造型ビジネスモデル Nokia タイプ

フィンランドの Nokia は携帯電話の世界シェアトップメーカーとして知られるが、

同社はもともと製紙パルプ会社として創業している。同社の事業差別化のポイント

としては、①60 年代からのデジタル技術での先進性追究、②携帯電話の通信方式の

標準規格化の主導、③Ｍ＆Ａによる事業強化、④選択と集中による事業強化、⑤ユ

ーザビリティ（使いやすさ）の追究などが指摘される。

・革新的グローバル経営型ビジネスモデル Samsung Electronics タイプ

韓国を代表する Samsung グループの中核企業であり、売上高 895 億ドル。

DRAM や SRAM、フラッシュメモリーで世界トップのほか、AV 機器や家電、携帯

電話、通信機器など電子機器を総合的に生産・販売。

1993 年から「新経営」を標榜、品質を重視すると共に、人材の確保・育成にも注

力しており、海外専門家を養成し、途上国に駐在させてシェア拡大に注力するなど、

日本企業のグローバル戦略への参考も多く含まれる。

・ニッチ市場創造型ビジネスモデル ３M・タイプ

３M は研磨剤、粘着剤、コーティング剤、テープ、フィルムなど素材技術を生か

して多様な事業展開を推進してきたコングロマリットであるが、エレクトロニクス

機器や医療・精密機械への応用も行われている。また、研究開発方法（汎用性の高

い技術基盤「テクノロジープラットフォーム」やアンダーテーブルで研究に取り組

む「15％ルール」）やニッチ型のマーケティング、グローバル化、環境対策と経費節

減の哲学（３P プログラム）などでも注目される。
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・企画提案・ファブレス型ビジネスモデル キーエンス・タイプ

世界初のキーデバイス開発を志向し、世界初、または業界初の新製品が全体の３割

を占めている。また、徹底したユーザー指向で、工場のラインでの顧客ニーズを把握

し、独自製品を提供している。ファブレス生産で製造コストを低減しており、高収益、

財務基盤は強固なことで知られている。国内で強く、海外比率は 20％強と低い。

・異質事業の相乗効果による差別化ビジネスモデル テルモ・タイプ

国内外で高いシェアを有する総合医療機器メーカーとして知られるテルモは、プラ

スチック注射器や点滴用の薬剤、輸液セットから、人工臓器やカテーテルまで、医療

機器と医薬品の両方を持つ世界でも数少ない「総合医療機器メーカー」である。

国内外でトップシェアを有する多くの製品を保有し、高水準の営業利益率を維持。

成功の要因としては、1970 年代からグローバル展開で先行したこと、技術面の先進性、

M&A 等による外部資源の取り込み、などが指摘できる。

おわりに

今回抽出したビジネスモデルを構成する要素は、事業環境が異なる企業においても参考

となる面がある。事業の領域（セグメンと）の設定、各セグメントの組み合わせの仕方（事

業構造）、各セグメントにおける競争優位性の構築（差別性）、技術開発や顧客対応のあり

方、グローバル化対応、生産体制やコスト戦略、デリバリー体制、メンテナンス体制とフ

ォローサービスのあり方、アフターマーケットの構築などである。

とりわけ、本報告において着目したい点としては、

① 事業領域の設定と、設定された各事業セグメントにおける収益性の確保

（日本の巨大複合型事業の企業の弱点である。各社が既に注力していることではあるが、

事業の選択と集中、再編による各事業セグメントごとの競争力強化と収益力向上が大き

な課題であり、国内のみならず海外企業も含めた思い切った再編が必要な分野が少なく

ないと考えられる）

② グローバル化

（販売面のみならず生産面や資材調達面でグローバル化を進めることは大きな潮流とな
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っているが、我が国の機械産業の企業において高い利益率を実現している企業には、早

くからグローバル化に取り組んできた企業が多い。グローバル化を進めていくことは成

長機会を得る上でも、収益機会を拡大する上でも必須と考えられる）

③ 差別化

（先端技術の取り込みや、特定事業への絞込み、ニッチ市場への着目、サービスなどの

面からの差別化など、他社との差異性を強く意識した事業展開が強く求められている）

⑤ 顧客対応のあり方

（特定のユーザーが明確な事業分野においては、顧客密着の徹底が効果的な場合がある。

とくに産業財の場合は、顧客の事業の発展に寄与するという視点での提案や製品提供が

重要性を増していると見られる。各種のソリューション提供型のビジネスはその具体的

な姿である）

⑥ ファブレス型生産やアウトソーシング、連携など、外部リソースの活用

（United Technologies や Cisco Systems などが典型的であるが、高収益企業の中に、事

業強化やコストダウンなどの手段として M&A を頻繁に活用してきた事例が多く見られ

る点が注目される。M&A を有効に活用することや、場合によっては、M&A の対象とさ

れる場合もあり得ることを常に念頭においておく必要がある）

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

http:/ringring-keirin.jp/


