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[要 約] 

調査の概要は、下記のサマリーの通りであるが、我が国機械工業企業の世界戦略の立案、

見直しには「顧客のニーズの把握」が何よりも重要である。 

 

エグゼクティブサマリー 

 今後、我が国では少子高齢化等で需要は減少し、後発工業国等では需要増になると見込

まれる。我が国企業はグローバルに事業展開しなければならないが、世界戦略の面で海外

のグローバル企業に学ぶ必要があると考えられ、世界の企業ランキング上位の機械工業企

業 11 社について調査を行った。 

 その結果、それら企業の戦略とミッション、あるいはビジョンの整合性、選択と集中、

パートナーとの連携等が注目された。 

我が国機械工業企業は海外顧客のニーズの把握ならびにニーズに基づき創造された価値

を顧客に的確に伝えなければならない。戦略の推進は分業等により、スピーディに行われ

なければならないが、何よりも顧客ニーズの把握が重要である。 

 

調査研究の概要 

１．背景と目的 

 研究開発、生産技術重視から、それらを活用した事業展開を図る戦略が必要とされてお

り、欧米の先進企業の戦略を調査研究し、我が国機械工業企業の戦略立案に資することを

目的とした。 

２．調査体制 

 東レ経営研究所内に「海外機械工業企業の世界戦略調査プロジェクトチーム」を設け、

調査を実施した。 

３．調査研究項目とスケジュール 

 平成 20 年 7 月から平成 20 年 3 月にかけて、海外機械工業企業の世界戦略について文献

等調査、訪問調査等により、順次、調査を実施した。 

 

第１章 今、なぜ「世界戦略」か 

１．需要構造の変化 

  我が国では少子高齢化が進み、一人当たり GDP も 1995 年以降伸び悩み、横ばい傾向に

ある。一方、BRICs を中心とした後発工業国では今後とも人口が増加し、工業化の進展と

ともに一人当たり GDP も大きく伸びると期待される。我が国機械工業企業が成長を続け
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るためには、後発工業国を中心に需要の伸びる海外の市場を開拓しなければならない。 

２．事業環境の変化 

 ・後発工業国においては自動車が未だそれほど普及しておらず、一人当たり石油消費量

も少ない。工業化の進展、自動車の普及に伴い、環境問題が深刻化すると考えられる。 

我が国機械工業企業にとっても、資源エネルギー問題ならびに環境問題は解決すべき

喫緊の課題であるが、同時に我が国企業の持つ技術力を活用してビジネスチャンスと

することが重要である。 

 ・特許の出願数は 1995 年以降、年率 4.7％で増加している。特に電気・電子、医療、視

聴覚技術、情報関連技術等の機械分野での増加が著しく、我が国は米国と 1 位、2 位

を争っている。 

・IT、通信技術の発展は著しく、我が国が多数出願・保有する機械分野特許を活用した、

スピードのある事業展開が必要である。 

３．機械工業を中心とした我が国企業の海外での活動状況 

  我が国機械工業の対外直接投資は10年前と比較して金額ベースで約3倍と伸びている。 

海外生産比率も輸送機械、情報通信機械が 35%前後と高くなっている。 

投資先は、北米とアジアの両地域が中心であるが、北米では現地での組立販売が主で

あり、アジアではコスト低減を目的とした輸出が主となっているなどその投資目的は大

きく異なるが、10 年前と大きな変化は無いと考えられる。 

４．世界戦略の必要性 

  IT 技術、輸送技術の発達等から世界経済の一体化は進んでおり、後発工業国等の市場

が拡大しつつある。従来の日本型経営とグローバル化時代の経営はパラダイムシフト言

ってよいほど異なっており、 近では携帯電話、カーナビゲーション、5 万円パソコン

等の世界市場対応において海外企業に遅れを取っている。 

今、我が国機械工業企業は環境変化に対応した戦略の見直しが急務となっている。 

 

