
日機連２２高度化-８

平成２３年３月

http://ringring-keirin.jp

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

平成２２年度

機械工業企業のマーケティング戦略再考報告書

社団法人　日本機械工業連合会

経　済　政　策　科　学　研　究　会

日
機
連　

高
度
化　

８

-

平
成　

年
度　

機
械
工
業
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
再
考
報
告
書　
　
　
　

平
成　

年
３
月

22

22

社
団
法
人　

日
本
機
械
工
業
連
合
会

経　

済　

政　

策　

科　

学　

研　

究　

会

23





 

 

 

序 

 

我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立国維持に

は必須条件です。 

 しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいます。 そして、我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、技術開発推進も一

つの解決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており

ます。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためには、も

のづくり力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる

独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い

機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向

を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたして

おります。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向に係わる調査のテーマ

の一つとして経済政策科学研究会に「機械工業企業のマーケティング戦略再考」を調査

委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば

幸甚です。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 



  
 



  
 

はしがき 

 
 昨今「現下のような激変期にあって企業が生き残るためには、新しい『ビジネスモデ

ル』の確立と『マーケティング戦略』の構築が不可欠だ」という論説を多く見かける。 
 たしかに、地球大での資源・環境制約の高まり、グローバリゼーションの深化、欧米

型資本主義の限界と先進国の凋落、日本国内における経済社会の成熟化、少子高齢化の

進行等々、機械工業企業においても産業革命あるいは明治開国以来の構造変化に直面し

ている今、既存のビジネスモデルを見直すとともにより積極的なマーケティング戦略を

打ち出す必要性が高まっていることに異論はない。 
 とはいえ、出ている論説は、デル、アップル、サムスンといった新興企業を成功事例

として持てはやし、それらに見習うべきだというものが圧倒的に多い。しかし、本文中

で述べるように、これら新興企業はあくまでベンチャー的な尻尾をぶら下げたものばか

りであり、それぞれ社内には時として致命的とも言える弱点も抱えている。 
また、これら「成功事例」とされる企業の『ビジネスモデル』とか『マーケティング

戦略』にしても、それぞれの企業に固有のものであって、そこからマニュアル的に何か

共通する「成功の秘訣」が見出せるというわけではない。逆から言えば、「先例に学ぶ」

というのは必要条件の一つにすぎず、決して十分ではないのである。 
 したがって、直面する難局面を克服するために、今や多くの日本企業が失い、そうし

た成功企業が掲げる「チャレンジャー精神」を復活させるべきは当然だとしても、それ

らが同時に持ち合わせる多大なリスクまで一緒に背負い込むべきかどうかは別に考え

るべきだし、いずれの先例が自社に最も合うかどうかは別途見定めなければならない。 
 それには、オバマ大統領の韓国賞賛など時流に流された論説に耳を貸すのではなく、

真っ先に自社自身について深く見直すことが肝要である。 
「敵を知り己を知れば百戦してなお危うからず」というが、「自分のことは分かってい

る」つもりで意外に全く分かっていないことが多い。したがって、まず自社について、

次いで競争相手を含む関連企業・産業について一から研究・勉強し直し、その上で見習

うべき先例に当たっていくという一歩一歩地道な作業を進める姿勢が肝要である。 
なお、熟知すべき多種多様の要素から求める解を再構築する上で有用、かつ、本研究

においても用いられた「ホロニック工学」手法は、大きく変容せざるをえなくなってい

る人類社会の将来あるべき姿を描くために小野が生み出した方法論であるが、今次世界

危機の下では改めて個別案件について検討する上でもその再評価が求められていると

ころである。 
経済政策科学研究会代表 

小野五郎 
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はじめに 

金融危機以降先進国経済が低迷する中で、新興国の台頭に代表されるグローバル化も同

時進行し、世界的な経済産業構造が激変している。特に人口減少と少子高齢化の進展、格

差拡大等が見られる日本では、目先の対応に追われ抜本的な構造改革を後回しにした結果、

今や「失われた 10 年どころか、このまま消えていくことになるのではないか」という悲観

的見方さえ出てきている。 

とはいえ、マクロ的に見れば悲観的要素ばかりが目につく中にあって、個々の産業・企

業の中にはむしろ現下の変化をチャンスと捉え、急速に業績を伸ばしているところも少な

からず存在する。 

また、機械工業企業においても、「有事に備えて手元資金を充実」させてきた結果、 近

になって増大した手元資金を活用して反転攻勢に打って出ようと成長路線に舵を切りつつ

あるところが出てきている。例えば、富士フィルムやキャノンでは手元資金がそれぞれ４

千億円超、８千億円超まで積み上がり実質無借金経営となったことを受けて、Ｍ＆Ａを含

めて成長性が高いと見込まれる医療関係などに進出しようとしている。 

そうした将来を睨んだ企業の積極的展開もあって、機械工業企業においても、産業・企

業の成功例などを参考にしつつ、新たな企業のマーケティング戦略を探ることが求められ

るようになった。もっとも、一時滅亡した恐竜のごとく、その巨体を持て余していたかの

ように見えた日立が 近になって蘇生してきたのは、決してマーケティング戦略の成功で

はなく、組織的ビジネスモデルの改革によるものである。 
したがって、個々の企業にあっては、まずは目下自社に求められているものは一体何な

のか――そもそもマーケティング戦略なのがどうかということを含めて再検討しなおし―

―正確に把握しなければならない。 
また、上に述べたように変化をチャンスと捉えるためには、まずは現在起きている現象

を正確に分析・理解することが先決である。 

例えば、金融危機後の世界経済低迷という環境変化に直面した日立・東芝・シャープ・

ソニー等の液晶パネルメーカーは、過剰生産を招く相互の重複投資を調整すべく合従連衡

による提携を模索していたが、極 近になって iPhone などの快走が続くアップルが生み出

した特需に乗って、提携話を中断しむしろ設備投資の拡充に向かっている。 

このように、企業戦略に関わる環境変化というものは、誰にでも直ぐ分かる金融危機の

ようなマクロ的スケールで起こるものばかりではなく、ミクロの場で世界市場全般を対象

とする一企業の特定製品が出現することによっても左右されるという冷厳な事実を受け止

める必要がある。すなわち、現下に起きている問題は、その要因を含めて極めて複雑に絡

み合った重層的なものだという認識の下、より個別具体的に実態を解明していかねばなら

ないのである。また、そうした極めて多種多様かつ移ろいやすい現実に対応して行くため

には、当然、これからの企業のマーケティング戦略を従来とは全く異なる個々それぞれに

独自性を持った革命的な方向へと転換していかなければならないのだ。 
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一方、そもそも取り組むべきとされる「マーケティング」という用語についても、当然、

予め正確に理解しておかなければならない。 

その点、一部に「マーケティング」を「企業における市場対策」などと狭く解釈する向

きがあるが、その本当の意味は「何をどうしたらどこで売れるか」という極めて奥深いも

のである。したがって、この言葉を意味論的に分析することから始めて、個々の企業が目

指すべき方向を見定める必要がある。 

例えば、求められているのは、具体的な商品なりそのイメージが現に存在して、かつ、

売り先も分かっているがどうしたら売れるか分からない場合、商品か売り先かどちらかは

存在するがもう一方は存在せず、それをどうやって開発ないし開拓するか、どちらも存在

しないが何か新しい試みをやるための必要生産要素として人材・技術・資金・信用・情報

等々のうちの幾つかが存在しており、その活用先を探ろうとしている場合のいずれかによ

って、当然戦略も変わってくることになる。 

同様に、直上に述べた環境変化にしても「マーケティング戦略」という立場からは、当

然、世間一般とは違う捉え方が必要となる。具体的には、マーケティング戦略上から見た

環境分析と自社の現有・潜在的戦力分析を行ない、それに基づいて標的となる製品・市場

を確定し、個別機能的（人事・組織、研究・開発、生産・技術、販売その他）戦略を固め

ていくということになる。すなわち、結果として対象とすべき要素は各段階で無数に存在

するわけだから、その順列組合せは無限に広がってしまう。そうした発散を防止するため

には、 近強調されるようになった「選択と集中」が求められ、それに向け予め社内で経

営理念についてのコンセンサスを固めた上で、それに則ってそれぞれ進めていかなければ

ならない。とはいえ、その経営理念そのものが個々の企業ごとに全く違って当然なのだ。 

・・・ということは、誰にとっても有用なマーケティング戦略構築マニュアルなど存在

しえないということを意味する。むしろ「（どういう本が読んだらいいかという問いに対し

て）『これが必ずいい』などとわかっていれば人生は楽だ」というピアニストの中村紘子氏

の言葉こそ噛み締めるべきである。 

その点、昨今のように、ビジネス・スクール出のＭＢＡを重用しようというのはあまり

に愚かだと言わざるをえない。そもそもビジネス・スクールがかつて高い評価を得ていた

のは、ケース・スタディの積み重ねによって生み出されたケース・メソッドを用い社内研

修に近似した実学的教育を行なっていたからである。ところが、そこから共通項を引き出

しマニュアル化した途端、1980 年代の米国で言われた「ビジネス・スクール亡国論」に見

られるがごとく有用性を失っていったのだ。 

環境激変期にある現在、求められるのは、むしろかつて日本企業が得意としていた成功

先例の咀嚼的受入れとか社内研修的な一つ一つの経験知の積み重ねであって、一足飛びに

成果を期待するマニュアルなどでは決してない。したがって、本研究報告書で取り上げた、

今日発展していると言われている個々具体的な企業についてのケース・スタディも、あく

までヒントとしての成功要因紹介だと理解されたい。 
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なお、今や単なるイノベーションを超えた「破壊的イノベーション」が重要だという意

見も多いが、シュンペーター流のイノベーションには元より「自己破壊」という意味合い

が含まれているのであって、それを殊更目新しげに言ったところで何の成果も得られない。

むしろ彼のイノベーションの発想はあくまで超長期循環を前提としているという点におい

て、必ずしも今のような産業革命後はじめて遭遇した純構造的課題を克服するに当たって

絶対的価値がある話だとは言えないと悟るべきなのである。換言すれば、そうした先入主

総てから脱することこそが肝要だと言える。 

にもかかわらず、現在新しいマーケティング戦略について探求している者は、企業関係

者・コンサルタント・シンクタンクの区別なく、そのほとんどが既存例から成功の秘訣な

いし共通項を見出そうというものばかりであり、それらをすべて超克したところに新しい

方向を求めるという姿勢に欠けている。それでは、何のために戦略を練ろうとしているの

か分からないし、かえって無駄な資源投資になっていると言うべきである。今求められて

いるのは、経営の新モデルであって、過去の成功経験の追試などではないのだ。 

もちろん、過去の成功例には、今でもそれなりの価値は認められるが、むしろそれを熟

知し分析・構想することは、あくまで 低限の必要条件なのであって、十分条件を満たす

には程遠いと言うべきであろう。すなわち、十分条件を満たすためには、成功事例を含め

たあらゆる情報・要素について深く探求した上で、なおその総てを否定するところから始

めることが求められるのである。 

特に昨今持て囃されているサムスン電子など韓国企業の台頭も、あくまでかつての日本

がそうだったようにキャッチアップ過程特有なものと言えるものが少なくなく、その裏で

はサムスン電子そのものに纏わるスキャンダルとか、同じ勝ち組とされる現代自動車に発

生した異変（ストによる生産停止、現代グループとの近親憎悪、国内市場の低迷など）な

ども見受けられるところである。このように、少なくとも韓国自身が日本並みに成熟した

暁には今の日本企業以上に多くの難題を抱えることになると思われる。 

その点、サムスン電子を念頭に置き「100 メートル競走のスピードで事業拡大としている

世界の同業他社と、我々は中距離のスピードで戦おうとしているように感じた」として、

三洋電機とパナソニック電工の完全子会社化を決め、「（３社の独立性を意識して協力を進

めるのでは）スピードが致命的に遅くなる」「（スピードを上げるため）開発や調達の現地

化、現地の人材を育てる必要がある」としたパナソッニク大坪文雄社長の発言は、速度重

視の視点から意思決定の迅速化を図り成長分野に集中するという考え方には一理あるもの

の、そこに孕んだ危険性を意識していないという面で高く評価しえない。第一、そうした

ブルファイトへの参戦は、いずれ共倒れに陥る可能性が高く、新興企業のベンチャー流の

経営についていけず脱落した際に残るダメージも大きいにちがいない。 

むしろ、西岡喬三菱重工業相談役が三菱自動車再建の切り札とする電気自動車「アイ・

ミーブ」について、同社が経験済みの航空機並みの厳格な規格を求め、「早く売り出すより、

いい製品を作ることが重要だ」という発想の方が、多くの場合、すでに豊富な経験蓄積を
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有する日本企業には向いているものと思われる。実際、三菱重工業では、かつて撤退した

小型飛行機生産において、その後ボーイングの下請に甘んじ改めて部品製作から取り組み

なおして得た技術蓄積がＭＲＪプロジェクトとして結実しているところである（日経新聞

「わたしの履歴書」、2010 年）。 

また、躍進著しいグーグルやアップルにしても、「グーグルで必要なことは、みんなソニ

ーが教えてくれた」「グーグルもアップルも成功したのは経営、技術は日本にあった」など

とする元ソニー社員で前グーグル日本法人社長辻野晃一郎アレックス創始者の言からすれ

ば、そのまま日本企業がモデル化して論ずるのは全くの誤りであり、むしろそれくらいな

ら昨今失ったかつての日本企業自身の強みを取り戻す方が有用であろう。 

その点、 近とかく「日本人は、与えられた課題を解く能力には優れているが、自ら課

題を設定する能力に欠ける」といった論調が目につく。そうした自己否定的見解は、そう

言う者自身ないしその周辺において成立するにすぎず、「日本人一般」に当てはまるわけで

はないと自覚すべきなのだ。第一、もし仮に日本人一般に課題設定能力が欠けているとし

たら、 近持て囃されている「ジャパンクール」も起きなかっただろう。 

まして、かつての松下・本田などといった企業家（アントルプルヌワー）の叢生など無

かったはずである。ただ、そうした卓抜した企業家たちにとっては、彼らが設定した課題

を実行する能力に優れた優等生が使い勝手が良かったし、彼らが存命中はそれで十分であ

った。このため、代が下がるにつれて彼ら自身の分身たる企業家精神旺盛な人物ではなく、

優等生タイプが多数登用されることになっていった。その結果、そうしたかつてはベンチ

ャー精神に溢れた企業でさえ、いつか経営陣は課題受動的な優等生によって占められるこ

とになる。そうして企業家の後を継いだ優等生型経営者からすれば、もはや使いこなせる

のは自身と同じ優等生であって、課題設定型ないしベンチャー型人材ではない。 

もっと広く長く日本の近代化過程全般を振り返って見ても、彼の地に存在するモデルを

日本に移植すれば事足りるとされた欧米キャッチアップ時代においては、有用なモデルを

正確に拾い上げそれを忠実に再現する能力、すなわち設定した課題を実行する能力に優れ

た優等生が広く重用される傾向にあった。このため、本来は官僚養成を目的として創設さ

れた東大等出身の優等生が企業においても重用されるようになった。そこからも、日本社

会挙げて優等生重用と卓越したアイデアを抱える非優等生タイプの人材の疎外が生じた。 

すなわち、「日本人は、与えられた課題を解く能力には優れているが、自ら課題を設定す

る能力に欠ける」のではなく、「日本人は与えられた課題を解く能力には優れているだけで

はなく、自ら課題を設定する能力を有する者も少なくないが、今の日本社会は後者を受け

入れ評価しなくなってしまった」だけなのである。この点は、内田恒二キャノン社長も「日

本人の特質は、決められた目標に対して 大限の力を発揮できること。それが日本のもの

づくりを支えてきました。この点において、日本は今も世界でナンバーワンだと思います」

としつつ、「問題は突出した才能をさらに伸ばす仕組みが欠けていることです。日本では優

秀な人が頭を押さえつけられる風土が強すぎます。才能を持った人が必ず大学へ行かねば
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ならないという風潮もおかしい。キャノンは 20～30 年前まで町工場に近いような雰囲気で

した。高卒で高い技術を持った人たちが今の会社を築き上げました。基礎教育さえしっか

りしておけば、学び方は自由にできる社会の方がいい」と指摘しているとおりである。 

にもかかわらず、「将来を担う人材育成の重要性」という名の下に現実に行なわれている

のは、「高等教育機関の拡充」と称する大学院等の増設、それも東大型のそればかりという、

むしろ重要性の低まった優等生養成である。それは、自ら「将来を担う人材」を養成する

能力に欠ける優等生タイプの経営者の責任回避と少子化の下で延命を図る大学経営者との

利害が一致して生まれた誤魔化しにすぎない。まただからこそ、 近では採用人事まで、

型に嵌り真の才能を見極められないマニュアルさらにはアウトソーシングに依存するよう

になったのだろう。そんなことでは「将来を担う人材」の採用も養成も覚束ないばかりか、

「自社の将来を左右するマーケティング戦略」の構築など絵空事にすぎなくなる。 

むしろ内田氏の指摘にある「基礎教育さえしっかりしておけば、学び方は自由にできる

社会の方がいい」からすれば、 も重要なのは家庭内幼児教育以外の何ものでもありえな

い。その点、目先の利害ばかり考え将来への投資に目を瞑っているという意味において、

家庭内教育を犠牲にしてまで女性を労働力として駆り出そうとしている昨今の「待機児童

解消」運動と同根である。 

グローバリゼーションにしても、いつまでも受け身になっていないで、トロン開発者で

日本のＩＴ世界を常にリードしてきた坂村健東大教授が指摘するように「アップルとかグ

ーグルなど現代の黒船来襲は、日本の製造業にとって、むしろガラパゴス化の結果直面し

た壁を打ち破る革新の好機」として捉え、積極的に打って出るという前向き志向が求めら

れる。彼に言わせれば、「（日本製携帯のガラパゴス化は、日本独自の通信方式や採用した

ＯＳなど技術的要因に求める一部の評論家もいる。）しかし韓国の端末メーカーは以前から

日本の独自通信方式を含む世界の携帯電話を開発し販売していた。技術的には日本のメー

カーも世界に販売する気になれば、通信方式はなんの障害にもならなかったはずだ。・・・

日本のメーカーが海外市場の求めるものを作らなかったから起きた。技術イノベーション

はできても、ガバナンスのイノベーションが自らの力ではできない日本」。すなわち、とか

く弁解ばかり先に立つ優等生型日本の経営者の才覚ないし能力の問題だということになる。 

本研究報告書は、以上のような基本的認識に立って、関連する無数の要素を 大限広く

深く掘り起こしながら、小野五郎が考案したホロニック工学手法によって羅列させた関連

各要素の緩やかな再結合を行なっていき、論理的に目指すべき方向に導いていった。ただ

し、上にも述べたように、現下の状況においては今後とも有用な成功事例など存在しえな

い。したがって、ここに挙げる例示はあくまで理解を深めるための比喩程度の価値にとど

まることになり、自ら道を切り開くことができずにいる企業経営者が期待するようなマニ

ュアル的なものとは異なることになる。逆から言えば、そうしたものに縋ろうとする経営

者は、今から市場から撤退する準備を進めることが次善の策だとさえ言えよう。 
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１ マーケティングとは何か 
 「マーケティング」という言葉に対するイメージを聞くと、一般に「市場調査（マーケ

ットリサーチ）のことだ」とか「広告ないしＰＯＰやカタログを作ること（広報宣伝活動）」

といった答えが返ってくることが多いようだ。また、もう少しもっともらしい理解として、

「はじめに」で述べたように「企業における市場対策」などという理解も少なくない。し

かし、その本当の意味は「何をどうしたらどこで売れるか」という極めて奥深いものであ

り、上に述べたようなあまりに狭い解釈からではあまり生産的な結果が得られないことに

なる。 
 まただからこそ、そこに単なる「戦術」ではなく「戦略」性が求められるのである。

にもかかわらず、現実の経営者の認識は、自らの戦略など思いもよらず、ひたすらビジ

ネススクール型のマニュアルやコンサルに縋り、楠木健一橋大学教授が指摘するように

「売上高や利益率などの数値目標について、設定そのものを戦略と取り違えている。部

を分けたりリーダーの直属チームをつくったりの組織改編。これも手段と戦略の混同

だ。・・・戦争でいえば敵陣を指し、隊列を整え、しかし道は示さず「後は勝手に戦え」

と言うのと同じだ」「市場環境やライバル社の分析、流行のビジネス用語を駆使した文

章もそのまま戦略ではない。 後は「不退転の決意で」といった気合や根性で締める。

これなら誰でもリーダーが務まります」という状態にある。それでは、同教授が言うよ

うな「よい戦略とは、わくわくする物語であるべきだ・・・自分たちの仕事が、どう世

のため人のために役立つか。リーダーの語る物語を社員も共有できるなら、仮に仕事が

大変でも「明るい疲れ」になるはず」からは程遠かろう。 

なお、この問題を混乱させているものの一つに、後述するような「定義の問題だから

『マーケティングはそういうものだ』と定義するのは別に構わない」などいう見解の存

在がある。しかし、それはコンサルティング会社などの自身の商売の道具としての詭弁

にすぎないと知るべきである。 

そこで、予め幾つかの立場から為されている定義を紹介し、併せてこの言葉の本当の

意味について解説していくことにする。 

(1)教科書・参考書類における説明 

１ 青井倫一監修『通勤大学ＭＢＡ２ マーケティング』（2002 年） 

米国マーケティング研究第一人者とされるフィリップ・コトラー著『マーケティング

マネジメント』（1996 年、ダイヤモンド社）によれば「マーケティングとは、価値を

創造し、提供し、他の人々と交換することを通じて、個人やグループが必要（ニーズ）

とし欲求（ウォンツ）するものを満たす社会的、経営的過程である」とする。 

 マーケティングの概念は、時代とともに次のように変化してきた。 
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■生産志向コンセプト：生産能率の向上と広範な流通に努力を集中し、企業にとって合

理的な経営の実施を重視する考え方。需要が供給を上回っている場合に当てはまる。 

■製品志向コンセプト：良い製品を作り常にその改良を行うことにエネルギーを集中す

るという考え方。顧客ニーズよりも製品に関心。 

■販売志向コンセプト：消費者は放っておいたら製品を買わないので、消費者に対して

攻撃的な販売とプロモーション努力をする（マーケティング＝販売）という考え方。 

■マーケティング志向コンセプト：企業目的達成のために、ターゲット市場のニーズや

ウォンツを明確にし、望ましい顧客満足をより有効に能率よく提供するという考え方。

市場からニーズをつかむ。 

■社会志向コンセプト：企業の利益、消費者満足、社会利益の調和を図るという考え方。 

 多くの企業では、マーケティングも役割は、人事・製造・販売・研究など企業活動の

一部だと考えられてきた。しかし、現代では、その役割の重要性は増し、戦略的かつ全

社会的概念として捉えられるようになった。この「戦略的マーケティング」という考え

方は、コトラーのような一機能レベルではなく、全社的経営資源の有効配分を意識した

（より高次な）概念である。 

 マーケティングプロセスは、一般に次のような手順で進められる。 

① マーケティング環境分析 現在置かれている状況と今後起こりうる社内・社外環境

変化の分析 

② 標的市場の選定 分析結果から市場の細分化を図り、標的市場を選定する。競合相

手より魅力的だと示す必要。 

③ マーケティングミックスの 適化 標的市場に対し、目標達成のために、さまざま

な手段（価格、製品、プロモーション、流通など）を組み合わせていく 

・・・単なる定義だけではなく具体的展開まで言及している点において、簡にして要に

纏まっており、個々の企業にとっては参考になるものと思われる。ただし、念のため付

記しておくと、「マーケティング」という言葉が日本に入ってきた（40 年くらい前？）

から今日までを想起すると、やはり上に述べたような「何をどうしたらどこで売れるか」

という奥行きの深い使われ方をしており、その点ではコプラーの定義と大差ないし、決

して一機能的概念ではなかった。 

２ グロービズ経営大学院編著『グロービズＭＢＡマーケティング』（2009 年） 

「マーケティングとは、顧客ニーズや顧客満足を中心に置きながら「買ってもらえる仕

組み」を作る活動である。その究極の目的は、顧客が対価を払ってもよいと感じる価値

を効率的に顧客に提供し、顧客満足を得ながら、企業利益を 大化していくことにある。 

「顧客ニーズを満たし、顧客満足を得る」という命題が以前にも増して重要となってい

る背景には、次のような環境変化がある。 
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●景況が悪化し、個人、企業とも財布の紐がかたくなっている。 

●情報技術や物流インフラが進展し、顧客の選択肢が拡大している。 

●モノがある程度行き渡り、消費者はよほど欲しいと思うものでないと購入意欲を示さ

なくなっている。 

●消費者の価値観が個性化、多様化し、それらに合致しない製品は受け入れられにくく

なっている。 

●製品やサービスに関する情報量や使用経験の増加によって、顧客が「賢く」なった。 

●社会全般で変化のスピードが速くなり、顧客の嗜好の移り変わりも早まっている。 

●規制緩和などに伴い業界の垣根が低くなった結果、予期しない競合が現れる可能性が

増えている。 

●経済のグローバル化によって世界規模での競争が進み、商習慣や文化が異なる市場に

おける顧客理解が求められている。 

・・・上にもあった「マーケティング＝販売」という狭い捉え方に近く、またそれゆえ 

もあってか環境変化に対する認識も浅くなっている。 

このように、標準的であるはずのテキスト類においてさえも、著者の自己売込み意識

が強すぎるゆえにか、必ずしも正しく理解ないし紹介が為されてはいない点に留意され

たい。 

(2)辞書における説明 

１ フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

「マーケティング（marketing）とは、企業や非営利組織が行うあらゆる活動のうち、

「顧客が真に求める商品やサービスを作り、その情報を届け、顧客がその商品を効果的

に得られるようにする活動」の全てを表す概念である。 

(Marketing strategy is a process that can allow an organization to concentrate 

its limited resources on the greatest opportunities to increase sales and achieve 

a sustainable competitive advantage. A marketing strategy should be centered 

around the key concept that customer satisfaction is the main goal.  Wikipedia, 

the free encyclopedia ) 

一般的な企業活動のうち、商品・サービスそのものの企画・開発・設計やブランディ

ングから、市場調査・分析、価格設定、広告・宣伝・広報、販売促進、流通、マーチャ

ンダイジング、店舗・施設の設計・設置、（いわゆる）営業、集客、接客、顧客の情報

管理等に至る広い範囲においてマーケティングミックスの4Pや4Cの活動が行われてい

る。 企業活動のうち、対顧客視点での活動が行われない製造ライン、研究、経理、人

事などの部門は、マーケティング活動とはやや遠い位置づけになる。 
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一般的にビジネスの現場やマスメディアにおいては、広告・宣伝、集客や販促活動の

みをマーケティングと捉える傾向が強いが、これは本来のマーケティングの意味からす

れば誤解である。 この誤解は、マーケティングという言葉・概念の普及過程において、

企業の宣伝担当部門などがマーケティング部などと名乗ることが多かったため、その部

門の担当業務がマーケティング全体を指していると誤って捉えられたと考えられる。 

マーケティングの定義は様々に変遷してきているが、商品またはサービスを購入する

ポテンシャルのある顧客候補に対して情報提供（情報収集）などマーケティング・コミ

ュニケーション活動で相互学習状態を形成して購買に至らしめ、さらなるコミュニケー

ションのステップアップにて固定顧客化して顧客価値を高め、再購入や顧客連鎖を促進

する、などの企業活動の拡大再生産（あるいは維持）を図るための一連の行為であり、

心理学、数学、社会学、経済学、そして文学・芸術等様々な知識の上から成り立つ高度

なスキルである。 

日本におけるマーケティングの定義  

日本マーケティング協会の 1990 年の定義によると 

「マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互

理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である。」とあ

る。 

「他の組織」とは、「教育･医療･行政などの機関、団体」などを含む。 一般的にマ

ーケティング活動は、営利を追求する企業のための活動と捉えられているが、組織全般

が行う活動を享受者（顧客、住民など）にとって 適化する、というマーケティングの

基本的な概念は、自治体や NPO などの非営利組織にも適用できるため、「他の組織」が

定義に含まれている。 

「グローバルな視野」とは「国内外の社会、文化、自然環境の重視」。 一般的にマ

ーケティング活動は、組織と顧客の関係構築の活動と捉えられているが、顧客が現在、

直接に意識している欲求（顕在化しているニーズ）のみに応える活動を行っていては、

長期的な利益（環境保護など）と反する恐れがある。そのため、顧客が意識していない

欲求（潜在化しているニーズ）や、長期的に欲求に応え続けられる仕組みをつくるため

に、「グローバルな視野に立ち」が定義に含まれている。 

その過程が、組織の一方的な顧客への押しつけではなく、顧客への啓蒙、理解を伴う

必要があるために、「相互理解を得」が定義に含まれている。 

企業は利潤を追求するという性質を持ち、マーケティングもその一分を担う活動では

あるが、利潤追求のために非合法、不正な活動を行うのではなく、「公正な競争」の上

に成り立っている必要がある。 近、利潤の前に信頼を目的とする、共生マーケティン

グの考え方も出ている。 
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「市場創造」とは、市場（＝顧客）の既にあるニーズを満たし（既存市場の維持・拡

大）、まだないニーズを探し、満たす（新規市場の創造）活動のこと。つまり、マーケ

ティング活動の中心的概念。 

「総合的活動」とは、「組織の内外に向けて統合･調整されたリサーチ･製品･価格･

プロモーション･流通、および顧客･環境関係などに係わる諸活動」をいう。 マーケテ

ィング活動が、組織の一部が行う、組織活動全体のうちのごく一部の活動を指すものと

間違って捉えられがちなため、対象範囲を組織活動の多くの部分であり、組織の多くの

部門が関わる活動であることを定義に含んでいる。 

マーケティングの定義を理解しやすいように、主たる部分だけ残すとすれば、「マー

ケティングとは市場創造である」となるが、歴史的経緯や時代の要請により、その他の

多くの注釈的部分が追加されたと理解できる。 

国際的な定義の概要と現状の推移 

マーケティングについて、 も広く知られているフィリップ・コトラーの定義によれ

ば、 「マーケティングとは、製品と価値を生み出して他者と交換することによって、

個人や団体が必要なものや欲しいものを手に入れるために利用する社会上・経営上のプ

ロセス」である。この定義は、学者や団体によっても異なるが、いずれにしろ売買・物々

交換に関係した幅広い概念である。 社会経済学やマクロ経済学の立場からは、より広

義に「消費者と供給者の間の交換」であるとか、「社会に対する生活水準向上活動」と

いった定義も行われている。 なお、その究極的な目的については、経営学の大家ピー

ター・ドラッカーが述べた「セリング（単純なる販売活動）をなくすことである」とい

う考え方が代表的である。 

具体的なマーケティング戦略は、その時代・市場により、 適なものは異なる。現代

においては、情報技術(IT)を顧客コミュニケーションの手段として 大活用できるか否

かの面でマーケターのセンスが問われる状況にある。 

マーケティングと「売れる仕組み」 

「売れる仕組み」とは、マーケティング概念を日本語で平易に言い換えた言葉である。 

背景としては、日本において、マーケティングという言葉がカタカナ語で馴染みが無

く、マーケットという言葉が、為替市場などを連想させ、また宣伝活動など企業の活動

のうちのごく一部分をマーケティングと捉えてしまう誤解が根強い。 

しかし、顧客のために企業活動を 適化するという概念自体は、現代のビジネス活動

には不可欠なため、わかりやすい表現を目指し「売れる仕組み」という言葉が登場した

と思われる。 

日本語で「売れる」という言葉は、「セリング」と「マーケティング」の二つの意味

に捉えられる。「セリング」とは、顧客が欲しくない商品でも（極端に言えば）詐欺的

ないし強迫的に売りつける意味合いを持つ。対して「マーケティング」とは、商品につ
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いて顧客に知ってもらい、関心を持った顧客にはよく理解してもらうための情報を提供

することである。また、商品を欲した顧客にはその商品を容易に入手し、顧客のいる段

階に対応した状態を作り出すことである。 これらを区別するために「マーケティング」

という言葉が使用されている。 

商品・サービスが「売れる」ためには、顧客のニーズを知り、ニーズを満たす商品を

つくり、顧客がその商品の存在を知り、特徴を理解し、手に入る場所に商品が置かれ、

入手できる適切な価格で提供されている必要がある。 これらの一連のプロセスが「売

れる」という言葉に集約されている。 

また、これら顧客を意識した一連のプロセスは、企業内で意識して統合・調整しない

と成し得ないため、「仕組み」と表現されている。マーケティング意識がまだ十分に醸

成していない組織のためには、しばしば「売れる仕組みづくり」と組織の変容を促す表

現で使用される。 

「売れる仕組み」は、以上のような背景がある含蓄のある言葉であるが、あまりに平

易すぎる日本語のため、ビジネスの現場で聞く人の心に刺さらず、無視される危険性を

孕んでいる。意味と背景の説明を伴って伝えられることが望ましい。 

マーケティングリサーチについて 

マーケティングリサーチとは、顧客が真に求めている商品・サービスを開発するため

に、顧客のニーズ・ウォンツを探るための活動である。 

「商品・サービスの売り上げから利潤をあげるために、消費者の動向・嗜好を調査・

分析をすること」が、「（それらの）調査・分析の結果に基づいて商品・サービス販売

を行う行為」の意味で使われることもあるが、前者はマーケティングリサーチと呼ばれ

るマーケティング活動の作業プロセスの一部であるが、必ずしも必要不可欠のものでは

ない。 

しかし、「マーケティングリサーチ」をもって「マーケティングそのもの」であると

イメージしてしまう向きはビジネス社会においても少なくない。 

例えば、販売ルート等を理論的に 適化して収益構造を改善するという行為が、マー

ケティング全般ではリサーチに比して重要であるケースが考えられる。 

マーケティングとセールス 

マーケティングとセールスとについて混同している人間が多い（特に日本では）傾向

があるが、マーケティングとは冒頭記述のように経営戦略とならぶ企業活動の中核にあ

たる一連の行為であり、セールスとはコミュニケーションの結果で購入を検討している

顧客候補に対してクロージング（買う決断を手助けする・・つまり売る）をするという

「マーケティングのほんの一部にあたる行為」である。 
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マーケティング・コミュニケーションとブランディング 

マーケティング・コミュニケーションの手法として、広告やダイレクトメール、セー

ルスレターなどをコピーライターの優れたコピーによって制作し、商品を買うことに興

味のある顧客を会社に呼び込む手段が存在する。ブランディングの手法はブランド・ネ

ームの認知度を高め、ブランドを想起させ、トップ･オブ・マインドを高めることであ

る。 

マーケティングが関わる分野は非常に広い。詳細はマーケティング手法の一覧を参

照。」 

２ 日本大百科全書（小学館） 

「マーケティング（まーけてぃんぐ） marketing  

企業が製品またはサービスを顧客に向けて流通させることに関係した一連の体系的

市場志向活動のこと。売買そのものをさす販売よりもはるかに広い内容をもち、販売は

マーケティングの一部を構成するにすぎない。マーケティングの内容を機能的に分解す

ると、戦略政策問題、製品問題、市場・取引問題、販売問題、販売促進問題に大別され

る。 

戦略政策問題とは、自己の活動範囲をいかなる事業・製品・サービスに求めるか、ま

たそれらについてどのように競争するか、について決定することである。前者は企業戦

略、後者は競争戦略の問題である。前者では専業化か多角化か、多角化するとすればど

の範囲かなどが、後者では価格競争か非価格競争かなどのさまざまな競争戦略が検討さ

れる。これらの諸決定を踏まえて、製品問題が展開される。その中心はプロダクト・プ

ランニング（製品計画）である。それは、企業戦略で決定した製品（例、自動車）につ

いて、顧客の求める内容を具体的に掌握し、その欲求を満足させる製品（例、車種・型

式）を実現する計画をいう。その内容は新製品開発計画と既存製品廃棄計画とからなる。

新製品開発は、新製品の創出、既存製品の改良、既存製品の新用途開発の三つの内容か

らなるが、創出・改良については、機能・品質・形状のみでなく、意匠（デザイン）や

包装の問題をも含む点が重要である。製品にはすべてライフ・サイクル（寿命）がある

から、それに順応して生産を中止（廃棄）しなければならない状態が避けられず、製品

によっては、計画的・意図的に廃棄（計画的陳腐化）して新製品へ移行させる、などが

廃棄計画の主内容になる。その際、顧客が使用中の現製品に対するアフター・サービス

（例、部品補給）を閑却してはならない。 

市場・取引問題は、市場調査、需要予測、流通経路の設定、価格政策、商品の物流、

競争戦術などである。これらのいくつかは戦略政策問題の前提になり、残りのものは戦

略政策問題からの展開として販売計画に集約される。販売計画は、期間の長短により長

期販売計画と短期販売計画に大別される。前者は販売活動の長期的展望として、販売部

門の指針になる。後者はさらに一般計画と個別計画に分かれる。一般計画は一営業期間
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の販売計画であり、地域別・製品別・販売店別などの販売割当てや、販売の方針、実施

細目が盛り込まれる。個別計画には、新製品発売計画、新市場進出計画、販売促進計画、

市場占有率拡大計画、特別販売（創立○周年など）計画などがある。 

販売問題は、販売活動の管理であるが、 狭義の販売管理は販売員管理をいう。これ

は、販売計画や販売予算を販売員に割り当て、必要な指示や激励を与えて目標の達成を

刺激し、実績を掌握して賞罰を与え、計画と実績の差異について原因を分析するととも

に差異を是正するために必要な措置をとることをいう。しかし、販売員を督励するだけ

では十分でない。販売員の不断の教育訓練の積み重ねが基礎的前提条件である。販売管

理では、販売員管理を通じた販売活動の遂行のほか、多くの課題がある。そのおもなも

のは、販売情報の収集・処理・伝達（売れ筋情報の活用、市場の声の新製品開発へのフ

ィードバックなど）、取扱い製品に適合した流通経路の選択、販売方法（現金販売か割

賦販売か、直接販売か委託販売か、店頭販売か通信販売かなど）の検討、顧客の苦情処

理などである。このような販売管理と一体の形で販売の効果を左右するものが、販売促

進である。 

販売促進は、 終顧客の購買意欲の喚起および中間流通業者の販売動機の刺激を行う

ことを目的とした活動の全体である。具体的には、広告宣伝をはじめ、見本市、展示会、

実演、消費者教育ないしその組織化、プレミアム販売のような 終顧客向けのものと、

各種のディーラー・ヘルプス（販売店への資金援助、経営上の助言、従業員教育など）、

販売刺激の供与（リベート支払い、プレミアム供与など）のような販売店向けのものと

がある。 

以上のようなマーケティングの内容づけは、マネジリアル・マーケティング

managerial marketing とよばれ、企業の環境適応行動の一環にするという認識を基本

にしている。このような認識は、1930 年代以降徐々に成立し、50 年代になって本格的

に体系化されるようになった。近年、環境への配慮をマーケティング全般に注入する必

要が高まっている。このような新しい展開を、とくにグリーン・マーケティングとよぶ。」 

(3)コンサルタント企業の解説例 

 次に、あくまでマニュアル的な助言を求めたい者にとってはいかにも分かりやすいコ

ンサルの事例を挙げておく。先に述べたように、こうした自身のそれこそ「マーケティ

ング戦略」としてコンサルが用意したものには、それゆえの問題点も多々あるが、その

辺を承知の上であれば、入門編として一読に値しよう。 

S&T 代表の無料マーケティング基礎講座 

マーケティングとは？ 

１０分でわかるマーケティング入門 

「●マーケティングの入門講座 
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S&T代表の無料マーケティング基礎講座へようこそ！ まずは基本をしっかり抑えて

おきましょう。 

「マーケティング」と聞いて、何をイメージされますか？ 

「マーケティング」という言葉は色々な誤解を生みます。「マーケティング」のイメ

ージを聞くと、こんな答えが返ってきます。 

・市場調査（マーケットリサーチのことか？） 

・広告をつくること（マーケティングの一部だが全部ではない） 

・ＰＯＰやカタログを作ること（同上） 

などです。定義の問題ですので、「マーケティングはそういうものだ」と定義されるの

は別に構わないのですが、ストラテジー＆タクティクスはこう考えます。 

マーケティングとは？ 

マーケティングとは、「お客様に価値を提供してお金をいただくこと」、だと。シン

プルですね。難しい単語もありません。これだけです。ただ、さすがにこれでは具体性

に欠けるので、どういうことか、説明していきましょう。 

マーケティングで知っておくべき言葉・概念はそんなに多くありません。 

マーケティングの基本用語 

 １） ベネフィット 

 ２） 差別化と強み 

 ３） セグメンテーションとターゲティング 

 ４） ４Ｐ 

これくらいの言葉を抑えておけばほぼ大丈夫でしょう。それぞれの言葉は、全く難し

くありません。 試験にありがちなそれぞれの言葉の意味を説明できるだけだったら、

１０分でできるようになります。それぞれの言葉をそれぞれに知っている方は多いでし

ょう。というかマーケティングをやったことのある方はまずご存じでしょう。しかし、

関連づけて理解されている方は非常に少ないと思います。この４つの概念は、実は全部

つながっているのです。 

では、基本用語を説明して行きましょう。 

●基本用語その１：ベネフィット 
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お客様があなたの商品を買うのは、商品自体が欲しいのではありません。商品がお客

様にもたらす何か良いこと、それを買っているのです。 

ドリルを買うのは、ドリルという器具ではなく、穴が欲しい 

コーヒーを飲むのは、黒くて苦い液体ではなく、リラックスや眠気覚ましが欲しい 

高級車を買うのは、１ｔ の精密機械ではなく、見栄がはりたい 

ゴルフクラブを新調するのは、金属の棒が欲しいのではなく、飛距離や良いスコアが

欲しい 

お客様が欲しい、何か良いこと、問題解決、なのですね。 

お客様は、あなたの商品が欲しいわけではなく、自分にとって良いことが欲しい。当

たり前のことですが、ついつい忘れがちなことです。 

つまり、これが先ほど申し上げた、「お客様に価値を提供してお金をいただく」の、

「価値を提供」という部分です。 

「穴」「リラックス」「見栄」「スコア」がそれぞれ価値なのですね。 

では次の基本用語に行きましょう！ 

●基本用語その２：差別化と強み 

お客様に価値を提供すれば買ってもらえるかというとそうもいきません。その価値を

提供しているのはあなただけではないからです。競合が存在します。その競合商品より

も、あなたの商品の方が高い価値を提供し、それをお客様に納得していただく必要があ

ります。 

競合商品と全く同じであれば、安い方を買うでしょう。あなたがコストリーダーであ

ればそれでも良いかもしれませんが、これはなかなかきつい話です。価格競争力を持つ

のは素晴らしいことですが、価格だけで勝負すると、体力勝負になってしまいます。天

下のマクドナルドだって、価格だけでは勝負していません。英会話教室のシェアトップ、

ＮＯＶＡも低価格だけではやっていけなくなり、値上げしました。 

競合商品ではなく、あなたの商品を買う理由、競合商品との違いをお客様に訴える必

要があります。 

小売店の場合、扱っている商品が競合店と同じこともあるでしょう。それでも、あな

たの店から買う理由を納得していただく必要があります。そうでなければ、泥沼の価格

競争になり、負けた方は退場、買った方も傷だらけ、となります。 

では、何を持って差別化すると言うかと、あなたの会社の強みを使うのです。普通、

弱みで差別化することはありませんから、「差別化ポイント＝あなたの強み」というこ

とになります。あなたが競合他社より強いところで差別化しようとしなければ、負ける、

追いつかれるだけです。 

強みが無かったらどうする？ 
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強みが無いことも実は多いのですが、それに対する答えは簡単。 

