
２３事業戦略 

調査・研究報告書の要約 

書 名 平成 23 年度 機械工業における標準化と事業連略に関する調査研究報告書 

発行機関名 一般社団法人 日本機械工業連合会  

発行年月日 2012 年 3 月 頁  数 85 頁 判 型 Ａ４ 

 

[目 次] 

 

1. 調査概要 

1.1 調査研究の背景と目的 

1.2 本年度調査内容 

1.3 調査専門部会開催概要 

2. 従来の検討と本調査の論点整理 

2.1 過年度調査専門部会における検討内容 

2.2 本調査の論点整理 

3. アンケートおよびヒアリング調査 

3.1 アンケート概要 

3.2 アンケート実施状況 

3.3 アンケート結果 

3.4 ヒアリング調査概要 

3.5 ヒアリング結果 

4. 事例 

4.1 三位一体戦略に関する事例 

4.2 機械工業分野における標準化に関する事例 

5. 三位一体戦略から見た機械産業における標準化戦略の検討 

5.1 検討のポイント 

5.2 機械工業分野の競争戦略の特徴 

5.3 機械工業分野の標準化戦略に対する課題 

5.4 機械工業分野の標準化に必要な取り組み 

5.5 まとめ 

 

参考資料編 

 



 [概 要] 

事業のグローバル化や製品市場の世界共通化の進展に伴い、イノベーションを生み出

すＲ＆Ｄ戦略、生み出した成果を権利化・活用して事業に生かす知財・標準化戦略を一

体的に事業戦略に組み込んだ三位一体の技術戦略を推進する運営体制の構築が求められ

ている。そこで企業における効率的、効果的な三位一体の技術戦略策定のための運

営体制構築に役立つガイド案を作成し、普及浸透させることを目的に、平成 21 年度

に事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部会（部会長・西本 裕日本電気（株）

技術・知的財産統括本部長）を設置し、調査を実施している。 

平成 23 年度は我が国機械工業が持てる技術力を有効に競争力として発揮させうる事

業戦略を推進するため、効果的に標準化を組み込む方策などを検討した。 

 