第２章 世界戦略とは 

１．多国籍企業とグローバル企業 

  多国籍企業では、企業に必要な機能を現地法人レベルで 適化しているのに対し、グ

ローバル企業では企業に必要な機能をグローバルレベルで 適化する。 

２．戦略とは何か 

 ・企業戦略は、ミッション(企業の使命)、ビジョン(企業の目標)を達成するためのセオ

リーであり、「企業が競争優位を構築する」道筋である。 
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・世界戦略は世界的視野で競争優位を構築することである。 

世界戦略の立案は現状分析から始まり、他社に真似されにくい独自性のある事業コン

セプトを創ることが肝要であり、独自性のある事業コンセプトを効率的に遂行する道

筋を描くことである。 

・現在は、戦略の遂行に「スピード」が要求されることから「選択と集中」および「組

み合せ・分業(連携)」が重要である。 

・どこに進出するか、どの企業と連携するかの問題よりも、そうしたネットワークの中

心となる「世界戦略本部」の持つ求心力(競争優位)が何よりも重要である。 

３．戦略の評価・分析 

  評価・分析の代表的な方法として SWOT（強み、弱み、機会、脅威）分析を簡単に紹介

し、我が国機械工業を対象に分析を試みた。(本文参照) 

４．世界戦略は日本企業が取り組むべき新たな課題 

  日本企業は、長期的視野に基づき、独自性、オペレーションの効率化、収益性の追求、 

選択と集中および組織改革などを世界的視野で戦略的に考える必要がある。 

 

 

第３章 主要な世界のグローバル企業の戦略分析 

１．主要な世界のグローバル企業の戦略分析 

１．１ 調査の概要 

  フォーチュン、フォーブス等の各種の世界企業ランキング上位企業からグローバルに

事業展開する機械工業企業 11 社選出した。 

 選出した企業は、ディーア、キャタピラー、ノキア、ヒューレット・パッカード、デ

ル、アップル、シスコシステムズ、サムスン、シーメンス、ボルボ、BMW の 11 社である。 

１．２ 主要企業の戦略分析 

1.2.1 ディーア 

  創業以来「大地に関係する」顧客を対象に事業を伸張させてきている。世界戦略も手

堅く進めている。 

1.2.2 キャタピラー 

  建設工事用機器および鉱業設備機器を扱う。マトリックス型組織運営、６シグマを取

り入れるなど経営改革に取り組む。インド、中国等の市場開拓に注力中。 

1.2.3 ノキア 

  モバイルに集中特化し、40%近いシェアーを活用したマーケティングを実施している。 
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 海外も含め、自製率は 80%であり、研究開発費 56 億ユーロを使用する。 

1.2.4 ヒューレット・パッカード 

  インクカートリッジは自製に拘るがプリンタのハード、パソコンはほとんど外注して

いる。 近は、企業買収により IT 関連のソフト、サービスに力を入れ、IBM と競合する。 

1.2.5 デル 

  非常に合理的なデルダイレクトシステムで業績を著しく伸ばしたが、他社の模倣する

ところとなる。デルは企業向け市場に特化していたが、消費者向けで HPに遅れを取った。

現在、消費者需要に対応すべく、ダイレクトシステムを見直し、量販店対応等を進めて

いる。 

1.2.6 アップル 

  スティーブ・ジョブズ氏の強烈なリーダーシップで I-Pod、i-Phone 等の開発、上市に

より、事業拡大が続いている。アップルの経営の特徴は顧客中心の巧みなマーケティン

グと製品開発等における完璧主義にある。 

1.2.7 シスコシステムズ 

  シスコ 大の特色は、ベンチャー企業の買収による先端技術と人材の入手にある。 

 生産の 95%を外注するが、自ら売上の 13%を研究開発に投入するなど、ネットワークの求

心力を維持強化。 

1.2.8 サムスン 

  半導体ビジネスで業績を著しく伸ばし、 近はデジタルコンバージェンスを中心に世

界戦略を推進中である。 

  サムスンは IT関連では後発であるが、マーケティング基盤の強化に積極的に取り組み、

ブランド戦略および海外の地域専門家育成等の人材育成で業績拡大を進めている。 

1.2.9 シーメンス 

  高い収益性と事業安定を目指し、資本、技術集約的な産業用機器、エネルギー分野、

健康管理分野に事業を絞り、徹底したポートフォリオ管理を進めている。 

1.2.10 ボルボ 

  1999 年に乗用車部門をフォードに売却する一方で、ルノー、日産ディーゼル等のトラ

ック事業を買収し、商用輸送に集中する。 

海外は需要立地主義で展開している。 

1.2.11 BMW 

  高級車ブランドである。ロールスロイス、ローバーなどを買収し、業容拡大する。 

  ドイツ中心の生産であるが、 近は中国、インドにも進出している。 
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２．訪問調査結果 