・探しましょう。無ければ、もう一度探しましょう。 

・作りましょう。競合よりも努力に努力を重ねて作りましょう 

ということになります。 

どんな強みを作るのか、が戦略次第です。それは、どんなお客様にどんな価値を提供

したいのか、自分が得意とすることは何か、などによって変わります。 

お客様は正直です。よりお客様にとって便利な方、より役立つ方、よりたくさんの情

報を提供してくれる方、より見やすい方、より愛想のよい方、などから買うわけです。

それぞれが強みの例です。 

強みがない、ということはありません。必ず何かはあるはずです。 

強みについては、３つの方向性で考えるといいです。 

１）手軽軸：より低価格で、より便利に買いやすくする 

２）商品軸： 新の技術の製品、 高のサービスを提供する 

３）密着軸：お客様のことをよく知り、望み・わがままをかなえる 

通常はこの３つのどれかで差別化することになります。 

例えば、美容院の場合 

１）手軽軸 

安くて早い理容店。例えば、１０分１０００円のＱＢハウス 

２）商品軸 

新技術・流行を駆使するカリスマ美容師。表参道などの繁華街にある。 

３）密着軸 

お客様のことをよく知り、おしゃべりもうまく、「いつもと同じね」と言えばいつも

通りに切ってくれる 

というような差別化戦略になります。個人顧客対象、法人顧客対象を問わず、ほぼ全て

の業種・業態でこれは起きています。 

ちなみに、ポジショニングという言葉はあえて避けています。色々と誤解を招きやす

い言葉です。若干の意味合いは違いますが、マーケティングで言うポジショニングは、

「差別化」とほぼ同じ意味ですので、誤解を招きにくい「差別化」という言葉を使いま

しょう。 

では次の基本用語に行きましょう！ 

●基本用語その３：セグメンテーションとターゲティング 
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あなたの強みがわかったら、または、決まったら、それを評価してくれるお客様はど

んな人かを探りましょう。 

あなたの強みを評価してくれないお客様を長期的に維持するのは難しいです。もちろ

ん、評価してくれなくても、買っていただければそれでいいのですが、それを頼りにす

ると、売上が安定しません。そのお客様が評価する強みを提供する顧客に簡単に奪われ

てしまいます。 

あなたの強みが、きめ細やかなサービスなのであれば、それを評価してくれるお客様

を定義するのです。 

セグメンテーション、というのは、お客様を分けることです。 

ターゲティングは、分けたお客様のどれかに絞ることです。 

なぜ絞らないといけないのか、というと、絞らなければ絞った競合に負けるからです。

私が、全ての会社を対象としたコンサルティングを提供しているとしましょう。競合の

コンサルタントさんが、メーカー向けのコンサルティングを提供したら、メーカーさん

はそちらに行くでしょう。別のコンサルタントさんが、小売業向けのコンサルティング

を提供したら、小売業さんはそちらに行くでしょう。お客様を絞らずに多くのお客様を

取ろうとすると、絞ってきた競合に負けるのです。 

あなたがある市場を独占していればいいですが、通常は競合（広い意味での競合も含

めて）が存在します。ですから、絞るのです。 

セグメンテーションとターゲティングは常にセットです。絞らない、狙わないのであ

れば、分ける（セグメンテーション）必要はありませんし、狙うためには、分けること

が必要です。ですから、セグメンテーションとターゲティングは常にセットになります。 

やり方については色々ありますが、セグメンテーションの本質は、ニーズが違うから

分けるということです。分類手法、統計などはあくまで手段です。マーケティングのプ

ロほどこの本質を見落としがちです。 

では次の基本用語に行きましょう！ 

●基本用語その４：４Ｐ 

具体的にどのように差別化して、どのようにお客様を絞っていくか、という切り口が

４Ｐです。４Ｐは、 

Product（製品）：売り物の商品・サービス 

Price（価格）：値段・価格体系 

Promotion（販促）：広告などを含む広い意味での売り方です 

Placement（流通）：販路 

パソコンを売るのであれば、 
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製品 

・パソコン、パッケージ、など 

価格 

・値段、どこまで値引きするか、しないか 

販促 

・テレビコマーシャル、製品カタログ、店頭のＰＯＰ、セールストーク、営業パーソン

まで含めた売るための仕掛け 

販路 

・ネット販売、量販店、自社ショップ、などのチャネル 

となります。４Ｐは、マーケティングの本には金科玉条のごとくに出てきますが、ある

意味当たり前のことです。 

ポイントは、あなたの強みを、あなたの強みを評価する顧客に訴えられるような４Ｐ

はどんなものか、ということです。「高級路線で差別化しよう」と言っても、お客様に

は何のことかよくわかりません。お客様が目にするのは、製品、価格、ＰＯＰ・広告、

店・販路・営業担当者、などです。「差別化」を具体的なものとして、お客様に直接「価

値」を提供するものが４Ｐなのです。 

●ポイントは、「お客様への価値の提供」 

まとめると、 

１） ベネフィット ＝ お客様にとっての「価値」 

２） 差別化・強み ＝ お客様に、競合より高い「価値」を提供すること 

３） セグメンテーション・ターゲティング ＝  あなたが提供する「価値」を高く

評価してくれるお客様を選ぶ 

４） ４Ｐ（製品、価格、広告、販路） ＝  競合と差別化し、お客様に「価値」を

提供する 

となります。このような基本原理は、どんなマーケティング本にでも多分書いてありま

す。が、バラバラに書いてあることが多いので、わかりにくいのです。 

「お客様に価値を提供する」という筋を一本通すと、この４つの基本理論が全てがつ

ながります。 

言われれば当たり前のことかもしれませんが、そのような視点で書いてある本や、説

明する人はほとんどいません。ほぼ全ての本が、このような理論が章立てをわけて、別々

の理論として開設されています。 

お気づきの通り、マーケティングの基本原理は単純です（簡単とは言ってませんよ。

単純なのと簡単なのは全く違うことです）。当たり前のことです。 

１） お客様が求めているベネフィットは何か？ 
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２） ベネフィットを満たす上で、自分が競合より優れている点（差別化ポイント）は

何か？ 

３） その差別化ポイントを評価してくれるお客様はどんな方か？ 

４） 具体的にどんな４Ｐで差別化するのか？ 

という流れで考えれば、全体に整合性・統一性が必要であることはおわかりでしょうし、

そんなに難解な考え方でないことはご納得いただけると思います。 

もちろん、他にも色々な考え方は手法はありますが、基本中の基本はこんなものです。 

では 後に、そのまとめとしてディズニーランドをとりあげてみましょう。 

●「価値を提供してお金をいただく」ディズニーランドの仕組み 

価値を提供することは、ある意味みんな頑張ってやっていることです。本当に難しい

のは、その「価値」を「お金」に変えて、お客様からいただくことです。 

この秀逸な例がディズニーランドです（以下ＴＤＲ、東京ディズニーリゾート）。Ｔ

ＤＲがお客様に提供している価値の高さは、疑いの無いものでしょう。色々な本も出て

いますし、何よりほとんどの日本人は行ったことがあるでしょうから、体験されている

と思いますのでここではふれません。とにかく素晴らしいです。 

しかし、本当にすごいのはここからです。２００６年のオリエンタルランド（ＴＤＲ

の運営会社）のアニュアルレポートによると、 

入場者数： ２４７７万人 

客単価： ９２２０円 

となっています。２５００万人という入場者数もすごいですが、客単価が９千円ですか

ら、家族４人で行くと３万円以上一家で出費します。ＴＤＲは高い価値を提供し、そし

てそれをしっかり対価として集金していることがわかります。 

では、その客単価はどうなっているかというと、 

チケット収入： ４０３８円（４４％） 

物販： ３１４４円（３４％） 

飲食： ２０３９円（２２％） 

となっています（同アニュアルレポート）。このあたりに秘密が隠れていそうです。チ

ケット収入が案外低いのですね。物販と飲食で半分以上を超えています。なぜそんなに

物販・飲食比率が高いのでしょうか？ 

ディズニーシーに行き、その構成を実際に数えてみました。手で数えているので、間

違いがあればご容赦ください。そんなに大きく間違ってはいないと思います。 

アトラクション・ショー：３２ （３２％） 

ショップ：３３ （３３％） 
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レストラン：３５ （３５％） 

（２００６年８月） 

ここでだんだん秘密が解き明かされて来ました。施設数を数えてみると、ショップ（物

販）、レストラン（飲食）の比率が６８％と、７割近い数字なのです。ショップとレス

トランを多く配置し、そこで客単価を上げている、つまり、それが「集金」の役割を担

うという戦略が見えてきます。 

すると、ＴＤＲの色々なことに合点がいきます。「ファストパス」という仕組みがあ

ります。人気のアトラクションは並ぶので、整理券を配るのです。２時間後くらいに行

くと、並ばずに優先的に入ります。あるアトラクションのファストパスをもらうと、別

のアトラクションのファストパスはもらえないのです。すると、待ち時間ができますね。 

そうなると……ショップに入っておみやげでも見るか、カフェに入ってお茶でも飲むか

……ということになります。そう、そこで、「集金」されるのです。それも、別にイヤ

な集金ではなく、コーヒーを飲めばお金を払うのは当然です。 

パークは広いです。歩き回ると疲れますが、疲れたな、と思うと、ちょうどいいとこ

ろにベンチやちょっとした屋台店でお菓子を売っています。ちょうどいいところにある

のも当然で、それだけたくさんのお店を配置しているのです。そこでまた「集金」され

ます。 

夜には、エレクトリカルパレードなどの素晴らしいイベント・ショーがあります。見

る「価値」がありますので（ＴＤＲの価値提供）、それまで待つことになります。夜な

ので、当然お腹が減ります。夕食を取ることになります。夕食だから、ちょっと贅沢し

たいと思うと、客単価の高いしっかりしたおいしいレストランがあります。そこでまた

「集金」されます。飲食店も、５００円の軽食、１０００円のカフェテリア、数千円の

レストランと、色々配置されています。 

つまり、価値を提供して、滞在時間が長いほど、物販・飲食にお金を使ってくれ、そ

こで客単価が上がる（集金）わけです。 

ディズニーランドは、アトラクションで集客を行い、物販・飲食店で半分以上を稼ぎ

出す、巨大なショッピングパークなのです！ 

昔は、アトラクションに乗るときには、チケット制でした。すると毎回お金を払うこ

とを意識しますので、早く帰りたくなります。しかし、今は乗り放題ですから、いつま

でいても大丈夫です。だから安心して長居できます。事実、ＴＤＲの滞在時間は、８時

間を超えます。すると、ＴＤＲで２～３食することになります。滞在時間が長ければ長

いほど、お金を使います。近くのホテルに滞在してディズニーランドの次にはディズニ

ーシーに行けば……すごい金額になります。 

ＴＤＲは素晴らしい価値を提供しています。まさに魔法の国、夢の国です。しかし、

魔法を提供するのは、従業員教育、イベント・アトラクション投資、などすさまじくお

金がかかりますから、「価値を提供」したら、「集金」しなければいけません。ＴＤＲ
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は、その「集金」の仕組みがきっちりできているわけです。利益率の高い飲食について

は、当たり前ですが、独占です。楽しんでもらって、そしてしっかりお金をいただくわ

けです。 

ＴＤＲには、「お子様ランチ」の話など、数々の伝説があり、高い価値を提供してい

ます。それはすごいことです。そして、ＴＤＲの本当のすごさは、その価値をしっかり

お金に変える仕組みができていることなのです。高い価値を提供し、そしてお金を喜ん

で払う、というすごい場所です。 

マーケティングの本質は、「価値を提供し、対価としてお金をいただく」という単純

なことです。しかし、簡単では全くありません。その両方を非常に高いレベルで実現し

ているのがＴＤＲです。」 

(4)対象概念を整理する必要性 

マーケティングという語の意味については、ここまでで分かるとおり、専門家の中で

さえ混乱や誤解が見受けられる。また、その原因は、語意が一見極めて分かりやすいよ

うに見える上、ガルブレイスの言う「通念」同様「そう思いたい相手に合わせた解説が

広く流布されがち」だからだと思われる。 

そこで、そうした誤解を避けるため、初心に戻ってそもそもマーケティング対象とし

て取り上げたいのは何かから整理してみよう。 

すると、例えば求められているのは、① 具体的な商品なりそのイメージが現に存在

して、かつ、売り先も分かっているがどうしたら売れるか分からない場合、② 商品か

売り先かどちらかは存在するがもう一方は存在せず、それをどうやって開発ないし開拓

するか、③ どちらも存在しないが何か新しい試みをやるための必要生産要素として人

材・技術・資金・信用・情報等々のうちの幾つかが存在しており、その活用先を探ろう

としている場合などのいずれかなどの組合せがあることが分かる。 

当然、そのうちのどれかによって戦略も変わってくる。したがって、そうした認識を

踏まえた上で、後で紹介するように、今日発展していると言われている個々具体的な企

業についてケーススタディを行ない、ヒントとしてのその成功要因を探ることが求めら

れる。 

とはいえ、今のような未曾有の構造変化の下では、過去の成功例が今後も成功例たり

うるかどうかにはかなりの疑問がある。 

にもかかわらず、現在新しいマーケティング戦略について探求している者は、企業関

係者・コンサルタント・シンクタンクの区別なく、そのほとんどが既存例から成功の秘

訣を見出そうとううものばかりであり、それらをすべ超克したところ新しい方向を求め

るという姿勢に欠けている。それでは、何のために戦略を練ろうとしているのか分から

ないし、かえって無駄な資源投資になっていると言うべきである。 

もちろん、過去の成功例には、今でもそれなりの価値は認められるが、むしろそれを

熟知し分析・構想することは、あくまで 低限の必要条件なのであって、十分条件を満
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たすには程遠いと言うべきであろう。すなわち、十分条件を満たすためには、成功事例

を含めたあらゆる情報・要素について深く探求した上で、なおその総てを否定するとこ

ろから始めることが求められるのである。 

そうした前提に立ち、本報告書では、小野五郎が考案したホロニック工学手法により、

関連要素を羅列し、その緩やかな再結合を行なっていき、論理的に目指すべき方向に導

いていくことにする。ただし、上にも述べたように、現下の状況においては今後とも有

用な成功事例など存在しえないから、後で紹介する例示はあくまで理解を深めるための

比喩程度の価値にとどまることになり、自ら道を切り開くことができずにいる企業経営

者が期待するようなマニュアル的なものとは異なることになる。逆から言えば、そうし

たものに縋ろうとする経営者は、今から市場から撤退する準備を進めることが次善の策

だとさえ言えよう。 

なお、今や単なるイノベーションを超えた「破壊的イノベーション」が重要だという

意見も多いが、シュンペーター流のイノベーションには元より「創造的自己破壊」とい

う意味合いが含まれているのであって、それを殊更目新しげに言ったところで何の成果

も得られない。むしろ彼のイノベーションの発想はあくまで超長期循環を前提としてい

るという点において、必ずしも今のような産業革命後はじめて遭遇した構造的課題を克

服するに当たって絶対的価値がある話だとは言えないと悟るべきなのである。換言すれ

ば、そうした先入主総てから脱することこそが肝要だと言える。 

付言すれば、シュンペーターは、あくまで「イノベーションこそが、壁にぶつかった

社会に次の新たの成長過程を生み出す」と言っているのであって、その逆の「壁を打破

することがイノベーションを生み出す」のではない。その点、西田厚聡東芝会長が、一

方で「成長を支えるのはイノベーション」「いつの時代にもイノベーションを起こす企

業や人はいる」としながら、他方で「明るい未来が見えてくれば、イノベーションの数

はぐっと増える」から「政府の成長戦略が重要だ」とするのは、発想が逆様だと言わざ

るをえない。こうした、かつての企業家たちのようにイノベーションを生み出せないで

いる自身の無為無為作を政府に転嫁しようとする姿勢では、とうてい「マーケティング

戦略」など構築できるわけもないだろう。 

そこで、ここで予め今や絶対的信仰対象となっている「イノベーション」ないし「破

壊的イノベーション」についても、定義を明らかにしておくことにする。 

(5)イノベーションとは何か 
「イノベーション」という用語は、時に単なる「技術革新」（生産過程に関わる発明

とか新製品考案に至る前段階など）程度に用いられることがあるが、その本質ないし意

義はもっとはるかに広汎な概念（新商品、新技術、新市場、新組織などの創造全般）を

有するところにあり、一部辞書等で紹介している「新機軸」あるいは単なる「革新」（旧

来のものを刷新すること、すなわち「創造的破壊」）の方が近い。 
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この言葉を発明したシュンペーター自身は「イノベーションとは、その体系の均衡点

を動かすものであって、しかも新しい均衡点は古い均衡点からの微分的な歩みによって

は到着しえないようなものである」と定義している。 

また、今井賢一氏は、これに対して「（シュンペーターからすると）システムの性質

を変えねば解決できないような不均衡を作り出すような変化であり、具体例としては、

郵便馬車を何台つなげてみても鉄道にはならないという例をあげているが、この例示は

やや素朴にすぎるであろう」ということで、「産業革命の駆動力となった蒸気機関の原

理である熱と圧力との関係についての知識は、すでに 1660 年頃の物理学者によって明

らかにされていたが、そこから実用的な蒸気機関が作り出されるまでに 100 年もかかっ

たのは、要素技術の間の不均衡が解消されなかったからである。・・・そうして考えて

いくと、イノベーションの「階層」という概念を必要とすることが分かる。すなわち、

部分システム間の不均衡を新たな技術によって逐次解消していく階層的な過程を、われ

われはイノベーションと定義したい」（同氏編著『イノベーションと組織』、1986 年、

p.7,8）としている。 

さらに、『2009 年版中小企業白書』では「「イノベーション」とは、一般に、企業が

新たな製品を開発したり、生産工程を改善するなどの「技術革新」だけにとどまらず、

新しい販路を開拓したり、新しい組織形態を導入することなども含むものであり、広く

「革新」を意味する概念である。特に、中小企業にとってのイノベーションは、研究開

発活動だけではなく、アイデアのひらめきをきっかけとした新たな製品・サービスの開

発、創意工夫など、自らの事業の進歩を実現することを広く包含するものである」

（ｐ.43）としている。すなわち、「マーケティング」概念よりもかなり広いものを対象

しているということである。 

なお、同白書は、同時に「イノベーションという概念は、狭義の技術革新のみならず、

新しい販路の開拓等を含めた広範なものである。イノベーションの概念の分類方法には

いろいろいなものがあり、代表的なものは、新しい製品・サービスの開発を指す「プロ

ダクト・イノベーション」と、生産方法の改善を指す「プロセス・イノベーション」に

分類するものである。また、既存の技術・知識等の延長上での小刻みな改善である「連

続的なもの」と、これまでに存在しない画期的な製品や生産方法を誕生させる「非連続

的なもの」に分類することもある」（ｐ.46）ともしているが、こうした分類をしてしま

うと、かえって本来のイノベーションの意味が害われてしまう。特に「連続なもの」「非

連続的なもの」という整理の仕方は、後者こそ本来の意味だという点においてミスリー

ディングだと言わざるをえない。 

一方、Ｐ．Ｆ．ドラッカーは「イノベーションとは、技術というよりは経済や社会に

かかわる用語である。Ｊ．Ｂ．セイは、企業家精神をもって、資源の価値を変えるもの

と規定した。イノベーションについても、同じ文脈でとらえるべきである。近代経済学

者のように、供給にかかわる概念としてよりも、むしろ需要にかかわるものとしてとら
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えるべきである。すなわち、イノベーションとは、消費者が資源から得るところの価値

や満足を変えるものと規定すべきである」（『イノベーションと企業家精神』、p.52）と

している。 

本研究報告書の主題である「マーケティング戦略」という立場からすれば、このドラ

ッカーの理解こそ、 も尊重すべきものだと言えよう。すなわち、野中郁次郎一橋大学

名誉教授の「イノベーションとは、単に新しい技術やモノを生み出すことではなく、「新

しい価値」を提供することである。新しい価値とはつまりモノを媒介とするコトづくり、

関係の構築である。ｉＰａｄでいえば、液晶やＣＰＵやソフトウェアなどの技術の集合

体ではなく、ｉＰａｄで仕事をし、遊び、人とつながり、人に自慢さえするコトという

価値を組み込んだプロジェクトだからこそ、人は並んでも手に入れたくなる。モノを組

み込んだコトづくりで、日本企業の多くは自ら変化を仕掛ける姿勢とスケールやスピー

ドの点で他のグローバル企業に後れをとっているようにみえる。コトづくりとしてのイ

ノベーションとは、人が他者との関わりの中で自らの思いを製品・サービス・ビジネス

モデルといったかたちにして実現し、提供することで、社会における人々の関係性を変

えていく知的創造のプロセスである」という言が、そのすべてである。 

 ところで、昨今「破壊的イノベーション」という言葉をよく見かけるようになったが、

前述したように元々「イノベーション」という用語そのものに「破壊的」という意味が

含まれていることから、この言葉そのものには何ら新味は認められない。ただ、言葉ば

かりが一人歩きしとかく誤解を招きがちであるという現状に鑑み、改めてこの言葉を取

り上げて解説しておく。 

まず「破壊的」の意味であるが、文字どおり何でも破壊なら新規起業の方がベターだ

とさえ言える。したがって、既存企業の戦略としては、いったん自社整理をした上での

出直しといった覚悟がないかぎり、そこまで踏み込んでのイノベーションは不可能とな

る。 

その点、全日空の伊東信一郎社長が、格安航空会社（ＬＣＣ）の日本進出を迎え撃つ

ため、自らＬＣＣを立ち上げることに踏み切るとともに、すでに海外大手のユナイテッ

ド航空やデルタ航空がＬＣＣから撤退しているという事実を踏まえて、「海外大手の失

敗の要因は親会社の関与が強かったことだ。我々は新会社が独自性を持って経営を完結

させる形を採りたい。すべてのシステムを全日空と切り離し、予約やマイレージのプロ

グラムを別に構築する。パイロットや客室乗務員も独自に採用する」「立ち上げ時には

低限協力するが、ある時期が過ぎたら一線を画す。極端な話、新会社の便が何かの理

由で欠航したときに全日空の便が救済するということもあり得ない。それくらいしなけ

れば、やる意味がない」としているのは至言である。 

結局のところ、中途半端なイノベーションでは、今の激動期にあってはもはや意味も

無く、かえって体力を消耗するだけで終わってしまうことになりかねない。といって、

伊東氏の言ほど極端な展開ができないとしたら、次善の策として求められるのが取捨選
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択の徹底である。とは言っても、それでも言うは易く行なうは難し。なぜなら、選択肢

の中には、「技術」と「人」のように、相互に深い関係があり、切離しては論じえない

ものも少なくないからである。その点は、後で紹介するアップルの例が参考になろう。 

そこで、まずはイノベーションそのものに内在する問題、すなわち「イノベーション

のジレンマ」と呼ばれているものについて、辞書から引用しておくことにする。 

イノベーションのジレンマ(フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』) 

「イノベーションのジレンマ(英語：Innovator's Dilemma)とは、優れた特色を持つ商

品を売る巨大企業が、その特色を改良する事のみに目を奪われ、顧客の別の需要に目が

届かず、その商品より劣るが新たな特色を持つ商品を売り出し始めた新興企業の前に力

を失う理由を説明したマーケティングの理論。ハーバード・ビジネス・スクール教授の

クレイトン・クリステンセン（Clayton M. Christensen）が、1997 年の著書 The 

Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail （『イノ

ベーションのジレンマ - 技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』）のなかで初めて提唱し

た。 

発生の経緯 

1. 優良企業は顧客のニーズに応えて従来製品の改良を進め、ニーズのないアイデ

アについては切り捨てる。イノベーションには従来製品の改良を進める持続的

イノベーションと、従来製品の価値を破壊するかもしれない全く新しい価値を

生み出す破壊的イノベーションがあるが、優良企業は持続的イノベーションの

プロセスで自社の事業を成り立たせており、破壊的イノベーションを軽視する。 

2. 優良企業の持続的イノベーションの成果はある段階で顧客のニーズを超えてし

まい、顧客はそれ以降においてそうした成果以外の側面に目を向け始め、破壊

的イノベーションの存在感が無視できない力を持つようになる。 

3. 他社の破壊的イノベーションの価値が市場で広く認められた結果、優良企業の

提供してきた従来製品の価値は毀損してしまい、優良企業は自社の地位を失っ

てしまう。」 

 ここでも安易に「破壊的イノベーション」とか「持続的イノベーション」という用語

が用いられている。そこで次に、その意味について紹介しておく。 

破壊的イノベーション(disruptive innovation)  

◎ 『ウィキペディア』 

「イノベーションモデルの 1つで、確立された技術やビジネスモデルによって形成され

た既存市場の秩序を乱し、業界構造を劇的に変化させてしまうイノベーションのこと。

ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・M・クリステンセン（Clayton M. 

Christensen）が提唱した。 
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 競争市場では一般に製品は技術※進化を続け、新製品になるごとに性能を向上させて

いく。そうした中で既存製品に比べて性能が低いながら、低価格・単純・小型・使い勝

手がよいなどの特徴を持ち、既存市場の顧客とは別の顧客から支持される技術革新が行

われることがある。これが破壊的イノベーションである。 

※ ここでいう「技術」は、労働力・資本・原材料・情報などの経営資源を投入して、

より価値の高い製品・サービスを生み出すプロセス全般を意味する 

 クリステンセンは、著書『The Innovator's Dilemma』（1997 年）においてイノベー

ションには「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」の 2 つがあるとし、

市場のリーダーであるような優良企業は前者に 適化された組織やプロセスを持つが

ゆえに、後者を見落とし、失敗する場合があることを示唆した。 

 クリステンセンは、特に繰り返し業界リーダーが入れ替わった HDD 業界を取り上げ、

この現象を説明している。1980 年代の 8インチドライブから 5.25 インチドライブへの

アーキテクチャの移行についていえば、1981年の時点で8インチドライブの容量は60MB

であるのに対して、5.25 インチドライブの容量は 10MB しかなかった。8インチドライ

ブの主要顧客であるミニコンメーカーにとって、5.25 インチドライブの記憶容量は性

能的に不足していたのである。しかし、別市場（このときはデスクトップ PC 市場）で

5.25 インチドライブは受け入れられ、その結果として 5.25 インチドライブの継続的な

技術改良が始まり、数年のうちに主要指標でも 8インチドライブの性能を凌駕（りょう

が）し、8インチドライブ市場は縮小することになった。 

 すなわち「破壊的イノベーション」とは、狭義には一時的に主要性能を下げながら異

なる価値を提供する“技術イノベーション”をいうが、広義には別市場で根付いた後に

持続的な改良によって性能向上を果たし、既存の主要市場をも浸食してしまう“産業イ

ノベーション”のモデルを意味している。 

 このモデルでは、狭義の破壊的イノベーションを生み出す破壊的技術に加えて、競争

市場で日夜続けられる持続的技術が重要な役割を果たす。破壊的技術が生み出した新市

場での性能向上が、既存市場におけるそれよりも早いペースで行われると、市場のあり

ようを変容する「破壊的イノベーション」が発生する。“破壊的”と訳されている

disruptive には「混乱を起こさせる」「秩序を乱す」といった意味がある。 

 いい換えれると、持続的技術による性能向上が繰り返され、製品性能が市場ニーズを

超えて過剰になると、低性能／低価格の製品を受け入れる素地が整うことになるといえ

る。こうした既存市場よりも下位に当たる市場を狙う破壊的イノベーションを、クリス

テンセンは前掲書の続編に当たる『The Innovator' s Solution』（2003 年）で「ロー

エンド型破壊」と呼んだ。これに対して、価格以外の価値基準で評価される破壊的イノ

ベーションを「新市場型破壊」という。」 



 27

◎ 「ＭＯＴ（技術経営）の森」 

「ハードディスクの世界では過去に主に６回のアーキテクチャーの変更がありましたが、

ほとんどの企業はアーキテクチャーの変更の度に消え去りました。現在、高炉メーカは好

調ですが、電炉メーカである東京製鐵は驚異的な業績を残しています。かつてショベルカ

ーは電動が主流であったのが、現在は油圧に置き換わってきます。 
 従来技術の持続的イノベータは、ある日、顧客要望性能に追いつき、その後は過剰性能

となります。後発である従来方式よりずっとコストの安い新方式による破壊的イノベータ

の技術の改善の結果、やがて破壊的イノベーターの性能が顧客要望レベルに達して、革命

が生じます。 

  

持続的イノベーターはまじめにマーケティングや技術開発を行なえば行なう程、破壊

的イノベーションの可能性を秘めた新技術はその時点では需要が少ない事や市場価格を

引き下げ、自分の首を絞める事になる為、否定的になります。 

常に自社がおかれている業界の破壊的イノベーションを意識しておかないと大変な事

になります。技術革新が巨大企業を滅ぼす・・・皮肉な話です。の話ですが、顧客がぜ

ひ欲しいと思う商品・サービスを提供すれば、成功します。技術者の人によっては、”

こんな素晴らしい技術を用いた商品が何故売れないのだ。営業も顧客も馬鹿だ”と思い

込みバイアスがかかっている場合が良くあります。顧客視点に立ち、顧客の購入動機・

プロセスを良く知る事がまず第一に重要な事です。 

又、ビジネスプレゼンを聞いていますと、競合や代替商品・サービスの存在をカヤの

外においている場合が良くあり、全くのご都合主義となっていたりします。そんなビジ

ネスを始めてみればたちまち躓くのは目に見えています。 

又、成長分野だとか儲かりそうだというだけで、自社のコアコピタンスを活かせない分

野に新規参入しようとして失敗するケースも良くあります。」 
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オープンイノベーション 

 次に、昨今脚光を浴びるようになった言葉に「オープンイノベーション」というもの

がある。これは、リスクの高い 新技術開発に関わる企業間競争が際限の無い研究開発

コストの膨張を生み、何もかも自前で開発していたのでは投下コストが回収しえなくな

るという事態に直面した企業がリスク負担を軽減するための望ましい手法であり、製品

開発段階でそれを念頭に置いておくかどうかが、マーケティング戦略にも多大な影響を

及ぼすと考えられるので、ここに簡単に紹介しておく。 

 先例としては設計技術が公開されている無償ソフト「リナックス」があるが、「オー

プンイノベーション」という概念を提唱したのは、ヘンリー・チェスブロー米国カリフ

ォルニア大学バークレー校教授だとされる。彼によれば、その定義は「企業内部と外部

の資源を有機的に組み合わせた技術革新」である。 

 具体的には、基礎研究から製品開発に至るまで幅広い分野で、大学・外部研究機関の

みならず他社が保有する技術・特許・研究成果等を活かし、開発期間の短縮とコスト削

減を果たそうというものである。このため、従来からあった包括提携・クロスライセン

スで特許・ノウハウを相互開放するだけではなく、ネットを通じて広く解決策・アイデ

アを外部に求めるという方策を講じる。 

すでにＰ＆Ｇやゼロックスなどの成功例が挙げられており、 近ではインテルが中核

技術であるＣＰＵについては自前で開発するものの周辺技術は外部から導入を図って

いる。また、日本企業では、武田薬品、エーザイ、日立製作所、帝人、大阪ガス等が採

用さらには専門組織を発足させている。 
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２ マーケティング戦略において成功したとされる事例とその評価 

成功事例も、後述する環境変化同様、多種多様。反対向きの事例さえ多数認められる。 

 例えば、かつて大成功したフォードのとった戦略は、規格化・大量生産による低価格

生産で大衆市場を開拓するというものだった。しかし、その成功体験がかえって後に足

かせとなり、後に長い長期低迷をもたらすことになる。 

 したがって、それらを整理してマニュアル化しうるものではない。あくまで先例は先

例として 低限の知識としつつ、自前の戦略を練るべきである。第一、 近の成功例と

される韓国サムスン電子などは日本企業を手本としてきたとされており、むしろもっと

身近な国内企業の事例さらには自身の過去の成否両体験に学ぶことこそが先決なのだ。 

 また、韓国企業一般に言えることは、今の韓国はまだまだ先進国追随による成長途上

にあり、その成長そのものも政府主導の色彩が濃いということである。逆から言えば、

国家が日本同様に成熟し今の勢いを支えている「ハングリーさ」が失われた後まで、持

続可能な戦略モデルだとは言いがたい。実際、韓国では、これまで享受してきた「人口

ボーナス」が 2010 年以降は消滅し、むしろ日本以上急速に少子高齢化が進行するとさ

れているところである。なお、この点は「一人っ子政策」の歪が出始めた中国について

も、さらに長期的には言えることなのだ。 

付言すれば、成功例とされるものは総て新興企業ばかりだということを忘れてはなら

ない。したがって、そうしたベンチャーの尻尾をぶら下げたところに追随したり、それ

らと競おうというのは「センミツ（千に三つ当たればいい）」ベンチャー型のリスク取

りに慣れていない日本企業には不向きかもしれない。とはいえ、もちろん、志を持って

新たに起業しようという者や起死回生の一手を狙う背水の陣企業からすれば、そこに活

路を見出すほかはないのだが。 

また、これまで日本が得意としてきた技術分野とか高付加価値商品で新興国企業が力

をつけてきた分野に共通するところは、自動車・家電・パソコンなどユニット化・標準

化された部品を用い、それらを世界中から低コストで調達して組み立てる、あるいは、

はじめは低賃金労働を活かしつつ徐々に多数の国際的メーカーから受注することによ

って超大量生産を可能にして大規模化したといったところにある。その点、一品対応型

ないし多品種小量型の製品の多い生産設備装置分野では、まだまだ日本勢の優位は動か

ないでいるといったところにも留意する必要があろう。 

すなわち、機械工業企業にあっては、ボリュームゾーンは新興国で生産あるいは新興

メーカーから調達し、高付加価値品や基幹部品は国内生産ないし国産品を調達するとい

った選択が求められる。 

 そうした理解の下、ここではデル、アップル、サムスン電子など一般にマーケティン

グの成功例として認識されている企業の事例を紹介しつつその問題点も併せて指摘し

ておく。なお、デル、サムスン電子（サムスン・グループ全体を含む）の紹介に関して
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は、本研究報告書の末尾に「参考」として付したのでそこを参照されたい。 

(1)デル 

 初にマーケティング戦略成功例として取り上げられることの多いデルについて取

り上げてみた。 

 ハーバード・ビジネス・レビュー編集部『ビジネスモデル戦略論』（2006 年）は、デ

ルの成功に関して次のように解説している。 

「デルはＰＣ産業のなかでも魅力の薄い事業分野で競争する。ハードウェアのメーカー

であるが、八四年の創業以来、ユニークな発想を持ち続け、業界の常識とはかけ離れた、

直販のビジネスモデルを構築した。顧客との間に立つ人間を排除して、小売店が持って

いたプロフィット・プールを、自社と（低販売価格というかたちで）顧客に分配した。 

 九○年代初頭、デルの経営陣は、このまま直販のみに依存していると、企業の成長軌

道を伸ばすことはできないのではないかと考え始めた。売上げの拡大を追及して、デル

は、（売上規模の）より巨大な小売店チャネルに参入した。その戦略がうまく機能して、

デルは八九年から九三年にかけて年率五○パーセント以上の成長を達成した。 

 ところが九三年になると、利益を上げられず、損失に苦しんだ。・・・ 高の収益性

のある顧客セグメントや、また本質的に小売店チャネル以上に効果のある流通チャネル

に絞ることを忘れていたのである。 

・・・（自社事業の全面的に分析結果によれば、）小売店チャネルは、デルにとっても他

のＰＣ企業にとっても、収益性は薄かった。・・・いずれの顧客セグメントにおいても

発生する流通費用が収益性を悪化させる原因であるとするなら、収益見込みでは、直販

のビジネスモデルが常に有利であった。 

 さらに、顧客セグメントの違いにより収益性にも差が出ることをデルは認識していた。

一対一で見ていると、顧客ニーズの多様性をモニターすることができた。しかし、直販

でない小売店チャネルを経由すると、顧客への貴重なパイプを失ってしまった。そして

その結果、顧客の収益性の違いを識別できなくなったのである。 

 デルは、九四年に小売店チャネルから撤退し、大手のＰＣ企業のように自社を適合さ

せながら、顧客へのアプローチを直販へと大きく変更した。今日デルは、顧客を再セグ

メントし、プロフィット・プールにシフトさせた。その結果、魅力的な新しい利益の源

泉が出現しても、競合他社よりも俊敏に反応できるようになった。 

・・・同時にデルは、収益性の低い顧客セグメントに訴求することを控えた。長期的に

は、これはマス・マーケットの消費者から自社の製品のカスタム・オーダーを受けない

ことを意味した。・・・利益の生まれる分野に絞って、その優れた利益に対する理解力

を活用している。 

 デルは、その製品提案と価格政策を通して、技術を理解し、収益性の高い顧客に訴求

して、収益性の低い入門者クラスの購買層を避けている」（p.47,48） 
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 こうして生まれたのが、以下に詳しく紹介するデル・ダイレクト・モデルである。そ

れは、別の切り口から見ると、Ｄ．ペパーズ、Ｍ．ロジャーズの言う「One to One 

Marketing」(一人ひとりの顧客からそれぞれの好みにぴったり合った製品を顧客の望む

タイミングで望む形にカスタマイズして提供する活動)であり、「市場シェアより個客シ

ェア（個々人のうちにおける当該企業製品が選択される比率）」ということになる（小

野桂之介、根来龍之『経営戦略と企業革新』、2001 年参照）。 

デル・ダイレクト・モデルとは 

デル自身は「Dell 製品の購入により、お客様は Dell とダイレクトな関係を構築しま

す。 その過程で Dell はお客様のニーズを理解し、そのニーズにどれだけ応えられるか

把握します。 お客様からのフィードバックは、Dell のビジネスのあらゆる側面に影響

を及ぼします。たとえば、製品の企画および設計方法、製品の販売方法、製品購入後の

継続的なサービスとサポートの提供方法などです。 Dell のダイレクト・ビジネス・モ

デルは、お客様が求める製品、サービス、およびサポートのための窓口とアカウンタビ

リティを一元化します。 不必要な時間とコストが発生することの多い中間業者を排除

したことにより、Dell は高性能の製品を低価格で提供できます」としている。 

以下、そのマーケティング手法について、幾つかの解説例を紹介しておく。 

◎ 吹野 博志著『ダイレクト・モデル経営―すべてをシンプルにする』（2005 年） 

「デルの創始者マイケル・デル氏が考案し、今も実践しているビジネスモデルですが、

言葉通り顧客とメーカーをダイレクトで繋いでいるモデルです。 

通常は流通業者や量販店を通るため、その分中間マージンが載せられますが、顧客が

デルから直接購入できるため、その分安くできるという訳です。 

ただ、これには弱点もあります。オンラインで注文すると、完全受注生産のため納期

が１～３週間かかってしまいますし、製品を手にとって品定めができません。 

そのこともあって、デルは 近になって量販店での在庫販売も始めた訳です・・・」 

◎ ＩＴ用語辞典バイナリ 

デル・モデル 

「デル・ダイレクト・モデル / Dell's direct model  Dell モデル 

【英】Dell's direct model  

Dell モデルとは、Dell が PC 業界において初めて確立した、直接販売と受注生産（BTO）

を組み合わせて販売するビジネスモデルのことである。 

Dell モデルは、徹底したサプライチェーン・マネジメント（SCM）の構築によって在

庫を極力持たず、不良在庫の削減、流通における中間マージンの排除などに成功してい

る。Dell はこの Dell モデルによって 1990 年代に急成長を遂げ、一躍 PC メーカーのト

ップ企業へと成長している」 
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◎ マイケル・デル、キャサリン・フレッドマン著デルの革命――「ダイレクト」戦略

で産業を変える』（2000 年） 

「コンピュータ製造販売の大手デルが展開している、直接販売と受注生産を組み合わせ

たビジネスモデル。顧客からのオーダーを受け、その要望に合わせて外部サプライヤか

ら部品を調達して、カスタマイズした製品を生産、流通／小売業者を介さずに直接販売

する。 

 顧客にとっては、自分が望む仕様の製品を手に入れることができ、流通業者の排除に

より中間マージンがなくなることで価格低減が期待できる。製造企業にとっても流通在

庫や完成品在庫がゼロになり、顧客が望まない（売れない）不良在庫を抱えるリスクを

なくすことができるというメリットがある。 

 デルにとって「ダイレクト・モデル」は、同社オリジナルのビジネスモデルであると

同時に、顧客志向という企業理念を示す言葉でもあり、同社は「創業時からデルのすべ

ての事業活動の根幹」だとしている。しかし、具体的なビジネスモデルとしてのデル・

モデルは時代とともに変わってきている。 

 デルは 1984 年の創業時から通信販売を軸にしていた。一時は小売店・量販店にも製

品を卸していたが1990年代初頭に撤退し、直販専業となった。1990年代の中ごろには、

創業者マイケル・デルが「ダイレクトモデル バージョン 1.1」と呼ぶ、サプライヤと

の SCM による仕掛品や部品在庫の抑制にも着手、2004 年 1 月期末現在、在庫日数 3日

を実現している。 

 外部資源（パートナー企業）の活用も積極的に進め、部品調達以外にも組み立てやテ

クニカル・サポートも大部分をアウトソースしている。マイケル・デルはこれを「バー

チャル・インテグレーション」と呼んでいる。 

 1996 年にはインターネットによる販売専用サイトを開設、顧客が必要とする機能や

仕様に合わせて製品を生産する BTO が広く知られるようになった。デルの顧客には大口

の企業ユーザーが多いが、企業顧客に向けては「プレミアページ」と呼ばれる個別ペー

ジを設定し、その会社で必要な機種だけを選択可能にするといったことができるように

なっている。 

 さらに顧客のコンピュータ購入状況を管理することで、コンピュータの調達から運用

まですべてのフェイズで、顧客へのサービス提供を目指している。 

 デル・モデルは先進的なビジネスモデルとして、内外の研究者にたびたび取り上げら

れている。これらの分析によれば、当初のモデルでは流通業者を排除した“中抜き製造

業”というとらえ方が多かったが、バーチャルインテグレーションの進化により、近年

では顧客（コンピュータ・ユーザー）に替わって、部品サプライヤ、アセンブラ、ロジ

スティクスなどのさまざまな業者から 適な製品とサービスを組み合わせて代理購買

／調達を行う企業だと定義されるなどしている」 
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デルモデルに対する否定的見解 

 以上見てきたように一見高く評価されているように見えるデルモデルも、必ずしも肯

定的評価ばかりではない。後で紹介する寺澤慎祐氏による否定的評価も存在しているのだ。

したがって、同モデルに対する客観的評価については、寺澤氏と併せて後で紹介する研究

者によるものを参照されたい。 

(2)アップル インコーポレイテッド 

 「国際線の搭乗者でノートパソコンを開く人は見かけなくなった。みたスマートフォ

ンやタブレット端末だ」と坂本幸雄エルピーダメモリ社長が嘆くように、個人向けＩＴ

製品は急速に変貌を遂げている。 

その中で 大の勝ち組となったアップル社は、2010 年７～９月期、ついに売上高約

203 億ドル（前年同期比 67％増）と、マイクロソフト社の約 162 億ドル（前年同期比

25％増）を追い越した(ただし、純利益では、マイクロソフトが 51％増の約 54 億ドル

に達したのに対して、アップルは 70％増ではあったが約 44 億ドルにとどまり未だ後塵

を拝している)。それも、マイクロソフトの方でも新ＯＳ「ウィンドウズ７」の投入や

業務用ソフト「オフィス」の刷新などによって過去 高額を記録しているのだから、ア

ップルのマーケティング戦略が注目を集めるのは当然だろう。 

しかし、現実にはアップルの成功は、本報告書末尾参考で紹介するように創始者であ

り現ＣＥＯスティーブ・ジョブズの個人的手腕によるところが大であり、決して他が模

倣できるようなマーケティング戦略があったわけではない。その上、「アップルの成功

の背景には日本のＩＴ産業から学んだところが大だった」とも言われている。 

すなわち、ジョブス自身は、逆に何でも口を出したがるジェネラリスト・エンジニア

という自らの性格が経営者としての資質としては問題があると考え、ためにマーケティ

ングの専門家たるジョン・スカリーをペプシコーラからスカウトしたくらいである。と

ころが、そのジョブスの性格が「両雄相容れず」ということで多数の人材と衝突を繰り

返し、過去には初代社長のスコットによって も日の当たるアップル・コンピュータ開

発現場から外され、ためにマッキントッシュ開発現場に潜り込み、そこでの開発責任者

たるラスキンと衝突するという結果を招いたりし、挙句は自分が招いたスカリーたちに

よって一度は追放されるような形でアップル社を去っている。 

 しかし、いくら経営手腕に優れていても技術的才能を欠いた経営者が率いるアップル

社は、マイクロソフトなど台頭してきたライバルの後塵を拝し会社存続自体が危ぶまれ

るまでに至った。この窮地を救ったのがジョブスの復活である。 

 すなわち、消費者の支持を得たのはアップル社のマーケティング戦略というより、ジ

ョブズ個人の直観的こだわりだと言える。特に「もし君が大工で美しいタンスを作って

いたら、人の見えない部分に合板を貼り合わせてごまかすようなまねはしないはずだ」

という言葉に代表されるように、製品の「シンプルな美しさ」を追求する姿勢・哲学が

高い評価を得た主因なのだ。新製品に受信感度の問題点を指摘されながら売上げ好調の
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スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ」にしても、世界共通仕様のシンプルな設計の下、部品