1. 調査研究の背景と目的 
事業のグローバル化や製品の世界共通化が進む中で、我が国の企業が持つ技術の優位性を

活かし市場拡大に繋げるため、政府の「成長戦略」や経済産業省の「産業構造ビジョン」において、

国際標準化を組み込んだビジネス戦略の重要性が指摘されている。一方、特に電気・電子分野

で見られるように、欧米企業を中心にインターフェースや周辺技術を標準化させ市場拡大を図り

ながら、コア技術をクローズ化して競争力と収益を得るビジネスモデルが世界市場を席巻してい

る。 

我が国の機械工業分野は、電気・電子分野と比べ国内市場の割合が高かったこと、受注生

産・顧客カスタマイズ型・すりあわせ型の製品が多く、概して製品単体の優秀性で競争力を保持し

てきたことから、これまでは標準化に取り組む意義が感じにくい業種であった。しかし、今後製品

においてますます IT 化やネットワーク化が進み、欧米企業や新興国企業の攻勢もある中、持続

的な発展を遂げていくためには、技術に立脚した製品開発と市場拡大のための標準化戦略との

一体的な事業推進が不可欠であると考えられる。特に、事業戦略と R&D 戦略に加え、知財・標

準化戦略を組み込んだ三位一体の技術戦略の構築とそれに向けた体制構築が急務となってい

る。 

本事業は、機械工業分野において、一段と厳しさを増すグローバル市場の中で、持てる技術

力を有効に競争力として発揮できるよう、標準化を事業戦略に組み込んだ三位一体の技術戦略

とその体制構築に関する方策を検討することにより、我が国機械工業の振興に寄与することを目

的として実施した。 

本年度の調査では、機械工業分野における三位一体戦略の取組みの考え方として、我が国

の機械工業分野全般の標準化に対する認識を把握しておく必要があるという認識に基づき、本

専門部会委員企業に加え、専門部会委員以外の日本機械工業連合会会員企業、一般機械系

団体会員企業を対象としたアンケート調査を行った。さらに、そのアンケート結果及び過年度の調

査結果に基づき、いずれ機械工業分野に対して標準化の波が押し寄せてくることを想定し、今か

ら準備しておくべき課題について調査検討を行った。 



2. アンケートおよびヒアリング調査 

2.１ アンケート調査 

2.1.1 基本的な考え方 

過去の調査において、技術開発戦略における事業戦略/R&D 戦略/知財・標準化戦略の三位

一体戦略、中でも特に標準化に着目した検討を行ってきた。機械工業分野においては、電気・電

子分野等と比較して、標準化に対する意識が必ずしも高いとは言えないという状況にあることが明

らかになりつつある。 

このような状況の中で、標準化に関わる対策の有無、標準化の余地から見た必要性の有無、

及び標準化に関わる企業活動の状況について、あぶり出せるようアンケート調査を実施し、その

動向を把握した。 

2.1.2 アンケート調査手順 

① 一般社団法人日本機械工業連合会よりアンケート配布先に E メール、郵送で質問票・回答

票送付。 

② アンケート配布先より、E メール、FAX で一般社団法人日本機械工業連合会にて回答票回

収。 

③ 個人情報を除去後、株式会社三菱総合研究所に転送、株式会社三菱総合研究所にて集

計・分析。 

2.1.3  アンケート質問内容 

アンケート配布先には単一事業企業と総合企業の両方が含まれることに鑑み、いずれにも対

応できるよう「企業全体に関する質問」と「特定の事業に関する質問」を分離した。また、過去の報

告書に関連する質問に対して答えを得やすいよう、過去の報告書の抜粋を別紙として添付した。 

アンケートの質問構成は以下のとおり。 

 フェイスシート 
 業種、事業分野 

 社内体制の状況 
 全社事業戦略部門（有無・業務内容） 
 研究開発戦略部門（有無・業務内容） 
 知的財産部門（有無・業務内容） 
 調達部門（有無・業務内容・組織上の位置づけ） 
 標準化部門（有無・業務内容・組織上の位置づけ） 

 製品レベルのオープン・クローズ戦略に関する認識 
 代表的な製品の概要（名称・海外展開状況・世界シェア） 
 共用部品・独自部品の比率（点数ベース・金額ベース） 
 製品特性（クローズ・インテグラル／クローズ・モジュール／オープン・モジュール）及

びその意思決定 

 製品レベルの標準化の状況 
 製品における業界標準の状況（有無・レベル） 
 標準化している技術の概要（有無・目的・戦略パターン・効果） 
 標準化における会社の取り組み 

