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 [要 約] 

 

概要 

米国のデルやアップルを引き合いに出すまでもなく、「デジタル化」によって企業の戦略

が大きく変わりつつある。これまでものづくり技術力を競争優位として欧米先進国企業と

戦ってきた我が国機械工業は、新たな競争優位を構築する必要に迫られている。 

例えば、我が国企業の収益性の問題について調査したところ、アンケート調査ではコス

ト競争力のなさが課題の筆頭であり、ヒアリング調査では、国内の販売量が少ないことが

問題視されていた。我が国機械工業企業は、国内市場を中心とし、次いで米国等の先進国

市場を重視してきたが、それらの市場は飽和状態にあり、新たな市場を求めなければなら

ず、戦略の見直しが必要である。 

今回の調査結果を総合的に考えると、我が国企業は選択と集中、生産の効率化等、様々

な取り組みを行ってきたが、国内の雇用の問題、社内事業・組織間の横並び主義などによ

り、新たな戦略の徹底推進が阻害されたのではないかと考えられる。我が国機械工業企業

は独自の技術開発成果を他に先駆けて実用化し、新規に市場を切り拓き、新規事業を展開

していく独自の戦略、推進体制を強化する必要があると考えられる。 

成功させるためには、強いリーダーシップと実行する人材の育成が必要であり、企業は

外に向かってグローバル時代に相応しい大きな、顧客を中心としたビジョンを発信する必

要がある。 

 

エグゼクティブサマリー 

 本調査研究全体の概要は上述の通りである。繰り返し、記述することは避けるが、拡大

しつつある新興国市場を攻略するには、全てのステークホールダーがビジョンを共有し、

これまでの「良いものを安く」という戦略から顧客・市場重視の戦略に転換し、確実に遂

行することが重要である。 

 

調査調査研究の概要 

１．事業の目的 

グローバル時代にあって、我が国機械工業企業は戦略を世界大で考え、戦略推進に素早

く着手し、地域ごとに調整する必要がある。そこで欧米先進企業との比較において我が国

機械工業企業の課題と対策を検討することを目的として調査研究を実施した。 

２．事業の内容 
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海外及び国内の主要機械工業企業のウェブサイト、文献等から各社の世界戦略を抽出、

整理した後、国内機械工業企業を対象に各社の世界戦略についてアンケート調査を実施し、

その結果を踏まえてヒアリング調査を実施した。また、海外の機械工業企業 6社に不況下

の世界戦略についてヒアリングも行った。それら調査の結果を総合的に分析、検討した結

果を報告書として取りまとめた。 

３．事業のタイム・スケジュール 

 平成 21 年 10 月から平成 22 年 3 月にかけて文献等調査、アンケート調査、国内及び海外

の主要企業へのヒアリング調査等の調査を実施した。 

４．調査研究体制 

 東レ経営研究所内に「我が国機械工業企業と欧米企業の戦略に関する比較検討調査プロ

ジェクトチーム」を設け、調査を実施した。 

 

第 1 章 我が国機械工業企業と戦略 

１．欧米企業の世界戦略に関する考察 

グローバル展開において、競争力強化に必要な能力が不足、あるいは能力が劣る場合は、

何らかの方法で補強する必要があり、最良のビジネスパートナーの獲得、あるいは必要機

能の調達等が不可欠となる。例えば、1990 年以降パソコンが普及しだし、産業のデジタル

化が進み出したころ、最も成功した企業がデルと考えられる。デルはアジアに生産を委託

し、効率を徹底して追及し大成功を収め、世界の企業の世界戦略に大きな影響を与えた。 

 

２．我が国政府の国際競争力強化施策 

今や、護送船団方式の時代ではなく、企業は自力で世界市場を開拓していかなければな

らない。企業は自ら事業周辺の環境の観察と判断に基づき、時代の先を読み、事前にさま

ざまな角度から検討を行っておくような経営が必要な時代になったといえる。 

 

３．注目される「アジア市場」 

国や地域の GDP が 3,000 ドルを超えると、都市化や工業化が一気に進み、消費スタイル

にも大きな変化が表れ、耐久消費財の消費が加速度的に活発化する可能性が高いとされて

いる。さらにアジアの人口は 2005 年の 30 億人から 2050 年には 38 億人に増加すると予測

されている。5,000～35,000 ドルの所得を得ている人口は 1990 年にアジア全体で約 1.4 億

人にすぎなかったが、2008 年には 6倍強の約 8.8 億人に一気に膨らんでいる。 

今、BRICｓ、アジア新興国市場が注目を集めている。 



 4 

第 2章 海外機械工業企業の戦略 

１．海外の主要機械工業企業の世界戦略  

海外の主要な機械工業企業 11 社の戦略を、選択と集中、海外展開、ネットワーク（分業、

連携等）等の項目を中心に文献等調査を行い、さらに海外企業の本社を訪問し、2008 年の

リーマンショックに端を発する世界不況が世界戦略にどのような影響を与えているか等の

チェックも加え調査した。 

その結果、業績ダウンを余儀なくされた企業が多い中、アップルやサムスンのように業

績を向上させた企業もあり、また各社とも今般の不況に対して従来のビジョン、戦略を変

更することなく、むしろ戦略を先鋭化して取り組んでいることが判明した。 

 