類を大量発注したり普及品で賄なうなどによって低コストに抑えている。 

 そればかりではない。同社の「配送中も含めた店頭在庫や日々の販売実績まで１個単

位で把握している」という在庫管理システム（ＧＤＶ）は、ＡＭＲリサーチが製造業と

小売業の調達・在庫管理の実力を評価する「サプライチェーン 25。」ランキングで３

年連続トップとなっており、そうした面でも見習うべきところは多い。 
もっとも、この点については、コマツでも自社建機に情報端末を取り付け、それこそ

地球の裏側にある建機の稼働状況も刻々と把握し、そこからはじき出された需要予測に

基づいて生産計画・在庫管理を行なうという機動性をすでに確保し、さらに修理部品や

消耗品の世界中「翌朝配送」さえも目指しているし、東芝も企業内クラウド導入によっ

て国内外拠点の財務・人事・調達情報を本社で一元管理し、製品単位の収支や全世界の

部品在庫の即時把握を進めているところである。 
ただし、ここで注意すべきは、この種の情報一元化には情報漏洩とかサーバーダウン

さらには誤データの即時広範な波及といった重篤なリスクを孕んでおり、そうした面で

対策を十二分に講じておかなければならないということである。 
一方、ジョブス一人に依存する体質は、彼の体調不良に対する不安ばかりか、彼の美

学が長所を生み出している反面において潜在的に存在する短所となって現われてきた

ときには致命的な欠陥となりかねないことに留意されたい。 

すなわち、今や世界を席巻しつつあるかのごとく見えるｉＰｈｏｎｅも、坂村健東大

教授が「ジョブスの美学の結晶」であり「彼の美学はガバナンスをとことん強化す

る。・・・端末内資源へのアクセスは多くの制約を受けている。特に周辺機器を使うよ

うなアプリは簡単には書けない。・・・端末の売り上げが重要なアップルは、自らの優

位を保つため、決してｉＯＳの端末を他メーカーに作らせない」ため、あくまでネット

広告で稼ぐだけを目標としその分ガバナンスを緩めてすべてできるだけオープンにし

ているグーグルのアンドロイドのように社外の技術力を動員できない。ということは、

（外からアクセスできないだけ信頼できるとされてきたセキュリティについても）「ア

ップル以外の企業がウィルス対策ソフトを作れない分、アンドロイドよりも危険かもし

れない」と指摘しているところである。 

また、グーグルが提供し始めた「アンドロイド」は、それによって電子部品やソフト

の使い回しが可能となり、パソコンのように標準部品や基板の組合せで端末ができるよ

うになるため「スマートフォンの開発費が十分の一に下がる」（丹羽雅彦アクセンチュ

ア日本法人パートナー）とされる。また、それがメーカーの想定外だった需要を喚起す

るとともに、知名度アップを狙って安価ないし無料でソフトを提供する者も多数発生し、

アンドロイド普及を加速化させている。 

このように、元々「片や携帯端末メーカー、片や携帯用ＯＳ提供」という棲み分けに

よって友好関係にあったグーグルとの関係も、まずはアプリの囲い込み等をめぐって戦
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端を開き、今ではグーグルそのものが端末に進出するということで全面対決の様相を呈

し始めているところである。 

 もっとも、そのグーグルにしても、アンドロイド自体がマーケットを分断しがちな性

格を有し、さらには安全性や著作権をはじめ独占規制の標的化から個人情報流出などま

で難問が多発しているところに加え、同社の検索エンジン外で勢力を急速に伸ばし今や

５億人のユーザーを有するに至ったフェイスブック等のソーシャルネット提供者によ

る厳しい挑戦を受けるに至った。とりわけ深刻なのは、従来「自由でのびのびした」雰

囲気が豊富なアイデアの源だったはずが、規模拡大とともに組織管理面での規律重視か

ら優等生タイプへと移行しはじめたことによるベンチャー精神の後退である。 

 換言すれば、今や技術や製品を売る側主導ではなく、「面白いコンテンツを安く早く

手軽に得たい」という「ユーザーが選択する多様性の時代」に突入したということだ。

それこそ「もはや時代はシリコンバレーから離れた」とされる所以である。別の切り口

から見ると、それは、これまでは専らスペシャリスト集団で構成されてきたベンチャー

世界においても、「新たなサービスを生み出す土壌となる多様な人と人との繋がりが深

い大都市」復権の予兆かもしれない。 

そこで今起きている現象を要約すると、一時「勝ち組」とされた新興企業によってあ

る種のインフラが整備されると、それにフリーライドする形で次なる挑戦者が現われる

というように、常に「守りには弱い」とされるＩＴ世界の「勝ち組」そのものが激しく

変遷しているとということである。したがって、そうした成功背景が二転三転する中で

は、機械工業企業にあっても、アップルとかグーグルのように先行企業が用意してくれ

たインフラにフリーライドすることを含めて、単にベンチャー型企業モデルに追随する

ことの是非を改めて再考すべきである。 

 また、ここでも留意すべきは、グーグルが「携帯電話の進化形」として挙げる「電子

決済」「位置情報と連動した情報サービス」（エリック・シュミット前ＣＥＯ談）とい

ったものは、すでにＮＴＴドコモが 2004 年に開始した「おサイフケータイ」と 08 年に

導入した「ｉコンシェル」によって日本では実行されているということである。それが

普及しなかった理由の一つに端末における「技術の囲い込み」があったことからすると、

これからの技術戦略としては必ずしも技術独占を狙うのではなく、パナソニックがネッ

トＴＶで行なう中核技術の無償公開という選択肢も考えなければならないことになる。

もっとも、電子機器分野では自己陣営拡大を目指すその種の開放策が裏目に出て自己陣

営から有力ライバルを生み出してしまったというケースも少なくないのだが。 

(3)サムスン電子 

 日本企業の低迷が論じられる時、常に比較対象とされるのがサムスン電子とかＬＧ電

子といった韓国電子機器メーカーである。特に、ここにきて（2010 年７～９月期）Ｌ

Ｇ電子がスマートフォンの出遅れによって営業赤字 222 億ドルへと転落したのに対し

て、逆にグーグルのＯＳ「アンドロイド」を搭載したスマートフォン「ギャラクシーＳ」
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が人気を呼び 791 億ドルの営業黒字を計上したサムスン電子の強さが目立っている。ま

た、その一方で同社は、2011 年には過去 大の 3.1 兆円にも上る設備・研究開発投資、

特に次世代基幹部品有機ＥＬ向け投資を大幅に増加させるなど先行投資に賭ける姿勢

を鮮明にしている。 

 では、どうして同社が躍進したのか？ 10 年ちょっと前は韓国はデフォルト寸前の国

の企業であるサムスン電子がなぜ液晶パネルの生産 1 位等になれたのだろうか？ 

 この誰もが抱く疑問に対しては、通常次の二つの答が返ってくるようだ。 

・徹底した顧客重視ときめ細かいマーケティングによる営業力の強さ 

  その一つが豊富な品揃えである。冷蔵庫を例に取ると、日本メーカーでは一般に大

中小三種類を揃えて十分としているが、サムスン電子では七種類提供している。また、

日本企業以上にデザイン力を磨きブランドイメージを高めた。また、新興市場を積極

的に攻略した。 

・・・もっとも、これらは、新興国課開拓戦略以外、かつて日本が得意としてきたこ

とや努力してきたことを、今のサムスンがそのまま実行しているだけだとも言える。 

・権限集中による即断即決 

  ＩＭＦ危機を契機として、徹底的に米国式合理性・利益重視の経営体制に転換する

とともに日本企業がバブル崩壊後の長期不況で投資を減らした間に大規模な投資を

おこなった。また、それによって研究開発にも力を入れ、有機ＥＬの分野ではエプソ

ンと比べ量より質の特許を取得し、液晶の評価でもシャープと同等か全体的に見ると

上回っているとされる。 

・・・日本では稟議制となっている問題でもサムスンでは事業部長の専決とされてい

る効果であろう。ただ、その裏では「日本の技術や生産設備を利用し独自の技術とう

まく絡ませた」ことが挙げられる。 

こうして見ると、特に日本企業にとって参考にするほどの秘密はない。 

 まして、同社の力とされる決断の速さの源泉である同族支配については、同時に弱

点としても指摘する声も少なくなく、ここにきて進められている同族内での経営陣世

代交代は将来への不安要因をそのままにしたものだとも言える。特に、同社の陣頭指

揮に立っていた会長が不正資金問題で一事は刑事被告となり、その戦略形成を担って

きた戦略チームが疑惑が明るみになったため解散に追い込まれたという過去を持って

いることを忘れてはなるまい。 近になって、それを次世代経営陣強化のために復活

させたようであるが、はたして過去のような暗部を抱えた体質を払拭した上で十分な

力を発揮できるのかどうか見守る必要がある。 

 また、徹底した合理化によって社員の自殺も増えたとされているほか、平均勤務年

数が僅か 7.9 年となっており、かつてのフォードを想起させる人材使い捨て型の労務
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管理となっている。そうした旧態依然たる企業体質では、韓国社会そのものが豊かに

なっていく過程で、いつか人材が離散していくことになるにちがいない。 

 すなわち、サムスン電子をはじめとする韓国企業が強くなったというより、日本企

業が自ら為すべき方向を見失っていると考えるべきなのだ。その点は、「アップルの

成功の背景には日本のＩＴ産業から学んだところが大だった」とも言われているとこ

ろからも窺い知られるところである。 

 にもかかわらず、大坪文雄パナソニック社長のように「（韓国メーカーの勢いにつ

いて）基礎的な技術力では負けていないが、製品の商品化や事業化といった点では完

全に上に行かれた。学ぶべき点が山ほどある」と、全く自身の経営手腕に対する反省

もなく負け犬的発言をするようでは、とうていマーケティング戦略の勝者たりえない

だろう。 

(4)クオリティ株式会社 

 次に日本企業の中でマーケティングの成功例とされているＩＴ資産管理会社クオリ

ティについてウェブ上に掲載されている同社グローバルマーケティング本部プロダク

トマーケティング＆カスタマーリレーション部 部長 肥田 雄一朗 氏へのインタビュ

ー記事を紹介しておく。 

「緻密さと柔軟さの“バランス”がマーケティングを楽しむコツ  

昨今、多くの企業で取り組みが加速している「IT 統制／セキュリティ統制」を強力

に支援する、“IT 資産管理”のパイオニアとして大きなシェアを持つクオリティ株式

会社。市場独占的に売れていた時代から先を見据えたマーケティング志向を持ち、成長

を続けています。地道な努力が実を結び、関連部門とも良好な関係を築きながら、マー

ケティングを進化させてきたご担当者にお話を伺いました。 

─今まで携わってこられたマーケティング活動の概要を教えてください。 

当社では、クライアント PC のハードウェア情報やソフトウェア情報を取得する“IT

資産管理”を核として、セキュリティやライセンス管理、バックアップまで、PC 管理

者を支援する幅広いソリューションを提供しています。当初は、社内中の PC へソフト

ウェアを簡単に配布できるツールとして誕生し、様々なソフトウェアが登場してきた

1990 年代後半から 2000 年代前半くらいまでは市場独占状態でした。しかし、2003 年頃

から競合ベンダーが増えてきたため、それまでのように独占的に売れる環境ではなくな

ったのです。 

もともとマーケティングへの取り組みに理解のある経営陣だったこともあり、その頃

からプロモーションも含めマーケティングに力を入れるようになりました。私はそれま

で Web デザイナーとして、日々Web サイトのアクセスやページビューの向上を目的に、

導線設計やデザイン設計に注力していましたが、市場の変化に伴い新たにマーケティン

グ担当として、ブランドづくりや営業への貢献を考えるようになってきました。 
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もともと 4～5人の部署なので、Web だけではなく、イベントやリサーチ、広報とい

った業務も担当していますが、今はやはり、営業にいかに貢献できるリードを渡せるか

といったところが大きなミッションとなってきています。 

ここ数年の取り組みとしては、まずは引き合いのもととなるリードを多く集めること

に注力していました。当然のことながら、集めたリードからどのくらいの商談が出せた

のかを測ることが次へのステップに上がるために重要になる訳ですが、ここが正確に把

握できていませんでした。シンフォニーマーケティングに出会ったのは、ちょうどそん

なタイミングでした。マーケティングの効果を可視化することができるというお話を聞

いて、今まで以上に数値で把握できる範囲が増えました。今では、営業の商談化率まで

管理するようになっています。 

─よく営業部門とマーケティング部門は仲が悪いと言われますが、営業部門が管理して

いた部分まで入り込むことは難しくありませんでしたか？ 

もともと仲が悪いと言うよりは、関係が希薄だった、と言った方が適切かもしれませ

ん。イベントのリードを渡しても、その後フォローしたかどうかも不明な上に、進捗管

理のシートに「対応不要」と書かれて戻ってくるということもよくありました。 

結果のフィードバックをすることが、営業の評価システムにハッキリと反映されない

仕組みだったため、仕方が無い部分もありました。マーケティングリードの中では、自

社 Web サイト内の問い合わせや評価版申し込みといった商談に直結するリードを中心

に追いかけていたので、その他のリードの優先順位は低かったのかもしれません。 

それが徐々に変化してきたのは、やはり市場の影響でしょうか。営業は何件のリード

から何件の案件が出て・・・といった数値検証を曖昧にしていることが多いと思います

が、マーケティング部門は、まだメインプロダクトが勝手に売れていた時期から、「お

客様は製品が欲しいのではない。どうやって課題を解決してくれるのかを求めている」、

という考えの下、プロダクトアウトではない課題解決型コンテンツを配信し続けていま

したし、実績を数値化できる部分はすべて数値化して、社内に開示していました。 

その数値の検証から、新たな取り組みの提案をするということを続けていました。 

市場が変化するまでは発信し続けても、「勝手に売れている＝自分が売っている」と

いう勘違いのまま、それまでの営業スタイルを頑なに続けていく人も少なくありません

でしたが、営業のトップを始め、課題解決型提案の重要性や数値をベースにした納得感

のある提案を理解してくれる人がだんだんと増えてきました。 

過去の営業スタイルのまま、何年も結果が出ないのであれば、とマーケティング部門

の提案を受け入れてくれるようになりました。 

マーケティングの重要性が浸透していない企業では、営業部門がマーケティングを軽

く見る傾向にあるようですが、根拠に基づいた施策と、結果を出し続けることで、当社

ではマーケティング部門に一目置いてくれるようになりました。 
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ですので、マーケティングが出したリードのフォロー状況や商談化率を可視化してマ

ーケティングラインを一元管理することが、営業部門にとってもメリットであるという

ことを提案したときにも、すぐに理解と協力をしてくれました。 

─やはり「数値」で検証することは重要ですね。ここ数年、不況の影響で数値検証や費

用対効果がクローズアップされていますが、もっと以前から数値で実績を評価する体制

になっていたのはなぜですか？ 

どれだけ施策を打って、どれだけの効果があったのかを測ることができなければ、評

価ができないですよね。メンバー個々が、「これだけ会社の売上に貢献した」、「自分

はこれだけ成長できた」という指標がなければ、自分も張り合いが無いですし、会社に

もアピールできない。「会社のため」であり「自分のため」でもあります。 

マーケティングの実績や効果を可視化している企業は少ないと思いますが、他部門や

経営陣に理解して評価してもらうためには数値で表す以外になかったとも言えますね。

だから数値検証が可能な部分は数値で見るクセがついていたのです。Web で言えばアク

セス数やページビューといった測れる指標がありました。今では評価の指標として取り

入れてもらっていますので、当社のマーケティングのメンバーは特に数値に対する意識

は高いですね。 

─可視化できると説得力が違いますね。他に他部門との連携で気をつけていることはあ

りますか？ 

月並みに聞こえるかもしれませんが、「コミュニケーションを密にとること」です。

これは他部門に限らず、社外についても言えますね。例えばメールだけで終わらせない

で電話を入れるとか、本当にちょっとしたことに思えることが、信頼関係を築く上で大

切なことだと思います。 

マーケティング部門は、社内外に情報を発信していく部署なので、社内に限らず、業

者の方であってもコミュニケーションは大切にしています。部署のメンバーには「情報

を発信する部門だから、メールの書き方、言葉の遣い方などは特に気をつけるように」

と口を酸っぱくして言っています。マーケティング部門は、他部署と対立してはダメで

す。仲が悪くなればどういうことが起こるかというと、マーケティング活動に重要な、

営業がエンドユーザとコンタクトして得た生の情報や、商品企画の情報が入ってこなく

なりますから。 

─ベーシックなことほど大事ということですね。では、他にマーケティング活動で気を

つけていることはありますか？ 

あとは、相手の立場になって考えるようにしています。Web デザイナーをしている頃

から、常に「自分が Web を見る立場（お客様）だったら、興味が持てるか、ユーザビリ

ティはどうか」ということを意識して Web を作っていました。今でもその考え方は変わ

らないですね。 
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前出ですが、お客様は、製品が欲しいのではない、求めているのは「解決策＝ソリュ

ーション」だと考えています。難しい機能説明ではなく、お客様目線で見たいと思う情

報をわかりやすい表現で発信するようにしています。それは Web だけではなく、メール

マガジンでも営業が使う資料でも、同じですね。 

─まさにマーケットインの視点ですね。そのような見方を身につけられたのは、マーケ

ティングの仕事を始めてからですか？ 

学生の頃、経営学を専攻していましたが、今実践しているマーケティングは、社会人

になって実務を通して学んだことの方が多いでしょうね。ただ昔から相手の反応は常に

意識していたような気がします。「これを言ったら、相手はどう思うか」とか。今でも

自分が顧客だったら・・・と常に客観的に、正直に自社を見るようにしています。 

─日頃からマーケター視点で考えることは重要ですね。肥田さんが考えるマーケターに

必要な資質とはどういったものでしょうか？ 

やはり、考え方を顧客目線にする、ということですね。自分がお客様の立場だったら

どう感じるか、という意識は大事だと思います。そして、「ネタ」に敏感なこと、物事

を面白がれることでしょうね。些細なネタも「くだらない」で片付けるようになってし

まったら終わりです。自分が情報に対して面白いと思えなければ、配信する側になった

時、それがそのままお客様に伝わってしまいますし、仕事をやっていてツマラナイでし

ょ？言われたことだけをこなしている「作業者」は、クリエイターやマーケターではな

いですよね。 

私自身も Web 担当だった頃、上司に、「作業者になってないか？」と指摘を受けたこ

とがありました。そうなるとどうしても、仕事が面白くなくなるし、作り手側の目線に

なってしまう。その時から、マーケターは作業者になってはいけないと、意識をするよ

うになりましたね。 

私としては、マーケティングに携わる者は、いい意味の「適当さ」が必要だと思って

ます。真面目過ぎても、面白い情報は配信できないですから。 

─肥田さんのお話を伺っていると、とても余裕を感じます。今までに大変だったことや

失敗したことはないのでしょうか？ 

あまり大変と感じたことはないですね。成果の出なかった取り組みももちろんありま

すが、実際にやってみないとわからないことはたくさんありますので、「失敗」とは考

えていません。ですので、他の企業でやっていないことは、積極的に取り入れます。こ

の考え方は、私自身の、と言うよりは社風ですね。「チャレンジして失敗するのは罪で

はない、チャレンジしないことが罪」だと。ですので、新たな取り組みに対しても比較

的柔軟に受け入れてくれます。 

─緻密な数値検証、柔軟な発想などいろいろな要因の相乗効果で、今の環境が作られて

いるのですね。 後に、マーケティングに携わっていて、一番やりがいを感じることを

教えてください。 
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営業部門や技術部門はもちろん、お客様の声、社外の業者さんなど、いろいろなとこ

ろからいろいろな情報が集まってくる、そしてその情報を欲しがっている人に発信でき

る、ということでしょうか。そういった環境も日頃からの信頼関係があってこそだと思

っています。関係している人みんながハッピーになれないことは長続きしません。大変

だと感じる瞬間はあっても、長続きする取り組みを今後もしていきたいですね。 

インタビュー後記 

マーケターにとって基本的な視点を持ち続けることが、何よりも大切なのだと実感し

ました。作業者になることなくマーケティングを楽しむために、基本に忠実に取り組ん

でいきたいと思いました。 

(5)先進事例に対する評価 ――デルモデルを例として―― 

 前述したように、アップルにしてもサムスン電子にしても、元は「日本企業から学ん

だ」とされており、そこに日本の機械工業企業が改めて学ぶところはさして無いとも言

える。したがって、参考までに、デルモデルに絞って、これまでに為されている評価を

紹介しておく。 

デルモデルの終焉（寺澤慎祐氏） 

「デルコンピュータのデルモデルはビジネススクールでも良く取り上げられる成功事

例だが、個人的にはデルコンピュータは 10 年後には存在しない、あるいは PC は販売し

ていないと思う。 

デルモデルとは簡単に言えば、サプライチェーンとデマンドチェーンを IT によって

密接に結びつけて、在庫を縮小しながら顧客ニーズに一つ一つ応えていくというビジネ

スモデルで、このモデルを登場させて以来瞬く間に世界のパソコンメーカに駆け上がっ

た。 

マイケル・デルはテクノロジー的な革新には全く興味がなく、その言葉の通りなんら

テクノロジーイノベーションはデルからは出ていない。あるのはビジネスイノベーショ

ンのみである。 

で、デルモデルを破壊してしまうのは、クラウドコンピューティング、特に PaaS/IaaS

でしょう。 

amazon や salesforce.com などが始めた PaaS/IaaS ビジネスは、顧客がサーバが欲し

いとクリックして宣言すると、あれよあれよとサーバ環境や OS 環境が準備されて、顧

客の元にネットワーク経由で届けられる。顧客は用意されたプラットホームの上に自分

のアプリケーションをインストールして自分で使うが、他人に使わせている。クラウド

サービスベンダーにもよるが早ければ瞬時である。 

デルもパソコンという物的なものを販売しているけど、顧客が本質的に欲しているの

はパソコン本体というより、パソコンに搭載されている OS やアプリケーションであっ

て、特に物理的なパソコンが届けられて嬉しいという人はあまりいないでしょう。（た
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まにいるかもしれませんが）デルの Web サイトやコールセンターにサーバが欲しいとク

リックして宣言すると、組み立てられて DHL のトラックと飛行機に乗って数日後に届け

られます。 

数日もかかってしまう！ amazon なら瞬時です。同じサーバ環境が欲しいという欲

求を宣言してから、デルは数日、Amazon は瞬時。 

宣言して購入した後に欲しく無くなっても、必要じゃなくなっても、もう返せないデ

ル。欲しくなくなったり、必要じゃなくなったら、契約を止めたいとクリックして宣言

すると、「了解っす」って言ってあとかたも無くなる Amazon。 

デルは何万円何十万円も不必要な資産が手元に残る。amazon は不必要なものは何も

残らない。 

どっちが顧客にとって都合が良いか？ 

やっぱ、amazon だろうね〜。クラウドコンピューティングが本格化となるとデルモ

デルは崩壊してデルも無くなる。そうならないようにデルは新しいビジネスイノベーシ

ョンを急いでいる（はず）」 

デルモデル：普遍性と特殊性（早稲田大学商学部教授 根来龍之氏） 

「本稿は、いわゆるデルモデルといわれる経営モデルが、異なる産業の異なる製品にど

こまで適用可能かを検討するものである。そのために、まずデルモデルの内容を整理し、

その後にその有効性を支えている条件について論じたい。  

デル社の高業績・高成長を支えているのが、デルモデルといわれる経営方式である。そ

の内容は、ダイレクトモデル（直接販売＋受注生産（B TO O））とヴァーチャル･イン

テグレーションと呼ばれるサプライチェーンマネジメントからなる。 

直接販売 

 デル社の販売戦略は、当初から通信販売を基軸とするものであった。デル社は部品の

設計・製造を行わない。また、小売店に商品を卸さない。その代わりに、電話で顧客の

要望を聞き、それに 大限に応えるコンピュータをすぐに組み立て、５～９日以内に顧

客に届ける。従来は、顧客からの受注窓口は電話・ＦＡＸであったが、インターネット

の発達により、デル社の顧客とのインターフェースは、インターネットへと急速にシフ

トしている。デル社は、1996 年７月インターネットによるオンライン直販「デル・オ

ンラインストア」をアメリカで開設し、日本でもただちに導入した。  
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デル社は、一般に公開された販売用サイト（http://www.jp.dell.com/）を開設する

と同時に、企業顧客に対し「プレミアページ」と呼ばれる個別のホームページを設置し

ている。プレミアページには、公開型とちがって各社の情報システム部門が承認した機

種だけが掲載されている。また、その WEB ページから自社担当の営業と連絡を取ること

ができる。日本でも 1000 社以上が利用している。デル社の需要の約８割は、企業向け

である。 

インターネットを使って、顧客は自分の発注した製品の生産・運搬状況を把握できる。

これは、「オーダー・ステータス」サービスと呼ばれるもので、デル社が提供するホー

ムページにオーダーＮＯ．とお客さま注文ＮＯ．とパスワードを入力するだけで自分が

注文した製品の生産・配送状況を把握できる。また、「オーダーウォッチ」サービスで

は、製品が国内の配送センターから出荷されると同時に、その情報を電子メールで顧客

に通知している。こうしたサービスは、物流パートナー（フェデックス）との提携によ

って実現している。顧客の利便性はインターネットによって格段に向上したと言えよう。

また、インターネットによる販売は、デル社にとって受注処理の手間が省ける他にも、

需要予測に必要なマーケティング動向が即時に把握できるメリットがある。 

直接販売では、中間の販売店、代理店を必要としないことから人の介在を極力減らす

ことができ、販促費がかさまない。デル社では、販売コストが低く押さえることができ

るため、競合他社と比べて製品価格を２割前後安く設定できると言う。 

インターネットの発展は、ネット販売の市場での比率を高めている。 

デル社の特徴はそのサービス体制にも見られる。サービスサポートでは、１台１台の

製品情報を受注と同時にデータベースに蓄積し、そのデータベースに基づいてスタッフ

がサポートを行っている。デル・コンピュータのサービス体制は、無期限のフリーダイ

ヤルによる問い合わせ窓口「テクニカル・サポート」、納品から３０日間のマネーバッ

クシステム、１年間無料オンサイトサービスの３点からなる。フリーダイヤルサービス
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は２４時間３６５日であり、また、オンサイトサービス（サービスマンがご指定先に訪

問し修理を行うサービス）も営業時間外には有償となるものの２４時間３６５日体制で

行っている。 

  

Ｂ TO Ｏ 

インターネット上の販売サイトは、自動見積もり機能を備え、画面上で何度も仕様と

価格を試した上で自分が納得できる仕様で発注できる。顧客は、ハードディスクの容量

から、マイクロプロセッサの性能、モニタの大きさにいたるまでさまざまな選択が可能

で、予算と希望に応じて、自分用にカスタム化されたパソコンを持つことができる。ま

た、コンピュータ本体だけでなく、モデム、コンピュータ・ソフトも注文することがで

きる。したがって、一回の注文で必要なものが揃えられる。 

デル社は、注文を受けてから生産（組み立て）を行う。デル社のこの受注生産方式は、

Build to Order (B TO O)と呼ばれている。日本からの受注情報はマレーシア工場（ア

ジア向けの生産拠点）に送信され、組み立てられた製品は、フェデラル・エクスプレス

の物流網を経由して顧客の手元に届く。この間の物流は、すべて航空輸送で、平均５～

６日である。マレーシアのペナン工場で生産された製品はペナン空港から専用機により

成田空港へ空輸後、成田のロジスティックセンターから顧客別に配送される。 

受注生産ではリードタイムが必要になるが、デル社では以下のような方策でそれを短

縮させている。顧客から注文を受けると、マレーシア工場と同時に部品サプライヤーへ

も納品指示を出す。生産拠点では自動化組み立てラインではなく、現在では２人で１台
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を組み立てる「セル方式」を採用している。その結果、セル方式以前の１１時間／台か

ら５時間／台に組立リードタイムが改善されたという。 

 受注生産方式では、顧客から直接注文を取るため、製品在庫がいらない。このため、

デル社の在庫の

回転率はたいへ

ん高い。年間売

り上げに対して、

在庫が何回転す

るかという比率

で言えば、９９

年度のデータで

は約６０回転で

在庫日数にする

と約６日である。

これは日本のパ

ソコンメーカー

の３分の１の高

さである。 

        

 

また、メモリー、ＣＰＵなど半導体部品は日々値段が下落し、３～４ヶ月という早い

サイクルでより高機能の部品が市場に投入される中で、デル社は在庫リスクを回避でき、

部品の価格低下をすぐに販売価格に反映させうる。製品在庫を持たない企業は、「新し

い部品を現時点での相場で利用できる」のである。パソコン業界では、部品は日々進歩

し、その価格は日々下がるのが一般的傾向であるから、このことは重要である。こうし

て、ユーザは陳腐化していない 新のスペックの安いパソコンをデル社から購入できる。

「直販・受注生産方式は無駄を削ぎ落とした究極の製造業のモデルである」と米国デ

ル・コンピュータ会長兼ＣＥＯのマイケル・デル氏が主張する所以である。 

店舗販売主体の既存のパソコンメーカでは、ひとたび販売不振が起こると、「販売不

振→在庫増→価格低下→損出発生→次の商品が出せない」という悪循環におちいる可能

性がある。元々製品在庫を持たない受注生産方式ではそのような悪循環が起こりにくい。

パソコンのライフサイクルは約３ヶ月と短く、技術革新も早い。また他社新製品との競

争によって製品価格の低下も激しい。在庫を持たないことが、価格競争上たいへん有利

なのである。 

一方では、パソコン業界で重要なのは、技術力でなくて流通力とデザイン力だといわ

れている。現状のパソコンは「インテル＋マイクロソフト＋その他の部品を組み立てる
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だけの仕事でメーカの差はでない」。むしろ、どの仕様の商品をどんな価格・タイミン

グで流通させるか、どんなサービス・サポートがあるか、ということが重要になってき

ている。コストパフォーマンスとユーザーサポートで優位にたつデル社は競争しやすい

環境にある。 

 

ヴァーチャル・インテグレーション 

 デル社の直販・受注生産体制を実現するためにはサプライヤーの協力体制が不可欠で

ある。デル社はまず、サプライヤーの実態を十分に把握し、自社に適したサプライヤー

選択をオープンに行う。またサプライヤーの業務サイクルの短縮を図るため、サプライ

ヤーの数を徹底的に絞り込み、当初の 300 社から 100 社へ、現在では 25 社程度と削減

してきた。 

主要なサプライヤー向けに個別の専用ホームページを設置し、互いの情報連携を緊密

にしている。具体的にはデルから販売動向・生産計画・需要予測・現在の生産進捗・部

品在庫など、逆にサプライヤーからは部品納期・価格・供給能力・生産進捗状況・生産

計画・品質などの情報が流される。 

デル社は部品の需要予測にI２テクノロジーズのサプライチェーン管理ソフトを採用

している。納期の長い部品もあるため約６ヶ月先の部品の需要予測を伝えるが、日々の

生産進捗や在庫情報などから過剰在庫を抑えつつ欠品が生じぬように部品発注量を調
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整している。パートナー会社は現時点の生産進捗を把握できれば、不必要な安全在庫を

持つ必要がなくなる。これが、在庫コストの削減、物流コストの削減につながる。 

 

サプライチェーンをクロスドッキング方式と呼ばれる方式によって短縮化する努力

も行っている。クロスドッキング方式とはあらかじめ設定された時点に組み立て工場に

部品倉庫（リボルバーウェアハウスと呼ばれる）から部品が運ばれる方式で、ライン脇

の部品在庫を 小化する方式である。この方式により、通常、受入から入庫、配分、出

庫、出荷といった何段階もの工程を、従来ならば 12～24 時間かかるところを、30 分～

数時間で処理できる。クロスドッキング方式は、成田のロジスティックセンターでも採

用されている。たとえば、国内調達のディスプレイとマレーシア工場から空輸されるコ

ンピュータ本体が、停滞することなくセンターでセットされて配送トラックに載せられ

る。デル社は、クロスドッキング方式実現のために、部品会社、物流会社に、先々まで

の販売計画、生産計画等を開示している。 

デル社はサプライヤーとは資本関係がない。しかし、情報共有は可能限り進めている。

それがサプライチェーン全体の競争力向上につながると判断しているからである。この

「資本関係のない、情報共有によるサプライチェーンの統合的活動」を、デル社はヴァ

ーチャル･インテグレーションと呼んでいる。 
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ヴァーチャル･インテグレーションにおけるパートナー会社（サプライヤー、物流会

社）とのパートナーシップは以下の方針に基づいて運営される。デル･モデルについて

の理解、役割の明確化、積極的な情報の共有、必要な IT への投資、相互利益、相互成

長、継続的な信頼関係の構築。 

定期的にパートナー会社との間で「スコアカード」に基づく業務改善の議論を行う。パ

ートナー会社（自己採点）、デル（依頼主採点）双方で同じスコアカードで採点（5段

階評価）を行い、採点結果で生じたギャップについて話し合い（ブレーンストーミング）、

ギャップを埋めながら方向性の確認を行う。スコアカードは、B5 判で 5枚程度のボリ

ュームのものであり、各ページに 5 項目ぐらいの質問がある。項目の内容は、品質、品

質改善への協力、価格、生産能力、納期の信頼性、生産対応の柔軟性、法律の尊重など

である。 

アンカーとしての 終消費者 

 デル社にとっての顧客は 終消費者である。「パートナー会社にも、この考えを徹底

してもらう。」 たとえば、デル社が日本におけるロジスティックセンターと配送を委

託するアウトソーサーを決める際に、候補企業にプレゼンを求める際に、こう伝えたと

言う。「デルに対して何ができるかではなく、貴社の提供するシステムで 終消費者に

どういうメリットを提供できるかを提案していほしい。そのために必要ならば、デルの

仕組みの変更を提案していただいても結構です。」 

デルモデルのメリットとデメリット 

 直販モデルには、以下のメリットがあろう。チャネルマージン削減、製品の流通在庫

減、市場ニーズの直接入手。特にパソコン市場では、製品の標準化が進み価格競争が激

化している中では、流通コスト削減のメリットは大きい。また、市場ニーズの直接入手

は、その情報を次のモデル開発に活用でき、また顧客に対する個別対応が可能になる意

味は大きい。デル社の場合は、直接販売で把握した市場ニーズをサプライヤーとも共有

する努力がなされている。 

 しかし、直接販売には、デメリットもある。電話とインターネット販売だけでは、ア

クセスできる人が限られる、顧客が見てさわって購入できない、顧客対応にメーカ側で

コストと人が必要などのデメリットがある。 

 デル社が対象としている「パソコンに詳しい顧客」ならば、製品を見なくても仕様が

判断できる。そして、更新需要や法人購買が多いパソコンでは、その「詳しい顧客」が

多い。こられがパソコン市場での直販モデルの有効性を高めている。また、デル社が採

用している O/L サポートならば、顧客に直接サポートするとしてもそのコストは抑制で

きること、当社が対象としている「パソコンに詳しい顧客」ならば、サポートの必要性

がそもそも低いことも指摘できる。 

結局、デルモデルの有効性は、「パソコンに詳しい法人と個人を中心セグメントにし

ている」という条件が強く反映している。そして、このセグメントに対する「直販」チ
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ャネルがインターネットの発展とともに拡大していることがデル社にとって追い風に

なっている。 

受注生産方式(B TO O)について考えてみよう。この方式では、仕掛在庫・製品在庫が

いらない、個別仕様による生産が可能、新しい部品を早く使える、製品モデル変更時の

在庫陳腐化を避けられるなどのメリットがある。これらのメリットは、パソコン市場の

ように製品と部品のライフサイクルが短く、価格が時間とととも低下する市場では有効

性が高い。デル社の場合、個別受注生産による個別仕様の実現が大きな競争力になって

いることも見逃せない。 

しかし、ロットによる生産ができない、製品在庫からの出荷よりリードタイムが長く

なるなどのデメリットもある。デル社の場合、パソコンの組立プロセスが単純かつ短い

ので、セル方式で行えば１品生産でもコストが高くならない、組立プロセスが短い（１

週間ほど）ので顧客の多くは納入を待てることが、このモデルを支えていると考えられ

る。 

次にヴァーチャル・インテグレーションについて見てみよう。その大きなメリットと

して、系列メーカーを持たないことで The best Company から常に購入できる、情報共

有で生産リードタイムが大きく削減できることがあげられる。ただし、The best Company

から常に購入できるのは、部品が標準化されているので調達先選択の自由度が高く、か

つ The best Company が系列化されていないパソコン部品産業特有の特徴が存在するか

らである。また、生産リードタイム削減は、直接販売の項目でも指摘したように、「製

品と部品のライフサイクルが短く、価格低下傾向にある」パソコン産業でその意味は大

きい。 

ただし、ヴァーチャル・インテグレーションではサプライヤーとの長期的な共同開発

には限界があろう。なぜなら、運命共同体としての共同開発へのコミットが確保しにく

いからである。また、自社特有の商品がつくりにくいというデメリットもある。しかし、

これらのデメリットはパソコン市場では顕在化しにくい。なぜなら、部品が標準化して

いるので、各サプライヤーが Best を追求してくれれば製品の高性能を実現できる、独

特さよりも標準アーキテクチャーで競争できるセグメントが存在するからである。すな

わち、製品の基本部分が標準化されているパソコン市場でこそ、デルモデルは有効なの

である。 

デルモデルの特殊性 

 デルモデルの有効性は、産業特性に依存している。以下の産業・業界特性がその背景

としてあげられる。 

・ 規格が標準化されている 

・ 各部品を独立の専業メーカーが担う 

・ 製品ライフサイクルが短い 
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・ 部品のライフサイクルが短い 

・ 「マニア」層が大きなセグメントとして存在する 

・ 「プロ」の目で評価する多くの企業ユーザーが存在する 

・ 顧客が製品選択に多様なニーズを求めている（汎用的でかつ個別の使い方） 

・ 規模の効果を組み立てメーカーが追求しなくていい業界 

・ 長期的な自社内研究開発が必らずしも不要な業界 

・ 部品のインターフェースの標準化が進んでいる業界 

・ 終顧客が直接アクセスする業者が「窓口」としての強みを持つ業界 

 デルモデルの有効性は、その市場戦略に依存している。以下の市場戦略がデルモデル

の背景として指摘できる。 

・直販しかしない 

・インターネット受注 

・製品にある程度詳しいユーザーに訴求 

・企業ユーザーへの絞り込み 

・価格＋サポート＋広い選択肢（製品の画期的差別化不要） 

・新しい製品を早く売り出す 

・その場で持ち帰る必要がない人向けに割り切る 

産業・業界特性は固定できるものではない。また、産業・業界特性が変化すれば市場

戦略の有効性も変わる。したがって、デルモデルの有効性を固定的に考えることはでき

ない。しかし、その有効性には、パソコン産業・業界の特性が大きく反映していること

が分かる。デル社の市場戦略もその産業・業界特性の中で有効となる。その意味では、

これらの産業特性・市場戦略を背景とするデルモデルは、必ずしも普遍的に有効なモデ

ルとは言えないだろう。デルモデルの革新性は高く評価できるが、他産業での適用可能

性については冷静な吟味が必要である。 

（注）本稿は、公開資料と取材に基づくものである。本稿作成にあたって、小寺邦明氏、

坂本祐司氏の協力を得た。 
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３ 現在起きている変化の実相 

金融危機以降先進国経済が低迷する中で、新興国の台頭に代表されるグローバル化も

同時進行し、世界的な経済産業構造が激変している。特に人口減少と少子高齢化の進展、

格差拡大等が見られる日本では、目先の対応に追われ抜本的な構造改革を後回しにした

結果、今や「失われた 10 年どころか、このまま消えていくことになるのではないか」

という悲観的見方さえ出てきている。 

とはいえ、マクロ的に見れば悲観的要素ばかりが目につく中にあって、個々の産業・

企業の中にはむしろ現下の変化をチャンスと捉え、急速に業績を伸ばしているところも

少なからず存在する。そこで、そうした産業・企業の成功例を参考にしつつ、新たな企

業のマーケティング戦略を探ることが求められている。 

ところで、変化をチャンスと捉えるためには、まずは現在起きている現象を正確に把

握することが先決である。すなわち、現下に起きている問題は、その要因を含めて極め

て複雑に絡み合った重層的なものであることを正確に認識する必要がある。 

にもかかわらず、エコノミストや政策担当者のみならず肝心の経営者自身の描いてい

るものは、すべて過去の経験知識から懸け離れた構造問題を意識した戦略というより、

昔ながらのいつか景気が回復するだろうという楽観的な対症療法に止まっているよう

に思える。 

「20世紀の手法では21世紀の課題に対応できない」 

 このオバマ大統領の言はまさに至言である。にもかかわず、当のオバマ政権が、20

世紀の手法で現下の課題を克服しようとして泥沼の中でもがきはじめている。 
その端的な現われが、日本自身かつて新興国時代に経験した欧米諸国の身勝手さ、す

なわち自らが喪失し成長余力を埋め合わせるために、その分を新興国からの分け前に期

待しながらも、なお自国の立場を強く残したいかつての植民地宗主国並みの身勝手さに

由来するものである。それが現下のグローバリゼーションによる新興国・後発国の台頭

や環境資源資源制約に強まりの中で持続不可能に陥ったことはむしろ自明というべき

である。換言すれば、日本だけが新参者だった欧米先進諸国が経済学的意味における「大

国」（与件設定者）として振る舞える世界はすでに過去のものとなってしまったのだ。 

かかる「不確実性」の時代にあって新たなマーケティング戦略を論ずるのであれ

ば、まずは過去の一切の先入主をすべて捨て去らなければならない。 近再評価さ

れているシュンペーター流の「自己破壊」等の発想にしても、それが古典の一つで

あるという意味においてすでに捨て去られる側に回ったと解すべきなのである。 

その点は、インドのソフト大手ウィプロのマーサ・ベハール国外営業担当プレジ

デントの「今までのビジネスモデルがこのまま機能するのか」「景気低迷期だから

こそ、戦略やビジネスモデルを大胆に変えられる」という言は傾聴に値しよう。 
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しかるに、現実には、新しいマーケティング戦略を探求している者はすべて、企業

関係者・コンサルタント・シンクタンクの区別なく先行事例やマニュアル方式肯定派

であり、それらを前提知識として咀嚼しつつ改めて全否定するところから真に新しい

戦略を構築していくという姿勢に欠けている。それでは、何のために今新しい戦略を

探求しているのか分からないし、かえって無駄な資源投資になっていると言うべきだ

ろう。 

ところで、この種の議論の前提となる与件設定に当たっては、単に現在すでにある課

題や前提条件を考慮するだけではなく、中長期的には構造変革などに伴う前提条件の変

化をどう読み取るかが重要となる。 
ここで参考になるのが、三菱重工業元社長の西岡喬氏が日本経済新聞「私の履歴書」

で詳述している官需主体の防衛産業の将来を見据えて民需の掘り起こしに努めた経緯

などである。すなわち、直面している課題には前例が無い時こそ、そのまま直接有用な

前例を探すのではなく、前例が無い問題を克服したという前例の経営姿勢や過程などに

学ぶべきだということである。かつて小野自身が体験した話として、ドイモイ（刷新）

に取り組んでいたベトナムの副首相の特命を受けた経済担当大臣から「（すでにマニュ

アル化されている）かつての通産省の体験なんかではなく、（当時日本が置かれていた

条件の下で）ああした政策体系を生み出してきた一人として、今のベトナムだったらど

うするかというアドバイスをして欲しい」という依頼を受けたことがある。 
（先人の考え付いたものにただ追随するだけで成功してきた）優等生ないし官僚型経

営者にとっては自己否定的で受け入れがたいことであるが、そうした発想こそが今まさ

に求められているのである。 
そこで、次にこれからのマーケティング戦略に欠かせない与件変化として、どのよう

なものがあるか、思いつくまま羅列しておく。なお、とかく優等生的発想では、こうし

た要素を予めきちんと整理してあった方が利用しやすいと受け取りやすくなるが、まさ

にそれこそが前例無き課題に取り組む際に避けるべき も危険な罠なのである。 

(1)多面的な環境変化 

現時の環境変化は多面的であり、それら同士の相互作用まで考慮すると、それらを個

別に検討しただけでは、十分な対応策を考出することはできない。したがって、ここで

は、予め機械工業企業が直面している環境変化をできるだけ網羅的に羅列すると次のよ

うなものが挙げられる。 

① 日本経済の成熟化 
② 少子高齢化 
③ 市場経済主義の台頭 
④ ＩＴ化 
⑤ ネット化 
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⑥ 後発国の台頭 
⑦ グローバリゼーション 
⑧ ローカリゼーション 
⑨ 地球環境問題 
⑩ 知財（知的財産権）化 
⑪ 多価値化 
⑫ 社会的責任論 