 標準化戦略チェックリスト 
 平成 22 年度調査で作成した標準化戦略チェックリストに関する意見 



2.1.4  アンケート実施状況 

 アンケート実施期間：2012 年１月 6 日～1 月 30 日 

 配布数：一般社団法人日本機械工業会委員企業および一般機械系団体会員（工業会）約

10 団体の関連委員会メンバーまたは主要企業 計 180 社 

 アンケート回答数：48 社   回答率：26.7％ 

2.2  アンケート結果 

2.2.1  アンケート結果概要 

アンケートの回答結果から、以下のような傾向が浮かび上がってきた。 

① 標準化が必要であるにも関わらず、必要な対策が採られていない 
調査結果からは、標準化に対して必要性を感じていて（「標準化している技術がない」と回答し

た」回答者の 46.2%が「取り組む予定がある」「必要性はあるが具体的な動きはない」）も、企業に

よっては必要な対策が取られていない状況（「標準化している技術がない」と回答した」回答者の

30.8%が「必要性はあるが具体的な動きはない」）にあると推測される。また、標準化は必要と考え

ていても実際の企業戦略にはとりいれられていない企業もあった。企業の標準化への意識は決し

て低くはないものの、実際の企業戦略に標準化をとりいれるまでは至っていない状況にある。ほか

にも、規制や計測方法等の標準化は重要であると位置付けても製品戦略として標準化を活用す

るところまでは検討を行っていないという傾向もみられる。 

② 体制の整備が進んでいない 
標準化に対する意識が高くない理由としては、標準化に対する体制整備が進んでいないこと

があげられる。標準化に携わる部署（専門・兼務含む）の設置状況についてみたところ、他の部門

（事業戦略、研究開発（R&D）、知的財産、調達。専門部署・他部署との兼務を含む）の設置状況

と比較した場合に、標準化に携わる部署の設置状況が必ずしも高くない（47.9%；他の部門はい

ずれも 60%以上）。これには、標準化を行うことにメリットを感じていないなど標準化の必要性を感

じていないことも起因していると考えられる。 

一方、標準化に関わる部署を整備していても、標準化を導入した効果を感じていない企業もあ

った。このことから、外部交渉や戦略立案等の機能が充実していない場合などは標準化の効果が

発揮できない可能性もあることが示唆される。また、自社で標準化している技術があってもその技

術に対するコーポレート部門からの支援がない企業も多く、企業によっては標準化への取組みが

必ずしも全社レベルではない状況にあるなど、全体的な傾向として標準化の体制整備が進んで

ない状況にあると考えられる。 

③ 製品における標準化の余地が小さい 
機械工業分野の製品特性から標準化が容易ではないという傾向もみられる。本分野では、使

用用途や目的によって製品の仕様・機能・性能が異なるため、標準化が困難といわれる。また、製

品のモジュール化が進んだことで幅広い用途への対応が可能となったことで標準化が容易では

ないというケースもある。 

④ 実際には標準化に関連する対応をしているにも関わらずそれが意識されていない 
独自部品使用ではなく外部品を購入している企業も多くみられることから、実際は標準化して