２．１ 調査の概要 

  上記 2で取り上げた企業の中から、4社（ボルボ、ノキア、シスコシステムズ、キャタ

ピラー）を訪問、文献等調査の補足と世界同時不況突入後の状況についてインタビュー

調査を実施した。 

２．２ 訪問調査結果 

 2.2.1 ノキア 

 ・生産の 80%自製は、将来の大型市場、インド等の生産インフラ発達国、かつ低廉労働力

活用等を考慮して実施している。 

 ・これからは、携帯電話メーカーとパソコンメーカーの競合が激しくなると思われるが、

提携の可能性もある。フレキシブルに対応するとしている。 

 ・現下の情勢対応については、モバイルの成長性が損なわれることは無く、シェア 40％

をフル活用してさらにシェアを伸ばす。 

 2.2.2 ボルボ 

 ・グローバル展開は低廉労働力が 優先ではない。 

中国、アジア、東欧がエマージングマーケットとして重要である。 

 ・スウェーデン・ヨーテボリ本社の統括機能の重要性を強調する。狙いはマトリックス

事業組織とネットワークハブの強化である。 

 2.2.3 キャタピラー 

 ・1960 年頃からグローバル化に取り組み、米国以外にも 58 工場を有している。 

・同社の事業は、組み立てよりコンポーネントや材料の比重が高く、コンポーネント等

の生産は資本集約的事業という。 

 合弁、合併、買収、統合等がアライアンスの中心に据えられていると考えられる。 

 ・グローバル R&D では、本社が主導的役割を果たし、インド等はデザインセンターであ

る。 

 2.2.4 シスコシステムズ 

 ・グローバル化は、ビジョン・戦略・実行が基本であるとする。 

ビジョンを実現する戦略をスピーディに実行する。 

 ・シスコの M&A の特徴は、数多くの A&D(買収と開発)である。ベンチャー企業を買収後、

自社の既存技術、製品、組織と統合(integration)することにある。 

 ・外注は厳しく品質管理・生産管理を実施している。 
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 ・研究開発費は売上高の 12～14％と高くなっているが、ハイテク分野では手を抜くこと