なお、ここに挙げた項目は、いずれも常識的なものばかりであるが、それは当然のこ

とである。長期的な予測は、既存の科学的知見を積み上げさえすれば、かなりの確度で

当たることは過去の小野の研究によって証明済みである。 

これらを、その視点の大小等から整理すると次のようになる。 

世界史的変化 
環境・資源制約 
資本主義の宿命と限界 
先進国の成長余力喪失 
グローバリゼーション 

日本の成熟化 
史的必然としてのゼロ成長 
少子高齢化 

(2)世界史的変化 
 まずは歴史的必然としての世界史的変化について概説しておく。 

環境・資源制約  
主として西洋を起源とする資源エネルギー多消費型文明の発達と下に述べる現代資

本主義の宿命としての量産化と新商品開発は、地球大の人口爆発とグローバリゼーショ

ンに伴う市場拡大を伴いつつ、必然的に自然環境を破壊し資源を枯渇させてきた。 
地球環境・資源制約問題は、社会の成熟に伴う人々の価値観の多様化と相俟って、今

や避けては通れないもの、すなわち与件化している。特に、社会的責任論としての環境

経営や省エネ・CO２削減は、EU 基準などをはじめ、企業経営者に対して厳しく対応

を迫るようになった。逆に、こうした問題に真摯に取り組む企業に対する社会的・市場

における評価が高くなっているように見受けられる。 
ところで、地球環境・資源制約問題は、単に温暖化とか原油だけではなく、前者は広

域的な廃棄物問題や環境ホルモン問題、後者はレアメタルからバイオ資源の石油代替エ

ネルギー転用による食糧問題への波及など多方面に及んでいる。また、これらは、その
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どの一つ取ってみても産業界にとって軽視することのできないものばかりである。 
とはいえ、1993 年に出された小野五郎『生態主義』の予言にあるように、「環境問題

の本質は、資源・エネルギー多消費型現代文明の歪みにある」という立場からすれば、

その代表例としての温暖化問題と原油高騰について掘り下げておけば、ある程度の方向

性が見えてくるとも言えよう。 
また、その達成は、一部で言われているような意識改革くらいでは不可能であり、規

制強化しか選択肢は無いということである。それを「国際競争力」などという話でさら

に先延ばししていると、結果的に EU 主導の日本にとって不都合なルールがデファクト

スタンダードとして確立してしまい、かえって日本産業の国際競争力を害いかねない。 
そうした時代の流れの中で、単なる法規制だけでしなく、 終消費者のグリーンコン

シュマー化、EU 基準等に基づく内外の取引先の部品・原材料調達の厳格化、さらには

廃棄物処理費用や環境被害訴訟費用の増大などを受けて、機械工業企業においても真剣

に環境問題に取り組む必要性が高まっている。 
一方資源制約問題も、これまでのような原油価格に一喜一憂しているだけではすまな

くなっており、レアメタルやレアアースのみならず鉄鉱石や原料炭といった従来入手に

さして支障が無いかのように考えられてきたものも、そのほとんど全量を海外からの輸

入に依存する日本にとっては死活問題となってきている。 
ところで、この問題は、上の環境問題とは逆に、資源小国日本としてとかく国内問題

として捉えがちになっているが、むしろその本質は国際情勢によって左右されるものだ

ということを理解する必要がある。すなわち、その背景には、中国をはじめとする新興

国の急激な成長に伴う世界的な需要の膨張と資源獲得競争の熾烈化、元は米国経済の放

漫経営に起因する世界的な金余りに伴う投機マネーの暗躍など、日本国内の範囲を超え

た大規模かつ複雑な要因が絡んでいるということを認識する必要がある。 
いずれにしても、環境面からの規制強化や資源高騰などを裏返して解すると、それは

単なるマイナス面だけではなく、そこに新しいビジネス・チャンスがあるというプラス

面も併せ存在することを意味している。すなわち、内外を問わず総ての他企業が同様な

試練を受けているという意味では全く条件は同じであるというだけではなく、むしろ機

械工業企業にとっては環境保全・省エネ型あるいは循環・閉鎖型の生産設備機械あるい

はエコカーなど環境配慮型・省エネ型消費財の新規需要が開けていると積極的に解すべ

きであろう。その点、ユビキタス社会の到来などと浮かれていると、その前提となる電

力供給の途絶によって、足下を掬われねないことに注意を要する。すなわち、ヴァーチ

ャル世界やユビキタスを含めて、極限までの省エネ技術を開発したものが勝ち残る可能

性が高い。 

資本主義の宿命と限界 
現行資本主義体制は、産業革命以降の技術革新による新商品開発と規格化・量産化に

よる低価格高品質製品の大量供給という両面からの市場開拓によって、これまで経済面
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から人類社会を発展させ、飢餓その他貧困に起因するその抱える多くの問題点を克服し

てきた。 
しかし、それは同時に常に新しい欲望を生み出し続けることによってのみ成立するこ

とから、不断の成長が不可欠だという宿命を負うものだった。ために、すでに飢餓のよ

うな致命的課題を克服した先進成熟社会では、環境破壊とか格差拡大といった持続的成

長に伴う多くの弊害が生み出され、それによって資本主義体制ないし市場経済そのもの

に対する懐疑的な見方も増大しはじめている。加えて、一方ではこれまで営々と続いて

きた新段階への飛躍をもたらすレベルでの技術革新がもはや枯渇したことに伴う先進

国の成長余力喪失、他方で資源環境制約高まりの中で当該制約を新興国・後発国とも分

かち合う必要性の高まりなどが相俟って閉塞感はいっそう強く実感されるようになっ

た。 
 かくして二十一世紀に入ってからこの種の閉塞感に苛まれ続けている先進国では、行

き詰った経済に代わるべきものとして幸福度を取り上げようという動きが拡がりはじ

めたのである。それも、経済成長論に馴らされた各国指導者たちは、幸福度を経済価値

同様に指標化して論じようとしているようである。その上、グローバリゼーションの進

展は、多種多様な価値観の国家・民族が共生していくために必要な共通価値観として、

客観的な数的指標を求めようとする傾向がある。 
 鳩山内閣以来民主政権下においても、これから「必ずしもＧＤＰではない成長指標と

しての幸福度」について検討するという。たしかに、昨夏の総選挙の結果は、国民が小

泉政権下における米国型格差容認社会追随によって生み出された「豊かさの実感無き経

済成長」を完全否定したことにあったと思われる。 
元より人生の究極の目標は幸福を得ることにある。だが、幸福度を経済価値同様に指

標化すれば、それは究極の目標としての幸福とは全く異質なものとなってしまう。なぜ

なら、幸福とか満足感は、あくまで主観的ないし定性的なものであり定量化には馴染ま

ないものだからである。それゆえにこそ、経済学の世界でも「効用は不可測」だとして

おり、数量として扱える貨幣価値とは一線を画してきているのだ。 
日本人にとって比較的受け入れやすい仏教的理解によると、「幸福とは苦からの解放

だ」される。また、この考え方の系「吾唯知足」から導き出されたのが、カーライル＝

井上信一「幸せの方程式」［幸せ（経済的幸福）＝財（欲望の対象）÷欲望］である。 

ただ、この「幸せの方程式」からは、一般の人々からは受け入れにくい禁欲的な傾向

が強く感じられる。そこで、小野がその点を改良し、さらに一般化したのが次式である。 

[真の幸せ＝真の豊かさ＝欲望の達成度＝実現した欲望÷期待する総欲望]  

この式から、幸福の極大化は単なる分子（実現した欲望。特に、物的な欲望）の増大

だけではなく、下記のような手段でも達成可能となることが導かれ、「幸せの方程式」

のような過度に禁欲的な立場に立たずとも良いということが分かる。 
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ただし逆に、現代資本主義のように新たな欲望を次々と産出していけば、永遠に幸福

感を達成できないことも分かる。それが、上に述べたような、これまで人類社会を発展

させてきた、と同時に成長が不可欠な現行資本主義体制に対する懐疑的な見方も増大さ

せているのだろう。 

グローバリゼーション 
 以前は「海外売上高比率が 50％超で一人前の国際企業」とされていたのが、今では

日本を代表する国際企業であるキャノン、コマツ、任天堂などでは、その比率が 80％
程度にまで高まっているとされる。このように、グローバリゼーションの波は、急激に

進んでおり、機械工業企業に対しても甚大な影響が及んでいる。 
ところで、すでに日本が「新興国」とされてきた時代から明らかだったように、先進

国企業は後発国企業の追上げに晒される宿命にある。ただ、日本企業にとっては、もは

やそれが追い上げる側としてではなく、追い上げられる側に変わったのだということを

正しく認識する必要がある。そうした中で、特に躍進著しいのが韓国・台湾といったか

つて東アジアＮＩＥｓと言われた国々である。 
このため、かつては自動車と並ぶ代表的輸出産業だった家電領域においても、白物だ

けではなく薄型テレビといったハイテク製品までも、輸入額が輸出額を上回るに至った。

そこで注目されるべきが台湾の鴻海精密工業などへの生産委託であり、これは単なる生

産の海外移転を超えて、国内下請企業にとって死命を決する重大変化をもたらしている。 
ところが、日本国内では、これまで成長を支えてきた有力企業の海外進出をもって「空

洞化」と言う傾向が強く、そうした国々の企業そのものが力をつけてきたという事実、

それに対抗できるだけの知恵も行動力も無いことを単に「空洞化」という言葉で誤魔化

してきた。そうした政府に責任転嫁する姿勢では、とうてい新興国企業に太刀打ちはで

はないと思い知るべきである。 
すなわち、アンドリュー・リバリス米ダウ・ケミカルＣＥＯが「生産コストが安い場

所への移転は空洞化とはいえない。真の空洞化は高度なイノベーションを他国に先行さ

れた結果生ずる。韓国や台湾などハングリーな場所で技術力の高い製品が生まれ、米国

の消費者はこうした製品を選んだ。米国勢は油断してイノベーションで追いつけなくな

った。今後の競争は資本や労働力でなく、アイデアを迅速に商業化するの勝負だ」と言

うように、まさに「マーケティング戦略」こそ重要になったのだということを認識しな

ければならない。 
また、新興国台頭の流れは、そうして新興企業の台頭だけではなく、 近では市場の

成長による世界経済に占める役割の増大となって現われている。 
その結果、日本の機械工業企業にとっても、伝統的に重要性が高かった欧米市場が数

多くの懸念要因が発生しているのに対して、アジア特に東アジア市場の存在感が高まっ

てきている。すなわち、日本の上場企業が稼得した 2010 年３月期の地域別利益額は、

日本国内が 5.5 兆円（2000 年３月期 3.8 兆円）、米州で 0.81 兆円（ 同 1.1 兆円）と大
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幅に減少し、欧州でも 0.1 兆円と変わらなかったのに対して、アジアでは 0.5 兆円（同

1.9 兆円）、その他で 0.2 兆円（同 0.7 兆円）と新興・後発国が大幅に増加している。特

に、その間他の業では概ね２～５倍の伸びだったのに対して、自動車は 54 倍と急増し

ているのが目につく。 
実は、それだけではない。日本にとっては、東アジア地域は単なる市場というだけで

はなく、NAFTA や EU に共同して対抗するための仲間としても重要性を増してきた。

また、近時米国との経済関係深化の一方策として重要視されはじめた。 
実際、すでに中国はＧＮＰが日本を追い抜いて世界第二位となり、乗用車台数が米国

をも凌ぐ世界第一位、米国債保有高でも日本を抜いて第一位、ブラジルも自動車でドイ

ツを抜き米日に続く世界第三位となるなど新興国市場の台頭は著しい。それに対応して、

国産自動車メーカーの中国シフトも顕著であり、すでにトヨタ以外の主要各社、例えば

日産・ホンダ・マツダなどでは中国向け販売実績が世界第一位となっている。 
 また、同時にそうした国々の資源市場における存在感は、これまでの供給者としてだ

けではなく需要者としても高まっている。その結果、これまで「暗黒大陸」として軽視

されてきたアフリカの占める位置も高まってきており、そうした意味でのグローバリゼ

ーションを促進している。 
もっとも、とはいえ、中国の躍進は、米欧日という先進地域に支えられている面も強

く、少なくとも現段階では相互依存関係を超えこれまで米国が果たしてきた覇権的市場

支配とまではなっていないし、米国共々環境問題に対する責任意識の低さから全面的に

世界を主導する立場には至っていないが。 
一方、そうした新興国や後発国の国際的ステータスの高まりの中で、全世界的な市場

経済主義の流れは、モノ→カネ→ヒトへと進んでいる。特にＴＰＰは、日本は国内に農

業問題を抱えており、今後の見通しは全く不透明ではあるものの、現政権の一部では加

盟に向けての動きが急である。 
機械工業企業も、当然、こうしたグローバリゼーションの影響を意識せざるをえない。

すなわち、『中小企業白書 2005 年版』によれば、「中小製造業がグローバル化の影響

を受けるのは、大きく分けて２つの要素がある。１つは取引先の海外移転、１つは海外

製品との競合である」（p.33）としている。また、1999 年以降、「取引先の海外移転等」

を中小製造業の 34.0％が、「海外製品との競合による販売量の減少」を 51.6％が経験し

ているとしている。 
とはいえ、一言で「グローバリゼーションの影響」と言っても、必ずしも受動的な側

面だけではなく能動的な側面も見受けられるなど、その実態は多様であり、それぞれに

ついて正確に認識することが先決である。例えば、かつて「空洞化」を引き起こすので

はないかと危惧された海外生産は着実に増加しており、中小企業においても海外子会社

を有するものが増加している。したがって、機械工業企業にとっても、海外進出は重要

な選択肢の一つとならざるをえない。 
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また、マーケティング戦略から見たグローバリゼーションの進展は、単に「新興市場

の重要性の増大」として論じて済むものではない。もちろん、それも重要であるが、例

えば、次のような考え方が浮かび上がってくる。 

◎ 新興国市場の後に続く後発国市場の評価 
ＢＯＰを対象とした低価格・大量販売戦略の重要性 

 ◎ 後発国におけるインフラ整備状況の把握 
  アジアにおけるインフラの新規・更新需要の見通しは世界全体の約四割、アジア開

銀によれば 2010 年から 20 年までの 10 年間で約８兆円に上るとされており、それ自

体が大きな商機となりうること。とかく日本国内と比べ数段劣っているとされる流通

網も、 近では日系流通企業が進出しサービスを提供しはじめたこと。 
 ◎ 技術的優位の喪失 

 品質に問題があった素材も日本製と遜色ないものが出てきており、現地での低価格

調達が可能になってきていること。例えば、ＮＴＮの三重県桑名市の技術研究開発セ

ンターでは、軸受けの材料となる特殊鋼の寿命検査に中国製をかけるケースが増大し

ており、上海工場では必要資材のほぼ五割を地元調達に切り換えている。そうしたこ

とから、国内は開発や高付加価値製品に絞り普及品は現地で生産するという「内創外

産」「地産地消」への転換が進んでいる。 

ただし、いずれにしても進出に当たって注意すべきは、それ自体がノウハウ等の現地

流出や将来ライバルとなる現地資本を育成することになりかねないことだ。事実、ホン

ダは、すでに現地企業が育っていることからインド政府がこれまでの外資に対する制約

を弱めていることを契機に、合弁会社ヒーローホンダの全株式をパートナーに譲渡し今

後は生産を合弁相手に気を使うことのない全額出資のＨＭＳＩに集約することにした

が、それまでの間に結果として現地に強力なライバルを育てたという事実を残してしま

っているところである。 

知的財産権重視 
史的に見れば、現代における知的財産権強化の流れは、後発国の追上げによる財生産

の場での敗退を受けた欧米先進国が、財生産の代わりとなるものを探して辿り着いたも

のの一つである。すなわち、彼らが世界の財市場を席巻していた時には、その利得を極

大化するために貿易自由化を唱え、それが危うくなると財以外の分野における自由化、

すなわち資本自由化を唱えていたのだが、そうした自由化路線だけでは優位を保てなく

なるにつれて、当分自分たちが強い立場にあると考えた知的財産権の保護という自由化

とき逆の動きを示すようになった。端的に言えば、欧米先進国にとっては国際競争力維

持のための産業政策の一つにすぎないのである。 
元々、知的財産権保護は企業等の開発リスクの回収を容易にするために採用されたも

のであり、それが行き過ぎて独占等の弊害が生ずるようになると、米国では独禁法優先
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策を採用し「特許暗黒の時代」を迎えるといった、常に保護と規制との間を揺らいでい

たものだった。それがここしばらくは保護一辺倒になっていたのだが、昨今企業の国際

展開に伴う独占の弊害が看過できなくなると再び規制の動きも見られるようになった。 
こうした歴史的認識に立てば、研究開発分野においても新興国が台頭してくれば、欧

米先進国は再び権利の弱体化ないし規制に動くであろうことは自明である。したがって、

長期的には今のプロ・パテントを前提とすることにはリスクが伴うと覚悟する必要があ

る。まして、企業の開発リスク回収のためという制度本来の趣旨からすれば、「自分の

お金でなく、国のお金で研究していたのだから」として特許を取らなかったノーベル化

学賞受賞の鈴木章北大名誉教授の言が正しい。すなわち、権利はリスクを負った企業な

いし組織が全面的に取得し、開発に当たった個々人は企業がその個人の能力を評価して

与える報酬を受ける以上の権利など無いはずにもかかわらず、昨今個人の権利を強く認

める傾向にあり、その面でも企業にとってのリスクは小さくない。 
とはいえ、グローバリゼーション下では、一方で知的財産権侵害をすれば手ひどいペ

ナルティを受けることになりかねず、常に技術法務上の監視を怠れない。 
ただし、その反面、他方で逆に常に侵害されるリスクを負うようになったと認識する

必要がある。 
すなわち、中国をはじめとする東アジア諸国の台頭は、同時に自社技術を有する機械

工業企業にとっても、模倣品被害などの増大をもたらしている。それは、同時に合弁そ

の他による進出に際しても、虎の子の保有技術がいつ流出するか分からないというリス

クをも意味している。とすれば、常に新しいノウハウその他を蓄積し続けることによっ

て、現地企業をして「盗むよりも借りた方がいい」と思わせることが肝要である。 
なお、 近では、 新技術の開発に当たった技術者個々人が競争企業に引き抜かれた

り、さらには競合する新会社を設立するケースが増えており、いくら制度的に技術の不

正持出し規制を強化したとしても、その種リスクを完全に防止することは不可能である。

したがって、ここでも優秀な人材個々人に技術を持ち出すより残った方が得だと思わせ

るようなインセンティヴを用意することが求められる。 
なお、逆にグローバリゼーション等の恩恵に積極的に浴すためには、これから期待さ

れる脱レアアース・モーター「ＳＲモーター」の関連特許の半分を押さえていたエマソ

ン・エレクトリックのモーター部門を買収した日本電産のような戦略が参考となろう。 
もっとも、何でも特許やノウハウによって技術の囲い込みをした方がいいかどうかに

も疑問がある。別途事例を紹介したように、その分普及・改良が遅れて市場の成長を阻

害し、あるいは、「ガラパゴス化」してしまい、その間に別の技術によって市場そのも

のが取って代わられることも多々あることなのだ。その点、鈴木名誉教授の「特許を取

らずにオープンにしたおかげで、これだけ広く使ってもらえるようらになった」という

発言も噛み締め熟慮すべきであろう。 
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(3)日本の成熟化 
日本経済の成熟化は、当然、その中で活動する機械関連産業に対して、大きな影響を

与えている。 
しかし、一言で「日本経済の成熟化」と言っても、その意味するところは必ずしも明

確ではない。すなわち、論者によって、ゼロ成長ないしマイナス成長を必然とするもの

から、成長路線への復帰が可能とするものまで幅広く存在している。それでは、関係者

が、それに対してどのように対応すべきか分からなくなるのは当然である。 
そこで、まずその正体を見極め、それが史的必然としてゼロ成長ないしマイナス成長

が不可避であることを説明した上で、それと表裏の関係にあるリーディング・インダス

トリーの消滅、さらには少子高齢化について概説しておくこととする。 
なお、より短期的構造変化としては、上に述べたグローバリゼーションの系としての

新興国台頭に伴う既存市場から新市場へのシフト、ＢＯＰに加え伝統的欧米市場の廉価

製品指向と二極分化に伴う高級品市場 新しい競争相手の出現と生産方式の抜本的変

化 委託生産方式と伝統的強みとしての下請生産構造の崩壊なども、日本自身の成熟化

によってよりドラスティックな形で現われはじめている。 

史的必然としてのゼロ成長 
 経験則によれば、近代化した国はいずれは成長が鈍化／停滞する一方で、後になって

近代化を進めた国ほど経済成長の速度が速いとされる。すなわち、第一次産業構成比の

国群別推移などからは、後発国ほど構造変化（第一次産業構成比の低下＝第二次・第三

次産業構成比の向上、重化学工業化など）が速いことが認められる。また、その理由と

しては、後発国が、先発国が試行錯誤の積み重ねの中から得たもの（社会体制、技術な

ど）を、同様な試行錯誤を踏むことなく導入できるからだと考えられる。 

しかし、いずれにしても、すべての国は、近代化が一定水準まで進むと、成長は急速

に鈍化していく。すなわち、描かれる曲線の勾配には差異があっても、基本的な形はど

れも同じような姿＝ロジスティック曲線となる。これは、史的必然であって、人為をも

ってしては何とも致し方ないことだと思われる。換言すれば、成熟期に入った日本経済

にとってゼロ成長は史的必然であり、それは人為をもってしては如何ともしがたいこと

である。 

逆から言えば、すでに成長余力喪失や少子高齢化に遭遇しながら、なお欧米追随模倣型の

成長志向を続けた結果としての長期低迷と挫折感に捉われるのは全く愚かなことなのだ。 
そうした認識に立てば、自今機械工業企業が為すべきことは、成長路線回帰への期待

から離れて、ゼロ成長社会を所与として受け入れるとともに、欧米先進国追随によって

日本社会に生じた無数かつ巨大な歪みを是正する不可避な行程を好機として活かすこ

とである。また同時に、人々の暮らしに余裕が出てくると、それまでは気にならなかっ

たある種の問題（例えば、環境や精神生活における充実感）が気になったり、個々人の

間の価値観にも相違が目立つようになってくるから、そこにも新たな商機が発生すると
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認識してよい。 

少子高齢化 

 出生率の低下による少子高齢化は、不可避かつ急速に進んでいる。 

このため、介護・育児支援関連産業や医療関連産業の急成長が見込まれており、そこ

に機械工業企業にとって介護・育児支援機器ないしロボットや医療機器といった直接的

な魅力ある商機が存在している。 

ただし、こうした有望分野にはすでに多数の有力企業が先鞭をつけている。例えば、

ドイツのシーメンスがＩＴ事業を売却する一方で構造改革を進めるなど、米ＧＥやオラ

ンダのフィリップスと合わせて「医療機器ビッグスリー」と呼ばれる各社で医療機器分

野における競争は激化していると伝えられる。したがって、そこに割り込んでいくため

には、よほど特殊な技術を有するのでなければ、ニッチ狙いないし関連分野を狙った方

がいいだろう。 

また、結果として労働力人口の減少・高齢化の進捗からは、今後の日本経済にとって

労働生産性向上が不可欠だということが読み取れる。ただし、一口で「労働生産性の向

上」と言っても、すでに多くの企業・産業は技術的限界に挑みつつ努力を続けてきてお

り、そのいっそうの引上げにはかなりの困難が付きまとう。このため、労働力減少速度

に見合った労働生産性の向上を図るためには、個々の産業・企業内での改善努力よりも、

低生産性部門から高生産性部門への産業構造転換が必要かつ十分条件となる。 

したがって、生産性向上ツール供給者である機械工業企業としては、単にこれまでも

市場だった業界だけではなく、むしろ移行先業界側に目を向けたマーケティング戦略を

構築すべきである。 

一方、高齢化は単に社会的弱者として保護されるべき人々を増やしているのではなく、

豊富な経験に裏打ちされた技術やアイデアを有する人材を既存企業から大量に吐き出

しているということを忘れてはならない。そうした人たちの中には、国内既存企業に受

け入れられないため、新興国企業などに再就職しわが国企業の強力なライバル誕生に一

役買っている人や自ら起業している人まで幅広く存在している。逆から言えば、既存企

業にあっても、そうした人材をいわばリサイクル利用しない手はない。それも、若手登

用の障害になり、現にかつての上司として使いにくく人件費も嵩む、それまでいた企業

での定年延長ではなく、むしろ別会社での中途採用の一貫として捉える方が望ましい結

果が得られるようである。 

多価値化 

社会の成熟化は価値観の多様化、すなわち多価値化を引き起こしている。 
それによって、これまでともすれば生産者側の技術開発上の観点から進められてきた

製品の差別化が、本来の需要側からの視点から行なわれるようになった。例えば、環境

志向の消費者の増大が環境に優しい製品の生産を刺激するようになったなどである。ま
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た、DIY 参加者の増大に見られるように、一方で多様なニーズを生み出しながら、他方

で組立て容易性を重視した規格化が進められという正反対の傾向が同時に見られるの

も、その一つである。 
このような新規需要ないし個需の発生は、今や大企業・中小企業を問わず与件化して

いるのであり、それを単なる環境変化として受身に捉えるべきではない。むしろ、小回

りの利く中小企業に対して多くの起業機会をもたらすものとして前向きに捉えること

が肝要である。 
実は、価値観の多様化は、単に新規需要ないし個需の発生を通じて中小企業に起業機

会をもたらすだけではなく、ベンチャーその他の新規起業そのものをも生み出している。

すなわち、育児中の女性や他に社会的活動を行なっている人などをはじめとして、就業

形態ないし労働時間や勤務場所の自由度が高いことを望む人が増加し、多数の SOHO
事業者が発生しているのである。実際、SOHO 事業者の開業の動機は、自由度を求め

たものが多い。なお、そうした人たちの自由度を保障する十分条件として、ネット社会

の発達が挙げられる。換言すれば、自由度を求める人々のニーズとそれを可能にするネ

ット社会・IT 技術の発展が、SOHO 事業者という小規模創業者の可能性を開いたとい

えよう。 
なお、多価値化の影響は、商品の品揃えについて、これまでのようなメーカー側が予

め用意した範囲に絞るのではなく、様々な需要者側の好みに合うようまずは無制限に紹

介し、その中から需要者に選択させた結果を待って、絞り込むあるいは発展させていく

という考え方が有用な場合もあることを認識すべきである。例として少々突飛かもしれ

ないが、昨今の音楽分野では人気グループＡＫＢ４８をはじめ多人数構成による多様な

選択肢をファンに提供することによって成功している例が多い。こうした手法は、機械

工業企業など他分野でも応用が利くと思われる。ただし、かつての隆盛が嘘のようなデ

パートの例からも分かるように、この種の手法には失敗例も見られるから、やみくもに

その模倣をすべきでないことも自明であるが。 

消えたリーディング・インダストリー 

 戦後の日本における産業構造の特色およびその変化を述べるにあたっては、海外特に

途上国等から注目を浴びている産業政策、その対象となり後には日本経済の牽引車とな

ったリーディング・インダストリーの役割を無視するわけにはいかない。しかるに、現

代日本においては、かつての繊維産業や高度成長期の機械産業のような明確なリーディ

ング・インダストリーは姿を消してしまった。といって製造業に代わるべき第三次産業

の中にも、先に述べたように、抜きん出た業種があるわけではない。すなわち、リーデ

ィング・インダストリー不在の段階へと突入したことになる。 

このため、機械工業企業も、かつてのようにリーディング・インダストリーに追随し

ていくだけで済ますような経営態度では、もはややっていけなくなったと言えよう。 
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IT 化 
 現代における IT 化の意味は、かつての情報処理のコンピュータ化というハード面か

ら、よりソフト面さらにはネットワークへと進化している。すなわち、インターネット

革命の牙句点とされる米ネットスケープ・コミュニケーションズが 1994 年に設立され

てから 17 年の間に、世界中におけるネット利用者数は 20 億人にも達したとされる。 
このため、家電各社も、その流れに乗れたかどうかで優勝劣敗が分かれてきた。また、

ゲームも、ソニーがスマートフォンへの配信を決めるなど、ネットとの融合を進められ

ている。さらに、過去に夢物語とされていたユビキタス世界が、一方でほとんど総ての

電気器具が IC 組込み型となり、他方で携帯電話に代表される移動通信手段あるいはネ

ット化によって、はじめて現実のものとなりはじめたのである。 
 したがって、機械工業企業がマーケティング戦略を練るに当たっても、常にネット化

の進展を念頭に置かなければならない。ただし、その場合にあっても、本分野の技術・

嗜好の変化は非常に急激だということも忘れてはならない。すなわち、昨年来の急速な

高機能携帯の登場・進化・普及とともに、つい先年までは一世を風靡したネットブック

が早くも影が薄くなっており、また、かつて「ウィンテル連合」として世界をリードし

てきたマイクロソフトとインテルが共に携帯端末に本格参入し連合そのものが崩壊す

るといった具合に、短期間に「トンネルをくぐると雪国だった」的な変貌を遂げてい

る。・・・ということは、そのスピードについていけず振り回されるよう注意するだけ

ではなく、出遅れ組にも好機が到来したと積極的に受け止めることもできるということ

なのだ。 
一方、超小型超大量集積回路の出現による IC 化は、製品自身の小型・安価化を可能

にした反面、かつてはカメラでは数百点→自動車では数万点→メインフレームでは数百

万点の部品が必要とされ、時代の推移とともに現われる先端機器の部品品点数は等比級

数的に増大するとされてきたのが、ＩＣ化の進展とともにむしろ部品点数削減に向かい

始めているものも少なくない。その典型が電気自動車である。 
また、他方では IC 部品のブラックボックス化ないし修繕不可能性の増大によって IC

技術を有する企業か有さない企業かという優劣を浮き彫りにするに至った。また、それ

と併行して、ユビキタスの背景にある分権化も、同時に情報発信主体と受信主体との階

層分化をもたらしている。 
 すなわち、これからの IC 化社会においては、機械工業企業においても、ハード面・

ソフト面のいずれかにおいて特徴を有し、かつネット発信力を有する企業の競争力を強

め、有さない企業の衰退を加速させるものと思われる。 

下請構造の変化 
 日本経済の成熟化に伴う構造変革や前述したグローバリゼーションとかＩＴ化の進

行の中で、大企業にとっての系列の維持や国内生産のメリットが薄れ、それが下請生産

構造そのものの希薄化をもたらしている。実際、1981 年には 65.5％に達していた下請
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企業の比率が、1998 年には 47.9％まで激減している。 
また、その変化の具体的内容は、発注元の下請外注先に対する要請・期待が資本関係

や系列関係とか事業所の近接性から品質・コスト・納期に関するものへと変わってきた

こと、従来の系列にこだわらない発・受注が増えていること、グローバリゼーションの

進展の中で国際的な視点からの取組みが必要となっていることなどに集約できる。特に、

従来国産品が勝るとされていた品質等においても、日本式経営管理の普及などによって、

海外それも低価格の新興国製品の品質が、今や日本製に遜色ないまで高まり、納期その

他でも不安が減少していることが、海外での調達に拍車をかけている。 
その結果、亀山に関連部品メーカーと一体立地し、垂直統合型経営と生産技術のブラ

ックボックス化を図ったシャープも、水平分業に徹して低価格化を実現した韓国メーカ

ーに苦戦を強いられている。もっとも、だからといって、水平分業型に移行すれば、価

格優位に立つ新興国メーカーが待ち受けるだけかもしれないが。 
一方、乗用車メーカーでは需要が急増している中国でトヨタ・日産などほとんどの企

業が進出・拡大を進めているほか、これまでの進出によって部品メーカーが現地に育っ

ているタイでもトヨタや三菱自動車など生産を拡充する動きが見られる。また、これま

で後発国市場をほぼ独占してきた日本トラックメーカー業界では、新興国向け低価格ト

ラック開発のため、いすずが中国部品を使用することにしたほか、三菱ふそうやＵＤト

ラックスでも低価格の新ブランドを立ち上げることとしており、その分国内下請へのマ

イナスの影響は避けられない。さらに、電気・ＩＴ関係でも、日立がソフトを安価に開

発する要員を確保するためインドに受託開発要員を多数抱えていた米シェラ・アトラン

ティックを買収した。 
ここで特筆すべきは、グローバル化の下では、これまで親会社として位置づけられて

きた組立て型あるいは研究開発企業の地位が、半導体分野などでは台湾積体電路製造

（ＴＳＭＣ）や米グローバルファウンドリーズ等台頭してきた受託生産企業（ＥＭＳ）

の自社製品による市場進出・大規模化によってもはや安泰ではなくなったことである。

まして、今や台湾積体電路製造自身が太陽電池モジュールの組立てを独セントロソーラ

ーに委託するといった動きも出てきているのだ。このため、東芝がライバルだったサム

スン電子に生産委託するなど従来だったら考えられないような提携関係も生じている。 
また、パソコンからスマートフォンへの急速な主役交代の中で、ネットブック生産元

の台湾企業が一時の力を失う一方、タブレット端末ｉＰａｄなどで一人勝ちの様相を呈

しているアップルは、本体仕様が世界共通なこともあって、半導体をはじめとする発注

部品を急増させているばかりか、その「発注量が１桁、２桁多いのに値切らない」魅力

によって部品メーカーを引きつけているが、機能が高い電子部品が１、２社の発注先に

集中し、かつ、その調達先がサムスン電子やＬＧディスプレイのような自身アップル製

と競合するスマートフォン生産メーカーでもあるため安定確保等の面からリスクが生

じており、その分散化も進めているところである。すなわち、東芝・シャープに巨額の
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設備投資資金まで提供して安定供給を求めたと伝えられる。したがって、機械企業工業

全体として、アップル自身あるいは似たような躍進企業からの直接・間接受注機会をど

う捉えるかが重要となる。 
そうした発注元自身による環境対応の結果、当然既存の国内受注側でも一方における

下請部品生産構造そのものの変容、すなわち開かれた多数企業同士のネットワーク取引

化、他方における伝統的な長期継続的協調関係の持続という二面性の中で、下請企業同

士の再編成が進み、ⅰ独自の技術力や製品開発力を武器に系列内における中核を形成を

している独立部品企業、ⅱ既存の保有技術を活かし下請企業同士の連携や新たな取引関

係の構築を目指す中堅企業、ⅲすでに価格競争力を失った限界的下請企業へと分化して

いる。 
もっとも、グローバリゼーションは、必ずしも国内下請部品メーカーの受注機会の減

少ばかりを意味するわけではない。 
例えば、自動車部品メーカーのニフコは、独フォルクスワーゲン、米フォードからエ

ンジン周辺樹脂装品、韓国現代自動車から「エラントラ」の樹脂製留具など、それぞれ

中国向け仕様車用に受注するなど新興国で強い海外自動車メーカーからの受注機会を

増やしている。また、 近急速に需要が伸びているリチウム電池においても、それを支

える電解液・負極材・正極材・セパレーターなど材料技術における日本の水平分業メー

カーの優位は不動である。 
また、ホンダ系部品メーカーのケーヒンが、ホンダの進出が遅れておりその分競合関

係の薄いインドでマルチ・スズキに燃料供給部品を提供することにしたように、海外で

は従来の系列に捉われない取引関係を作り出しやすいということも前向きに検討すべ

き要因である。 
さらに、３Ｄテレビとか携帯端末といった全く新しい製品の登場は、技術力や資本力

のある素材メーカーの高機能部品生産参入を引き起こしている。すなわち、住友化学は

従来のテレビ用シートから導光板生産に切り替えたほか、日本ゼオンは拡散板から撤退

し開発した位相差フィルム生産に乗り出すとしているなどの動きが広まっており、既存

部品メーカーにとっては取引先が強力なライバルに変身することになった。 
したがって、機械工業企業においても、この辺の重層的な動きを的確に捉え、それに

合わせて自らも変貌しつつ、新マーケティング戦略を構想しなければならない。 

例えば、大企業の海外移転やオフショアのアウトソーシング拡大に伴い、日本有数の

企業集積地大田区においてさえ受注激減により撤退する企業が増加している。となると、

親企業一社依存から離れ複数の下請部品メーカーが自らを上に述べた「要素」として再

認識し、それぞれの得意とするものを持ち寄って協業し新たな価値を創造するという方

向への転換も有力な一つの選択肢とせざるをえないではないか。 
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４ これからのマーケティング戦略の考え方 
今後のマーケティング戦略というものは、基本的には企業経営者個々が自らの手で構築

すべきものであって、マニュアルとか他人に頼るべきものではない。 
そもそもマニュアルとか他人に依存するというビジネススクール型ないし過去の優等生

が受け入れてきた方式は、同時に価格競争力で優位にある後発組にとっても模倣・追随が

容易であるという意味において、成熟した日本の機械工業企業が採用すべき方向ではない。

実際、タイなどにおいては「カンバン方式」「カイゼン」といったこれまで日本企業が強み

としていた手法をすでに完全にマスターしてしまっているのだ。 
なお、ここでも、後で紹介する野中名誉教授の「（イノベーションは）演繹的ではなく、

帰納的飛躍から始まる」（「経済教室」、2011 年）という指摘に耳を傾けるべきであろう。 
そうした意味で、本報告書に記載した話も、あくまで各自が理解を深めるための比喩程

度の価値にとどまると知られたい。逆から言えば、それさえできぬ経営者は、今から市場

から撤退する準備を進めることが次善の策だとさえ言えよう。 
もちろん、はじめにでも述べたように、過去の成功例には今でもそれなりの価値は認め

られるが、むしろそれを熟知し分析・構想することは、あくまで 低限の必要条件にすぎ

ないのである。すなわち、十分条件を満たすためには、成功事例を含めたあらゆる情報・

要素について深く探求した上で、なおその総てを否定するところから始めることが求めら

れる。 

したがって、これから述べることも、以上のような前提に立って、ホロニック工学手法

どおり、関連要素を羅列し、その緩やかな再結合を行なっていくに止まる。その具体的作

業展開に当たっては、小野が数十年前から提唱してきた「マトリックス分析法」（小野『い

い企画をものにする法』1994 年）が有用である。これは、一定の考え方（理念）に基づい

て存在する全要素を幾つかの角度から仕分けしていき、それぞれの分類角度をもって座標

軸に設定してマトリックスを構築し、そこに既存ないし考えうる全要素を当てはめていく

というものである。仮にどこにも当てはまらない重要要素が多数あったり該当する要素が

無いマスが存在とすれば 初の仕分けに問題があったのだし、逆にどうやっても当てはま

らない要素は現在進めている戦略から外し、分類には問題が無いにもかかわらずマスにブ

ランクがあるとしたらそこに未確認だが重要な要素が隠れていると認識すべきだというこ

とになる。 

なお、その際も、岡田武史前サーカー日本監督が、ＦＣバルセロナが宿敵レアル・マド

リードを５－０で粉砕したのを見て、「（バルセロナは変数が多く成功体験が明日も通じる

とは限らないサッカーではあるが、ほとんどのチームが一応はある定石の枠内で強化を進

めていく中で、バルセロナだけは定石を超えていこうとしているように感じ、）一つ一つの

部分に目を向けてそれらをすべて良くして束ねたら、理想の方向に向かうかというとそう

とは限らない。むしろ、先に全体としてどこにいくかを定めないと結局、どこにも進めな
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いのかもしれない」と指摘していることを想起すべきだろう。 

すなわち、何事も個を単に積み上げたところに 終解があるわけではなく（合成の誤謬）、

初に組織としての狙いを定めた（設定された理念の共有）上で、持てる個々の戦力を

大限活用すべきなのであって、個々の戦力を殺すべきではない。といって、個々の戦力活

用にこだわるあまり、全体の統制が取れなくては何にもならないから、あくまで共通理念

に合わない戦力はとりあえず外すか無視するという姿勢も重要である。まさにそこに、独

断的に進められる創業家企業の強みがあるのだが、現代組織としてはそこに存するジレン

マを超克する上で、ホロニック工学における試行錯誤が可能な緩い結合が求められること

になるのである。 

(1)環境変化に適応したマーケティング戦略構築の考え方 
ここでは、次に世間で広く取り沙汰されている問題のうち、特にマーケティングに関

係の深い主要なものを取り上げ、それぞれに対応したマーケティング戦略のあり方につ

いて探る。 
 元より顧客・需要家あっての商品であるから、マーケティングにおいて顧客・需要家

について詳細に検討することは重要である。それも安易な既存の顧客・需要家の動向だ

けではなく、将来を睨み、どんな商品が求められるようになるか、どういう市場が展開

されるか、関連技術や原材料（新素材を含む）はどのようになっていくか、関連産業は

どのような姿になっていくかなどを正確かつきめ細かく分析・予測することが不可欠で

ある。また、これらは、例えば市場展開だけでも新興国・後発国の台頭、価値観の多様

化、世界大の資源環境問題や国内における少子高齢化の影響（制約であると同時に新市

場誕生）等々無数の順列と組合せが存在しており、それをどう捉えるかによって積極論

にも消極論にも進展しうるのである。 
 さらに、当然、それらの背景としての与件設定が不正確であっては、いくらその後の

分析や予測がいくら精緻であっても無意味となる。したがって、そうならないようにす

るためにも与件の変化を正確に読み取ることが求められる。 
また、同じ与件設定であっても、今はその与件そのものが急激に変化し続けているこ

とも忘れてはならない。例えば、かつてＩＴ世界で唯一の存在とさえ思われていたＩＢ

Ｍの牙城をハードよりソフトを重視して打ち破ったマイクロソフトも、すでに売上高で

はアップルに追い越され、そのアップルも新たに登場してきたネット界の覇者グーグル

にすでにその地位を脅かされそうになっている。こうした世界では、常に何らかの分野

で第一位を占めていないかぎりは、標準化等の面で不利となり急速に衰退を余儀なくさ

れることになる。 

したがって、逆にそうした変化についていけないくらいなら、むしろ現状維持を目指

した方が建設的かもしれないのである。例えば、日本国内のみならず世界的な少子高齢

化傾向を今後の市場設定における与件として受け入れるまではいいのだが、その系とし

ての医療分野の将来性ということになると、よほどの新機軸か巧みなニッチ狙いでない
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かぎり、とうに多くの企業が参入し食い散らかした後のカスを掴ませられるだけだと言