いるにも関わらず、標準化の対応を行っているという意識があまりないと推測される。 



2.3  ヒアリング調査概要 

2.3.1  ヒアリング調査の目的 

我が国の製造業の 4 社に対してヒアリング調査を実施した。我が国の製造業における三位一

体の戦略に対する取組みの状況、特に標準化をどのように企業の戦略として取り組もうとしている

かについて、現状と課題を把握することを目的として調査した。 

2.3.2  ヒアリング調査内容 

調査先は、アンケート調査に回答をいただいた企業に依頼し、調査に協力いただける企業か

ら選定した。調査先の属性を以下に示す。 

企業 企業の属性 

A 社 機械系部品・コンポーネントの製造開発 

B 社 食品加工機械・システムの製造開発 

C 社 生産プラント用計測システムの製造開発 

D 社 製造設備用コンポーネント・システムの製造開発 

2.4  ヒアリング調査結果 

2.4.1  現状の体制と業務内容 

多くの企業では事業部制の組織を構築しており、各事業部の独立性は高く、事業戦略も本社

の方針に基づくものも、各事業部で設定しているところが多い。各事業部は、その事業部だけを

見ると、単一機能の企業と同等とも考えられる。 

知財および標準化の業務に関しても、全社的な調整が必要な場合には、全社部門が調整す

ることもあるが、ほとんどは各事業部に任されている。ただし、全社的な社内基準の検討等は、本

社の標準化担当部署が担当することが多い。三位一体の戦略を意識して、事業、R&D、知財、

標準化の社内体制を構築しているところは見当たらなかった。 

2.4.2  知財と標準化に関する取組みと事業戦略 

知財に関しては、自社の技術に関して特許を取得して技術を守ることについては、従来から各

社とも積極的に取り組んでいるが、標準化と連携した取組みはほとんど行われていない。ただし、

特許の出願先が、現状でも国内中心である企業もあり、国際市場を意識した戦略が定着している

とはいえないようである。 

標準化に関しては、既存の規格、新規の規格に対する適合要求に対応するのが精一杯という

感じであり、積極的に標準開発を戦略として取り組む事例は見つからなかった。ただし、標準化を

事業戦略として取り組みたいと考えている企業もあり、検討が行われているが、現時点ではまだ手

探りの状況である。 

2.4.3  国際標準化活動への取組み 

ISO/IEC の国際標準化活動に自社の社員を派遣し、かなり積極的に参加している企業も存在

する。ただし、その活動による自社の製品にとっての直接的なメリットは薄く、人的ネットワークの構

築と情報収集の面が強く、費用の負担も必要であるため参加の意義については、社内でも常に

問われているようである。 



特定の業界のメリットに直結するものでなく、広い領域に関与するような基盤的要素の強い国

際標準の開発については、現状においては産業界からの積極的な参加は得られていない。標準

化活動への貢献が、企業イメージのプラス要素として、もっと認識されるようになれば状況は変化

すると考えられる。 

2.4.4  海外からの規格適合要求についての対応 

機能安全標準に関しては、国際標準が発行され、実際の電子製品やコンポーネントに対して

適用が求められる状況になってきている。日本の企業で十分に準備ができているところは、まだ

多くないと考えられ、対応が必要と考えられるほとんどの企業が、周囲の様子を見ながらも、早急

に体制を整えようとしている。 

2.4.5  我が国機械工業の特徴 

標準化という観点から我が国の機械工業の特徴に関していくつかの指摘があった。顧客から

の詳細な要求に対応し、微妙な味付けも含めてチューニングしたり、仕様を専門化することが競

争力の差別化に繋がるとして対応されてきたようである。 

標準化というより、仕様の専門化、細分化の方向であり、部品の種類も増加する。そのような対

応が、今後も続けられるのか。国際市場が新興国にシフトしていく中で、従来どおりの対応で乗り

遅れてしまうようなことがないよう、標準化の戦略を検討することが必要と考えられる。 

３．三位一体戦略から見た機械産業における標準化戦略の検討 

3.1  検討のポイント 

アンケート調査結果、ヒアリング調査結果および専門部会での意見交換に基づき、以下のポイ

ントから、三位一体戦略から見た機械工業分野の標準化推進について検討した。 

 機械工業分野の競争戦略の特徴 

 機械工業分野の標準化戦略に対する課題 

 機械工業分野の標準化に必要な取り組み 

3.2  機械工業分野の競争戦略の特徴 

ヒアリング調査および部会の議論の結果から、機械工業分野においては、現時点において電

気・電子分野の民生機器と異なり、「性能での違い」をアピールしなければ競争に勝てず、顧客も

製品を買ってくれないという市場特性であることがわかった。コスト低減の努力も必要であるが、他

社よりいかに高性能の製品を開発し、技術をブラック・ボックス化できるかが競争の原点となってい

る。 

標準化の観点からは、自社のコンポーネントや標準部品で完結する製品は、製品戦略上、クロ

ーズ・インテグラル型でも問題ないが、ネットワークに繋げて機能を発揮するような製品は、クロー

ズ・モジュール型にし、様々なインターフェースに対応可能な製品にする必要がある。したがって、

洗練されたモジュール化技術と、様々なネットワーク標準の動向把握と、柔軟なインターフェース

対応能力が求められている。 



3.3  機械工業分野の標準化戦略に対する課題 

3.3.1  将来の市場の変化への対応 

現状では「クローズド・インテグラル型」の割合が高いという調査結果から、機械工業分野では、

オープン化は意識せず、国内市場に対しては顧客の要望に性能面で最大限応えることを、海外

市場に対してはコストダウンを競争力の原点としている状況がうかがえる。 

拡大するグローバル市場においては、従来のビジネスモデルが急激に変化する可能性がある。

例えば、新興国企業が、モジュールを活用した大幅なコスト削減で新規参入を図る可能性もある。

そのような場合に備えて、「クローズ・インテグラル型」であっても、自社の強みを活かせる方法で、

先手を取った標準化を進めておくことにより先行者利益を確保することも戦略の一つとして考えら

れる。 

3.3.2  標準化に対する理解 