はできない。ネットワークの求心力として重視していると考えられる。 

 ・現在の情勢下にあってもビジョンと戦略は変えない。 

３．まとめ 

３．１ 調査において注目された事項 

（１）戦略とミッション、ビジョン 

 調査対象とした企業では、戦略とミッション、ビジョンの関係はよく理解され、ほとん

どの企業で整合性が保たれている。ミッション、ビジョンの役割はグローバル化、多様

化の中にあって求心力として重要性を増すと考えられる。 

（２）組織 

  マトリックス組織が注目される。 

 グローバル化、事業の高度化、事業部制採用の結果、企業全体の競争力強化、効率化

のために横串が必要になっている。 

（３）選択と集中 

  HP、シーメンス、アップル、サムスン等、各社の持っている資産の違いから、選択と

集中の仕方は異なるが、選択と集中の進展度は非常に高いといえる。 

（４）海外展開 

 シスコシステムズが第 2 本社、HP が本部を置き、また、多くの企業がインド、中国に

研究所、生産拠点を持つなど、インド、中国等ＢＲＩＣｓを戦略的地域としている。 

日本は市場としてよりも、先端技術動向を窺う場所として注目されていることに留意す

べきである。 

（５）パートナーとの連携 

  生産面から見た場合、米国の HP、デル、シスコシステムズおよびアップルの外注依存

度は非常に高い。OEM はまだしも大量に ODM に生産委託するに及んで製造業として重要な

生産技術力が失われていくことに繫がり、何らかの対策が必要と考えられる。 

３．２ 世界戦略における分業・連携に関する考察 

（１）分業システムの有効性 

  自前主義、現在の仕入先に取引を限定していては、能力の低いパーツがあれば足かせ

となり、逆に世界的視野で 高の機能を持ったパーツに切り替えることができれば製品

の評価は上昇することになる。 

我が国企業は、連携が、特に海外企業との連携・分業が不得手であると言われている。 

連携・分業だけでなく M&A その他の方法も検討すべきである。 
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（２）事業のスピードと完成度を高める分業システム 

我が国企業は垂直統合型生産システムが得意で水平分業型生産システムは不得意とさ

れるが、ともに分業システムであることに変わりはなく、あえて分ける必要はないと考

えられる。要は異なる技術の「組み合せ」、企業の「連携」、「分業」により、事業のスピ

ードと完成度を向上させることが重要である。 

（３）事業ネットワークハブの求心力 

その製品の核となる機能を所有するものがリーダーシップをとり、支配力を有するこ

とになると考えられる。核となる機能は、企画力でも、ブランド・販売力でも、技術力

でも生産工程の管理能力、ネットワークの求心力でもかまわない。 

それぞれの機能の立地・分散は、賃金水準だけで決まるのではない。市場へのアクセ

ス、労働力の質、その他インフラ等トータルで考える必要がある。ネットワークで何よ

りも重要なのはネットワークハブ（=世界戦略本部）が求心力・ハブとしての輝きを失わ

ないことである。 

（４）模倣されにくい仕組み 

  連携・分業は取り組み相手を信頼することから始まるが、海外進出、多国間分業の際

には、模倣されにくいシステムを作る必要がある。 

  核となる技術の生産工程の完全内製化、技術のブラックボックス化、特許化等が必要

である。 

ネットワークの外部に対して、販売面では、製品発表時に完成度の高い商品を提示し、

技術の高さ、供給能力を誇示するほか、ライバルがすぐには追随できない価格設定にす

るなどが考えられる。 

  

第４章 まとめ 

１．我が国機械工業企業の世界戦略構築に向けて 

  機械工業企業の世界戦略 

世界戦略

①顧客・ニーズ

⑤価値 ③機械工業企業

②ニーズ
把握

④価値
創造

⑥価値
伝達
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 先進国にも後進国にも夫々ニーズがある。世界戦略はニーズを把握するところからはじ

まる。機械工業企業は技術、生産、販売やブランドといった自社保有の資産を棚卸し、さ

らに利用可能なパートナーの資産まで把握して価値創造を行うべきである。 

 世界戦略においては、利用可能な世界の資産を競争優位、生産効率の面から組み合わせ

る。世界に散在する知識や機能を 適に再編、再配置することで世界に通用する価値が生

まれる可能性が大きくなる。創造された価値はマーケティング、営業、物流等により的確

にユーザーに伝えなければならない。その際ブランドは重要な役割を果たす。 

２． 後に 

我が国の企業は国内で成功した商品を持って海外展開を図ろうとするが、今回調査した

世界の先進的企業は 初から世界展開である。戦略的な企業とは、環境変化を先回りし、

環境変化を活用し、市場創造を組織的にできる企業である。 

ライバル企業は世界に多数存在する。世界を相手にビジネスを展開するにはスピーディ

なビジネスモデルを構築することが重要である。ビジネスモデルは戦略の結果である。 

戦略運営のポイントは、顧客のニーズを抽出し、創造した価値を的確に伝えることであ

る。 

その間の作業はスピーディに行う必要があり、そのためには打てば響くような組織が必

要であり、選択と集中により、自社の競争優位を磨き上げ、分業(連携)の核とした上で、

世界中の優れた機能を持つ企業と連携することである。 

我が国機械工業企業はこれまで以上に世界の顧客あるいはニーズに関する情報を収集

し、分析し、「新たな需要は何か、自社が提供できる価値は何か、パートナーの資産を含

め活用できる資産は何か」について考え抜くことが重要である。 

 

 

   
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/ 