２．海外機械工業企業の戦略のまとめ 

 世界戦略のキーワードは顧客中心、戦略地域、スピード、選択と集中、組み合わせ、分

業（連携）であり、今後とも重要課題であることに変わりはない。 

 

第 3 章 我が国機械工業企業の世界戦略 

１．我が国の主要機械工業企業の戦略的取り組み 

 第 2 章記載の海外 11 社と競合すると考えられる我が国企業 10 社のビジョン、戦略等と

戦略的取り組みについて整理した。各社各様に取り組んでいるが、業績を見ると設定され

たビジョン等と現実の乖離をいかにして埋めていくかが今後の課題になっていると推測さ

れる。 

  

２．国内外企業の利益率と研究費、設備投資負担 

 調査サンプル数が国外、国内各 10 社程度で断定的にはいえないが、我が国企業は全体と

してみた場合に、売上高営業利益率が低い傾向にある。その原因の一つとして研究開発投

資、設備投資が大きいことが考えられ、進まない「選択と集中」が影響している考えられ

る。 

 

第 4 章 我が国機械工業企業の世界戦略(実態調査) 

１．アンケート調査 

我が国機械産業の国際競争力向上のために、グローバル戦略の観点から企業活動を再点

検することが有効との考えから、機械メーカー各社の海外展開の強化・革新に関する考え

や取り組み状況等についてアンケート調査を実施した。 
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その結果を以下に要約する。 

(1)問題点 

①低い営業利益率 

  海外競合企業との比較において、生産力、技術力は負けていないはずなのに、コス

ト競争力が伴わず営業利益の面で劣っている。 

 ②ミッション・ビジョンの共有 

 海外事業戦略の策定は、利益と売上拡大を目標に企業の経営トップ、事業トップが

中心となって行う企業が多い。実際に業務を遂行する関連部署の参画度合いは低く、

企業のミッションや事業戦略の共有が進んでないようであり、改善が必要である。 

 ③海外競合企業との競争力比較 

情報収集・現地のニーズ･需要の把握、どのようにビジネスを展開するか(ビジネスモ

デル)、事業および製品の絞り込み、現地企業との連携等、海外競合企業と比較して見劣

りする事項は多く、我が国企業の経営課題は山積していると言える。 

(2)海外展開 

我が国機械工業企業は、国内の少子高齢化・人口減少もあって需要が伸びないことから、

海外市場の開拓の必要性が強く認識されている。 

(3)海外展開に必要な戦略 

戦略地域は中国である。人口が多く、経済成長著しい中国の需要獲得が目標となり、コ

ストダウン目的で生産も行いたいとしている。今後は海外においても、グローバルに販売

力・ブランドの強化を図るため、企業が自らの能力、特性に対応したミッション、ならび

に世界のスケールで戦略を策定する必要がある。 

(4)世界戦略の再検討のポイント 

①選択と集中の不足 

②リーダーシップの不足 

③現地の理解不足 

④技術重視の一辺倒の経営の見直し 

 

２．ヒアリング調査 

 我が国企業は、選択と集中に取り組んだ経験を持っている。しかし、その進展度合いは

低い。実行の過程で日本らしさが残ってしまった結果と考えられる。国内の工場を閉鎖し

ようにも当該地域の雇用の問題を考えなければならならないし、多数の事業部を持ってい

れば研究費、人員削減等で横並び主義を排除することができないし、組織改変も難しい。
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海外志向は強くないため、国内の売上が増加しなければ研究開発費を中心とした費用負担

が大きくなってしまう。そのため利益率が低くなってしまったと分析される。 

 組織体制面では、トップの立案した戦略の共有が望ましいという意見があった。我が国

企業は理念、ミッション等の社内共有を見直すことで組織の連携を改善できると考えられ

る。 

世界戦略のポイントは現地のニーズがどれだけ把握できているかということである。 

 世界戦略を実行するのは人材であり、企業のこれまでの教育体制、育成環境整備にも問

題があったようである。 

 