我が国の機械工業分野で標準化が進まない理由の一つとして、BtoB 製品は、個々の顧客の

要望にいか対応するかが重要であることから、標準化の必要性が低いという指摘がある。また、一

部の企業からは、自社技術が高く、競争相手がないために、標準化を積極的に推進する必要は

ないという意見もあった。 

このような状況に対し、機械工業分野では、標準化を自身の問題と思っていない企業が多い、

という指摘もある。ただし、国際標準化の影響は大きく、情報リテラシーを向上しなければ企業は

危ない状況に陥る可能性があるという問題意識を持っているという企業も存在している。 

3.3.3  企業の多様性 

機械工業分野は企業の規模、シェアとも多様であり、標準化に対するアプローチも一律に捉え

ることができない。シェアの大きい企業と小さい企業との差が大きく、大きな企業では、標準化や

オープン・クローズが意識されるが、シェアの小さい企業ではほとんど意識されていないという指

摘もある。また、プレイヤーが多く市場に対するアプローチに限界があること、企業間でのすみ分

けができているのではないかという指摘もある。 

3.3.4  標準化のもたらす効果 

標準化が進まない理由として、その効果が見えにくいという点が挙げられる。シェアが必ずしも

大きくなく、標準化を推進したとしても自社のプラスは少ないと考えるのであれば、標準化推進の

インセンティブは働かない。標準化に積極的に取り組もうとすると、それだけコストやマンパワーが

かかるため、さらにインセンティブは減退する。特にシェアの小さい企業にとっては、標準化に積

極的に取り組むより、結果的に決められた標準に対して受動的に対応のほうが効果的であるとい

う側面もある。 

3.3.5  標準化に必要なリソースの確保、体制整備 

アンケートからは、標準化をどう構築し、どう活用するかという戦略までは至っていないという意

見が見られた。受動的な対応を主に行っている現状で、今後に向けて果たしてそのままでよいの

か、という指摘もあった。また、三位一体戦略と言う観点から標準化に寄与できる人材を確保する

ことは重要な課題の一つであるものの、情報リテラシーが脆弱であり、人材も不足している点を問

題視する意見もあった。 



3.4  機械工業分野の標準化に必要な取り組み 

3.4.1  標準化に対する態度の決定 

各企業の標準化に対する態度としては、「対応する」、「対応しない」の 2 つに、さらに「対応す

る」は、「積極的対応」と「受動的対応」に分かれる。アンケート結果からは、機械工業分野の企業

は「対応しない」か、対応したとしても「受動的対応」をする企業が大半であった。現状において擦

りあわせ型の製品が多く、クローズド型でも十分競争力が確保できていることが、その背景にある

と考えられる。しかし、今後は、時代を先取りする製品を予見する必要がある点は、消費財と同様

と考えられる。その中で、コンセプトレベルの標準化が進んだとき、それに対して、受動的に対応

するか、積極的に関与するかを決定する必要が生じる。 

3.4.2  標準化の対象の選択 

今後は、海外調達等部品の共通化が進むにつれ、製品のどの部分で差別化をするかが課題

になる。その中で、自社の技術を標準化するか、それとも非標準化のままにしておくかの仕分けが

必要となる。メリットとデメリットを踏まえた上で、標準化する技術と、守るべき技術の仕分けが求め

られる。市場で強い立場にない企業にとっては、標準化は有利にならず、無駄な投資が発生する

こともある。自社の強みを標準化に組み入れられるよう、標準化の動きを主導することが必要であ

る。 

標準化の対象には、製品規格ばかりではなく、機械部品の性能計測方法の規格（方法規格）

も考えられる。日本製品は、性能が良く、ばらつきが少なく、信頼性が高い。信頼性の水準を高く

することで、日本製品の市場を拡大することができると考えられる。また、方法規格は、社内ノウハ

ウの提供なしに標準化の枠組みを作ることができるという利点もある。 

3.4.3  社内機能・体制の整備 

①標準化戦略を推進するための社内機能の整備 
標準化戦略は、自社の情報を開示しつつ自社の収益を確保するという半ば背反する特性を持

つ。このことから、戦略立案、統制担当、責任の所在等、機能や体制についても、全社的な枠組

みで検討することが必要である。特に技術を守る知財戦略との連携と両立については、十分に考

慮することが必要である。 

図 1は事業戦略を三位一体戦略として進めるにあたって、標準化と知財の面から必要とされる

機能を整理した。標準の機能と、知財の機能とは、かなり相互に関係が深いものが多いと考えら

れ、相互に連携し、一体化することが、効率的で効果的であり、企業にとっても有効な事業戦略の

実現につながると考えられる。 

②標準化戦略を推進するための社内体制の整備 
これらの機能を、どのような組織体制で実現していくかを考えるにあたって、いくつかの社内組

織体制上のパターンを図 2で想定した。ここでは、本社部門の組織の中で知財担当部門と標準

化担当部門が存在し、本社の下には、A、B、Cの 3 つの事業部が位置づけられている。A事業部

の場合には、事業部内には担当は存在しておらず、本社組織の下に管理されるとともに、必要な

支援を受ける体制となっている。B事業部の場合には、事業部の組織として、知財・標準化担当を

設置している。C事業部の場合には、B事業部の組織体制に加えて、標準化の担当に関しては各



開発課に配置するものである。技術の詳細の標準化が重要な場合には、技術の最先端に標準に

詳しい人材を配置することが有用であると考えられる。 

標準化に関する戦略を推進するには、国際標準に関する動向を積極的に収集するとともに、

積極的に標準開発に参画することも必要とされる。そのためには、海外に標準化センターを設置

し、国際標準化活動に積極的に参加する体制を構築する方法が考えられる。国際標準化活動に

直接の参加が難しい場合には、国内の代表組織である工業会の活動を通じて参加する方法も有

効である。 
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図 1 標準化戦略と知財戦略の必要機能 
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図 2 標準化戦略と知財戦略の機能を実現するための組織 