えよう。 
ここで一言付言しておくと、将来性ある分野の中には、ごくありふれた既存技術が別

の用途の広がりによって突如脚光を浴びることになるものもあるということを忘れて

はならない。例えば、近年急速に伸びている太陽光発電と電子機器やＬＥＤさらには期

待されるスマートグリッドや電気自動車などは、すべて現行の送電システムの交流電気

よりも直流電気に馴染む性格のものであるが、この直流方式はエジソンの昔からすでに

存在していたものであって、決して技術的には目新しいものではないのである。 

(2)環境変化の捉え方 

そこで次に、前述したような現在起こっている多種多様な変化についてマーケティン

グ戦略の立場、すなわち消費者側の視点をより重視する立場から再整理しておく。 
なお、こうした再整理は、先に否定的に述べた「要素を予めきちんと整理することの

罠」と矛盾するのではなかいと感じるかもしれないが、そうではない。なぜなら、一度

乱雑に並べた上で整理するということは、整理されたものの背景をも同時に明らかにす

るという意味があるとともに、マーケティング戦略の発想にはこの再整理そのものに疑

念を抱き自らの手で再整理してみるという意識を持つことが重要だからである。 
ここで、柳井氏の「経営者は自分の理想を持つことが大事。その実現のためにまずト

ップが情熱を持ち、その情熱を社員、取引先、社会に伝えていくことだ。本当に良い企

業、良い商品、良い社員をつくりたいと心底思わない限り、思いは伝わらない」という

言葉を紹介しておく。ただし、当のファーストリティリング自身、アップル同様、柳井

氏のワンマン経営の限界に直面しつつあるように見える点に留意しなければならない。 

も重視すべき生活者・消費者の自覚 
 マーケッティング戦略構築においては、先に紹介したドラッカーの「イノベーション」

について語った「（イノベーションは、）供給にかかわる概念としてよりも、むしろ需要に

かかわるものとしてとらえるべきである。すなわち、消費者が資源から得るところの価値

や満足を変えるものと規定すべきである」という言葉がそのまま有用となる。 
換言すれば、これまでの供給側の視点ではなく需要側からの視点をもっと重視すべき

だということである。 
この点は、先に紹介したマーケティング戦略成功者としてのデルが、顧客のニーズ情

報をより直接取得できる直販方式を採用して成功したことからも追認できよう。なお、

その究極的な姿である「One to One Marketing」は、後述するネットの発展によって以

前より容易になった、というよりそれ抜きにはもはやマーケティング戦略を語れなくな

っているのである。 

また、これまで欧米企業で有力だった規模追求によるコスト削減、高収益事業への絞

り込みによって競争力を付けるという戦略は、重電関係などでは「統合されたシステム
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を求める発注者は不満を持ち始めている」という中西宏明日立社長の言にもあるように、

今や攻めるべき急所に変わってきたとも言える。付言すれば、欧米重電だけではなく日

本の家電等にも見られる性能は高いが頻繁な部品交換を必要とする製品設計によって

収益を上げていくという戦略は、長期的には顧客の信頼感を失うことになることも留意

されたい。 
一方、成熟社会における当然の帰結として、市民は単なる生産要素としての労働者で

はなく、自らの意思を有する生活者となっていく。そこでは、昔から言われた「消費者

主権」が現実のものとなるのであり、社会的にも過去の供給側主導ではなく需要側をよ

り重視した経済活動が営まれることになる。換言すれば、昨今言われるところの「ワー

ク・ライフ・バランス」にしても、まずは「ライフスタイル」尊重からスタートすべき

なのである。 
もっとも、現実にそれを実行する場合には、言葉で表したようなスマートなものでは

なく、もっと泥臭い、換言すればかつての欧米の目で見れば「極めて日本的な」手法が

有用だということを忘れてはならない。すなわち、かつて松下電器産業で働いていた安

積敏政氏によれば、40 年前のインドネシアで電気の無い山奥までテレビを売り込むた

め、自動車用バッテリーを電源に使える装置を作り、電波が届かないところでは竹ざお

を伸ばして高さ十数メートルのアンテナを張ってマレーシアからの放送を受信してみ

せたということであるが、今の日本企業に欠けているのはそうした「ひたむきさ」では

ないだろうか。 
 この問題は、今後のマーケティング戦略を考える上で も重要なことなので、特に後

ほど一項設けて詳述した。 

グローバリゼーション 
グローバリゼーションという掛け声に押されて海外に顔を向ける企業が増えている。

もちろん、そのこと自体は大切であるが、その場合心しなければならないことも多い。 
さもないと、逸早く海外進出し一時先駆者のごとく振る舞ったアイワのごとく没落が待

つことになりかねない。 
海外に目を向ける際に も重要なことは、「海外は日本とは全く違う」という極当た

り前なことの再認識である。特に、野路国夫コマツ社長が言う「世界市場はローカルの

和であって、グローバルスタンダードはない」を肝に銘じる必要がある。 
すなわち、それぞれの国ないし民族ごとに単なる言葉や好みの違いだけではなく、法

令・慣習・規格さらにはインフラなども全く異なるということを認識し、事前に詳細に

チェックしておかなければならい。例えば、日本国内であればナァナァで済んでいたよ

うなことも一々詳細に契約文書にしておかなければならず、手続きも煩雑とされる日本

以上に煩雑な場合が少なくない。また、日本では当たり前になっている電気・水の安定

供給は期待できないし、交通・流通手段手段も現地側を当てにはできないと考えるべき

である。場合によっては、インドにおける三井化学等のように、日系企業が共同して発



 71

電設備を自前で導入することを検討する必要があるのだ。 
そうした場合必ず出てくる「人材の現地化」という話にしても、後述するように、「言

うは易く、行なうは難し」。 
したがって、それらに対しても予め何らかの対策を講じておくことが求められる。こ

のため、日本ＩＢＭでは「今求められているグローバル経営は、海外に生産や販売の拠

点を拡大していくことだけではない。拠点ごとに異なる業務プロセスやビジネスのやり

方を統一する必要がある。キーワードは「標準化」と「統合」。人、プロセス、システ

ムといった経営資源をグローバルレーベルで標準化し統合することで、世界中のビジネ

ス状況を可視化し、リアルタイムに把握できる。刻々と動くグローバル市場の変化に即

応可能な経営基盤が整う」（橋本孝之社長）としているのであろう。ただ、この「標準

化」「統合」もいきすぎると硬直化を招くという諸刃の剣であることに留意されたい。

だからこそ、そこにホロン工学的な試行錯誤過程を置くという意味で、かねてから小野

が「人」「プロセス」「システム」が重要だと指摘してきたのである（『実践的産業政策

論』1992）。 
ところで、グローバリゼーションは、何も海外との競争に晒されるとか、国内需要が

頭打ちになった工業製品の海外進出だけではない。出て来られれば、こちらからも出て

行くという発想が必要である。 
その場合、アジアの売上高比率が 21％と高く、2011 年３月期純利益を前期比 44％増

の 43 億円を見込む鬼怒川ゴム工業のように、「改善」「段取り」「一人屋台」など日本企

業が強みとする生産方式を現地に持ち込むことが有用である。なお、同社では、米・中・

タイ・台湾と分散する工場について「新興国も先進国同じレベルで競わせる」（関山定

男社長）ため、生産性の物差しについて 21 の指標に統一し「見える化」するとともに、

過去に日産一社に依存していた受注先を拡大するため、新興国向け低価格品の開発を進

め、すでに中国大手自動車メーカーから大型受注を決めるなど、生産・販売両面にわた

って積極的経営を展開しており、そうした点も機械工業企業の見習うべきであろう。 
また、グローバリゼーションと言うだけで、何となく負け犬意識に陥ってしまう日本

企業が少なくないが、柳井氏も言うように「日本は米国とアジアの中間にある 高の立

地。ヒト、モノ、カネ、情報などインフラもすべて整っている。日本を起点にどんな産

業もつくれる」という利点も多いことを忘れてはならない。そう考えれば、日本から出

て行った後に空いた隙間を埋めるべく、逆に海外から呼び込むという発想もあってよい。 
さらに、 近の中国では、マクロ的に見た経済の躍進の陰、賃金高騰に伴う一部産業

の国際競争力低下あるいは日系企業の撤退・他国移転なども進んでいる。このため、ひ

ところ中国との競争に敗れて衰退していた日本国内産業の中には、息を吹き返しつつあ

るところも出ている。例えば、繊維産業においても、高級品に特化することによって競

争力を高めた縫製品メーカーの受注量が、ケーエム縫製やファッションしらいしで、昨

年比それぞれ３割程度増えていると伝えられる。 
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もっとも、一般に日本メーカーは高品質を売りにしているが、海外ではそれが必ずし

も十分に理解されていないばかりではなく、逆に過大仕様から「異質かつ高価格」と見

られている場合も少なくないことも認識する必要があるが。そこに、日揮の重久吉弘グ

ループ代表が言う「コアジャパンの発想」で多国籍軍を編成する必要があるのだ。 
また、かつて途上国市場では高所得者層を狙った高級品販売が多かった日本企業も、

近では低価格・大量品市場（ＢＯＰ）への参入が目立ってきている。その辺の意識転

換が遅れた白物家電などでは、韓国企業の進出によってすでに日本製品が駆逐されかか

っているところである。 
そうした事態を踏まえて、例えばパナソニックでは、2011 年から３年間で、インド

における販促費を３倍超の 300 億円に増やし、冷蔵庫などの白物家電に加えドライヤ

ー、ひげそりなど小型一般家電を売り出すのに合わせ、公用語であるヒンディー語や英

語も通用しないインド南部なども眼中に入れて、約 15 の地方言語でチラシ配布や看板

設置などを始めることとしている。 
いずれにしても、円高対策としてではなく、あくまで顧客の求める品質と価格を達成す

るための生産拠点としての国内存置と海外進出との配分が重要なのである。逆から言えば、

顧客が求めるものであれば為替や価格競争とは無関係なはずである。 
 このようにグローバリゼーション問題も、今後のマーケティング戦略を考える上で重

要な一つなので、後ほど一項設け為替リスク、標準化、アウトソーシング、海外進出と

いう四つのポイントに絞って詳述した。 

生産性向上とデフレ 

元より少子高齢化社会では、社会全体を挙げて生産性向上に取り組むべきであり、そ

れが今後のマーケティング戦略に大きな影響を及ぼすことは論を待たない。 
ところが、工業製品における生産性の向上は、競争の存在によって必然的に価格下落

を招く。物価指標を作るかぎり、他の事情に変化が無ければ、物価指数は低下すること

になる。また、低賃金の後発国からの輸入が増えるとか他の先進国の低迷から円高にな

っても日本国内の価格は低下する。したがって、これからの社会では表面的なデフレ現

象は甘んじて与件制約として受け入れざるをえない。 
またその一方では、価格低下は当該製品に対する需要の増大だけではなく、結果とし

て消費者の購買力が増大することから、他の商品に対する需要も喚起することになる。

具体例を挙げると、かつて 30 万円もした電卓が今では 100 円ショップでも手に入るよ

うになった。そこで、はじめ電卓に支出していた金額がパソコンからさらにはデジカメ

購入へと動き、そのパソコンやデジカメ機能が携帯電話にも付くようになると、消費者

は次の商品を探すようになる。ところが、今や買いたい商品が不在となった。・・・と

すれば、そうした新商品を開発することこそ企業経営者としての使命であろう。 
なお、新製品・新産業の登場は、これからの需要飽和・ゼロサム社会においては旧製

品・旧産業の退場を引き起こすことになる。その点、過去の日本が目指したフルセット



 73

型産業構造とは離別せざるをえない。といって、日本産業の強みと言われてきたインフ

ラとしての関連産業群を崩壊させることは、全体的に見ればマイナス面が多くなるから、

そうした関連産業群を産業界全体で支える体制が必要なだけではなく、先行きを見通せ

ば、そこにビジネスチャンスもあると理解することこそ取るべきマーケティング戦略の

一つなのだ。 

資源環境問題とグリーン・ニューディール 
資源環境問題を逆手に取ってグリーン・ニューディールなどと新しいリーディング・

インダストリー扱いする動きがある。オバマ政権が成長政策の一として打ち出し、日本

もそれに追随して有望産業扱いされている。 
しかし、そもそも環境産業は、過去に生み出された負の遺産を解消するために必要なも

のであって、それ以上のものではありえない。すなわち、環境産業そのものが成長を牽引

するほど大きくなれば、それは、必然的に環境産業が新しい環境問題を引き起こすことを

意味することになる。その辺をマクロ的にも再度経済成長期が到来するものと誤解すれ

ば、待ち受けるのはＩＴバブル・金融バブルの二の舞である。すでにオバマ大統領が鳴

り物入りで進めている次世代送電網（スマートグリッド）にしても、エクセル社がコロ

ラド州ボールダー市で建設を進めているものは、期待される節電効果よりも現実の電気

代が嵩むということで消費者の支持を得られずにいると伝えられる。 
とはいえ、個別企業の立場からすれば、それを無視しては今後の企業活動の展開がで

きない反面、そうしたところにこそ新しい商機があるのだ。資源・環境制約を前提とし

た新事業機会は、従来のビジネスモデルが発生させた負の価値とは無縁な「自己完結性」

をベースとしたものでなければならない。例えば、人の歩く振動で起こした電力で照明

したり、リモコンを押す力で電気を発生させオン・オフさせるリモコンなどエネルギー

ハーべスティング技術を使った製品開発などがそれである。 
既存企業においても、そのマーケティング戦略構築に当たっては「循環社会」「ゼロ

エミッション」「地産地消」「食料自給」などがキーワードとなる。パナソニックが欧州

で本格参入するヒートポンプ式温水暖房機などはその一例である。 
また、かつて小野が『生態主義』（1993 年）の中で主張していたように、日本が環境

技術等で優位に立っているうちに、デファクト・スタンダードを打ち立てておくという

ことも、将来に向け必要十分な先行投資となるはずだった。この件については、すでに

ＥＵの先行を許してしまっており、そうした反省抜きには日本企業の新しい展開はあり

えない。このため、 近になってようやく海外原発受注とかオバマ大統領がテコ入れし

ているスマートグリッドなどにおいて政府主導の業際的企業連合を組み、建て直しを図

ろうとしているように見える。もっとも、ＥＵ自体、勇み足気味の排出権問題では、米

中の環境に対する後ろ向き姿勢とそれに追随する日本という構図の中で、世界標準主導

は目論見通りにいっておらず、それに右往左往する方がよほど見苦しいと言うべきだが。 
いずれにしても、この問題を過大評価することなく、さりとて出遅れることなく、正
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確に今後の動向を読み取ることが、機械工業企業にとっても死命を制することになろう。 
なお、世界人口の爆発的増加と水不足から予想される食糧危機への対応策は、以前か

ら強く叫ばれている国内自給率向上のための農業の企業化・大規模化をはじめ、海外で

も広く進められると予測されている農業改革・新興からも求められる農業部門の総合産

業化という機械産業・企業にとっても好機となるのだということを忘れてはならない。 

ＩＴ化・ネット化 
ひところ「ＩＴ革命」などと言われ、新時代の救世主のごとく思われていたＩＴ産業

も、しょせんは金融同様、実体経済の補助的存在にすぎない。特に、個々の企業の立場

からすれば、ＩＴ化は必要条件であっても十分条件ではない。むしろＩＴ化によってコ

スト増大や不要な情報の氾濫を招き、無駄な部門を肥大化させているというケースは以

前から見られた。 
昨今急速に普及しているクラウドは、まさにそうした個々の企業に発生する無駄を省

くという点にこそ 大の意義があるのである。したがって、さくらインターネットなど

データセンター大手が「不要な部品を省けるから」といってサーバーそのものを内製化

する動きが出てくるのも当然である。 

また、そうした発想法から、スタンディング・アロン型のパソコンではなく、スマー

トフォンさらにはタブレット端末へという流れも生じた。このため、シャープなどでは

パソコンから撤退し、直感操作・軽快型のタブレット端末「ガラパゴス」などの重視へ

と事業戦略を転換を図った。 
ただし、そうは言っても、クラウドでは常に情報流失のリスクを意識しなければなら

ないし、双方向型情報交換にも慣れ始めたユーザーからすればスマートフォンやタブレ

ット型端末がパソコンより見劣りするのも明らかである。したがって、既存分野メーカ

ーも、「座して死を待つ」姿勢ではなく、ユーザーの気持を忖度しつつ、その有する弱

点を克服しむしろ強みに転換するという発想が求められる。 
そもそもアナログ情報こそすべての根源であるからして、ＩＴ化が進めば進むほどア

ナログ情報の価値が増大する。加えて、学際・業際的情報・技術等の重要性が高まって

いる今日、デジタル化によって失われかかっていた連続性認識も見直されはじめている

ところなのだ。まただからこそ、逆説的ではあるが、ネットを通じた口コミが威力を増

し、それがさらなるネットの普及を生み出しているのだとも言える。 
さらに、根源がアナログ情報ないし手作業依存という事実は、ＩＴ活用側だけではな

く、ＩＴ産業側にも多くの示唆を与える。例えば、ハード能力の増強にソフト開発力が

追いつかないソフトウェアクライシスを招く。特に、ＩＴの家庭への浸透は、 多様な

ソフトないしコンテンツに対するニーズに対応できなくなってきている。ということは、

単に在宅作業可能な分野をネットで結び付けるというだけではなく、そのためのシステ

ムを用意するなど、まだまだいくらでもチャンスは残っているということにもなろう。 
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なお、一見順調に成長しているように見えるＩＴ産業だが、こうした人的能力の限界

だけではなく、ほかにも多くの課題を抱えている。 

その一つが、グローバリゼーションとも絡むが、従来「黒子役」にすぎかった電子製

品受託サービス会社（ＥＭＳ）の表舞台登場である。すでに有力ＥＭＳは、受託を通じ

て蓄積した富・ノウハウ・取引先情報などを活かして、これまで委託者だった製品開発

メーカーを買収し自ら製品開発能力を持つようになっていたが、 近ではＫＤＤＩが台

湾大手ＥＭＳのホンハイ精密工業に電子書籍端末「ビブリオリーフＳＰ02」を発注する

など、低価格・短納期を武器として通信業者が開発メーカーを中抜きするケースも出て

きている。 

また、グーグル対マイクロソフト＋ヤフー連合の抗争に見られるように、市場占有率

が勝敗を決するということで、やみくもに拡張路線が講じられやすい。しかし、その場

合には、優秀な人材をどうやって確保するか、自身のネット・インフラ整備を逆手にと

った小規模高収入企業の発生によって生ずる人材流出のジレンマなどに悩むことにな

る。 

いずれにしても、ケビン・ターナーマイクロソフトＣＯＯが日本企業に対して助言し

たように、ＩＴ技術を 大限有効に活かすためにはその国内外を問わない標準化を常に

意識しておく必要がある。さもないと、いわゆる「ガラパゴス化」によって、いくら高

い技術であっても宝の持ち腐れとなりかねない。といって、逆に自ら標準化のリーダー

シップを取るということは、それに必要な膨大なコストと見合った収益が期待できると

いうことが不可欠な条件であり、そうでない場合にはむしろリーダーシップは他社に任

せてそれにフリーライドする方が賢いと言えよう。 

ところで、 近急速に存在感を高めているネットの真の利点は、相互発信能力にある。

したがって、これまでの受信一辺倒の受け身姿勢では敗者になるほかはなく、積極的な

発信機能を持つことこそ肝要となる。そのためには、発信するに足るだけの情報を創出

しうる個性がより求められる。 
なお、この事実は、同時に、従来ともすれば受け身だった消費者や生活者も発信者と

して参加してくることも意味しており、供給者側からすれば、そこに商機を見出せるか

どうかが重要なポイントとなってくる。ネット・オークションもその一類型であり、す

でに見られるように価格形成そのものが、単に従来のように供給側が設定するのではな

く、需要者側が設定する逆オークションが台頭してきた。そこには、過去の経済学の言

う一市場一価格という意味での「一物一価」ではなく、需要側からの視点を合わせた、

個々の品物ごとに「真の一物一価」が形成されることになるのだ。 
その点、直販による顧客情報で一世を風靡したデル・モデルも、今や一層の革新が求

められる時代に突入したと言えよう。 
また、これまでも 強の宣伝効果を持つメディアは「口コミ」だとされてきたが、ネ

ットにおけるブログやツィッター、さらにはフェイスブックのような交流サイトなどの
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ソーシャルネット全盛は、口コミ効果の速度・波及効果を爆発的に増大させていること

にも注意する必要がある。端的に言えば、今やかつて小野が提唱した「知縁」（知識・

知人・知恵を共有した緩やかな共同体）が誕生しつつあるのだ。 
そこでは、同時に企業の関知しないところ、すなわち企業にとって必ずしも都合のよく

ない形でも関連情報が大規模に交換・集積される顧客間イントラアクションの発生・成長

を意味する。逆から言えば、そうしたものを企業にとって好意的なもの、場合によっては

企業に利益をもたらすような提言主体に変えさせるためには、自ら何ができるか、何をす

べきかを検討することもマーケティング戦略上重要な課題となる。 
一方、ネットがマーケティング戦略に直接役立つ形の一つとして、前述したオープン

イノベーションが挙げられる。それによって、ひょっとするとマーケティング戦略その

ものも、自社内で構築する必要が無くなるかもしれないのである。 
なお、急速に成長するネット社会の下で企業が存続していくためには、当のネット社

会そのものがアマゾンドットコムの登場からグーグルの台頭まで目まぐるしく変貌し

てきていることを正確に認識し、今後そうした変化がさらに加速されるものと覚悟しな

ければならない。すなわち、単に現在把握可能な情報だけではなく、常に新しい情報に

目配りし、できればこれから出てくるであろうものを先取り、さらには自分の方から発

信するくらいの気概が求められる。 
その点、雨宮和弘氏が言うように、日本企業経営者は、「コミュニケーションの重要

性は認めつつ、それを業務にうまく活かせていない」。というより「肥大化したデータ

をうまく整理・活用できていない」と認められる。 

人材教育 
グローバル化の中で、これから裾野が広がってくると見られる提案型ビジネスでは、

相手側の要望に合わせて包括的に応える力が必要であると同時に、プレゼンテーション

や交渉能力が必要となる。このため、そうした総合的な能力を有する人材の育成が焦眉

の急となっている。 
とはいえ、国際化の中で高度人材を育成するために大学院整備やポストドック活用な

ど高等教育を充実しようという動きがあるが、はじめにでも指摘したように、全くナン

センスである。それでは、かつて「ビジネススクール亡国論」が叫ばれた米国の轍を踏

むだけである。 
しょせんそうして育てられる優等生タイプなど、ノーベル物理学賞受賞者小柴昌俊氏

が言うように「筆記試験でわかるのは受け身で理解して、記憶しているだけのこと。そ

れとは別にこれをやろう、という能動的な認知能力がなければならない」し、「若いこ

ろやっていたことと、年をとってからやったことは基本的に無関係」なのだ。 
また、求められる人材も、そうした型に嵌ったものではない。すなわち、アーンスト・

アンド・ヤング会計事務所のジェームス・ターリー会長兼ＣＥＯが言うように「グロー

バル化がすべてを一元化しなければならないことだという理解では失格だ。我々も各国
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に人材を着任させているが、その国の文化を理解し、機動的に対応していくことが重要」

なのである。 
むしろ小池和男法政大学名誉教授が「海外直接投資から稼げ」（『日本経済新聞』「経

済教室「成長」の条件２」、2012 年１月 27 日で）指摘しているように、これからの企業

に も必要な人材は、海外の進出先で地元労働者に対して「マニュアルに書けない問題

や変化に対応」できるように技能教育を施すため、短期派遣される中堅人材（工場の生

産現場に張りつき、そこに起こる問題に対処する製造技術者）であって、必ずしも「大

学院卒の気鋭の設計技術者」ではないのである。 
換言すれば、大学や大学院に即戦力の養成を期待すること自体直ちに止めるべきであ

る。むしろ、かつて日本の底力を支えてきたとされながら昨今は廃れてきた企業内教育

こそ再開すべきことである。なぜなら、これからの変革に対応するには種まきから結実

まで 低 10 年はかかるとされる以上、人材もそれに合わせて 10 年先を睨んで育成す

る必要があるからである。様々な分野で将来のトップ企業を予測し、徹底的に先行きの

ニーズを掘り起こしていく上で、そのための新事業の専任部隊を発足させるに当たって

も、まずは人材の確保・育成が先決となる。その点、短期的にはＭ＆Ａとかヘッドハン

ティングで対応するにしても、長期的には、遅れ馳せながら自動車用シートメーカーの

トヨタ紡織が「トヨタ紡織学園」を 2009 年に開校したように、自ら手間ひま資金を注

ぎ込んで人材養成に取り組むことが不可欠である。 
一方、理化学研究所プロジェクトリーダーの上田泰己氏が言うように、若い世代を「海

外留学をしない内向き志向」と不安視するのは誤りであり、「海外に行かなくても日本

で一流の研究ができる時代になった。日本の成長の証しと考えるべきだ」。 
そもそも、安西祐一郎前慶応義塾長によれば今の若者が内向きなのではなく、留学に

よって就職が困難になるとか、海外勤務経験が活かされない企業内の処遇など、企業な

いし社会側の責任が大だということだ。また、産能大の調査でも「海外で働きたいと思

わない」と答えた人が 49％に上ったからといって直ちに「若者の内向き志向」と一括

りにするのも間違いであり、「どんな国・地域でも働きたい」と答えた人も 27％いるの

であり、実際に必要な人材数は足りていることになるのだ。 
その上、海外留学経験の無い小野が国連機関において、多数の同僚から「日本人であ

りながらゴローのようなコスモポリタンに会ったのには驚いた。我々がコスモポリタン

と思うのは、自国のことをよく知った上で国益のために積極的に発言する人物であり、

言葉だけはうまくても自分の国に対しての意識が希薄な根無し草とは違うんだ」と言わ

れたことも明らかなように、これから求められる人材は、日本そのものに通暁し、日本

人として積極的に発信する能力を身につけることであって、語学力とか海外における学

歴といったものは付け足しにすぎないと知るべきである。 
この点は、小池名誉教授も「（海外派遣要員に求められるのは）外国語を流ちょうに

しゃべることではけっしてない。・・・わたくしの（かつていろいろなところで通訳さ



 78

せられた）経験からもそれを痛感する。・・・物事の理解こそがまず肝要なのだ」と述

べているところである。 
にもかかわらず、小学校さらには幼稚園でまで英語教育に血道をあげたり、採用基準

として英語能力を優先した「社内公用語」と称して国内でも英語使用を進める企業が増

える事態は、日本の真の国際競争力を低下させるだけである。 
付言すれば、組織において社員を海外留学させる際にも、必ずしも先進国のブランド

大学ではなく、三菱商事小林健社長が言うように「異文化体験」そのものが重要なある

から、新興国・後発国を含め広く可能性を探し求める姿勢が求められる。 
したがって、個別企業においても、今後は学歴重視を止め、採用人事のアウトソーシ

ングのごとき愚行は改め、自らの手で自社が真に求めている人物を資質本位で採用し、

入社後必要な知識を修得させる方向で考え直さなければならない。その点でも、西岡三

菱重工業相談役の「人を育て、人材の力を結集することがますます大事だ」という指摘

は説得的である。 
なお、これから求められる人材は、単なる学卒ではなく、真のジェネラリスト（スペ

シャリストと議論できる程度の専門知識は具有しながら、その基盤として非常に広汎な

知識・経験を有する者）である。ということは、「僕の気持ちは、おもしろいと思うも

のがいっぱいあって、フラフラしている。大学をどこにするかということも、専攻を何

にするかということも、日替わりメニューみたいに変わった」というノーベル物理学賞

を受賞した益川敏英氏のような行き方でなければ、ここで求められるような人材が育っ

てこないということである。 
すなわち、野中名誉教授が言うように「知は人が関係性の中で創る資源である。・・

同じ組織内の人間や、顧客、供給業者、競争業者、大学、政府といった様々なプレーヤ

ーたちとのやり取りの中で、互いに異なる主観を共有し客観化し「綜合」していく社会

的プロセスにより創られる。・・・情報技術の普及、効率やスピードの優先により、直

接顔を合わせて暗黙知を共有し、深く本質を追求する対話はますます難しくなっている。

さらに深刻なのが場の閉鎖化・固定化である。場に多様な異なる視点を入れるには、本

質的に開かれている必要があるが、現在の日本の企業は内向きに閉じられ、タコツボ化

し、新たな知の創造は起きず、既存の知や既得権にしがみつく傍観的分析屋ばかりがの

さばっている。市場と競争のグローバル化や産業構造の変化により、これまで以上に「綜

合」が求められる現在、多様性に開かれた心身一如のよい場づくりが日本にとって急務

である」のだ。 
その点、日産新車生産技術部の美浦一朗主任の、電気車とガソリン車を同一ラインに

乗せて生産する中で、現場で発生する問題について改善案・要望を現場から吸い上げ、

設計・開発部門との間に立って「それぞれの言い分を『通訳』しながら改善策を探って

きた」「日本ほどモノを良くしたいという思いを持っている現場はない」という述懐は

傾聴に値しよう。また、そうした点からも「できる人間は何でもできるのであって、適
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材適所というのは嘘」というコーセーの荒金久美商品開発部長の言が正しい。 
そもそもイノベーションとか戦略を担う人材は、量産型教育における優等生ではあり

えない。むしろ「 近、理科嫌いとよくいわれるが、すべての若者が理科が好きになら

なくてはいけないとは思っていない」という小柴氏とか「（芸術場合）人に忘れられな

い感動を与える人は、いつの時代でもそう多くはない。・・・極端に言うと、１人か２

人でいい」という中村紘子氏の言こそ真理に近いのである。 
対して、昨今経済界で多く見られような、自ら人材を養成しようともせず、大学や若

者そのもののやる気などにその責任を転嫁し、あるいは、海外から高度人材を招き入れ

ようといった姿勢は、長期的には日本の国力ないし競争力を低下させるだけである。第

一、日本がそこまで低迷した後は、もはや求めたいような人材の側から見て日本は魅力

的な働き場ではなくなっており、来てさえくれなくなっていよう。 
そうした目からしても、野路コマツ社長の「リーマン・ショック後、国内の正社員は

300～人は増えている。注文が増えてから慌てて期間工を採用しても、生産性は上がら

ない」という言葉が重要となる。 
付言すると、国際化の中では、上に述べた海外の人材の育成・登用だけではなく、国

内本社においても外国人幹部の育成・登用も重要である。とはいえ、とかく今の優等生

経営者にありがちな、自分自身の非力を覆い隠すために、自社内に人材がいるにもかか

わらずそれを登用せず、あるいは、いくら企業家精神に溢れていようとも日本人経営者

には思い切った改革を許さず、代わりに日産の「ゴーン現象」で見られたような「異人」

にその役割を期待するといった風潮は早急に改める必要がある。なぜなら、それではい

つまでたっても国内の人材は浮かばれず、結果として日本沈没へと向かうことになるか

らである。もっとも、アジア全般でこの種の「白人であれば許されるが、（日本人を含

む）同じアジア人がやるのは許せない」という風潮が見られるのであって、何も日本特

有の現象ではないとも言えるのだが。 

研究開発 
もちろん、研究開発の重要性は今後とも高まることはあっても、低下することはない。 

その点、日本経済新聞社「研究開発活動に関する調査」に見るとおり、企業が景気後退

下にあっても研究開発投資に積極姿勢を見せているのは正しい。 

ただし、その場合でも、質的転換が必要である。それも、単に「スピード重視」とか

トヨタなどの言う「先端技術への重点投資による開発効率の向上」ではダメなのだ。な

ぜなら、ベル研のチェスマニアの思いつきからＵＮＩＸが生み出されたように、一見ム

ダと思われる研究からブレイクスルーが発生することがあるからである。換言すれば、

「急がばまわれ」である。 
もっとも、そもそも十分なマーケティングによる今後の需要見通し抜きの研究開発投

資が効率的であるわけがない。ただし、ここで言うマーケティングは、自社のシーズ・

ニーズを前提とするものではなく、全く白紙状態から需要側の意向を調査するという意
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味でなければ、実践性に欠けることになる。 
これら一見相反する二つの方向を共に活かすめには、大化けする可能性を秘めた自由

研究と効率性を重視した市場側の視点に立つ需要に合った研究とをハイブリッドに並

列させることが求められる。ただし、その前提として、自由研究を正確に評価できる人

材（先に説明した意味における「ジェネラリスト」）・体制整備と、一見ムダと見えるそ

れに要する費用を持てるだけの財務内容を維持することが先決であるが。 
また、環境対策一つ取ってみても、自動車部門では電気自動車の出現により、エンジ

ン改良や車体軽量化による燃費向上といった対応とは全く別の視点からの取組み、例え

ばモーターとかリチウム電池の改良さらにはトヨタが手掛けている金属空気電池や京

大による多価イオン電池の開発などが行なわれるようになった。 
すなわち、これからの研究開発は、単なる一分野における新製品開発とか既存技術改

良ではなく、より重層的な発想を共有する必要性が高い。といことは、機械工業企業に

あっても、自らその種の重層的発想法を有するとともに、取引先の重層化に対応しうる

よう社内体制を見直す必要性があるということを意味している。 
なお、「日本の研究開発費は、総額では他の先進国と比して遜色ないが、その内訳を

見ると民間の比率が圧倒的に高い。リスクの高い基礎研究は政府がもっとバックアップ

すべきだ」という意見があるが、政府負担率が大きい国は、元々社会主義的色彩が濃か

ったり、あるいは、軍事関連予算が大きいのであって、その分を割り引いて考える必要

がある。 
また、ノーベル賞受賞者の受賞に際して評価された研究業績の大半が 30 歳代前半か

ら 40 歳代前半に集中していることから、「若手の研究をもっと高く評価すべきだ」とい

うのは正しいが、だからといって必ずしも「既成の学者にばかり回されている研究費を

もっと若手にも回るように総額を増やすべきだ」というのは正しくない。なぜなら、小

野がかつての通産省について「予算も人員も少なく、権限もあまり有さないからこそ」

次々と新政策を生み出したのだと指摘したように、アイデアというものはむしろ「ハン

グリー精神」から生まれるものだからである。逆から言えば、今の日本の研究界に活力

が見られないのは「飽食の時代」だからだとも言えよう。したがって、「研究費をもっ

と若手にも回す」にしても、総額まで増やす必要があるかどうかは別問題である。 
いずれにしても、財政難の下で考えれば総額を増やすことは無理であり、その配分を

再考すべきは明らかであるが。 
ただ、多くの研究成果が「失敗を成功に転じた結果生まれた」という事実を認識すれ

ば、単なる成績優秀者ではなく 後まで一種こだわりを捨てないような若手人材こそ再

評価すべきなのだ。また、ＵＮＩＸの例を挙げるまでもなく、身近においても室温超伝

導物質開発で名を上げた慶大神原陽一専任講師のように「役に立ちそうもない研究を役

にたたない方法で取り組み、ほっと成果が出る」ということも忘れてはなるまい。 
また、昨今従来とはまるで発想の違った新科学や新技術も登場しており、その動向も
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見逃せないものの一つである。 
ただし、印刷方式で量産できる「有機薄膜」太陽電池開発に挑戦している三菱化学の

太田一司主席研究員が「一日に実験する素子は 100 通り。これまでに数万通りを試し

たが期待はずれに終わった。だが、昨年２月、塗り方を変えてみたら効率が一気に１ポ

イント近く上がった。そんな驚きが醍醐味である」と述懐しているように、新たな挑戦

は「センミツ（千に一つ）」どころか「万一」の世界だということも覚悟して当たるべ

きなのである。 
一方、この研究開発の世界にあっても、グローバリゼーションの影響は無視できなく

なってきている。例えば御手洗富士夫キャノン会長が「日本中心の開発体制は限界。米

国や欧州でも開発機能を強化したい」としているように、世界全域を対象として大規模

に事業展開しようとすれば、総てを日本国内で開発するのは無理であり、それぞれの地

域特性を活かした国際分担体制を敷く必要がある。ただし、その場合にあっても、技術・

ノウハウ漏洩の危険性が高まるということに細心の注意を払うとともに、基幹技術を国

内に止めるといった対策を講じることなどが求められよう。 
ところで、製薬業界にあって、エーザイでは既存の研究所を廃止する代わりに日米欧

に 2000 人いる研究開発部門を 12 の技術分野ごとにユニットに再編成し、それぞれの

力を結集するとともにユニット同士を競争させるという戦略を採用したのに対して、逆

に武田では藤沢市に新設する研究所に 1200 人を集約し自由な交流によって幅広いアイ

デアを創出させようとし、アステラス製薬でも 1000 人近い基礎研究部門をつくばに集

約し研究所ごとの機能やテーマを明確にすることによって効率を高めようとしている

という具合に正反対の戦略が見られる。機械工業企業にあっても、そうした他業界の先

行的な動きも多いに参考にすべきである。 
 いずれにしても、グローバリゼーションの中で勝ち残るためには、技術開発力が重要

なことは論を待たない。といって、新しく生まれてくる先端科学技術を把握し理解する

ためには、それ自身高度の知識を要する。したがって、それだけの人材を採用・育成・

確保することが求められる。といって、その多くは、すでに何らかの形でシーズが芽吹

いているものであるから、不断の目配りさえ怠らなければ必要な情報を入手し、将来の

行動計画に結びつけることはさほど難しいことではないとも言える。 
 また、前述したアウトソーシングの国際化の中にあっても、野路コマツ社長の「油圧

シャベルをはじめ建機の品質は、エンジンやトランスミッションなどのキーコンポーネ

ント（基幹部品）ひとつで決まる。当社は原材料の７割を海外で調達しているが、キー

コンポーネントなど残る国内生産を守り続ける「当社製品の品質を支える専門メーカー

のほとんどが日本かドイツ。研究・開発でも日本が 適と自信を持って言える。生産部

門がなければ開発もできない」という言葉の有する説得力を噛み締めるべきであろう。 
なお、有望な新科学技術分野の一つである免疫研究で世界をリードし、コッホ賞など

も受賞している審良静男氏は、新しいテーマを見つけるためには、新技術や手法を積極
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的に採り入れる。いま欲しいのは物理や数学を専門とする優秀な人材だ。生命科学とは

違う歴史を歩んだ人でないと斬新なアイデアは出ないのではないか」とか「研究成果や

人材は囲わず、他分野での応用はその道の専門家に任せ、有能な人材は独立させる。そ

れによって、ライバルなどから有益な情報を得られるようになる」としている。そうし

た認識に立った上で、先の消費者ニーズからの発想を行なうためにも、スペシャリスト

とも真剣に討議のできる真のジェネラリストが不可欠となる。 

市場占有率 
世界的風潮として、「市場占有率を制するものが勝つ」という伝統的な発想に立って、

ともかく規模拡大を図ろうという動向が見られる。それは、平成 22 年の流行語にもな

った「世界で二番目ではダメなんですか」「世界一でなければダメなんだ」という問答

にも現われている。実際、生産現場を見てもアップルなどのように、より多くの生産量

せ実現することによって、自社内効率だけではなく外注品についても生産性向上を通じ

て低価格化が実現できると認められる。 
その点、拡大する海外市場を睨み、ルネサスエレクトロニクスや東芝などＬＳＩメー

カーで顧客限定の特注品からが汎用品中心にシフトする動きが見られるのは当然だと

も言える。ただ、汎用品は一般的に競争が激しいため利益率が低く、販売量も安定しな

いというリスクを抱えている。また、親会社の汎用品シフトは、当然、下請・取引企業

の受注に対しても取引停止のリスクと逆に数量の増大のメリットという二面性がある

ことに注意を要する。 
まして単なる占有率狙いは、かつて「ＧＭにとっていいことは合衆国にとっていいこ

とだ」と豪語したＧＭおよび日の丸を背負っていた日本航空が破綻したことからも、そ

の種の戦略の脆弱性が示されたと取るべきであろう。 
近の事例においても、半導体市場で覇を競っていた韓国のサムスン電子とＬＧ電子

を例に取ると、前者が大幅に売上げを伸ばしているのに対して後者は減少というように、

両者ははっきり明暗を分けた。その原因はスマートフォンへの取組みの差だったとされ

ており、両者がこれまで重視してきた市場占有率の差ではなかった。すなわち、マーケ

ティング戦略としては、あくまで売れ筋商品・市場の見極めが肝要なのであって、占有

率などは決定した商品の一販売ツールにすぎないということである。実際、占有率一位

企業は常に交替しており、むしろ結果にすぎないとも言えるのである。 
デルにしても、当時のロリンズ副会長は「市場アナリストにデルの目標について話す

のであれば、市場シェアではなく、プロフィット・プールの大きさを述べたい」（『ビジ

ネスモデル戦略論』、p.49）としているところである。 
衝撃的なのは、一見成功例と見える日産＝ルノー連合にしても、日産の虎の子の電気

自動車に関する技術情報がルノー幹部の背信によって中国に流出した可能性が高いと

判明したことであり、たとえ相手が先進国の超一流企業であっても信頼しすぎることな

く経営統合的な国際提携には常にこの種のリスクが潜むと知るべきだ。 
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なお、占有率拡大戦略の典型がＭ＆Ａだと言えよう。ところが、今次経済危機によっ

て、日興を買収したシティ・グループの失敗などそうした形での拡大戦略の危うさが顕

在化した。 
一方、統合の型も、 近は、従来とは一味違う傾向が現われている。 
例えば、かつては上に述べた市場占有率第一主義から専ら「規模の追求」を目的として

いたものが、 近はヒューレット・パッカードが米ＩＴサービス大手のエレクトロニック・

データ・システムズの買収を決めたように「製品・サービスの総合化」を目指すものが増

えてきた。 
また、圧倒的地位を有するものが相対的に小さなものを吸収するとか、単独では経営

維持が困難なもの同士での「弱者連合」ではなく、日本板硝子によるピルキントン社買

収等に見られる「小が大を呑む」ものとかインド・小型化技術で先行しているスズキと

中国・環境技術で先行しているフォルクスワーゲンとの提携といったいわば「勝ち組」

同士、あるいは総合商社とコンビニ、ドラッグとコンビニ（セブンーイレブンとアイン

ファーマシーズ、ローソンとマツキヨなど）のような異業種間の統合や提携が多く見ら

れるようになり、いわゆる「型に嵌った」統合・提携とは何かは全く不分明となってい

る。 

 そうした中で注目すべきは、統合・合従連衡の相手が何も先進国企業とは限らなくな

り、ＮＥＣとレノボとがパソコン事業で合弁会社設立、日立と鴻海精密との中小型液晶

パネルでの提携、東芝がサムスンに先端ＬＳＩ生産を委託するなどアジア企業に拡大し

ていることである。こうした流れは、機械工業企業の下請を含む取引関係全般に多大な

影響を及ぼすであろうことは想像に難くあるまい。 
なお、直近において公表された新日鉄と住金のように、「折りあらば」と狙っている

海外のライバル企業の敵対的買収防止策を兼ねた単なる市場占有率というより企業時

価引上げを図る統合話は、また別の次元の話として考えておく必要がある。すなわち、

その手の買収防止策は、株式公開を前提とせざる企業には不可避な選択であっても、必

ずしも株式公開が不可欠とはいえない中堅企業以下にあってはむしろＭＢＯ等により

上場廃止を目指すという選択もありうるということである。 
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進むべき方向＝二つのポイント 