第 5 章 まとめ 

１．世界戦略に関する歴史と現状 

 我が国製造業が生産拠点として見ていたアジアは、今や、大きな市場に育ちつつある。

その一方で、欧米先進国、特に米国は百年に一度の不況で、過剰消費が明らかとなり、節

約志向の中、市場としての魅力を失いつつある。 

IT 情報技術の進化、3 次元 CAD などの開発が進んだデジタル化の時代にあっては、日

本が得意とした｢アナログ式のものづくり｣や、全て自前でなければならないという考え方

は見直す必要がある。我が国は世界トップレベルの技術力を持ちながら、世界の市場での

シェアの低下が続いている。その理由は、環境や条件が変化して消費者のニーズも大きく

変わっているのに、従来の市場対応戦略を継続していることによると考えられる。 

 

２．海外勢の脅威 

必死になって「追いつき、追い越せ」の努力を行う新興国に追いつかれるのも時間の問

題と考えなければならない。 

我が国にとっての最大の脅威は「ジャパンナッシング」である。 

技術的キャッチアップ努力を続けるアジアの企業と研究開発力、ブランド力、マーケティ

ング力を持つ欧米企業が一体となった時のことも考えなくてはならない。欧米大手小売業

のプライベートブランドでのアジア企業への生産委託も視野に入ってくる。 

 情報機器関連だけでなく、労働集約的生産も海外移転、分業化が進むと考えられる。 

 

３．我が国企業の世界戦略 

(1)戦略見直しの必要性  

我が国は、すでにフロントランナーとなっている。これからは、自らビジネスモデルを
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作り、生産と販売を世界で推し進めるしかなく、お手本のない時代である。 

新興国がコストダウン目的の生産拠点から、我が国にとっても市場に変わりつつある。 

 アジアを中心とした新興国市場の開拓を機に、現地需要に対応したものづくりを考える

時期であり、そう遠くない過去に我が国がたどってきた経済、社会の歴史を振り返り、今

なお健在なものづくりの力を活用すれば、新たな発展の方向が見出されると考えられる。 

従来と同じやり方で、売上が増えたら利益が増える時代ではない。 

フロントランナーとなった我が国企業が新たな発展段階に入るには、企業のミッション、

ビジョンを全社で共有し、これまで積み上げてきた研究開発成果を活用し、新たな市場を

切り開き、シェアを維持していく実行力・管理能力が求められている。 

 以下、世界戦略の項目ごとの調査結果である。 

(1)リーダーシップ 

 これからの企業に求められるのは、企業トップの戦略的な思考と迅速な決断、実行力で

ある。 

(2)選択と集中 

「世界シェア上位でなければ、生き残れない」は今や世界の企業の共通認識である。 

(3)市場選定（地域戦略、顧客の絞込み） 

 まず、商品ありきではない。ビジネスの価値体系の最上部にあるのは顧客である。顧客

重視の姿勢で、その市場の顧客が望むものをどうすれば提供できるかに注力せねばならな

い。 

(4)商品戦略 

 ①提供価値 

  顧客にとっての価値、競合他社との違い等具体的に描き出すことが必要である。 

 ②市場開拓 

製品開発だけでは事業として成立せず、顧客を得て初めて事業となる。 

(5)ポートフォリオ 

 顧客が最も価値を置く項目で、圧倒的なプレゼンスを獲得することが重要である。 

(6)生産 

顧客重視の姿勢で、市場変化への即応、商品利益率の向上が可能なグローバル生産体制

を構築しなければならない。 

(7)ビジネスモデル・販売力 

我が国企業は欧米企業と比較して技術力に優るものの、戦略（＝マーケティング）面で

は劣っている。我が国機械工業企業は「技術力+戦略」で欧米先進国に対しても、新興国に
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対しても競争優位を築くべきである。さらに、新興国に対してはコストに対抗できるブラ

ンド力、販売チャネル、商品企画力で対抗すべきである。 

(8)人材育成 

「世界戦略」を実行するのは人材である。若者がハングリーでなく、勤勉でないと嘆く

前に、上司、経営が変わらなければならないと考えられる。 

(9)組織 

縦割りの無駄を省く。欧米企業では、マトリックス組織が当たり前になりつつある。 

今我が国機械工業に強く求められるのは、コストダウン、業務の効率化以上に、「世界に

向って事業を拡大する明確なビジョン」である。 

 

企業は、先ず、組織として何をしたいのか、何をなすべきか、もう一度外に向かってグ

ローバル時代のスケールの大きなビジョンを発信する必要がある。 

 

 

 

  

       この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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