3.4.4  社内人材の育成 

標準化戦略は、それに直接関与する部署のみの問題ではない。他部門、例えば事業部門や

営業部門に知見がなく、理解が進まなければ、全社的な標準化戦略を確立することは困難であ

る。 

会社全体として、標準化に関わる人材育成や標準化の必要性に関する教育を進め、理解を得

ることが必要とされる。特に、三位一体で戦略を推進するためには、少なくとも事業のリーダーはこ

れら 3 つの戦略の内容を理解する必要がある。また、社員のみならず経営層の理解も必要である。

経営層の理解度が高ければ、三位一体戦略に対しより迅速に肯定的な意思決定がなされる可能

性が高まる。  

3.4.5  業界としての対応 

標準化への取り組みを行おうとしても、現状で市場での支配力が自社にない場合は、企業単

独での対応は難しい。その場合、業界団体を通じて対応することが求められる。一企業での取り

組みが無理な場合は、業界が結集して情報を収集するなど、活動を進める必要がある。 

3.5  まとめ 

三位一体戦略から見た機械工業における標準化の取り組みの現状、及び標準化戦略の課題

を検討した結果を総括すると、標準化の波によって発生の可能性がある大きな変化に対して、機

械工業分野では、自分たちに関係することと現実感を持ってイメージできていないという状況であ

ることがわかった。発生の可能性がある大きな変化とは、ここ 20 年ぐらいの間にIT産業やエレクト

ロニクス産業分野で発生した現象、すなわち機能はそこそこのレベルであるが、水平分業によりコ

スト競争力を圧倒的に高めた製品が、機能が豊富で使い易いがコスト競争力が低い製品を凌駕

した現象である。 

エレクトロニクス分野では、デジタル化そのものが性能発揮の根幹であるといえる。しかし、機

械製品は、エレクトロニクス分野の製品とは特性が根本的に異なるため、機能や性能を発揮する



根幹部分のデジタル化は、難しいと思われるが、制御部分のデジタル化は、現状でも相当進んで

いると考えられる。また、ポンプの分野では、標準部品を利用して安く作らなければ、インド市場で

のビジネスに勝てないといわれる。この場合、性能の差よりも、いかに安くするかが競争力の源泉

である。本体よりも、機能部品において標準化の波にさらされることが起こりえる。国内でビジネス

を行う分には問題ないが、国際的なビジネスを行うには標準化の問題は避けられない。 

魅力的な市場であれば、阻止しようとしても競争相手が参入してくるのが一般的である。機械

工業の分野において、魅力的な市場が存在する製品分野はあるのか？あるのならどの分野か？

ということが、今後の検討ポイントになる。標準化によって、誰でも作れるようになり、コストも安くな

れば市場参入が増えることになり、競争が激化する。そのような状況の中で勝ち抜くためには、標

準を効果的に活用し、標準化を事業戦略として利用することが必要とされる。 

 

 

 


	1. 調査研究の背景と目的
	2. アンケートおよびヒアリング調査
	2.１　アンケート調査
	2.1.1　基本的な考え方
	2.1.2　アンケート調査手順
	2.1.3  アンケート質問内容

	2.1.4  アンケート実施状況
	2.2  アンケート結果
	2.2.1  アンケート結果概要
	① 標準化が必要であるにも関わらず、必要な対策が採られていない
	② 体制の整備が進んでいない
	③ 製品における標準化の余地が小さい
	④ 実際には標準化に関連する対応をしているにも関わらずそれが意識されていない


	2.3  ヒアリング調査概要
	2.3.1  ヒアリング調査の目的
	2.3.2  ヒアリング調査内容

	2.4  ヒアリング調査結果
	2.4.1  現状の体制と業務内容
	2.4.2  知財と標準化に関する取組みと事業戦略
	2.4.3  国際標準化活動への取組み
	2.4.4  海外からの規格適合要求についての対応
	2.4.5  我が国機械工業の特徴


	３．三位一体戦略から見た機械産業における標準化戦略の検討
	3.1  検討のポイント
	3.2  機械工業分野の競争戦略の特徴
	3.3  機械工業分野の標準化戦略に対する課題
	3.3.1  将来の市場の変化への対応
	3.3.2  標準化に対する理解
	3.3.3  企業の多様性
	3.3.4  標準化のもたらす効果
	3.3.5  標準化に必要なリソースの確保、体制整備

	3.4  機械工業分野の標準化に必要な取り組み
	3.4.1  標準化に対する態度の決定
	3.4.2  標準化の対象の選択
	3.4.3  社内機能・体制の整備
	①標準化戦略を推進するための社内機能の整備
	②標準化戦略を推進するための社内体制の整備

	3.4.4  社内人材の育成
	3.4.5  業界としての対応

	3.5  まとめ