 繰り返し述べてきたように、この問題における先進事例と称されるものの多くは、実

はその起源が日本国内にある。ドラッカーも言うように、「日本は、とくに企業家的な

戦略に長じている」のである。その点、よく言われるところの「日本には固有のものな

ど無い。あるのは模倣だけだ」という批判にしても、ドラッカーは「もしかりに、日本

が他の国の技術の輸入や応用以上のことをしなければならないとし、自ら純粋に技術的

なイノベーションを行なわなければならなくなっていると仮定した場合においても、日

本を過小評価してはならない。そもそも研究開発というものが、人類史上ごく 近にお

ける社会的イノベーションの一つなのであり、日本は過去の例からも明らかなように、

社会的イノベーションには、とくにすぐれているからである」（『イノベーションと企業

家精神』、p.52）と反論している。 
 その点は、野中名誉教授も「日本企業は場を構築する力に優れている。その力を生か

し、地域から世界を洞察し、その関係性の中にトレンドを読み取り、知の綜合力を結集

することが、これからの日本経営の発展につながる。・・・そして西洋と東洋の知を綜

合して、科学技術のみならず、独自の文化、芸術を発信し、世界に冠たる知識国家を建

設する。必要なのは明るい未来を構想する能力と、その未来を実現する勇気である」と

指摘しているとおりである。 
 そもそも昨今取り上げられている先進事例の多くは、すでに言い古された著名企業の

成功体験ばかりであるが、その種の話は当然他の企業もすでに熟知しているはずであり、

自企業の「独自性」を打ち出すという本来のマーケティング戦略の目的からすれば十分

条件たりえないことは自明である。 
また、自企業が属する業界の先進事例も、やはり同じ理由から今さら競争力を付ける

ためのモデルたりえないことになる。とすれば、他産業、それも機械企業工業からすれ

ば他業種たる化学・軽工業だけではなく、流通サービス業から農水産業はては文化・芸

能産業に至るまで、参考とすべきミクロの、それもむしろさして著名ではない個別事例

を拾い上げ、積み上げていくという地道な努力が肝要だということになる。 
したがって、日本の機械工業企業としては、そうした身近にある（あった）情報を改

めて収集・分析するとともに、社内に潜在的に存在する実力を再評価して過度に自信喪

失に陥っている現状から脱皮することが先決である。裏返して言えば、そうした自虐的

評価を日本人に強いているジャーナリスティックな論調や評論家の言を排することが

先決だと言えよう。 
マーケティング戦略構築に当たっては、そうした既成概念を一度捨てた上で、自身の手

で一つ一つ地道に積み上げていくという姿勢が肝要なのだ。 
なぜなら、「マーケティングとは何か」で述べたように、戦略構築を必要する個々具

体的企業それぞれに、① 具体的な商品なりそのイメージが現に存在して、かつ、売り



 85

先も分かっているがどうしたら売れるか分からない場合、② 商品か売り先かどちらか

は存在するがもう一方は存在せず、それをどうやって開発ないし開拓するか、③ どち

らも存在しないが何か新しい試みをやるための必要生産要素として人材・技術・資金・

信用・情報等々のうちの幾つかが存在しており、その活用先を探ろうとしている場合な

どのいずれかなどの組合せがあり個別事情が全く異なるからである。 

当然、そのうちのどれかによって戦略も変わってくる。したがって、そうした認識を

踏まえた上で、後で紹介するように、今日発展していると言われている個々具体的な企

業についてケーススタディを行ない、ヒントとしてのその成功要因を探ることが求めら

れるのだ。 

(1) 具体的展開 
また、その具体的展開に当たっても、「はじめに」で述べたように、客観的な環境分析と

自社の現有・潜在的戦力分析を行ない、それに基づいて標的となる製品・市場を確定し、

個別機能的（人事・組織、研究・開発、生産・技術、販売その他）戦略を固めていかなけ

ればならない。そこで、無数に存在する検討対象の順列組合せの無限の拡がりの中から「選

択と集中」が求められることになる。その上、「選択と集中」とは言っても、単に「当面利

益が期待できそうもないものの切り捨て」といった単純な発想では、それこそ将来の宝の

山を失いかねない。逆から言えば、余裕がある限り「遊び」を残すことが長期的には重要

な戦略となってくる。 

そうした意味でも、繰り返し述べてきたように、社内で経営理念についてのコンセンサ

スを固める必要があり、それに則ってそれぞれ進めていくことが求められる。それは、と

りあえずのところは、例えばＡＲＭ社が掲げる「四つの行動指針」すなわち「チームワ

ークと無私の心」「実践的な行動」「協力企業やお客を助ける」「即応力」＋ 近付け加

えた「イノベーションのやり方を自問しろ」（チューダー・ブラウン社長談）といった

類のものでもよいのである。 

まさに、そうした意味からも、誰にとっても有用なマーケティング戦略構築マニュアル

など存在しえないのだと認識しなければならない。 
 いずれにしても、マーケティング戦略を進めるに当たって己の戦力を正確に把握する

ことが必要だということには変わりがない。 
そこで次に、この自己戦力分析法に関し、日経リサーチが企業を取り巻くステークホ

ルダーの視点ごとに評点を積み上げそれを合算して作成した企業の総合ランキングＮ

ＩＣＥＳで採用している５つの側面と測定目標を、参考までに紹介しておく。ただし、

それを自社戦力評価に応用しようとするのであれば、この種の評価は、本来数値化に馴

染まないものも少ない上、それを単純に足し合わせた結果が「合成の誤謬」を招くおそ

れもかなり高いということに留意されたい。 

５側面（合算前のウェイト付けは日経編集委員、ネット調査に基づく） 
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○ 投資家 時価総額の増減、配当、内部留保、使用総資本利益率、資本構成、決算情

報、増資の７指標 
○ 消費者・取引先 売上高、認知度、広告宣伝・広報、粗利益率、従業員１人当たり

粗利益率の５指標 
○ 従業員 有給休暇、育児・介護休業、女性活用、定着率、定年後人材活用の５指標 
○ 社会 雇用の確保、納税、社会貢献活動、公的団体への人材供給、ＣＯ２・廃棄物

の５指標 
○ 潜在力 設備投資、人材育成、研究開発など将来に向けた企業活動のデータに、日

経記者による評価を加えて総合的に評価 

 ところで、各社がその保有戦力を結集し 大限の効果を発揮させるためには共通理念

が必要であり、そこにもワンマン経営や創業家経営企業が高い評価を得ている理由があ

る。実際、日本国内においても、自社で製造から卸まで手掛ける「メーカーベンダー」

経営による臨機応変な商品展開を図ってきたアイリスオーヤマにしても、創業者の大山

健太郎社長の先見性に依存するところ大だと言える。 
したがって、場合によっては「株主を気にするあまり意思決定が遅れるおそれがあっ

た」として創業者である増田宗昭社長がＭＢＯによって上場を廃止しようとしているカ

ルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ）のような選択も視野に入れるべきだろう。 
ただし、再三述べるように、そうしたワンマンないし創業家経営には、高い技術・研

究開発力で「地場ベンチャーの星」とまで言われながら経営破綻した林原の例を挙げる

までもなく、同時に欠陥も存在する。その上、逆に多様性の中での迅速な判断が必要だ

からこそ、「成長の機会は世界中に広がっている。我々はより分権型の組織にならなく

てはならない」というＧＥのジェフ・イメルトＣＥＯの言葉も存在するのだ。 
ゆえに、「（両者の言い分を叶えるために）組織としての共通理念が必要だ」というト

ートロジーに陥ることなく、如何にしてそこから抜け出すかが経営者の才覚だというこ

とになる。その点、西田東芝会長が、日本経済に関して「これだけ大きな課題を一度に

解決する手立てはない。まず日本の（20 年、30 年を見据えた）国家ビジョンをはっき

りさせることだ」「個々の政策をバラバラに議論しても国としてトータルの力は発揮で

きない」としているのは一見識であるが、そう言いながら、なおそれと同じことが個々

の企業にも言えるということに言及していないことは不可解である。 
 この理念として挙げられるべきは、もちろん事業を始める動機という単純なものも含

まれるが、ゲイリー・ハメル、Ｃ・Ｋプラハラードが述べている「（顧客の目に見える

のは、利益の基礎となる企業の技術ではなくて、利益そのものなのである。）顧客はコ

ア・コンピタンスを見分ける 終審の判事である。何がコア・コンピタンスであるかを

見極めようとするならば、特定のスキルが顧客に認知される価値を十分に高めているか

どうかも絶えず自問しなければならない。・・・この製品、サービスの価値は何なんだ

ろうか。顧客は実際には何への対価としておカネを払っているのだろうか。なぜ顧客は
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ある製品とかサービスにはほかよりも多く、あるいは少なく支払おうとするのだろうか。

どの価値が顧客にとって も重要で、価格の決め手となっているのだろうか」（『コア・

コンピタンス経営』、p.325）という考え方が、マーケティング戦略構築前段階の理念を

固める際にも大切なことなのである。 

 さらに、野中名誉教授が「イノベーション」に関して述べている「イノベーションは、

理論から論理分析で「正しい」答えを導き出す演繹では起こらない。あくまで個別具体

の現実から出発し、間違っているかもしれないが新しい理論を打ち立てようとする帰納

的飛躍から始まるのである。・・・（現実からの飛躍を可能にする未来創造のビジョンを

創るために必要なのが、）第一に、思い込みを捨てて現実をあるがままに凝視し、その

背後にある文脈の意味、つまり関連性の本質をつかみ取る直観力と、第二に、その本質

に基づいて様々な関係性をどう変えていけば思い描く未来が創造できるかを考える構

想力、さらに第三に、不確かな未来に対してリスクを取る勇気である。・・・見過ごし

てしまえばどうということのない現実から大きな飛躍を導くヒントを得たという事例

はイノベーションには多い。創造とは一回性の中に普遍を見ることだという。・・・そ

うした「見えないものを見る」鋭い洞察力は、見ようとする強い目的意識と、専門的知

識の背景にある豊かな経験と教養によって形成される。・・・組織の内外の人を動かし

て知を総動員し、さらに顧客の心を動かさなければ、革新は起こらない。コトを言葉や

物語にし、さらにモノへと結実していく能力が実践知のリーダーには必要なのである」

（「経済教室」、2011 年）という考え方は、そのままこのマーケティング戦略にも当ては

まることである。 

身近な例としては、コマツの「主要部品は国内で作る」（野路社長）、「顧客とともに

改善する」（坂根正弘会長）、「借金に頼らず経営効率を高める」（藤塚主夫常務）という

のを挙げられよう。 
 また、先見的に日本企業が優位に立っていると信じられている技術にしても、海外向

けとなると必ずしもそうは受け止められていなかったり、そのままでは通用しないとい

うケースも少なくない。また、いくら「優れ」ていても、新興国の新規参入組の低価格

とか手厚い政府支援に勝つためには、それらを含めた総合的評価で上回るような商品設

計や販売戦略を採用する必要がある。そのためにも、己を知るべきことはもちろん、需

要国側の事情とか競争企業について常に目配りしておくことが求められる。 
 次に、先に挙げた環境変化ごとに、特に重視すべき点を取り上げ具体例によって論じ

ておく。ただし、ここでも前提として、柳井氏の言う「経営者は自分の理想を持つこと

が大事。その実現のためにまずトップが情熱を持ち、その情熱を社員、取引先、社会に

伝えていくことだ。本当に良い企業、良い商品、良い社員をつくりたいと心底思わない

限り、思いは伝わらない」ということを十分認識しておかなければならない。 
 後に、先に予告した「需要側からの視点」と「グローバリゼーション」に絞った戦

略について概説しておく。なお、こうした方向まで社内戦力を割くことが難しい企業に
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あっては、まさに両者の情報・能力を備えた日本の誇る総合商社と連携することを考え

てもいいだろう。実際、三菱商事や三井物産など多くの商社では、かつての総合卸の域

をはるかに逸脱して、コンサル、コーディネートから新事業開発さらには自ら積極的に

経営参加するといった方向に力を入れ、多種多様な分野で多数の企業と連携し始めてい

るところである。 

(2)生活者・消費者の自覚例としての需要側から見た戦略 

これまで供給側は、経済の急成長の下、そもそも「需要は作り出すものだ」というセ

ーのごとき解釈で経営していた。特に日本のメーカーは「いいものは売れるはずだ」と

いう経験則に基づく確信の下「品質を売り」として伸びてきたのだった。 
しかし、経済社会が成熟化して「需要は自然に生まれてくる」という成長期のような

発想では企業経営を維持できなくなり、その上、供給側も新興国その他の台頭による競

争激化、それも単なる「低価格を武器とした追上げ」ではなく、製品そのものや生産工

程などの成熟化により品質の差異がつけにくくなった今日にあっては、従来のような

「品質を売り」のみに傾斜した経営は持続性を失ってしまった。事実、海外進出した企

業の大半は今や「現地工場生産品の品質が日本製と同等かそれ以上になった」としてい

るし、ジェトロ調査でも「アジア市場では日本ブランドが苦戦」と伝えているところで

ある。その上、日本企業の「技術過信」は、必ずしも消費者が期待していない多機能化

による付加価値増大とか、いわゆる「ガラパゴス化」へと進み、結果としてグローバリ

ゼーションや消費節約志向の高まりの中での苦戦に陥る原因ともなった。 
こうした超競争市場にあって勝ち残るためには、単に「品質が良い」「安い」という

だけではなく、「顧客にいいもの（サービス）だと評価され」さらに「実際に買う気に

させる」もの（サービス）を＋αで提供しなければならない。換言すれば、売るべきも

のを「モノの価値」から「売ったモノを通じて実現するサービス総体の価値」へという

意識改革である。 
そうやってこそ、はじめてマーケティング戦略において重要な「ブランド」も確立さ

れるのだ。その中には、昨今の風潮に合わせ、東洋ボデーのように直接製品そのものと

は関係のない「環境配慮型企業」といった企業イメージの確立を図るといったものも含

まれるということに留意されたい。 
といって、それだけでは顧客の心を掴めないがもちろんである。その点、ヨネックス

の米山修一常務がサッカーの柏レイソルズとサプライヤー契約を結んだ理由を「新しい

経験が他分野で生きるかもしれない。ブランドの露出を考えての決断ではない」「（提供

製品を通じて）ヨネックスのものづくりに対する姿勢が理解されるはずだ」とし、柏側

が「ヨネックスが求めているのは商品への熱い支持だという話を聞いて、あらためてプ

ロクラブもそうあるべきだという思いに至った」という話など参考になろう。 
元々、日本的経営の真髄は「顧客への思いやり」すなわち「サービス精神」そのもの

にこそあったはずである。にもかかわらず、ブラウンＡＲＭ社長に「成功するには我々
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の顧客が成功しなければならない」などと逆に教わるようでは情けない話ではないか。 
その点、「私は「お客様は神様」という言葉が好きじゃない。お客様は一人ひとりの

人間です。お客様を個人として尊重して、心の通ったサービスを個別に提供する。・・・

厨房とサービスの風通しを良くして、お客様一人ひとりにとって 良の料理と接客とは

何かを議論してきました」という京都吉兆徳岡邦夫社長の言葉は、異業種ではあるが、

生産現場に顧客の気持ちを直接伝えることの重要性という意味で傾聴すべきであろう。 
また、顧客の目を惹きつけるためには、デザインも重視されなければならない。それ

も単に見栄えがいいというのではなく、「良いデザインは機能的にも優れている」とい

う意味でのグッドデザインの採択である。この点においても、「デザインは新資源であ

る」という温家宝首相の指導の下、中国ではデザイン産業の振興を国家戦略の一として

取り上げている。もっとも、これとて、かつての日本の産業政策に倣ったものなのだが。

いずれにしても、結果として工業デザイナー喜多俊之氏によれば「家電製品の品質では

日本は勝るがデザイン戦略では韓国が先を行く。同様に中国のデザインは５年で日本を

追い抜く」事態となっているにもかかわらず、日本の経営者の意識は「技術力重視のあ

まり、デザインを色や外観くらいにしか思っていない」状況にある。 
関連して付言すれば、従来は「中古品は安いからこそ買う」というイメージが強く、

中古品市場では専ら価格競争が展開されてきたが、 近では中古パソコンをおしゃれに

装いなおし他の店よりも 5000 円程度高く販売するデマンドスリーの人気が高いことか

らも分かるように、「高い安い」という基準そのものは供給側で決めるのではなく顧客

の方で決めるのだということに気がつくべきである。特に広く商品比較ができるように

なったネット社会においては、単なる価格競争は消耗戦を招くだけと知り、＋αの価値

にこそ活路を見出さなければならないのだ。 
さらに、価値観の多様化すなわち多価値化は、日本社会の成熟化だけではなく、次に

論ずるグローバリゼーションからももたらされるという意味で、 も重視すべき課題で

ある。また、そこから必然的に需要側の視点をより重視すべきだという結論が導き出さ

れる。すなわち、西岡三菱重工相談役が「（海外受注では契約内容を詰めることも大切

だが、）顧客の満足を得るまで製品改良に努めることが一番重要なのは、国や地域を問

わず共通している」（「わたしの履歴書」、2010 年）と指摘しているとおりである。 
しかし、この「顧客重視」と言うことは以前から言われていたにもかかわらず、その

実、誰しも、なかなか産業・企業側の視点から離れられないでいる。盛んに叫ばれてい

るイノベーションとかデファクト・スタンダードにしても、しょせん供給側のセンスに

すぎない。 
それでは、しょせん雨宮氏が指摘するように「消費者の心を揺さぶること」などでき

ない。多種多様な需要と無数の競合相手、さらにはネットによる情報の氾濫の中では、

これまでのような単に商品の良さを訴えたり、自分勝手な付加価値増大策としての「多

機能化」を図るだけでは市場で勝利を得られない。端的に言えば「ある商品を実際に開
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発するまでの過程」すなわちマーケティング戦略そのものが、顧客を魅きつけるだけの

力を持つということが大切なのである。 
そうすれば、資生堂が高級品市場で取った「市場シェアをとっていくより、私情をつ

かむ」というブランド戦略のように一定の成果を挙げられよう。 
その点、マーサ・ベハール氏の「統計や経済指標といった数字に惑わされるのではな

く、顧客の現実に目を向けることが重要だ。数字だけを重視して短期の成長に執着する

のではなく、長期でイノベーションを起こせる投資をすべきだ」「歴史が違う局面に入

り、ウィプロは 前列にいる。顧客の要望に合わせてビジネスモデルを変え、イノベー

ションへの投資と生産性向上で経済成長を促す」という言葉は拝聴に値しよう。 
端的に言えば、ラーメンフォークの考案者であるデザイナーの高橋正美氏が言うよう

に、「使う人のことを考えゼロからイメージすれば、おのずと誰もが使いやすい」もの

が生まれる。彼女の発想の原点である「点から線へ。線から面へ」同様、すべてを 小

単位に還元し、その上に必要性等から生ずるプラスアルファを付け加えていけば、真に

需要者が求めている何かが姿を現わしてくる。それこそ、ここで言う需要側から見た商

品・サービスにほかならない。 
なお、実際のマーケティング戦略構築に当たっては、内田教授の「事業連鎖の絵を描

く際に、２つの視点が重要になる。一つは事業連鎖の上流からモノを考えるのではなく、

消費者の側から事業連鎖をさかのぼることである（二つ目は、先に紹介した隣接領域を

見落とさないこと）。それによって、今現在は存在していても、消費者目線では不要な

ものや不満足なものが浮かび上がってくる。例えば、音楽を聴くのに絶対必要なのは実

はミュージシャンだけである。後はそれをどうやって消費者に到達させるかが事業にな

っているにすぎない」という言が参考になろう。 
そこから機械工業企業側も、従来のような「発注待ち」の姿勢から一歩踏み込んだ「将

来発生する需要の先取り」を考える必要が生ずる。具体的には、ＮＴＮがアジアにおけ

る高速鉄道網整備の動きを先取りして、フランス高速鉄道ＴＧＶに納入実績のある同国

軸受け大手のＮＴＮ－ＳＮＲを子会社化し、国内新幹線に実績のある自社製品と合わせ

て、日欧両勢力のいずれが受注しても対応できるようにしたというのが一例である。 

では、ここで取り上げるべき需要側の視点とはどんなものだろう？ 

それは、例えば、需要者側の使い勝手から見た、そのまま使えるもの（完成品）―あ

る程度手を加える必要があるもの（半製品）―使い手がすべてを行なうもの（原材料）、

あるいは、ニーズの性質から見た、基本的ニーズ充足型（生活必需物資・サービス）―

個人嗜好選択型（趣味等）―個人創出・参加型（ＤＩＹ等）などと分類できる視点がそ

の一つである。 
そうして見れば、販売方法にしても、従来の代理店等ルートではなく、顧客にとって

都合のいいルートを優先していくべきは当然である。その点、日野自動車が「現状では
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半額に近い」と白井芳夫社長の弁にある中国トラック・メーカーへ対抗するため、主要

部品の設計を世界で共通化し新工場でコスト削減を図るだけではなく、サービス工場併

設の販売店を増やしサービス網を整備しようというのは時宜に合っていると言える。 
また、多数の消費者から支持されている家電大手が、例えばヤマダ電機が三菱の電気

自動車アイ・ミーブとか太陽光発電装置を販売するほか、ケーズやエデイォンでも太陽

光発電装置を取り扱い始めたというのは、むしろ総合商社と比して取扱品目が少ないと

いうことでまだまだ拡充の余地が大きいと前向きに捉えるべきであろう。 
こうした需要側の視点から、現在の産業ないし商品・サービスを再点検してみると、

従来の産業分類では処理できない次際型産業（環境・バイオ等）とか既存の供給網では

掬えないもの（ニッチ）などの中に、多数の有望分野が潜んでいることが分かる。 
その点、顧客分析にしても、ほとんどの企業が自社製品ないし自社にシーズのある製

品や現在の顧客を前提として考えているようだ。それでは、トップクラスのマーケティ

ング戦略が生まれるわけがない。 
ところで、先行した東芝ライテックが 1 万円で売り出した発光ダイオード（ＬＥＤ）

電球に関してシャープが 4000 円の商品を引っさげて市場参入した話などは、たしかに

製造コスト＋利潤というメーカーの論理ではなく、「100 円の白熱電球に対して 40 倍の

寿命なのだから」という消費者目線で価格設定したことにはまちがいない。その点は、

新型プリウスを旧型より廉価に販売した時の「顧客が買いたいと思える価格を追求し

た」とするトヨタにも共通する。しかし、しょせん、それは既存のマーケティングの領

域に納まることであって真に需要側から見た話だとは言えない。なぜなら、これら製品

そのものの開発は、自社にすでにあった技術的シーズから出たものであって、消費者ニ

ーズそのものから出たものではないからである。むしろ、さらに廉価な 2500 円程度で

参入したアイリスオーヤマの消費者にとって身近な商品開発販売に取り組む姿勢、すな

わち「（少し年長ということで）消費の主役たる団塊の世代が次ぎに何を求めるかが分

かる。自分で「こうしたものがあればいいな」と思ったものを商品化すると買ってくれ

る」という大山健太郎同社社長の意識にこそ見習わなければならないし、それを単に模

倣するのではなく自らそうした身近な強みを見出すことが先決である。 
そこで、既存の産業分類を離れて、仮に需要側から見た産業分類を想定してみよう。

それが、小野提案の完成品―半製品―原材料、基本的ニーズ充足型―個人嗜好選択型―

個人創出・参加型さらには対産業向け―対公共機関向け―対事務所向け―対個人向けと

いう見方である。特に、あらゆる分野で需要のあるソフトやノウハウにおいては、こう

した認識が不可欠である。 
なお、こうした需要側の実態は、現在の統計類などからは把握できないが、必要情報

を得る手段としてのネットの発展によって、すでに十分条件は満たされていると言える。

また、供給側においても、ＩＴ技術の発達は、そうした個別需要すべてに対応する製品

開発を可能にしているだけではなく、ネットを通じての供給側の連携をも容易にしてお
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り、そうした面からも十分条件が満たされていると言えよう。 
ところで、こうした需要側の意識に立った時、次のような点を忘れてはならない。 

需要飽和 
上に述べたことから容易に気づくことは、需要飽和の原因も、すでに供給側が認識し

ている新製品を生み出す革新的技術の不在とか資源・環境制約だけではなく、需要者

個々人そのものの肉体の壁（肉体的需要飽和）→空間の壁（物理的需要飽和）→時間の

壁（時間的需要飽和）→欲望そのものの壁（精神的需要飽和、人間の能力的限界）など

という流れのあることである。 
だからこそ、近頃になって永年企業が製品差別化の手段として多用してきた多機能化

への反発が起き、思い切って単純化したノートパソコンすなわちネットブックや高齢者

向け携帯が出回るようになったのである。なお、そうした新製品は、何も需要飽和に達

した国内市場だけではなく、低所得途上国市場においても有望だということを忘れては

ならない。 

生活者目線 
需要者・消費者は、同時に生活者であるという、いわば当然のことも強く認識しなお

すことが求められる。そのためには、永らく日本企業が強みとしてきながら、近年とも

すれば薄れがちな現場回帰を徹底することも必要になる。これまで評価の高かった「市

場創出型」企業を目指すにしても、そうした認識無しには、これからの市場を創出する

ことなどできはしないのだ。 

多価値化 
需要側の意識を重視する時、先祖がえりのようだが、今一度思い出さなければならな

いのが多価値化そのものである。 

ａ 価値観が多様化するということは、同一商品であっても、個々人によってそれか

ら得られる効用に差異があるということであり、当然、伝統的「一物一価」は成立し

ないことになる。例えば、同じテレビでも、本来の見たい番組を見るという機能だけ

ではなく、かつての囲炉裏端に代わる家庭の団欒の場という意味もあるし、超大型画

面にはステイタス・シンボルとしての役割もある。すなわち、これまでの多くの工業

製品がそうであったような単なる機能性だけで売れるとは限らなくなるのだ。そうし

た分野は、従来の規格化された大量生産品の強みは消えうせる、ということは業界ト

ップを目指すというビジネスモデルも成立しないということを意味する。逆に、ネッ

ト社会では、個別対応可能な＝小回りの優位性、口コミ的ブランド力、個々にではな

く集合としての品揃えなどが有用になってこよう。その点、昨今一種の流行ともなっ

ている後発国市場向けの低価格・大量品ではなく、所得階層の二極分化の中でやはり

増大している金持階級を狙っての贅沢品を開発するのも一策である。例えば、京漆器
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老舗の象彦が彫刻家ミシェル・オディアール氏と組んで開発した彫刻の万年筆とかス

イス時計メーカーのヴァシュロン・コンスタンタンと組んで開発した蒔絵入り時計な

どは、その本来の機能性と掛け離れた高額商品であるにもかかわらず、市場からは圧

倒的な支持を得ている。 
ｂ これまで日本企業は専ら得意とする多機能化を軸として商品開発を進めてきたが、

それでは無数に存在する利用者側にとって不要な機能ばかりが肥大化することにな

り、すでに自ら発言するようになっている消費者を満足させられなくなってしまった

し、いわゆる「ガラパゴス化」によって世界市場からは取り残されることとなった。

逆に機能を削減することによってヒットした商品さえ目立つようになった。その典型

が主用途をネット検索やメールなどに絞ったネットブックの成功やインドのタタが

開発した小型車ナノである。なお、そうした視座からすれば、例えばネットの弊害と

本人所在確認の重要性の狭間で評価が分かれている学童用携帯電話について、ＧＳＰ

機能を付けた上で弊害の多いネット機能の無いポケベルの復活を試みたらどうかと

思われる。 
c 品質面でも、国民所得上昇とともに高品質・ブランド志向が強まっていたのが、こ

こにきて実用性を重視し、価格の安い規格外商品や非ブランド品で満足する消費者を

ターゲットとする店舗・企業が増えている。 
ｄ 反面、日本のみならず節約志向の強まった先進国でも未だ大多数の所得水準が低

い後発国でも、一点豪華主義の傾向が顕著に現れており、ぶっち切り的な高ブランド

形成に成功すれば当該分野を独占し合わせて高利益を得ることも可能だし、本物志向

に合わせて「こだわり族」を対象とするビジネスも起こっている。一例を挙げると、

東北新社阿部薫執行委員は、テレビコマーシャル製造に際して、いい画像を作るため、

ビル３階の窓の外に桜が映る画面を撮るため本物の桜の木を吊り上げるなど、とこと

ん関係者の要求にこだわることによって成功している。関連して、スイスの高級腕時

計ウブロのジャン・クロード・ビバーＣＥＯの「高級品市場では希少性も必要。“品

切れ”の演出だ。ウブロは年間の販売量を 初から決める。在庫があったとしても規

定の数量より多く売ることはない。顧客にとってすぐ手に入るものは高価であっても

高級感は得られない」という言なども参考になろう。 
ｅ 多価値化の流れの中にあっては、何もかも勝ち組を目指すのではなく、クヌッド

ストープ社長の「レゴブロックを楽しむには自分で考えて組み立てるという努力が必

要。こうした個性が強いほど、それを支持しない消費者も出てくる。しかし万人受け

する商品を作ろうとすると個性が薄まってしまい、中核の顧客を逃して競争力を失う

だけだ」という言葉にも耳を傾けるべきである。なぜなら、グッチの場合では、自社

のブランドに対する過信から、元々の高級皮革製品に低価格のキャンバス布製品を加

えただけではなく、時計、眼鏡、香水などにまでライセンスを与えた結果、一時的に

は売上げ増に寄与したものの、ブランド・イメージを傷つけてしまい、業績の悪化を



 94

招いたことがあるからである。 
f これまでのところ、マグドナルドやニンテンドーなどのように、移り気な消費者

をひきつけるため持続的に顧客を引き付けるための新商品を次々と投入することに

よって成功してきた企業もある。しかし、実は、この種の成功事例は、マイクロソフ

トなどにも共通するものであり、予め気をつけておく点も少なくない。すなわち、他

の追随を許さないアイデアが持続し、企業として順調に伸びている間はいいが、それ

が止まると一気に歯車が逆転する危険性がある。したがって、ある意味、自転車のよ

うに漕ぎ続けなければならない宿命を抱えていると言える。 
ｇ 一方、消費者参加型という意味では、むしろ消費者嗜好のアナログ回帰という側

面も見逃してはならない。といっても、単なるデジタル否定ではなく、生産性観点か

らの供給側のデジタル生産品を消費者嗜好に合わせてアナログ調にするというのも

一案である。具体的には、すでにパソコンでは当然視されつつある手書き文字入力、

カシオ計算機が開発したデジタルカメラで撮影した写真をネット上で絵画調に転換

するサービス、タカラトミーが開発したベーゴマの代版ベイブレートなどが参考にな

ろう。 

多様化 
上で「多機能化」の問題点として指摘したように、多様化は決してやみくもな追加・

拡充を意味しない。すなわち、その方向だけ見ても、一般に解されているような外側に

向かって追加・拡充していく「外延拡大」のほかに、すでに内部に存在するものを掘り

起こしていくというのが存在する。 
ａ 分かりやすくいえば、前者の「外延拡大」というのは、既存のものの上ないし外

側に積み重ねていくもので、自社内研究開発や M&A を通じた周辺部門への拡大によ

る多角化とか製品の多機能化による差別化などがそれに当たる。対して、後者の「内

包分割」というのは、既存のものの有する要素を分割してその生来有する多様性を見

出すもので、鉱石を精錬して金属・レアアースなどの有用成分を取り出すのがそれに

当たる。資源の乏しい日本としてみれば、特に後者によって取り出した有用成分を合

成すること（例えば合金・複合素材等）によって新たな付加価値を生み出すという方

向に新たな展望が開けてくる可能性が高い。実際、この分野では、システム技術やク

ロスカップリングなど日本は世界的に見ても優れた業績をすでに残しているところ

である。 
b こうした流れの中では、もはや「ジェネラリスト」「スペシャリスト」という分類

も無用としなければならない。なぜなら、特定分野でノーベル賞に輝いたような天才

の多くは、実は幅広い才能を有すジェネラリストでもあるからである。むしろ、多様

性ないし業際重視の時代にあっては、スペシャリスト同士のリンクや異種技術間のカ

ップリングが重要となるから、そうした専門的知識を理解しつつ他部門のスペシャリ

ストのみならず経営者等をも含めた門外漢に伝達する能力を合わせ持つ真のジェネ
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ラリスト（単なる「物知り」ではない）が必要となってくる。そこで「少子高齢化」

を逆手に取った戦略が浮かび上がってくる。なぜなら、多様性とか専門的知識を理解

しうるジェネラリストいう見地からすると、一度は組織をリタイアしたが豊富な経験

知とか熟練の技を有する高齢者の再登用が有用となるからである。なお、多様性の見

地から再登用されるべき熟年・高齢者は、そうした数を頼み現役時代に組織の中では

優遇されていた金太郎飴型優等生グループではなく、これまで優等生優遇組織の中で

むしろ不遇をかこってきた一匹狼的人材ということになる。 

価格破壊 
ａ 「デフレは大いに結構。賃金が上がらない中で、価格を下げて顧客に喜んでもら

っている」と嘯くのはニトリの似鳥昭雄社長である。同社は、単なる廉売ではなく、

損益分岐点引下げにより、収益を上げながらの値下げ攻勢をかけているところである。

このため、人件費の安いインドネシアやベトナムで家具工場を稼動させている。 
ｂ かつて価格破壊の代名詞のように言われていた 100 円ショップも、中国等海外調

達先の賃金上昇や技術向上に伴う調達先多様化によって、「安かろう悪かろう」から

の脱皮が進められ、300 円商品など多価格帯に活路を求めるようになった。 
ｃ ファーストリテイリング（ユニクログループ）などでは、990 円ジーンズ、2990
円の女性向けライダースジャケットなど低価格ではあるが品質的には遜色ない商品

の開発・販売戦略を強化している。このため、同社では、商品調達先を中国一極化し

ていたのを、バングラデシュに衣料品工場を新設するなど多極展開しはじめている。

また、それに対抗して、イオンが 880 円ジーンズを手掛けたほか、一部スーパーで

は 5000 円スーツ、一流デパートでも１万円スーツの販売を開始した。 
d 近になって、ファストファッションでスウェーデン系のＨ＆Ｍ（へネス・アンド・

モーリッツ）やスペイン系のＺＡＲＡなど、ユニクロで扱う日常衣料品ではなく、フ

ァッション衣料を低価格販売するところが日本国内に進出してきており、国内企業と

しても、そうした新しい業態の外資との競争激化は避けられない情勢にある。 

少子高齢化 
 昨今少子高齢化に伴う将来性ある分野として医療機器分野に進出する企業が増えて

いる。例えば、パナソニックヘルスケアが血糖値センサーの新工場を近く稼動させ、日

立メディコが超音波画像診断装置のアロカにＴＯＢをかけ、ソニーが内視鏡分野に乗り

出すと伝えられる。また、電子部品め精密機器関連の中小メーカーにおいても、デジタ

ル機器試作品メーカーのクロスエフェクトが心臓の三次元データによる模擬手術用模

型製作技術を開発し、液晶パネル検査装置メーカーの飛鳥電機製作所が足首の動きを数

値化する装置を開発し、電子部品加工の東成エレクトロビームが歯や背骨に埋め込むイ

ンプラントの加工を始めたりしている。 
たしかに、1990 年末と現時点での株式時価総額の増加率第一位がユニ・チャームに
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なるとか、技術面でも脳信号で動く装置が開発されるなど同分野が有望なことは論を待

たないが、こうした動きに釣られてこれから新しく進出するというのはよほど既存企業

に優越する「何か」を持たないかぎりリスキーだと思わなければならない。したがって、

同分野進出を考えるに当たっては、原点である少子高齢化そのものを見詰めなおすこと

が先決である。すなわち、直接的に進出するのとは別な方法の有無を検討することが先

決となる。 
 例えば、電機界の巨人ＧＥが日本で医療ＩＴを始めると伝えられているが、そこに次

のような商機があると考える。その第一はもちろん取引先としてのＧＥであるが、それ

以外にもＧＥが今後開拓してくれるはずの新しい市場や顧客層を狙い、同社と競合する

あるいは非競合の商品・サービスについてのマーケティング戦略を構築するのである。

逆から言えば、すでに同分野にある既存企業としては、単なる強力なライバル登場と捉

えるのではなく、むしろ補完・協業相手として再評価してみるということである。 
いずれにしても、とかく福祉政策面が強調され、経済的には負のイメージが濃い少子

高齢化であるが、単に育児や介護だけではない新しいビジネスチャンスも多数生まれて

いる。特に、高齢者の増大は、彼らをターゲットとした市場の拡大を引き起こしている。 

a 以前からあった商品の中で特に高齢者向けが売れているもの 
ⅰ 老眼鏡は、すでに全眼鏡市場の５割に達している。 
ⅱ 携帯電話では、機能の簡素化と文字盤を読みやすく大型化した高齢者仕様のも

のが出回りはじめている。 
ⅲ付言すれば、高齢化は何も日本国内だけではなく、広く世界全体で進展するとい

う認識を持つことも有用である。例えば、アクリル樹脂製義歯の国内トップメーカ

ー山八歯材工業では、すでに 90 年代に中国に進出しており、同国での製造本数が

１億本に達するとともに約 70 ヶ国に輸出しているところである。 
b 子どもが巣立った後の寂しさを紛らわしてくれるものとして、おしゃべりする人形

などが商品として売れており、おもちゃも高齢者向け市場に参入しはじめた。 

(3)グローバリゼーション 
現下のグローバリゼーションは、過去のような単なる欧米化ではない。すなわち、新

興国や途上国の台頭によって、これまで欧米主導で進められてきた統一・標準化とは違

った多様性ある世界が開けてきているのだ。逆に、そうでなければ、世界全体が均一的

な、換言すればエントロピーが極限に達した状態に陥り、後は死の世界を迎えるだけと

なる。 
 日本人は、そうした認識の下で、非欧米を出自とし、かつ、その非欧米を随所に残し

ながら、なお欧米型近代化に成功した唯一の先進大国として、これからの世界を主導し

ていくくらいの気概が求められる。また、ここでも、国・地域などによって消費者の嗜

好は大きく変わってくるから、前述した需要者・生活者の視点を重視すべきは当然であ
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る。 
 また、従来ともすれば技術面では常に先進国が優れているという前提で物事に取り組

む傾向が強かったが、近年では後発国で開発された製品を先進国市場に移入する「リバ

ース・イノベーション」も起きており、グローバリゼーションの流れがもはや全面的に

双方向性を持ち出していることも忘れてはなるまい。 

為替リスク 
ところで、輸出するにしても出て行くにしても、日本企業として生きていく上では為

替リスクへの対応が不可欠となる。 
例えば、東芝などは、すでに 2009 年 10 月に先を睨んで１ドル＝70 円を想定したス

トレステストを実施し、それに応じた売上げ、生産、調達のバランスを 適にするとい

う試みを行なっている（佐々木則夫社長談）。 
また、高度の技術を有し国際競争力さえ保持していれば、油圧式走行モーター世界一

のナブテスコのように、そもそも為替リスクが無い円建て決済を貫くことも可能となる。 
ただし、自動車産業内では、完成車メーカーが円高で苦闘し大手三社の 2011 年３月

期の利益率が平均 3.7％にとどまるのに対して、円建て取引主体の部品メーカーのそれ

は主要 35 社平均 5.8%に達しているが、それをもって部品メーカーの「円高抵抗力が強

い」と錯覚するのは間違いである。なるほど、部品メーカーがリーマン・ショック後の

合理化において完成車メーカーより先行したとか、取引先の多角化に努めた事実は認め

るとしても、いずれ完成車メーカーの円高対策が部品メーカーに波及しいっそうの納入

単価削減をと求められたり、発注先そのものをアジアの部品メーカーに取られるように

なるのは必定である。したがって、いつまでも円建てによる為替リスクを完成車によっ

て肩代わりしてもらうのではなく、為替変動に強い体質を自らが築いておくべきである。 
同様に、ドル建ての多い欧米よりも円建ての多いアジアとの取引を中心としている企

業は、今のところ円高の影響はさして受けていないと伝えられる。とはいえ、現下好調

と見えるアジア新興国にしても、アラブ 大の親米安定国とされそれだけ成長期待も大

きいエジプトで起きたと同様、その多くが内政上は民族・宗教問題から貧富格差さらに

は非民主的政治体制や不完全な市場経済など多数の問題を抱えている。そうした各国が

抱えている内政の不安が一度顕在化すると、円高は現地通貨にまで波及しかねないので

あり、油断することなくいつ再発するか分からないアジア危機ないし為替変動への目配

りを忘れるべきではない。 
いずれにしても、為替リスク回避を理由にやみくもに海外移転を図ることは、かつて

「円高はどんどん進む。法人税も高い。・・・海外移転は資本の論理からいって当然で

ある」（卯木肇アイワ社長：当時）として積極的に海外生産に取り組み、一時は多大な

業績を挙げて「円高対応の先駆者」とまで賞賛されながら、後に市場から消え去った反

面教師としてアイワの例に見るとおり、決して賢い選択とはいえない。すなわち、没落

したアイワには「デジタル家電の技術に通じた人材が数人しかいなかった」という事実
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からすれば、「技術やノウハウなど日本に残せるものはきちっと残したい」という三好

哲日立製作所副社長の言の方が正しいと言え、その上での円高対応あるいは海外移転な

のだということを忘れたのでは本末転倒になってしまおう。 

標準化 
 もちろん国際標準化をリードするという気概も重要である。 
 これまで多数の日本企業が「技術で勝っても市場で負ける」と皮肉を浴びてきたが、

それはかつて欧米企業が日本に追い抜かれる過程でも起きた現象にすぎない。当の欧米

企業の中には、そのまま衰退してしまったものばかりではなく、今でも通じるブランド

力を維持しつつ、むしろ新興ライバルを刺激とし共に市場を拡大しながらさらに発展を

遂げたところも少なくないのだ。 
そこで、携帯電話におけるいわゆる「ガラパゴス化」を反面教師として、「単に高い

技術力を持ったところで、国際標準化の流れに乗りそこなったのでは無意味だ」という

声とともに、「技術の囲い込みを排し自ら国際標準構築を目指すべきだ」という話が強

まっている。たしかに、グローバル化した市場では、国際標準から外れては競争に勝ち

残れないことは事実である。 
とはいえ、標準化は同時に「技術公開」や「部品共通化」を前提とするということも

忘れてはならない。技術を公開すれば、必ずや手厚い政府支援を受けた新興国をはじめ

とする後発企業の参入も容易にし直に追いつかれる危険性もそれだけ高まる。それだけ

副作用もあることに予め留意しておかなけばならないのだ。もっとも今のコンピュータ

解析能力からすれば技術流失を恐れていたら製品さえも輸出できなくなろう。 
その点では、「デジタルカメラやプリンターもブラックボックス化した技術が１つあ

れば中国、韓国メーカーは手を出せない。・・・今、韓国メーカーに負けるとは思わな

いが 10 年後はわからない。中国・韓国勢が追いついてくる前に一歩先を進んでいく」

という野路コマツ社長とか新興国企業の攻勢に対して「トラックは価格だけが勝負ではな

い。故障を少なくし保守体制を整備することが肝要」という日野自動車の姿勢などにも学

ぶべきである。 
中小機械工業企業の世界で見ても、「標準化」から離れて、非自動化行程などにおけ

るアナログ的な職人芸を承継し、基盤技術を単独ではなく企業集積としてネットワーク

化する、あるいは国内立地による納入速度の優位性などによって競争力を確保している

ところもあるのだ。 

アウトソーシング 
 グローバリゼーションは、オフショアのアウトソーシングを通じて国内の下請部品生

産構造の再編さらには抜本的変革をもたらしている。 
 すでに日揮重久代表が言うように「世界で戦うのに企業の国籍など気にしていられな

い」時代となっている。なぜなら、プラント業界は中東の石油精製プラント建設で韓国
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に連敗を喫しており、東洋エンジニアリング山田豊社長は「韓国のコストは日本より２

割低い」「（日本企業は）まだ好況期のぜい肉が落ちていない」としてコスト３割削減を

社内に言明しているほどだからである。そうした状況を受けて、日揮では編成したベト

ナム 大製油所建設プロジェクト「ギソン」応札チームは、千代田化工、仏テクニップ、

韓国ＳＫおよびＧＳという多国籍五社連合を組み、それによって日仏の経験と実績に韓

国の高いコスト競争力の組合せを実現しようとしているところである。 
 また、東芝も、次世代半導体開発に当たっては、国内材料メーカーだけではなく、イ

ンテルおよびサムスンと組んで国際的研究組織を立ち上げることとしている。 
 そう見れば、親企業部門でさえ多国籍の合従連衡が進んでいる今日、日本国内の下

請・部品機械工業企業が現状維持ないし仲間内だけでの再編成で済むわけがないと分か

ろう。 
反面、グローバリゼーションは、先にニフコの例で示したように、海外市場における

系列外からの受注機会の増大という商機をもたらしてもいることも忘れてはなるまい。

そうした中には、建材メーカー各社のように、今を好機と捉え本業で鍛えた技術を他分

野に転用して新規進出を図ろうとするものも出ているのだ。例えば、足場メーカーの岡

部は自動車バッテリー用部品工場を中国に、窓枠用樹脂メーカーのリケンテクノスは自

動車・自動二輪用成型プラスチック樹脂向上を中国・タイ・インドネシアの三国で、基

礎建材メーカーのネツレンは自動車のサスペンション用バネ材料を中国で、それぞれ建

設ないし増産する。 
また、すでにコスト削減策として採用されている完成品の生産委託により、パソコン

関連では受注側の台湾メーカーなどが大きく成長を遂げ、今では昔の発注元企業を飲み

込むまでになっていることにも注意を払う必要がある。もちろん、自社自身そうした形

での発展を求める方に入るのか、逆に飲み込まれる側になのかによって、その受け取り

方は違ってこようが。 
もっとも、柳井氏が指摘する日本の地理的優位性や整備された国内インフラ等を活か

せば、必ずしも日本国内生産がコスト的に不利だとも言えない。前述したように、納入

速度においては国内立地の方が優位性がある。事実、それを受けて、大田区では羽田空

港整備に合わせたハブ工場構想が検討されているところである。 
具体例としては、日本ＨＰ昭島事業所が価格競争の激しいパソコンを人件費の安い新

興国に対抗して生産し続けているところである。すなわち、清水直行所長が中国に生産

を移転しようとした本社に主張したように「人件費は中国の４倍だが、物流などを含め

た総コストは 15％安い」利点と、本社が世界中から安く調達する部品を使用すること

によって、低コストかつ短納期の生産システムを築き上げ、今では日本国内におけるシ

ェアをトップクラスの 18％超まで高まっているのだ。 
また、国内には地場産業に根差した伝統的技術の蓄積があり、それらを活用すること

によって国際競争力を保持するという戦略も時として有用だということにも留意され
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たい。例えば、セイコーエプサンは諏訪周辺に育った精密機械工業群を活かしてあくま

で地域で活動しようとしているし、精密機器の多摩精機は本社のある飯田市のみならず

八戸にも進出して地元企業の総力を糾合しつつ自社の有する 先端技術開発ノウハウ

を活かして活躍しているところである。 
同様に、かつて半導体回路露光装置世界一を誇っていたニコンの木村真琴社長が「（今

やオランダのＡＳＭＬの後塵を拝し、次世代ＥＵＶ装置の開発でも先行され、その背景

としてＡＳＭＬが外部企業と開発計画を共有、部品調達をオープンにしていることに関

して）同社の基幹部品モジュール化装置設計のコンセプト、研究開発資金投入方法、外

部コンソーシアムや大学との連携などに優れている点、ニコンの処理能力が甘かったこ

とは認めるが、コア技術のノウハウを守るために内製でいくニコンのやり方を変える気

はない」としているのは、結果がどう出るかは別として傾聴に値しよう。 
また、白物家電（冷蔵庫、洗濯機等）や黒物家電（デジタル家電）分野のみならず

先端の液晶パネルなどにおいて、国策的に寡占化を進めて競争力を増してきた韓国メー

カーに対抗するためには、業界再編が必要だという話があるが、何もすべてを正面から

対抗する必要はない。むしろ小回りを利かせて軽いパンチを連発するとか、思い切って

既存市場は韓国メーカーに任せるというくらいの発想があっていい。 
その点、片山幹雄シャープ社長が「（ボリュームゾーンであるテレビ用の中型液晶は

韓国・台湾メーカーに任せ）世界 大のガラス基板を使う堺工場の強みを生かせるテレ

ビ用の大型パネルと、技術で差別化できる中小型で勝負する。規模を追わないのは経営

理念でも明記しており、全サイズ通算のシェアは気にしない」としているのは、結果が

どう出るかはともかく、一見識あると評価すべきである。また、「縮み志向」という批

判はあるが、需要変動の大きい半導体メモリーから撤退し、安定成長が期待できる重電

系に経営資源を絞り込んだ三菱電機のいき方も一つの選択肢だと評価すべきである。 
一方、環境面からも、特に排出ガス抑制面からの要請によって開発・採用されつつあ

る新製品や新技術の中には、設計思想の大幅な変更によって、下請・部品生産構造ない

しアウトソーシングの根本的変化を求めるものも少なくない。 
例えば、電気自動車などは、従来のエンジン車と比較して必要とする部品そのものが

大幅に変わるばかりか、部品点数もはるかに少なくなるとされており、これまで自動車

メーカーにぶら下がってきた受注企業の大半は、そのままでは生き残れなくなると考え

られる。もっとも、かつて日産とプリンスが合併した際、プリンス系の下請・部品メー

カーが本田その他の系列に回って、その技術ないし品質向上に貢献し、そこから押し出

された下請・部品メーカーが（本体が自動車のように動かないだけ精度が低かった）工

作機械の受注に回って、それまで品質面から国際競争力が低かった日本の工作機械を今

日のように国際競争力のあるものにしたという歴史的事実をひも解けば、自動車で養っ

てきた技術を活かせる分野はこれからも広く存在すると考えられるから、必ずしも悲観

的となる必要もないが。 
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また、ハイブリッドカーとも共通する問題として、基幹部品であるリチウム電池をは

じめ、多数の部品が、これまでの労働集約的ないしロボット依存性の高い多品種少量生

産だったのに対して、むしろ規格化された量産品で装置産業的な生産に合うようになる。

このため、変革期においては、隙間を埋める形で恩恵に浴する中小メーカーも、落ち着

いてくると膨大な設備投資に耐えられる大手によって駆逐される恐れが強い。例えば、

すでに電池部品・材料向け投資では、ＮＥＣが総額 500 億円投入して本格参入し、三

菱ケミカルホールディングスも総額 300 億円をかけて増産すると伝えられる。したが

って、中小メーカーにあっては、常に大手には無い独自の技術を磨くとともに、友好的

な資金提供者を探すことも必要となる。 
さらに、そのリチウム電池そのものを見ても、トヨタは、パソコン用小型汎用電池を

束ねた電気自動車の開発で先行するテスラと提携する一方で、通常の自動車用電池の生

産を拡大し、さらには東富士研究所電池研究部で「全固体電池」の試作に成功したり、

金属空気電池の開発に取り組んでいるといった、保有する豊富な資金・人材をふんだん

に注ぎ込む全方位戦略を取っていることから分かるように、まだまだ勝ち組の姿が固ま

ってきてはいない状況にある。このことからも分かるように、トヨタならぬ限られた経

営資源しか有さない一般の機械工業企業にあっては、その虎の子の経営資源をいつどこ

に集中投下するかの判断が重要となってくる。 

海外進出 

 従来親企業に言われて、いわば道連れ進出していた機械工業分野の部品・下請企業も、

近では自ら能動的に進出するところが増えている。なお、その理由としては、当該企

業のコストダウン方策とか海外企業からの受注増大といった積極的なもの以外に、取引

関係における対等なパートナーシップの欠如すなわち親企業による一方的な値引き要

求が繰り返し行なわれていることなども含まれる。 

ただし、新興国や途上国への進出に当たっては、幾つかの工夫が求められる。なぜな

ら、アイワの例からも明らかなように、円高を単に海外移転だけで吸収しようとすれば、

円安に逆ブレした時に深刻な事態を招きかねないからである。 

といって、逆にその辺を臆病になりすぎても出遅れによるジリ貧に陥ることになりか

ねない。特に、インフラ整備の遅れをもって新興国や後発国への進出を躊躇する向きも

未だに強い。たしかにインフラ整備の立ち遅れが致命的となっている地域も少なくない

し、その点を軽視しての進出計画は蛮勇でしかない。とはいえ、 近になってそれら地

域のインフラ整備も急速に進んでいるほか、技術進歩によって 小限必要なインフラは

自前で用意可能となってきており、それらの動向を事前に把握して他案と比較検討する

ことが求められる。例えば、従来日本国内と比較してきめ細かさに欠けるとされてきた

物流部門などでも、その道の専門家である日本企業が相次いで進出・整備を図っており、

必ずしも隘路ではなくなってきている。 
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したがって、慎重にして大胆な展開という相反する二方面に向かうためには、例えば

従来「内需型」と看做されてきたゼネコンの中で海外売上高が四分の一を占めるまでに

至った五洋建設がシンガポールに焦点を合わせ実績を挙げた例が参考になろう。すなわ

ち、土地ごとに違ったリスクに対応しなければならない海外では成功例に惑わされて性

急に多方面展開することなく、まずは自社に合った地域での一点集中、五洋がしてきた

「エリアを絞って経験を積み、管理体制を改善して」いくことが肝要である。 

なお、ここで特筆しておくべき問題に、人口は多いが所得水準の低い途上国に向け

た単機能の低価格品を提供するＢＯＰ（ボトム・オブ・ピラミッド）ビジネスがある。 
例えば、インドで摂氏５度までしか冷やせない小型冷蔵庫「チョットクール」などで

ＢＯＰビジネスを成功させているゴドレジグループのアディ・ゴドレジ会長によれば

「同グループでは、インド人一般が所有する現金額に合わせて一個当たり単価 10 円か

ら数十円程度のものを中心に扱っているが、インド総人口の４割、４億７千万人以上の

顧客を抱えており、中国携帯 大手の中国移動通信の６億人に次いでいる」としている。 
また日本企業でも、三洋電機はインドネシアにおいて簡易井戸水浄化システムを販売、

ヤマハ発動機では 2000 年から東南アジア５か国で集落向けに汚れた川の水を安全な生

活用水に変える浄化装置を試験販売している。 
ところで、 近、日本企業がこうしたＢＯＰビジネスへの関心を示している背景には、

先進国市場の縮小が避けられないことを見越し、途上国市場での存在感を高める狙いや、

そこで重用される単機能ないし低価格品をいずれは節約志向の高まっている先進国に

も投入しようという思惑が挙げられる。例えば、日産では、タイで生産した乗用車を日

本国内に持ち込む予定である。ただし、途上国での事業展開にはリスクがつきまとうこ

と、コストの安い新興国企業に持続的に対抗できるかどうかを認識し続ける宿命を抱え

ていることなどにも留意する必要がある。 
また、そうした場合、日本企業の狙う先は、現地企業や韓国メーカーが価格優位を握

る本当のボトム対象商品ではなく、現地では中間層から富裕層に位置づけられる部分で

あることはもちろんである。 
すなわち、パナソニックでは「消費者の生活に入り込め」という大坪社長の号令下、

アジア各地で顧客の生活実態を把握するために家庭訪問を行なっているが、その目指す

ところは「安物ではないボリュームゾーン」ということで、同社が誇る品質は維持しつ

つ現地で必要とする 低機能に絞ってできるだけ価格を抑えるという戦略を練ってい

るとされる。 
また、日産以外の乗用車メーカーの動きを見ても、インドですでに地歩を築いている

スズキは現地企業タタの発売した約 27 万円と言われる低価格車「ナノ」に反撃すると

はいっても機能をそれほど落としていない「アルト」は約 58 万円だし、トヨタがイン

ドに新興国向け小型戦略車として投入する「エディオス」やホンダのアジア専用小型戦

略車「プリオ」も約 90 万円を予定しており、日本製と比して安いとは言っても現地で
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見れば高額品ばかりである。 
ところで、そうした組立てメーカーの戦略を可能にしている部品・素材の現地調達増

大は、当然、国内下請・部品再編さらには切り捨てとなるから、機械工業企業は自ら機

を見てその動きに対応すべく現地への進出とか他分野への転出を図ることが求められ

る。 
ところで、グローバリゼーションの中で重要な課題となっているのが、とかく日本企業

は遅れていると批判されがちな経営陣を含めた人材の国際化である。それは、海外の進出

先で従業員の意欲を高めるために必要なだけではなく、実は海外進出を図る国内企業その

ものにおいても必要性が増している。 
ただし、国内企業における外国人の登用は、日本的経営の長所や日本人社員のやる気を

殺ぐ危険性もあり、両刃の刃だと認識しておく必要がある。そこで、代わりに求められる

のが、国内人材の国際化である。この点では、サムスン電子が 20 年も前から世界中に社員

を派遣し地域専門家として養成してきたという例を挙げるまでもなく、国内企業もすでに

多数行なっているところであるが、ともすれば政官学界などでいまだに残る先進国志向に

よって、必ずしもそうした人材が国を挙げて活用されているとは言いがたいと認められる。 
といって、よく言われるところの「人材の現地化」にしても、幾つかの難題も抱えて

いる。 
もちろん、茅田泰三コマツ専務執行役員が、現地法人で事業が急拡大している中国に

ついて「中国人幹部候補生が不足している。経営の現地化が急務だ。・・・中国には日

中問題、ストライキなど様々な問題があるが、育成した現地のマネジメントで問題を解

決することが肝心だ」と言うように、いずれの国でもいつか現地人材の登用が必要とな

ってくる。とはいえ、同時に同氏は「日本企業である「コマツらしさ」を保ちつつ、経

営のトップは中国人にする」「中国には中国の伝統的な売り方、サービスの仕方がある。

それを（現地代理店には）忘れてもらって当社の方法でやってもらう」とも述べており、

全面的な現地化の弊害についても認識しなければならない。このため、同社では「日本

人駐在員も今年（2010 年）４月から倍増した」「資本は入っていないが、当社の現地法

人コマツ中国の代理店に対する立場は強い。指導したり、戦略を出したり、ファイナン

スツールを用意したり、教育したりしながら相互理解を深めている」のであり、現地化

による成果を得るためにはそれだけの努力・自信が欠かせないということなのだ。 
その上、西田東芝会長が述懐しているように「現地の人を使うと 初はいいが、５～

10 年たつと現地に任せきりになり、日本人でその国のことを分かる人がいなくなる」

という「現地化のジレンマ」が発生する。また、近藤史朗リコー社長が言うように「お

客様のニーズやカルチャーは世界の地域によって大きくことなる。それぞれに即応した

製品・サービスをいち早く提供できるよう、現地法人に高い自由度を与えているが、多

様化が行きすぎると膨大なコストがかかってしまう。またお客様の方でも経営のグロー

バル化は加速しており、全世界で均一のサービスを要求されるケースも多い」のである。 
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参考 成功事例とされる企業の概要 

 本文中で述べたように、世間一般で成功事例とされるものも、それぞれの企業ごとに

採用した戦略に大きな差異があるほか、社内にも多大な問題点を抱えている。したがっ

て、機械工業企業が自社のマーケティング戦略構築の参考とするに当たって 低限必要

とする対象企業そのものの実態について概要紹介しておく。 

デル（本文で詳述したので、ここでは企業史について概要紹介するととどめる） 

 デル・コンピュータ社（以下ではデル社と略記）の歴史は、1984 年に始まる。この

年の５月、テキサス大学の一人の学生（マイケル・デル）が 1,000 ドルの貯金を元手に、

ピーシーズ・リミテッドという名前のコンピュータの通信販売会社を設立したのが始ま

りである。1987 年に企業名をデル・コンピュータとした。デル社の躍進ぶりはめざま

しく、1999 年の全世界売上高でコンパックとＮｏ．１を争う地位を確保している。純

利益率も約８％（99 年１月期）という高い水準にある。米国デルの売上は、1992 年に

約 20 億ドルだったものが、99 年１月期には 182 億ドルと、わずか７年間で９倍に拡大

している。純利益では実に 14 倍に成長した。 

デル社は、世界３０カ国以上に現地法人を持ち、170 カ国以上で販売活動を行ってい

る。日本市場には、1993 年に本格的に参入した。 

このようなデル社の高業績・高成長を支えているのが、デルモデルといわれる経営方

式である。その内容は、ダイレクトモデル（直接販売＋受注生産（B TO O））とヴァー

チャル･インテグレーションと呼ばれるサプライチェーンマネジメントからなる。 

アップル インコーポレイテッド: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

略称 アップル 

本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州クパティーノ Infinite Loop, 1 

設立 1976 年 4 月 1 日 

事業内容 Macintosh・iPhone 開発・販売等 

代表者 スティーブ・ジョブズ（CEO） 

売上高 365.37 億 US ドル（2009 年度） 

総資産 362.65 億 US ドル（2009 年度） 

従業員数 正社員 約 35,000 名（2008 年 12 月時点） 

主要子会社 ファイルメーカー、アイチューンズ株式会社 
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アップル本社 

アップル (Apple Inc.) 社は、アメリカ合衆国カリフォルニア州クパティーノに本社を

置く、デジタル家電製品および同製品に関連するソフトウェア製品を設計・製造する多

国籍企業である。 

ハードウェア製品として、パーソナルコンピュータの Macintosh（Mac）シリーズ、

携帯音楽プレーヤーのiPodシリーズ、携帯電話のiPhone、タブレット型情報端末のiPad、

ソフトウェア製品としては、オペレーティングシステムの Mac OS X や、統合ソフトウ

ェアの iLife などの開発・販売を行っている。 

アップルは、直営の Apple Store（直営店およびオンラインストア）においてハード

ウェアとソフトウェアの販売を行っている他、iTunes Store では、音楽、オーディオ

ブック、ゲーム、ミュージックビデオ、テレビ番組、映画、と広範囲のデジタルコンテ

ンツのダウンロード販売を提供している。 現在の売り上げの半分以上を占めるのは創

業事業のパソコン部門ではなく、iPod を中心とした音楽事業であり、社名の変更もこ

のような事情を反映したものである。 

アップルは、専門の音楽・映画産業向けソフトウェア製品の大手の提供元でもある。

アップルのプロフェッショナルアプリケーションは、Aperture、Logic Studio、Final Cut 

Studio などがある。 

同社は、1977 年 1 月 3日に設立されて以来“Apple Computer, Inc.”を名乗ってい

たが、2007 年 1 月 9 日 （PST） に事業内容を反映させ、現社名の“Apple Inc.”に改

称した。 

 

沿革 

創業と Apple I  

Apple I 

1974 年、大学を中退しアタリの技師をしていたスティーブ・ジョブズとヒューレッ

ト・パッカードに勤務していたスティーブ・ウォズニアック（以下ウォズ）の 2 人は、

地元のコンピュータマニアの集まりであったホームブリュー・コンピュータ・クラブ

（「自家醸造」コンピュータ・クラブ）に参加するようになった。 

1975 年にインテルが i8080 をリリースすると、Altair（アルテア）8080 というコン

ピュータ・キットが早速発売されるようになり人気を博した。ウォズは、8080 より、

MC6800 の流れを汲む MOS テクノロジー社の MOS 6502 の方が安く、しかも簡易な回路の

コンピュータができると確信し、1975 年 10 月から半年間かけて設計、1976 年 3 月に

初のプロト機を完成させた。ホームブリュー・コンピュータ・クラブでデモを行った。

ジョブズは自分達で売る事を考えていたが、ウォズはヒューレット・パッカードの社員

であるが故に「開発した製品を見せなければならない」と上司にこの機械を見せるが断

られ、自分達で売り出すこととなった。 
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ジョブズは、マウンテンビューにあったコンピュータショップのバイトショップのオ

ーナーであったポール・テレルに基板を見せた。テレルは非常に強い興味を持ち、30

日以内に 50 台を納品できたら、現金で代金を支払うと提案する。ジョブズは愛車のワ

ーゲンバスを 1500 ドルで売り、ウォズはヒューレット・パッカードのプログラミング

電卓を 250 ドルで売り払い、100 台分の部品を集めた。さらにアタリで製図工をしてい

たロン・ウェインも株式 10%分の権利を持つことを条件として参加した。彼は Apple I

のマニュアルなどを作成する仕事に従事した。 

彼らは本格的に基板、マニュアルの製作にあたった。また、彼らの会社の名前はアッ

プルとなった。この名前の由来には諸説があって代表的なものだけでも、ジョブズがビ

ートルズを尊敬（ビートルズのレコード会社名がアップル） / 同じくジョブズがフル

ーツダイエットをしていた時期があって、そのころリンゴだけ食べればシャワーを浴び

る必要が無いと考えていたことから / リンゴは知恵の実で良いイメージ / 電話帳の

初のほうに掲載したかった（頭が A） / ほかにも多くの仮説・俗説があるが、いず

れも米 Apple 社の公式な説明ではないため真偽は定かではない。また 初に会社のロゴ

をデザインしたのはロンだという。 

1976 年 6 月に、バイトショップに Apple I を 50 台納品。666.66 ドルの価格がついた

が、あまり売れ行きが良くなかった。失望したロンは 10%の配当権を放棄する代わり、

800 ドルを受け取って会社を去る。しかし 8月を過ぎると売上は好転し、ジョブズとウ

ォズは昼夜時間を惜しんでApple Iを製造した。ロンはその後別な会社に勤めるなどし、

2010 年現在はネバダ州で年金生活を送っている。放棄した 10%の権利を 2010 年まで保

有していれば、200 億ドル以上の資産を得ていたはずだが、辞めたことに関しては後悔

していないという。 

アップルコンピュータ設立 

Apple I の 初の取引で、約 8,000 ドルの利益を手にした。Apple I を大量に作って

売ろうと考えたジョブズは、アタリ時代のボスであったノーラン・ブッシュネルに相談

する。ブッシュネルは、ベンチャーキャピタル会社を紹介するが、ジョブズの話に興味

を持てず、マイク・マークラを紹介した。マークラは、フェアチャイルドセミコンダク

ターとインテルのストックオプションで財を成し、若くして隠遁生活を送っていたが、

ジョブズの話に興味を持ち 1976 年 11 月にアップルに加わった。マークラは個人資産の

92,000 ドルを投資し、さらにバンク・オブ・アメリカから信用貸付枠を勝ち取った。

1977 年 1 月 3 日、3人はアップルコンピュータを法人化した。 

1977 年 5 月、ナショナル セミコンダクターからマイケル・スコットを引き抜き、彼

を社長の座につける。スコットはアップルをより組織的にするため、社員番号を入れた

社員証を発行した。社員番号 1 は、ウォズニアックに与えられたが、ジョブズはこれを

スコットに抗議する。しかし、社員番号 1 を与えればジョブズの放漫が増すと考えたス

コットはこれを拒んだ。ジョブズは結局、社員番号 0（振込先の銀行が 0番に対応して
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いなかったので実務上は 2）を手に入れることで妥協した。ちなみにマークラが 3 番、

スコットが 4 番の社員番号であった。 

これと前後してウォズニアックは、アップルに注力するためにヒューレット・パッカ

ードを退社。Apple I の再設計を開始した。処理能力の向上と外部ディスプレイへのカ

ラー表示、内部拡張スロット、内蔵キーボード、データ記録用カセットレコーダをもつ

Apple II をほとんど独力で開発し、1977 年 4 月に発表する。価格は 1,298 ドル。Apple 

II は爆発的に売れ、1980 年には設置台数で 10 万台、1984 年には設置ベースで 200 万

台を超え、莫大な利益をアップルにもたらした。Apple II 発売に際して Apple I を回

収、無償交換キャンペーンでバージョンアップ対応したため現存するものは少ない。 

1980 年にアップルは株式公開を果たし、750 万株を持っていたジョブズは 2億ドルを

超える資産を手に入れることになった。また、フォーチュン誌で長者番付に名を連ねた

唯一の 20 代（当時 25 歳）となり、コンピュータ業界の天才児としてもてはやされる事

となる。 

Lisa（リサ）と Macintosh（マッキントッシュ） 

Apple II の大成功は、青い巨人 （Big Blue） と呼ばれた IBM にパーソナルコンピ

ュータ市場への参入を決断させる。1981 年に IBM PC が発表されると、アップルは新聞

広告で“Welcome, IBM. Seriously”と挑発したが、Apple II は次第に IBM にシェアを

奪われ、新しい製品が待望されるようになった。 

前後して、1978 年にジョブズらが Apple II を打ち破る次世代パーソナルコンピュー

タの概念を練り上げるためのブレインストーミングが始まり、1979 年の秋に 2000 ドル

台のビジネス向けを念頭においた Lisa・プロジェクトが立ち上げられた。 

この頃、ジョブズは XEROX 社にアップルの株式と交換にパロアルト研究所の見学を申

し出る。XEROX の役員は特に意識していなかったのだが、現場の開発者からは「ジョブ

ズが来るということは盗用されてもおかしくない」という不満の声もあった。しかし、

結果的に見学の申し出は受け入れられ、1979 年の 11 月と 12 月の 2回に渡り見学が行

われた。先進的な Smalltalk で動く GUI を持ち、ビットマップディスプレイとマウスで

操作される Alto のデモにインスピレーションを得た。ジョブズは、Lisa にアルトと同

じ機能を持たせることを意図し、設計に過剰に介入をし始めた。ジョブズが Lisa・プ

ロジェクトを混乱させている原因と考えた社長のスコットは、1980 年の秋にジョブズ

に株式公開のための仕事を割り当てて、Lisa・プロジェクトのメンバーからジョブズを

外した。 

一方で 1979 年にアップルに入社したジェフ・ラスキンは、Apple II が一般の人々に

は複雑すぎると考えていた。マイク・マークラはラスキンに 500 ドル台のゲーム機（コ

ードネーム：アニー）の担当を打診したが、彼は 500 ドル台のパーソナルコンピュータ

の開発を提案し許可される。彼はカリフォルニア大学サンディエゴ校での教え子であっ

たビル・アトキンソンを雇い入れ、また Apple II のメンテナンス担当だったビュレル・
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スミスなど数人で1979年に Macintosh（マッキントッシュ） プロジェクトを開始する。

Macintosh は北米ではポピュラーな小型のリンゴの品種名（和名は「旭」 ただしリン

ゴの綴りは McIntosh、マックは Macintosh）である。 

Macintosh は Apple V または Apple 32 という商品名で 1981 年に 500 ドル程度（直ぐ

に 1000 ドル程度に変更）での販売を考えていた。これに対し、ジョブズはプロジェク

ト開始当初は開発に懐疑的で、反対の立場をとっていた。 

しかしジョブズは、Lisa プロジェクトから外されたいらだちもあってか、1981 年に

突如としてMacintoshプロジェクトに乗り出す。Macintoshではハード担当がジョブズ、

ソフト担当がラスキンとなり、取締役であったジョブズの働きで予算も開発メンバーも

増えた。ジョブズは、「海軍に入るより、海賊であれ」とメンバーを鼓舞し、この精神

に基づき Lisa・プロジェクトからメンバーや技術の引き抜きを行った。また Macintosh

プロジェクトのあった建物（テキサコ・タワー）の屋上にドクロの海賊旗を掲げさせた。 

ところが、Lisa を上回るものにしようとするジョブズがソフトに対しても介入を行

い、2人の対立は深刻化していく。結局 1982 年 3 月、ラスキンはアップルを去った。 

ジョブズは「Lisa の機能の 70%しかなくても、価格が Lisa の 20％であれば売れる」

と 70/20 の法則をメンバーに説いてまわった。また Macintosh にはシンプルな美しさが

必要だと考え、出来上がった基板パターンが美しくないという理由で却下してもいる。

このとき、「もし君が大工で美しいタンスを作っていたら、人の見えない部分に合板を

貼り合わせてごまかすようなまねはしないはずだ。」と喝破したという。 

また、同じく美しくないという理由で拡張スロットの採用を拒否し、フロッピーディ

スクドライブもイジェクトボタンはみすぼらしいという理由で、ソニーに現在にも通ず

るオートイジェクトのドライブを開発させ、採用した。マウス、GUI といったものだけ

でなく、視覚的にも動作的にも美しく分かりやすいものを採用した功績は大きい。 

Macintosh の開発は難航し、1984年 1月にようやくスーパーボウルの伝説の CM『1984』

とともにデビューを果たした。しかし、Apple II との互換性はまったくなく、当然対

応するサード・パーティのソフトもほとんどなかった。そこでアップルは、外部のソフ

ト会社にマック用のソフト開発を説得する職種であるエバンジェリスト（宣伝部）を作

り、ガイ・カワサキらを任命した。 

Macintosh の発売後、マークラはジョブズに干される形でアップルを去ったラスキン

に対し、敬意を表する形で Macintosh を送ったが、ラスキンがどういった感情を抱いた

かは不明である。 

社内ではそのような波乱が起きてはいたが、アップルは Macintosh という新たなパー

ソナルコンピュータを登場させることで、すべてのコンピュータ業界に新たな方向性を

示したのだった。 

そしてアップルは、Macintosh 向けにキヤノンと共同開発したレーザープリンターで

ある LaserWriter を登場させることで、コンピュータ上で描いた文字や絵を出力する際
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にドットの粗いディザを表示させることなく、奇麗なアウトラインで出力することを可

能にした。また、アルダス社（現アドビシステムズ）の開発したPageMakerと Macintosh、

レーザーライターを組み合わせることで、DTP という市場を創造した。現在でも DTP 用

途では Macintosh が多用されているのは、この 2つの製品による革命と、高価ではあっ

たがグラフィック処理にも耐え得るモトローラ製 CPU の採用に起因していると言える。 

ジョブズ追放 

1981 年、スコットは能力不足を理由にマークラに解雇される。暫定的にマークラが

社長の座についたが、ジョブズは（会長ではあったものの）自身の経営者としての資質

に疑問を抱き始めており、スコットの後任としてマーケティングに優れた社長となる人

物を連れてくる必要に迫られた。 

ジョブズは、ペプシコーラの事業担当社長をしていたジョン・スカリーに白羽の矢を

立て、18 か月に渡る引き抜き工作を行う。このとき、彼は「このまま一生、砂糖水を

売りつづけるのか、それとも世界を変えるチャンスをつかんでみる気はないのか？」（Do 

you want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to change 

the world?） などとスカリーを口説いた。 

1983 年ジョン・スカリーはアップルの社長の座に就く。ジョブズとの関係は「ダイ

ナミック・デュオ」と呼ばれるようになり、2 人の関係は常に良好だった。1984 年 1 月

には Macintosh のデビューに立ち会い、順調に経営が進行するように思われた。 

しかし、1984 年のクリスマスシーズンは、需要の予測を大きく誤り、Macintosh の過剰

在庫に悩まされることになった。この第 4 四半期で初の赤字を計上、従業員の 1/5 にあ

たる人数の削減を余儀なくされた。アップルの経営を混乱させているのはジョブズだと

考えるようになったスカリーは、1985 年 4 月に Macintosh 部門からの退任をジョブズ

に要求、取締役会もこれを承認した。 

スカリーはこれで穏便に済むと考えていたが、ジョブズはスカリーが中国に出張して

いる間に彼をアップルから追放することを画策した。このことはジャン＝ルイ・ガセー

により事前にスカリーに伝えられ、1985 年 5 月 24 日の取締役会でジョブズの画策をス

カリーが問い質し、他の取締役にスカリーとジョブズのどちらかを選ぶように告げた。

取締役のほとんどはスカリーを選び、ジョブズは 5月 31 日にアップルでの（会長職以

外の）すべての業務から外された。 

スカリーは「一番の大株主であり、会長でもあるのだから大人しく引退することを望

んでいた」と言うが、それに反するようにジョブズは当時所有していたアップルの株を

1 株だけ残して約 650 万株をすべて売却し、NeXT 社を創立した。それと同時にスカリー

宛てに郵送で辞職願を提出し、会長職も辞任した。 

Newton 

スカリーは、Macintosh 以外にアップルの柱となる製品が必要だと感じていた。スカ

リーはコンピュータの未来像として Knowledge Navigator というものを描いていた。こ
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れは、コンピュータがユーザの優秀な秘書をこなし、言葉や簡単なリモコン操作のみで

自由自在に操れるという物で、この後の予定を教えてくれたり、電話を取り次いだり家

に居ながら会議が行える。Apple は、ナレッジ・ナビゲータを仮想ではない近未来のコ

ンピュータとして提案した。 

一方、スティーブ・サコマンはガセーの許可を受け 1987 年頃には Newton とよばれる

PDA 開発のプロジェクトを開始していた。スカリーはこの Newton に自身のナレッジ・

ナビゲータを感じ取り、開発に力を入れるようになっていった。 

1990 年、スカリーは MacOS 互換機（後述）及びニュートンの方向性を巡ってガセー

と対立する事となる。ガセーを辞職させた後、スカリー自身は技術者でないのにも関ら

ずアップルの CTO （ 高技術責任者）に着任した。そして 1992 年、CPU に ARM を採用

し、ペンデバイスによる手書き認識などを実現した PDA、Newton Messagepad を発表し

た。 

初代 Messagepad はシャープと共同開発されたと言われており、シャープにとっては

後のザウルスのヒットへと繋がる事となる。世界初のPDAとなったMessagepadはNewton 

OS と言う独創的な OS を採用し、ペンデバイスで入力した文字をそのままテキスト文書

として保存が出来る事が特徴だった。それ以外にもフリーハンドで書いた文字や絵を保

存する作業をせずに電源を落としても、電源投入後にはそのままの文字や絵を表示させ

る事が出来、メモ帳（紙）にとって変わる新しいコンピュータの方向性を示した物と言

える。しかし、ビジネスとしては失敗した。 

低迷期と Macintosh 互換機  

ジョブズがアップルを去ったのに前後して、1985 年 6 月 25 日にスカリーとハード担

当責任者であったガセー宛に、マイクロソフトのビル・ゲイツから「AT&T やヒューレ

ット・パッカード、ソニーなど有力メーカーに Macintosh の OS をライセンスするべき

で、ゲイツ自身もその手助けを惜しまない」という内容のメールが送られた。ゲイツは

自社での OS 開発凍結も考えていたほど本気だったようだ。 

スカリーは OS ライセンスの可能性について調査を指示したが、ガセーを筆頭にした技

術陣からの猛反対を受けてこの提案は闇に葬られた。 

その後、パソコン用の 16 ビット CPU は逐次 32 ビットに移行していく。アップルの採

用したモトローラ系では MC68000、MC68020、MC68030、MC68040 と推移していく。モト

ローラの CPU は 初の MC68000 から、32 ビットへ容易に移行できるように設計されて

いた。 

アップルはライセンス違反をしているとして、マイクロソフトに対して GUI に対する

対価を求めて裁判を起こす。ジョブズが復帰（後述）する頃まで裁判は長引き、その時

点ではアップルに対して不利な裁定が下る事になる。しかしその数年前、ゼロックスが

アップルに対して同様の裁判を起こし、ゼロックスに対して不利な裁定が下っている事

も有り、熱心なマッキントッシュ・ユーザは複雑な心境を抱いていた。 
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アップルはマイクロソフトの Microsoft Windows に対して市場競争を模索する。これ

より 68000 系以外の CPU アーキテクチャへの移行である。その 1つ x86 系への移植プロ

ジェクトであるスタートレックが、1992 年頃に Novell の協力を得て開始される。しか

し計画は後述の PowerPC に専念するため中断され、日の目を見ることは無かった。 

1990 年、アップルはスカリーの後任として、アップルのヨーロッパ市場で実績を持

つマイケル・スピンドラーを社長に据える。スピンドラーは IBM と交渉し、同年アップ

ルは IBM とモトローラと組んで新しいパーソナルコンピュータのプラットフォーム開

発を発表した。IBM PC とマッキントッシュの経緯から、この共同開発発表は西海岸と

東海岸の巨頭同士の歴史的和解とも言われた。 

新しいPCは、CPUにRISCチップであるPowerPC、OSとしてTaligent（開発コード:Pink）、

アプリケーションとしてマルチメディア開発ツール・Script X とも呼ばれた「カレイ

ダ」からなる予定であった。 

技術者が休暇中に趣味で作り上げた 68000 系エミュレータの出来がよく、また

Taligent の開発は困難を極めたため、1994 年、PowerPC と 68LC040 エミュレータを搭

載し、従来の 68000 系のバイナリプログラムの動作も可能な Power Macintosh シリーズ

を発表する。それまでの上位機種であった Quadra をベースにしており、メモリに

72pinSIMM、拡張スロットバスに NuBus を採用する等、ハードウェアの互換性も計られ

ていた。しかし当時の Mac OS（Sysytem 7.1.1 や 7.5.2）はバグが多く、度々エラーや

フリーズを起こし、快適さと相反する不安定さも兼ね備えていた事実は否定出来ない。

Mac OS 7.6 までにはその不安定さは解消され、その後しだいに信頼性は向上したが、

Mac OS 9.2.2 に至るまで 100%の PowerPC コードで作られた OS とはならず、メモリ保護

もない脆弱さもそのままであった。これらの問題が完全に解消されたシステムは 2001

年の Mac OS X の登場まで待たねばならなかった。 

1994 年にアップルは、モトローラ、IBM などに Mac のライセンスを与え、互換機ライ

センスを開始する。1995 年にパワーコンピューティングとパイオニアが初の Mac OS 互

換機を発表すると、akia、UMAX、ラディウスなどが続々と参入した。しかし、PC/AT 互

換機からの市場奪還は進まず、互換機が Macintosh のシェアを浸食するという結果とな

った。 

1995 年後半になると、マイクロソフトは Windows 95 を販売開始する。Windows95 は、

Macintosh に似た GUI を搭載し、従来の MS-DOS 上の Windows 3.1 ではなし得なかった

デスクトップ環境とフォルダ管理の GUI 化を果たした。様々な面で DOS のしがらみを依

然として引きずっていた Windows 95 ではあるが、操作性が 3.1 以前に比べて大幅に向

上したことにより爆発的にヒットし、次期 OS である Copland の開発に手間取っていた

Macintosh の深刻な脅威となった。 
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アップル売却交渉 

後に公表される事となるが、サン・マイクロシステムズとは 1988 年ごろから合併交

渉を行っていた。1990 年には、ほぼ合意に達していたが、アップルが IBM とモトロー

ラとの提携を発表したことで白紙に戻ってしまった。その後も AT&T やコダックと交渉

を行うが企業風土の違いでまとまる事はなかった。 

ニュートンや政治（スカリーはビル・クリントンの大統領選挙応援に力を入れていた）

など、Macintosh に力を注いでいないスカリーの行為に、アップルの取締役会は、不信

の目を向けるようになった。1993 年に業績が大幅に悪化すると、1993 年 6 月 18 日、ス

トックオプションなど約1000万ドル相当の退職慰労金を手にスカリーはCEOを退任し、

アップルのヨーロッパ市場で功績を上げていたマイケル・スピンドラーが新たな CEO に

就任する。 

1993 年にスカリーの後任として CEO に就任したスピンドラーの仕事は、アップル本

社を高く売ることだったとも言われている。 

1994年は低価格 Macintosh の Performa シリーズを増産してクリスマスシーズンを迎

えたが、スピンドラーはこの需要予測を大きく外す事となる。リサーチ部門とセールス

部門、更には開発部門までもがそれぞれ大きく対立していた事と、市場では Power 

Macintosh 等のハイスペックマシンの需要が高かったにも関わらず、ロースペックで利

益率の悪い Performa の在庫が日に日に増えて行き、需要の高い Power Macintosh や

PowerBook が品薄状態で、生産が全くもって追いついていないと言う 悪の結果となっ

た。 

当時のアップルは内部のゴタゴタが余りにも多く、悲惨な状態であった。需要予測を

外した上に、スピンドラーの指示を誤解したセールス部門は、ただでさえ利益率の悪い

Performa を赤字でバラ撒いて売りさばいてしまった。それ以外にもさまざまな要因が

重なり、この四半期で赤字は 8000 万ドルに達した。 

その頃（1995 年）アップルはキヤノンと 1株 54 ドル 50 セントでの買収交渉を行う

が、キヤノンの社長が急死した事も重なり、 終的には実現する事はなかった。そして

アップルは再び IBM と交渉の場を持つが、IBM はロータス社を買収しサービスビジネス

に会社を方向転換の 中で、アップル買収にはお世辞にも前向きな姿勢とは言えなかっ

た。その上、IBM はどんな買収交渉であっても、結論を出すまでに途方も無い時間をか

ける事が通例で、交渉に入ってもまったく音沙汰が無いと言う事が多い企業である。 ど

んな形であってもアップルを売り出したい取締役連中は、その余りにも遅い IBM の動き

だけに目をとらわれてしまい、実際の IBM の過去の動向には全く気付いていなかった。

終的には IBM との交渉は決裂してしまい、その後にはフィリップスと 1株 36 ドルで

交渉を行うが、フィリップスの役員会であっさりと否決されてしまう。 

1996 年 1 月 23 日の株主総会で、アップル再建策としてマック互換機ライセンスビジ

ネスの加速と人員削減による提案を行うが、株主から辛辣な言葉を浴びせられる。総会
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後の取締役会でサン・マイクロシステムズのスコット・マクネリも参加して 後の買収

交渉（1988 年時とは異なりアップルが吸収される立場）が行われた。マクネリはアッ

プル 1株につき 23 ドルを譲らず、買収交渉は頓挫。その後の取締役会で、スピンドラ

ーは責任を取らされる形で CEO の座を下ろされた。 

マイク・マークラを筆頭とするアップルの取締役会はスピンドラーの後任として、か

つて倒産寸前だったナショナル セミコンダクターを再建し、アップルの社外取締役に

も就任していたギル・アメリオを CEO の座につけた。アメリオは後に、「当時の取締役

の（アメリオを除く）全員がアップルをどこに売り渡すかと言う事しか考えておらず、

アップルを再建する事はみじんも考えていなかった」と語っている。大の Macintosh フ

ァンでもあったアメリオは、アップルを売る事しか考えていなかった取締役のほとんど

に失望を覚え、アップル再建の道標となるべく一歩を踏み出した。 

Copland 

Macintosh の OS は、1984 年の出荷以降、System 7 まで大幅に強化改良されたものの、

基本的な部分はほとんど進化していなかった。1990 年代に入ると、マルチメディアや

ネットワークの時代を迎え、従来はミニコンや大型汎用機の OS の機能であったマルチ

タスク（プリエンプティブマルチタスク）、メモリプロテクション（メモリ保護）、仮

想メモリ、ネットワーク機能を備えた“モダン OS”が、次世代のパソコン用 OS に必要

だと考えられるようになった。 

System 7 が提供するマルチタスクも仮想メモリもあくまで擬似的な物で、モダン OS

にはほど遠く、継ぎ接ぎで機能を拡張した結果、動作が不安定になりやすいという欠陥

を抱えていた。いくら操作性や外観が良くとも、Mac OS は頻繁な強制再起動が強いら

れる不安定な OS としての評価を受ける事となってしまう。この問題を解決するために、

アップル社内では、幾度にも渡り新しい OS の作成が計画された。当時の System 7 の機

能を拡張してネットワーク機能や GUI を拡張する"Blue"計画は、System 7.5 としてリ

リースされたが、未来志向の“オブジェクト指向 OS”を作る“Pink”計画は、IBM も巻

き込んで別会社を作り開発し始めたが、要求仕様だけが膨らみ続け、道半ばで頓挫した。 

Pink OS の反省からやり直された新 OS が開発コード「Copland」で、System 7.x 系と互

換性を持たせつつ、革新的な GUI、暫定的なマルチタスク機能と暫定的に改良されたメ

モリ管理機能を提供し、メモリ 4MB の Mac Plus でも動作するほどコンパクト、という

ふれこみであった。さらに Copland の先には、モダン OS の条件を備えた、開発コード

「Gershwin」が予定されていると発表された。 

1996 年 5 月、アップルは「Worldwide Developers Conference で Copland を「Mac OS 

8」として発売する」と発表した。しかし、期待されていたベータ版の配布は行われず、

基調講演でアメリオが新しい Finder のデモを見せる程度で終わってしまった。この頃、

Copland は各モジュールがバラバラに開発されている状態で、OS として組み上げられな

いという悲惨なものであった。また、Gershwin は名前とコンセプトの触れ込みだけで、
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開発は全く手をつけられていなかった。この状況を調べ上げた CTO 兼副社長のエレン・

ハンコックは、Copland が完成する見込みがないと早々に判断を下した。IBM や Novell

の撤退で OpenDoc 計画も中止になり、Copland は次第に人々の記憶から消えていった。 

アメリオとハンコックは、Copland の開発中止を発表し、予定されていた Copland の

機能は、1 年ごとに「Tempo」「Allegro」「Sonata」（いずれも開発コード）として、

少しずつリリース、その合間にマイナーアップデートを提供すると発表、翌 1997 年 1

月に、「Mac OS」という呼称を初めて公式に採用した System7.5 のマイナーアップデー

ト版「Mac OS 7.6」が発売された。7.6 登場の前後、PowerPC による実質的なマッキン

トッシュ互換機のための仕様である CHRP が策定される。CHRP は、PowerPC を搭載する

マッキントッシュ上で Windows NT 等の IBM 互換機で動作する OSをネイティブに動かす

事が出来、以後の OS に対する方向性を打ち出した物だった。しかし、互換機に対する

抵抗感があるアップルは二の足を踏む事となり、1997 年に NeXT 社を買収したことによ

る Rhapsody（後述）の登場によって CHRP の存在意義が無くなってしまった。 

Copland 計画を白紙に戻したアメリオとハンコックは、次期 Mac OS となる新たな OS

を外部から調達する事を決定する。その中には マイクロソフトの Windows NT、サンマ

イクロシステムズの Solaris、IBM の OS/2、Be の BeOS を候補として、調査と交渉を行

った。なかでも BeOS こそ本命と噂されていた。 

1995 年、PowerPC 603 を 2 機搭載した BeBox を発表した Be 社は、1990 年にアップル

を追われた元ハードウェア担当社長のジャン＝ルイ・ガセーが創業した会社である。

BeOS は、コンパクトなオブジェクト指向の OS を目標とし、モダン OS としての条件を

すべて備え、マイクロカーネルによる高い移植性を維持しながらマルチタスク/マルチ

スレッドの高負荷時にカーネル・サーバ間に通信がボトルネックにならない、などの特

徴を持つ OS となる予定であった。音楽や動画関係に強く、かつ軽快に動作することを

目指した BeOS は、自社の BeBox を生産中止にした後、非常に短期間の間に

PowerMacintosh 用に移植され、その後 IBM 互換 PC 用にもこの BeOS を短期間で移植し

ている。 

1996 年中頃には、Be とアップルの買収交渉が本格的に始まった。ガセーは 1 億ドル

を要求したが、アップルは 5000 万ドルと見積もっていた。アメリオはこの BeOS に高い

関心を寄せていたが、BeOS は未完成で API が整備されておらず、BeOS を買収したとし

ても Mac OS として出荷できるようになるまでには数億ドルの投資と、数年にも渡る歳

月が必要だと見積もられていた。なかなか BeOS の売り込みが進まない Be 社は、BeOS

開発版である「BeOS PreviewRelease」を Mac 互換機を作っていたパワーコンピューテ

ィングにライセンスを行うなど、挑発的とも取れる行為を行うようになった。 

1996 年の 11 月頃、アップルが次期 OS を外部に求めているという話を知った NeXT 社

のエンジニアは、スティーブ・ジョブズに打診。公表されてはいなかったが NeXT はハ

ードウェアから撤退し創業以来初の黒字となっていたものの経営状態は良好とはいえ
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ず、ジョブズはこの話を受けてアップルとアメリオに対して OPENSTEP を売り込んだ。

ジョブズは 12 月上旬に、1985 年以来初めてアップル社内に入り、アメリオら首脳陣と

話し合いを行った。12 月 10 日には BeOS と OPENSTEP の比較プレゼンテーションが行わ

れたが、勝利を確信していたガセーがほとんど事前準備をしていなかったのに対し、周

到に準備をしたジョブズがカリスマ的なプレゼンテーションを行い、ガセーは敗れ去っ

た。12 月 20 日にアップルが NeXT 社を 4億ドルで買収することを発表し、次期 OS の基

盤技術として OPENSTEP を採用すると発表した。 

ジョブズ復帰 

1997 年 2 月に正式に NeXT 買収が成立し、アメリオの要請も有りジョブズはアップル

に非常勤顧問という形で復帰した。この時、アメリオからプレゼントされた 20 周年記

念 Macintosh（Spartacus）を窓から投げ捨てたという噂が真しやかに囁かれた（ちな

みにウォズにもこの記念すべき Macintosh がプレゼントされた）。 

アップルに復帰したジョブズは、取締役を巻き込み、アメリオを追放すべく策を企て

る事となる。7月にアメリオが辞任する事となるが、それ以前からジョブズは徐々に復

権していった。アメリオ辞任に伴い、取締役会はジョブズに CEO 就任を要請したが、彼

はこれを拒否し「責任がそれほど大きくない一時的なことであれば構わない」と言い、

暫定 CEO として就任する事になる。 

一方、アメリオによるリストラは、このころようやく成果を上げ始めていた。膨れ上

がった研究開発費は大鉈をふるわれ削減されていたし、複雑になっていた Mac のライン

ナップも整理されつつあった。低迷を続けていた Newton 事業を別会社に分離し、アッ

プル本体は Macintosh に集中できるようになった。1997 年 7 月にリリースされた「Mac 

OS 8」は、久々の大ヒットとなり、Mac ユーザーの間に広く受け入れられた。Copland

による革命的進化を諦め、Mac OS の漸進的改良を進めるという方針が功を奏してその

後の Mac OS の開発は順調に進み、1998 年には Mac OS 8.1 をはさんで Mac OS 8.5、1999

年には Mac OS 8.6、Mac OS 9 と、メジャーアップデートとマイナーアップデートが交

互に半年ごとにリリースされた。これらはアメリオによるプランをジョブズが踏襲した

ものである。 

ジョブズは、その思惑通りに事を進めて行く中で、士気を上げるため従業員のストッ

クオプションの引き下げを取締役会に提案した。しかし、取締役会がこれを否定すると、

ジョブズは取締役全員に辞任を迫った。結局、マイク・マークラを含む取締役陣は、そ

のほとんどが辞任する事となる。代わりに、オラクルのラリー・エリソン、インテュイ

ットのビル・キャンベルらを取締役に迎え入れ、取締役会はほぼジョブズ寄りのメンバ

ーに再構成された。 

ジョブズは 1997 年同年マイクロソフトと特許のクロスライセンスおよび業務提携を

結んだ（アメリオがビル・ゲイツと長らく交渉してきた中で頓挫した内容であった）。

アップルは Netscape Navigator に代わり Internet Explorer を標準ウェブブラウザと
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してバンドルする事と引き換えに、マイクロソフトは Microsoft Office を Macintosh

用により一層 適化させ、更に Macintosh 版とウィンドウズ版を同時リリースするとい

うことである。更にマイクロソフトはアップルに対し 1億 5000 万ドル以上と言われる

出資（額は非公表、議決権のない株式を発行）を行った。そしてボストンで行われた

1997 年の Macworld Conference & Expo では、ジョブズの基調講演の 中にゲイツがス

クリーン中に登場し、それらの提携を発表する事となる。歴史的和解とも取れるこのコ

ンピュータ業界の大物同士の両者の演出は、発表された提携内容よりも話題性の方が大

きく報道され、関心の深い者には良くも悪くも波紋を呼ぶ結果となった。 

かねてから開発が進んでいた PowerPC の新たな製品としては、低価格ながら従来のハ

イエンドチップを上回る性能を持つ PowerPC G3 を発表。モトローラと IBM、アップル

の共同開発で進められたこの次世代チップは、新たな Mac に搭載され、Power Macintosh 

G3 として発売される。また G3 の発表と並行して「赤字の元凶で共食い競争でしかない」

とされたMacintosh互換機メーカへの Mac OSライセンスを順次停止して行く事も決定。

そのうちの 1 社であるパワーコンピューティング社を買収し、アップル自身がオンライ

ン直販を行うことを決める。これが後に Apple Store として展開して行く事となる。 

1997 年 11 月には、分離された Newton 事業をアップルに戻す形で清算した。同じ頃、

アップルは“Think Different.” キャンペーンを大々的に開始する。この"Think 

Different."では各界の偉人・著名人を CM に起用し、アップル自身のイメージ転換戦略

が計られた。 

1998 年、PowerBook G3 を発表。複雑な曲線を多用した斬新なデザインは従来の

PowerBook と一線を画すものであり、ジョブズの製品に対する美意識が現れた初めての

製品として Mac ユーザーの関心を呼んだ。同時期にアップルのソフトウェア部門の別子

会社であったクラリスをファイルメーカー社と改名し、FileMaker の開発・販売に専念

させ、クラリスワークスに代表されるその他のアプリケーションの開発・販売権をアッ

プルに戻す決定もなされる。 

IMac 

ジョブズは 1998 年 5 月に、Worldwide Developers Conference で iMac を発表する。

この iMac はポリカーボネイト素材をベースに半透明（トランスルーセント）筐体を採

用した製品であった。このデザインは視覚的にも訴えかけていたが、ボンダイブルーな

る青緑のカラーリングにマスコミはこぞって賞賛を送る事になる（デザイン界では意見

は二分されたが、その年のグッドデザイン賞では金賞を獲得）。iMac の存在意義はそ

れだけでなく、単純明快なコンピュータである事を示すべく、それまでの SCSI インタ

ーフェイスや RS-422 シリアルポート、ADB などを廃止し、当時の PC/AT 互換機で採用

が始まっていた USB を新たに採用した。 

更に、ベージュや白だったコンピュータ業界を否定する様にトランスルーセントデザ

インを採用する事で、ジョブズはこの iMac にも似合う周辺機器が開発される事を見越
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しており、サードパーティ各社はこぞって新製品や現行品の改訂版として同様の半透明

素材を採用した製品を発表した。アップルは後にこの iMac のリビジョン改訂を行い、5

色になった iMac は"Candy"と名付けられ、色名も"ブルーベリー"、"タンジェリン"、"

ストロベリー"、"グレープ"、"ライム"の名称が与えられる。その後もカラーテーマを

替えて人目を惹き、それに付随する様にスロットローディングタイプの CD-ROM ドライ

ブを採用したり、Power Macintosh にしか与えられていなかった FireWire ポートを採

用する等でヒットを続け、iMacはアップルに久しぶりの大きな売り上げをもたらした。 

iMac の特徴はそれだけでなく、初代 Macintosh から続くコンパクトマックの特徴で

あった"取っ手"を復活させ、発表時には iMac の画面に"hello（again）"と表示させて

いた事も、アップルの原点回帰を印象付ける結果となった。（初代 Macintosh の発表時、

その画面に"hello"と表示されていたことをふまえている） 

Mac OS X  

Rhapsody がサードパーティーに受け入れられないと判断すると、Mac OS で用意され

ているAPIのうち、使用頻度の高い命令を抽出し、いくつかの新機能を加えたAPI Carbon

を Rhapsody に統合した新 OS、Mac OS X への移行が宣言される。Rhapsody は暫定的に

Mac OS X Server 1.0 としてリリースされ、PCI バスを持つ Power Macintosh で動作し

た。 

2000 年 9 月 13 日には、Mac OS X の初の公開版である Mac OS X Public Beta を発表、

日本国内では 3500 円で提供された。新たに Aqua を採用し、Mac OS X Server 1.0 とも

Mac OS とも全く異なる新しい外観を持っていた。 

2001 年 3 月 24 日、Mac OS X 初の公式リリースである Mac OS X v10.0 (Cheetah)が

発売される。G3 以降の Mac を動作対象にしており、OPENSTEP で評価が高かった開発環

境（Interface Builder・Project Builder）が標準で付属していた。Aqua は「Mac らし

さ」を重視して大きく改良されていたが、Mac OS 9 にあった機能が多く省かれており、

動作が非常に遅いという欠点があった。時を同じくしてアップルは、Macintosh を核に

様々なデジタル機器を連携させる「Digital Hub」という構想を打ち出した。 

2001 年 9 月 25 日、Mac OS X v10.1 (Puma)を公式リリース、Mac OS X v10.0 の登場

からわずか 7 か月での発売だった。10.0 からの無償アップグレードサービスが行われ

る。動作速度の問題が改善されたほか 10.0 に欠けていた様々な機能が追加され、実用

的に使える初めてのバージョンとなった。マイクロソフト、アドビなどから少しずつ対

応ソフトがリリースされ始め、先進的ユーザから受け入れられる。 

2002 年 8 月 24 日、Mac OS X v10.2 Jaguar がリリース。動作速度がより向上し、細

かい部分の使い勝手に多くの改良が施された。事実上、このバージョンが現在に続く

Mac OS X の完成型と言える。このバージョンから Mac OS X のみが起動する（Mac OS 9

をサポートしない）Macが販売され、少しずつ旧ユーザにも受け入れられたようである。 
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2003 年 10 月 24 日、Mac OS X v10.3 Panther が発売された。 iPod の売れ行きの好調

さ、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、無線 LAN 環境の普及により、パソコンの

「Digital Hub」化の流れが定着した。Mac OS X でも大手印刷会社への入稿受け入れが

整ったため、遅れていたデザイン、出版分野への導入が徐々に進み始める。またライセ

ンス使用料の追加がないクライアント無制限のMac OS X Server搭載の1UサーバXserve

導入とディスクレス NetBoot 機能が評価され、東京大学、東京女子大学に大量導入され

た。 

2005 年 4 月 29 日、Mac OS X v10.4 Tiger 発売。システム内部が大きく進化した。セ

キュリティ機能が充実し、あおぞら銀行、神戸大学に NetBoot 端末として iMac G5 が大

量導入された。 

2007 年 10 月 26 日に Mac OS X v10.5 Leopard がリリース。300 以上にも及ぶ新機能が

搭載された。iPhone のソフトウェア開発を優先させるため当初の予定から発売が延期

された。 

2009 年 8 月 28 日、Mac OS X v10.6 Snow Leopard が発売、Intel Mac のみをサポー

トした初のバージョンとなった。Finder・QuickTime が全面的に作り直されるなどシス

テム全般にわたるブラッシュアップが行われるメジャーアップデートながら、シングル

ユーザライセンスは米国で 29 ドル、日本では 3300 円と低価格で提供されている。 

iPod  

2001 年、それまで主流だったフラッシュメモリ型とは一線を画す、大容量ハードデ

ィスクドライブ型携帯音楽プレイヤーiPod を発売。当初は価格の高さにより売れ行き

を疑問視する声が少なくなかったが、直感的な高い操作性と、管理ソフト iTunes との

抜群の連携機能もあり、徐々に売上を伸ばす。 

当初は Mac 版しかなかった iPod であるが、後に Windows 版の iPod も発売される。そ

の後、Windows 用、Mac 用といった区分けはされなくなり、Windows 向け iTunes が提供

されたころからヒット商品となる。そして廉価版とも言える iPod mini を登場させた事

で爆発的にヒットする。 さらに2003年には、オンライン楽曲販売のiTunes Music Store

（現在の iTunes Store）を開始。2004 年には iPod をヒューレット・パッカードにライ

センスするなど、携帯音楽市場で、米国を中心に独占的な地位を確保するに至った。日

本でもウォークマンを圧倒し、2003 年以降一貫してデジタル携帯音楽プレーヤーのシ

ェア 1位となる。iPod mini の後継モデルとして iPod nano、またシャッフル再生とい

うコンセプトをメインに据えることにより低価格化とより一層の小型化を実現したフ

ラッシュメモリ型の iPod shuffle も発売され、人気を博している。 

iTunes Music Store は日本においては、2005 年 8 月 4 日より開始された。登録楽曲

数 100 万曲、1曲 150 円か 200 円という低価格で始まり、開始よりわずか 4 日で 100 万

曲ダウンロードを達成する。ポッドキャストと呼ばれる新しいデジタル配信媒体を構想

し、テレビよりも技術革新が進まないラジオのデジタル化に革新をもたらすことが期待
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されている。現在アップル社において も収益を上げている部門であり、Mac にもその

ハロー効果が及びはじめている。 

iPod が登場した当初は、現状のような大成功を収めると思っている関係者が多かっ

たわけではない。初期には価格の高さ、利用にはパソコンが必須となるコンセプトが理

解されなかったことにより、懐疑的な意見が多くあった。しかし 2001 年前後にアップ

ルが提唱していたコンセプト「デジタルハブ」(多くのデジタル機器の中心にパソコン

を据えるというコンセプト)構想が時宜を得て、iPod は携帯型音楽プレイヤーの代名詞

となった。 

iPhone  

2007 年 1 月 9 日、アップルは新製品 iPhone の紹介、同年 6 月 29 日米国での発売に

よりスマートフォン市場へ進出した。iPhone は高機能携帯電話+iPod+インターネット

端末と発表され、マルチタッチスクリーンなど先進的でユニークなデザインが話題を呼

び、世界的な話題となった。 

その後iPhoneの OSは Mac OS Xベースであることが公表され、2008年 6月には iPhone 

OS SDKが公開される。アップルにとってはNewton以来の実質的なPDAへの復帰である。

2008 年 6 月 9 日には、第三世代通信規格の UMTS、高速通信の HSDPA や A-GPS に対応し

た、iPhone 3G が発表された。 2009 年 6 月には iPhone 3GS、更には 2010 年 6 月には

iPhone 4 が発売され、世界的な人気が確立されている。 

iPad  

2010 年 1月 28 日、アップルは新製品 iPad を発表し、タブレット PC分野に進出した。

製品発表会において、スティーブジョブズは iPhone と MacBook の間となるものと位置

づけていると語った。 OS は、iPhoneOS を採用。マルチタッチスクリーンを採用してい

る。また、米国内で発売される当端末には iBooks が搭載され、iBookStore を開設し電

子書籍分野にも進出することを発表した。 

ロゴマー 

Apple が創業されたときのロゴマークは、ニュートンがリンゴの木に寄りかかって本

を読んでいるところをモチーフにした絵（ロン・ウェインのデザイン）であった。しか

しこれでは堅苦しいと考えたスティーブ・ジョブズは、レジス・マッケンナ社のアート

ディレクターロブ・ヤノフに新しいロゴマークのデザインを依頼する。ヤノフは、シン

プルな林檎の図案の右側に一かじりを加えた。「一かじり」を意味する “a bite” と

コンピュータの情報単位の “byte” をかけたのだという。 初はモノクロだったが、

ジョブズが、Apple II のカラー出力を印象づけるため、カラー化を指示し、6色の横縞

が追加された。横縞のないモノクロのロゴも、マニュアル、製品包装などの白黒の印刷

物に引き続き使用された。 

1997 年にジョブズが暫定 CEO として Apple に復帰すると、黒のボディに白抜きの大

きなアップルロゴを大胆にあしらった PowerBook G3 を発表。続いて発表された iMac で
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は従来のアップル製品に長らく採用されていた 6 色に塗りわけられたロゴは廃止され、

立体的にデザインされた単色ロゴを採用し、新生アップルを人々に強く印象づけた。

1999 年以降は、6色ロゴは全く使われなくなり、もっぱら単色（従来から使われていた

モノクロのロゴではなく、さまざまな色に塗られたもの）のロゴが使用されている。 

1985 年、芸術家でポップアートの旗手として有名なアンディ・ウォーホルは、Apple

とのコラボレーションにより6色アップルのMacintoshロゴマークをモチーフにした作

品「APPLE」を発表。晩年の代表作である。 

アップル対アップル訴訟 

英アップル社（Apple Corps）と「Apple」の名称およびロゴの使用を巡って裁判で争

ったことがあり、Apple Computer が音楽事業を行わないことで和解していたが、iPod や 

iTunes の登場によって契約違反として再度訴訟問題となった。この問題は、2007年に、

Apple Inc. が「Apple」に関連する商標権を保有し、Apple Corps がライセンスを得て

使用することで 終的に和解したが、金銭面等の詳細は明かされていない。 

CM 

コンピュータ企業には多い傾向だが、特にいわゆる Wintel に対して挑戦的な CM を製

作する。IBM がパソコン業界に参入したときは「Welcome!」と出迎え、ファイル名が 8.3

形式の文字の制限が緩和された Windows 95 の発売に対し広告で『C:\ONGRTLTN.W95』

（「congratulations Windows 95」を 8.3 形式で無理矢理表現したもの）と皮肉った祝

辞を送り、発熱量の多いインテルチップが高温で燃えるような CM も作っていた。 

そんな Apple の CM で、とりわけ話題になったものがある。それは、1984 年のスーパ

ーボウルの試合中に放送された。タイトルは、その名の通り「1984」。内容は、「1984

年 1 月 24 日、Apple 社は Macintosh を発表いたします。そして我々は、今年 1984 年が

小説『1984 年』に描かれているような年にならないということをお目にかけましょう

…」と言うもの、この CM は、映画「エイリアン」や「ブレードランナー」、「ブラッ

ク・レイン」などを手掛けた監督・リドリー・スコット作によるもので、ビッグ・ブラ

ザーなる独裁者を IBM に見立てており、闇を支配する独裁者を打ち砕くという内容だっ

た。センショーナルなこの CM は、数々の賞を総なめにし、これ以降の Apple の CM セン

スが確立されたとも言える。 

なお、この CM は前述で述べたように、スーパーボウルで 1 度だけ放映されたものだ

が、後に期間限定で蘇った。 

2006 年より、アメリカおよび欧州で、"I'm a Mac", "I'm a PC" の台詞から始まる、

"Get a Mac."と呼ばれる CM を放映している。それには、カジュアルな服装のスティー

ブ・ジョブズ似の青年（Mac）と背広にネクタイのビル・ゲイツ似の中年（PC）との 2

人のショートコント仕立てで、PC との比較広告を行う。他の国では、基本的に米国版

（フランス・ドイツ・イタリアでは各言語に吹き替えられている）を流しているが、日

本とイギリスでは別バージョンの CM を放映している。日本ではコンセプトを継承しつ
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つ、お笑い芸人ラーメンズ（Mac が小林賢太郎、PC が片桐仁）を起用したものとなり、

内容も異なる。この CM は十数編近くあるが、いずれも PC のウイルスに対する脅威（Mac

ではウイルスが無いような表現をしている）、マルチメディアへの弱みや「玄人向け」

イメージを痛烈に皮肉る内容である。 

また、iPod のシルエット CM も有名である。 

日本法人（1983 年 6 月 21 日設立） 詳細略 

1999 年 12 月 7 日、アップルは iMac や iBook の販売価格を小売店に指示したという

独占禁止法の違反容疑で公正取引委員会から立ち入り調査を受け、2000 年 10 月 3 日に

は独占禁止法違反の疑いで警告を受けている。 

サムスングループ サムスングループ（三星グループ・三星財閥とも）は、本文で紹

介したサムスン電子の親会社で大韓民国 大の財閥であるので、後に紹介する電子とは

別個に取り上げておく。 

: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

  設立 1938 年 

  業種 コングロマリット 

代表者 イ・スビン 

資本金 8975 億ウォン（2007 年 12 月末） 

売上高 1740 億ドル（2007 年 12 月末） 

純利益 139 億ドル（2007 年 12 月末） 

総資産 3020 億ドル（2007 年 12 月末） 

従業員数 263000 人（2007 年 12 月末） 

関係する人物 李秉喆（創業者） 

李健熙（二代目の会長） 

李在鎔（専務。李秉喆の孫で、李健熙の長男）

概要 

韓国の 大手の総合家電・電子部品・電子製品メーカーのサムスン電子を始め、総合

電子部品企業のサムスン電機、薄型パネルや電池製造のサムスン SDI、デジタルカメラ

や製造装置、軍事機器などを生産するサムスンテックウィン、造船やプラント生産のサ

ムスン重工業、商社事業と建設事業のサムスン物産、プロジェクトのマネージメントや

サービスなどのソリューションを提供するサムスンエンジニアリング、韓国 大の保険
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会社サムスン生命、など企業総数は 64。サムスングループの 2007 年の売上高は 174 億

ドル（約 21 兆円）。 

「韓国のロックフェラー」と呼ばれる李秉喆（早稲田大学中退）が創業し、三男李健

熙（早稲田大学卒業）が継承した。また、李秉喆の孫で、李健熙の長男である李在鎔（慶

應義塾大学大学院卒業）は現在サムスングループ専務を勤める。名実共に韓国を代表す

る企業であり、グループの市場価値は、韓国の上場企業全体の 2 割前後の価値を占めて

いる。サムスングループの経済状況は、韓国の経済に直接的な影響を及ぼすほどである。 

日本では東京に本社を置く日本サムスンを展開し、サムスン電子やコングロマリットで

あるサムスングループ内の企業の輸出入、及びサムスン関連事業を展開している。2007

年の売上高は 1兆 2062 億円（2007 年末基準）。また、サムスン横浜研究所や日本サム

スン大阪支店など複数の拠点を展開している。 

韓国の GDP において（サムスン）三星財閥に依存する割合が高く、現在韓国の GDP（国

内総生産）の 18％、輸出の 21％も占めている。 

歴史 

サムスンの設立 

李秉喆が早稲田大学中退後、馬山にて友人 2人と、1万円ずつ出資し、設立した協同

精米所の事業失敗後、1938 年 3 月 1 日に大邱で設立した三星商会が今日のサムスング

ループの始まりである。1948 年には三星物産公司が設立され、引き続き食べ物と着る

ものが不如意だった当時の状況に一番需要が高かった分野である砂糖と服地を生産す

る企業として、第一製糖と第一毛織が作られた。 

サムスンの成長  

サムスンは 60 余年間、時代時代に必要だった製糖、纎維、電子、航空及び機械、化

学、大型船舶製作、金融など多方面の事業を展開してきた。1993 年からは「新経営」

を宣言し量的成長から質的成長へと戦略を変更した。それによって、1999 年の 2.2 兆

ウォン（日本円で約 2500 億円）から 2004 年の 15 兆 7000 億ウォン（日本円で約 1兆

7000 億円）と収益が急増する結果となった。 

1998 年のアジア通貨危機  

1998 年の経済危機（アジア通貨危機）では、自動車生産をフランスのルノーに売却

し（ルノーサムスンとなる）撤退したが、打撃は比較的少なかった。 

企業名とロゴ  

原音では「サムソン」に近い発音である。日本でも当初は「サムソン」と読ませてい

たが、1998 年の日本法人統合（三星ジャパン、三星電子ジャパンなど、グループ 13 社

の現地事業所を 1社に集約）に合わせ、日本法人名・グループ名ともに漢字表記の「三

星」をやめ、カタカナの「サムスン」という表記に統一した。 当時「サムソン」と付

く社名がすでに複数日本国内に存在したため、英語表記をローマ字読みした「サムスン」

に落ち着いた。 
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サムスンの青い楕円のロゴマークは 1993 年から使用されている。その前は社名の通

り、三つの星が輝くロゴマークが使われていた。 

主な構成企業  

電子関連  

• サムスン電子 - 主要事業は、総合電機機器の生産。2008 年の単体売上高は 72

兆 9,530 億ウォン。 

• サムスン電機 - 主要事業は、総合電子部品の生産。2008年の売上高は4兆 2,845

億ウォン（2008 年末基準） 

• サムスン SDI - 主要事業は、太陽電池、燃料電池、電気自動車等輸送用バッテ

リー、電力貯蔵用大容量ストレージなどの製造。2008 年の売上高は 5 兆 3028

億ウォン。 

• サムスンモバイルディスプレイ - 主要事業は、AMOLED、中小型TFT-LCDの製造。

2008 年 9 月にサムスン SDI の中小型ディスプレイ部門が独立して設立され、

2009 年 1 月にはサムスン電子の中小型 TFT-LCD 部門と合弁。2008 年 9 月 5～

12 月 31 日の売上高は 5,242 億ウォン。2008 年度の総資産は 1兆 5,390 億ウォ

ン。 

• サムスンコーニング精密ガラス - 主要事業は、TFT-LCD 用ガラス基板、ITO タ

ーゲット、PDP フィルター、CRT ガラス 等。2008 年の売上高は 4兆 233 億ウ

ォン。 

• サムスン SDS - 主要事業は、IT 関連事業。2008 年の売上高は 2兆 5,194 億ウォ

ン（2008 年末基準） 

• サムスンテックウィン - 主要事業は、カメラ製造、製造装置の製造、軍事機器

製造、航空機部品の製造（機械関連と重複）。2008 年の売上高は 3兆 5,951

億ウォン。 

• サムスンネットワークス - 主要事業は、情報通信。2008年の売上高は2兆 5,194

億ウォン。 

• サムスンデジタルイメージング - 主要事業は、デジタルカメラ、光学カメラ、

光学レンズ、光学製品の製造。 

機械関連 

• サムスン重工業 - 主要事業は、造船や海洋プラント生産。 2008 年の売上高は

10 兆 6,644 億ウォン。 

• サムスンテックウィン - 主要事業は、製造装置の製造、軍事機器製造、航空機

部品の製造、カメラ製造。（電子関連と重複）2008 年の売上高は 3兆 5,951

億ウォン。 
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化学関連 

• サムスントタル - 主要事業は、合成樹脂、化成製品、石油製品を製造している。

2008 年の売上高は 5兆 2982 億ウォン。 

• サムスン石油化学 - 主要事業は、PTA（高純度テレフタル酸）などを生産する。

2008 年の売上高は 1兆 6000 億ウォン。 

• サムスン精密化学 - 主要事業は、電子化学素材、精密化学製品、一般化学製

品などを生産する。2008 年の売上高は 1兆 1309 億ウォン。 

• サムスン BP 化学 - 主要事業は、硝酸、H2、VAM などを生産する。2008 年の売

上高は 3433 億ウォン。 

金融保険関連 

• サムスン生命 - 主要事業は、生命保険と金融事業。2007 年の売上高は 23 兆

4000 億ウォン。 

• サムスン火災海上保険 - 主要事業は、損害保険、総合金融サービス。2006 年

の売上高は 18 兆 5116 億ウォン。 

• サムスン・カード - 主要事業は、クレジットカード事業、ローン、リース、各

種サービス。2008 年の総収入は 3兆 338 億ウォン。 

• サムスン証券 - 主要事業は、資産管理、仲介業務、引受及び諮問業務、金融商

品の販売 等。2008 年の売上高は 1兆 7,358 億ウォン。 

• サムスン投資信託運用 - 主要事業は、投資信託、ミューチュアルファンド運

用、投資相談サービス。2008 年の売上高は 754 億ウォン。 

• サムスン・ベンチャー投資 - 主要事業は、ベンチャー投資事業。2008 年の売

上高は 110 億ウォン。 

建設関連 

• サムスン物産 - 主要事業は、二大事業の商社部門と建設部門にわかれる。建設

部門では世界一の超高層ビルのブルジュ・ハリファの建設を、ベルギー 大の

建設会社の Besix(en)、アラブ首長国連邦の超高層ビルを得意とするアラブテ

ック社(en)の共同で行った。2008 年の売上高は 11 兆 8,116 億ウォン。 

その他分野 

• サムスン物産 インターネット貿易 

• サムスンエンジニアリング - 主要事業は、石油化学、精油ガス、産業設備、環

境事業。2007 年の売上高は 2兆 2689 億ウォン。 

• サムスン経済研究所 

• 第一毛織 - 主要事業は、トータルファッション、テキスタイル、ケミカル、電

子材料。2008 年の売上高は 3兆 7,278 億ウォン。 

• ホテル新羅 - 主要事業は、ホテル関連事業。2007 年の売上高は 4950 億ウォン。 
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• エスワン - 主要事業は、セキュリティー事業。韓国 大手の警備会社（セコム

と合弁で設立した会社）2008 年の売上高は 7,515 億ウォン。 

• 第一企画 - 主要事業は、広告代理店業、2007 年の売上高は 5146 億ウォン。 

• サムスンエバーランド - 主要事業は、レジャー関連事業。ソウル南方の京畿道

龍仁市にある遊園地。韓国のテーマパークで入場者数が一番多い。2007 年の

売上高は 1兆 4,567 億ウォン。 

• その他 三星ライオンズ、サムスン医療院、サムスン人力開発院、サムスン綜

合技術院、サムスン文化財団、サムスン福祉財団、湖巌財団、サムスン言論財

団、サムスン美術館 Leeum、湖巌美術館 

日本サムスン サムスングループ企業に関する事業。 

2007 年の売上高は 1兆 2062 億円。 

関連企業 

• ルノーサムスン自動車（旧・三星自動車。2020 年まで商標権使用許諾契約を結

んでいる。） 

• 中央日報 

• CJ（旧・第一製糖、1995 年頃まで三星グループの企業だった） 

• S-LCD（サムスン電子とソニーとの合弁で設立された液晶パネル製造会社） 

裏金疑惑その他 

2007 年 10 月 30 日の朝鮮日報の報道で、サムスングループの法務チーム長を 3年前

に退職したキム・ヨンチョル弁護士が「自分が知らない間に開設された銀行口座に 50

億ウォン（約 6億 3200 万円）を超える現金や株式が預けられていた」と証言し、同グ

ループが役員や従業員名義の借名口座を使って裏金をプールしている疑惑が浮上した。

キム弁護士はさらにサムスングループが 1 兆ウォン（約 1263 億 5932 万円）もの裏金を

プールし、その中から 2002 年の大統領選の資金を提供したり政治家や判事・検事など

に特別手当を支給するといったロビー工作を行っていたとも証言している。 

これを受けてハンナラ党は同年 11 月 15 日、捜査対象を盧武鉉大統領（当時）の選挙

資金や当選祝賀金にまで広げた、「サムスングループの裏金疑惑に関する特別検事任命

法案」を国会に提出し、23 日に韓国国会で大多数の賛成で可決成立された。盧武鉉大

統領は 27 日の記者会見で同法案を受け入れるとの方針を明らかにし、特別検事による

捜査が 2008 年初めから開始されることとなった。 

この韓国政府をも巻き込んだ裏金疑惑に対し、アメリカ・ニューズウィーク誌 12 月

2 日号は、「キム・ヨンチョル弁護士の暴露に端を発するサムスングループのスキャン

ダルが、“サムスン共和国”の解体だけにとどまらず、“大韓民国株式会社”の姿まで

もを変えようとしている」と報じた。 
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特別検事による捜査が進んだ 2008 年 4 月 17 日には李健熙会長ら幹部 10 人が背任、

脱税、証券取引法違反などの罪で在宅起訴された。これにより李健熙はその責任をとる

形でサムスン電子会長職を辞任することを表明し、経営の第一線を退くこととなった。 

しかし、その後の公判でソウル地裁は、脱税のみ有罪とし、懲役 3年、執行猶予 5年、

罰金 1100 億ウォン（約 114 億円）を言い渡した（同年 7月 16 日）。事件の核心となっ

た 2件の背任は 1件を無罪、残る 1 件は公訴時効が成立しているとして罪に問えないと

した。 

ところで、韓国の国家イメージ調査(2009 年度、国家ブランドマップ調査)によると、

日本企業と認識していた人は、アメリカが 42％、ヨーロッパが 27.7％。中国企業と認

識していた人は、アメリカが 17％、どこの国か分からないという人が 5.2％。韓国企業

だと認識していなかった人は、全体の 64％。韓国企業と認識していた人は 35．9％とな

り、韓国企業だと認識していた人はアジアが 80％だった。 

サムスン電子: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

Samsung Electronics Co., Ltd. 

市場情報 韓国証券取引所、ロンドン証券取引所、 
ルクセンブルク証券取引所 

本社所在地 韓国ソウル特別市瑞草区瑞草洞 1320 番地 

設立 1969 年 

業種 電気機器 

代表者 イ・ユンウ(副会長兼 CEO) 

資本金 8975 億ウォン（2007 年 12 月末） 

売上高 連結 136 兆 2900 億ウォン（2009 年） 
単体 89 兆 7700 億ウォン（2009 年） 

営業利益 連結 10 兆 9200 億ウォン（2009 年） 
単体 6兆 3000 億ウォン（2009 年） 

純利益 連結 9兆 6000 億ウォン（2009 年） 
単体 9兆 6490 億ウォン（2009 年） 

総資産 10 兆 5301 億ウォン（2008 年）[3] 

従業員数 連結：20 万人弱（2007 年） 
単体：15 万人（2007 年） 

関係する人物 ユン・ジョンヨン（前、副会長兼 CEO） 
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サムスン電子（サムスンでんし）は韓国 大手の総合家電・電子部品・電子製品メー

カーで、サムスングループの中核企業である。韓国 大の企業であり、世界 大級の電

機メーカーである。 

 

概要 

サムスン電子は世界各地に56生産法人・130販売法人を展開する多国籍企業である。 

特に大きな世界シェアを持つ製品は薄型テレビ、液晶パネル、半導体（DRAM、フラッ

シュメモリ）、携帯電話、デジカメ、ビデオカメラ、液晶ディスプレイ、プリンター、

HDD、SSD、有機 EL、白物家電、ホームシアターなどである。 2008 年は 21 の製品分野

で世界シェア 1位であり、60 以上の製品で世界的なマーケット供給者である。 

名実共に、韓国を代表する企業であり、韓国の経済の代表角として、ライバル企業の

LG エレクトロニクス等共に、国策企業として政治経済ともに韓国内で大きな位置を占

めている。 

2003 年にはサムスン電子の年間純利益が 100 億ドルを突破し、世界で 9番目、製造

業ではトヨタ自動車に次ぐ 2番目の純利益 100 億ドル企業になった。 2009 年には売上

高が 1168 億ドルを突破し、世界 大の電機メーカーになる事が確定的となった。 

時価総額は 2010 年 4 月現在、126 兆ウォン（約 10 兆 5千億円）である。 

サムスン電子は 90 年代から半導体で得た莫大な利益を元に迅速な経営判断と集中投

資をし、次世代産業であった LCD 事業や携帯電話事業に大規模な投資を行い、今では

LCD 分野の売上高と販売数量で世界シェア 1位へと成長し、携帯電話も世界シェア 2位

へと成長した。 

2000 年代の初期から徹底したデザイン重視の製品開発と、安価、品質、徹底的なマ

ーケティング戦略、大規模なコマーシャル活動で世界のエレクトロニクス製品市場で急

激にシェアを伸ばす事になった。現在、日本以外の海外では一流メーカーという認識で

通っている。 

サムスングループ内には、総合電子部品メーカーのサムスン電機、デジタルカメラや

製造装置や軍事機器などを生産するサムスンテックウィン、薄型テレビ用パネルや二次

電池などを生産するサムスン SDI など数多くの関連企業を保有している。またソニーと

サムスン電子は合弁で液晶パネルを製造する S-LCD を韓国の忠清南道牙山市、湯井地区

に設立しており、第 8世代パネルを生産する。 

評価  

• 米国フォーチュン誌が発表する 2009 年フォーチュン・グローバル 500 では売上

高ランキングで世界 40 位（参考：日立 52 位、LG69 位、パナソニック 79 位、

ソニー81 位） 
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• 英国フィナンシャル・タイムズ紙が発表する世界の企業の時価総額をランキン

グする 2009 年フィナンシャル・タイムズ・グローバル 500 では世界 51 位（参

考：パナソニック 156 位、ソニー231 位、東芝 圏外、日立 圏外） 

• 米国フォーブス誌が発表する売上高、利益、資産、時価総額の 4 つの要素を基

にランキングしている2009年フォーブス・グローバル2000では世界47位（参

考：ソニー82 位、パナソニック 89 位） 

• 米国ビジネスウィーク誌が発表する世界の企業のブランド価値をランキングし

た 2009 年ビジネスウィーク・トップブランド・ベスト 100 では世界 19 位（参

考：ソニー29 位、パナソニック 75 位） 

代表的な製品 

○ 薄型テレビ 薄型テレビの販売台数と売上高は世界 1位であり、液晶テレビは北米

市場やヨーロッパ市場などでシェア 1位である。サムスン電子のテレビ事業の売上高

は 2006 年に 10 兆ウォンだったものが 2008 年には 244 億ドルを突破している。 

○ 液晶パネル 2008 年、世界の液晶パネルの出荷台数・売上高・生産面積それぞれ世

界シェア 1位である[11]。 

○ 液晶モニター 2008 年、世界の液晶モニターの販売台数 1位、金額ベースでも世界

シェア 1 位である。 

○ 半導体 DRAM やフラッシュメモリ SSD、MCP、システム LSI チップ、モバイル向け

半導体など多種多様な半導体を生産している。 DRAM と NAND 型フラッシュメモリの

世界シェアは長年 1 位である。 世界の半導体メーカー売上高ランキングは 2002 年か

らインテルに次いで2位の座を8年間維持している。サムスン電子の半導体はiPhone、

iPod、iPad、PSP、wii、PS3、Xbox360 などにも搭載されている。 

○ デジタルカメラ サムスンのデジタルカメラ世界シェアは、2005 年は 9位。2006 年

は 5位。2007 年は 3 位である。2010 年にはレンズ交換式のミラーレスデジタル一眼

NX10 を世界各国で発売した。日本のペンタックスとサムスンは銀塩カメラ時代から

技術交流がある。2005 年 10 月にはペンタックスとサムスンテックウィンは一眼レフ

カメラ分野で共同開発を発表した。 2006 年 10 月にはサムスン初となるデジタル一

眼レフカメラ GX-10 を発売した。 またペンタックスが HOYA に吸収合併された後もペ

ンタックスはサムスンと共同開発で提携を続けている。 

○ デジタルビデオカメラ 2007 年の世界シェアは 5位。 

○ 携帯電話 携帯電話は世界シェアは長年 2 位である。2009 年アメリカやイギリスや

フランスなどの国で市場シェア 1位である。2009 年は全世界で 2億 2700 万台の携帯

電話を販売した。 2010年 3月にはハイスペック・スマートフォン Galaxy S（GT-I9000）

を発表した。日本では成功しているとはいえない携帯電話事業の切り札として本製品

を 2010 年 10 月より NTT ドコモより GALAXY S（SC-02B）として投入する。 
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○ プリンター/複合機 2007年からプリンター/複合機事業についても中核事業とした。 

世界プリンター市場ではカラーレーザージェットの販売額は8対2の割合でインク

ジェットよりレーザージェットがリードしている。 2007 年のレーザ方式のプリン

ター/複合機の出荷台数の世界シェアは 2位。2006 年の出荷台数の世界シェアは 9

位。 

○ ホームシアター 北米市場でシェア 1位、ヨーロッパ市場でシェア 1 位である。 

○ ブルーレイディスクプレイヤー 北米市場でシェア 1 位である。 

 

実績 

 研究開発費（単体） 設備投資費（連結） 米国特許取得件数 

2009 年   2 位 

2008 年 6 兆 9000 億ウォン 1 兆 1500 億円 2 位 

2007 年 63 億ドル 90 億ドル 2 位 

2006 年 60 億ドル 108 億ドル 2 位 

2005 年 53 億ドル 99 億ドル 5 位 

2004 年 46 億ドル 74 億ドル 6 位 

2003 年 29 億ドル 56 億ドル 9 位 

2002 年 24 億ドル 35 億ドル 11 位 

2001 年 18 億ドル 31 億ドル 5 位 

決算 

連結業績の推移 (金額はウォン表示) 

 連結売上高 連結営業利益 連結純利益

2009 年 138 兆 9940 億₩ 11 兆 5780 億₩ 9 兆 6500 億₩

2008 年 121 兆 2940 億₩ 6 兆 0320 億₩ 3 兆 0550 億₩

2007 年 98 兆 5080 億₩ 8 兆 9730 億₩ 7 兆 0530 億₩

2006 年 85 兆 4256 億₩ 9 兆 0080 億₩ 5 兆 9620 億₩

2005 年 80 兆 6295 億₩ 7 兆 5750 億₩ 10 兆 7900 億₩

2004 年 81 兆 9600 億₩ 11 兆 7610 億₩ 7 兆 6400 億₩

2003 年 64 兆 8200 億₩ 6 兆 2960 億₩ 7 兆 9260 億₩

2002 年 58 兆 4000 億₩ 9 兆 2460 億₩ 7 兆 4210 億₩
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2001 年 46 兆 4400 億₩ 3 兆 9510 億₩ 5 兆 5526 億₩

2000 年 43 兆 5280 億₩ 9 兆 0600 億₩ 6 兆 0030 億₩

1999 年 32 兆 0880 億₩ 5 兆 3890 億₩ 3 兆 1750 億₩

1998 年 25 兆 7720 億₩ 2 兆 8660 億₩ -362 億₩ 

1997 年 22 兆 6820 億₩ 2 兆 3220 億₩ -610 億₩ 

 

単体業績の推移 (金額はウォン表示) 

 単体売上高 単体営業利益 単体純利益

2009 年 89 兆 7730 億₩ 6 兆 3490 億₩ 9 兆 6490 億₩

2008 年 72 兆 9530 億₩ 4 兆 1340 億₩ 5 兆 5260 億₩

2007 年 63 兆 1760 億₩ 5 兆 9430 億₩ 7 兆 4250 億₩

2006 年 58 兆 9700 億₩ 6 兆 9340 億₩ 7 兆 9300 億₩

2005 年 57 兆 4600 億₩ 8 兆 0600 億₩ 7 兆 6400 億₩

2004 年 57 兆 6324 億₩ 12 兆 0170 億₩ 10 兆 7867 億₩

2003 年 43 兆 5800 億₩ 7 兆 1930 億₩ 5 兆 9600 億₩

2002 年 40 兆 5115 億₩ 7 兆 2450 億₩ 7 兆 0518 億₩

2001 年 32 兆 3804 億₩ 2 兆 2950 億₩ 2 兆 9400 億₩

2000 年 34 兆 2800 億₩ 7 兆 4350 億₩ 6 兆 0100 億₩

1999 年 26 兆 1180 億₩ 4 兆 4820 億₩ 3 兆 1700 億₩

1998 年 20 兆 0840 億₩ 3 兆 1000 億₩ 313 億₩ 

1997 年 18 兆 4650 億₩ 2 兆 8560 億₩ 124 億₩ 

1996 年 15 兆 8750 億₩ 1 兆 4470 億₩ 164 億₩ 

サムスン電子の決算情報や財務状況、投資家への情報は、英語のサムスン電子ウェブ

サイトや、韓国語のサムスン電ウェブサイトで確認する事が出来る。大体の情報を英語

のサムスン電子ウェブサイトで確認できるが、特に韓国語のサムスン電子 HP では詳細

な財務情報などを確認する事が出来る。またサムスン電子の 1年間の通期決算は 12 月

末に集計され、約 1 ヵ月後に発表される。 
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