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はじめに

東レ経営研究所産業経済調査部では、本誌で

2005 年 4 月号以降、「シリーズ製造業の現場は今」

を不定期で掲載し、ものづくりの現場で起こって

いる諸問題を様々な角度からスポットを当てて分

析し、日本の製造業の競争力の源泉である現場の

力の実態に迫ろうとしてきた。

本シリーズでは、これまでに雇用形態、中小

企業の競争力、技能継承、鉄鋼業・造船業の強さ、

企業連携、共同開発、オープン・イノベーション、

環境ビジネス、サービサイジングなど、数々のテ

ーマを取り上げて、日本のものづくりの現状と課

題を見てきた。

必ずしも体系立った分析を行ってきたわけで

はないが、シリーズを通じて見えてきたことは、

日本のものづくり優良企業の競争力の根底には、

現場の組織能力の強さがあるという点である。

第 11 回の本号は、本シリーズの最終回として、

日本の製造業の競争力について、ものづくりの現

場の改善力に焦点を当てて分析し、日本の現場の

強さを踏まえた戦略アプローチと競争力強化に向

けた課題について考察してみたい。

Point
1 本誌に2005年 4月以来、不定期で掲載してきた「シリーズ 製造業の現場は今」では、ものづく

りの現場の諸問題を様々な角度から取り上げ、分析してきた。
2 シリーズ最終回の今回は、日本の製造業の競争力について、ものづくりの現場の改善力に焦点を当

てて分析し、現場の強さを踏まえた戦略アプローチと競争力強化に向けた課題について考察する。
3 日本のものづくり企業には次の 6つの特性があり、これらを強みとして活かすことが競争優位に

立つための基本戦略となる。

①国内・企業内にある産業・技術・技能の深い蓄積、②作り手と使い手の一体化、③現場重視

と現場の課題解決能力、④多能工の重視、⑤チームワーク・組織の一体感・帰属意識の重視、

⑥よりよいものを作ろうとする熱意
4 日本のものづくり優良企業は、現場の力、日本型「改善」システムの長所を大事にした戦略をとっ

ている点で共通している。
5 最終章では、ものづくり企業の競争力強化に向けた課題として、（１）非正規雇用を取り込んだ現

場力の強化、（２）品質問題への対応、（３）連携強化によるイノベーション促進、（４）高度部材

産業強化に向けた課題、（５）過剰品質の問題克服、の5点を指摘した。

シリーズ：製造業の現場は今（11）＜最終回＞

日本のものづくり競争力の源泉を考える
―現場の改善力の特徴と今後の課題 ―
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1．「ものづくり日本復活」を検証する

製造業の財務パフォーマンスは改善

ここ数年、製造業の生産や投資の「国内回帰」

がマスコミ等で喧伝されるようになり、一頃騒が

れた「中国脅威論」や「空洞化懸念」は相当程度

薄らいだ印象がある。これは、景気が回復し、製

造業の業績が大幅に改善したためである。

財務省「法人企業統計年報」によれば、製造業

全体（全規模全産業）の経常利益は 2002 年度以降

2005 年度まで増益を続けており（2003 年度以降は

増収増益）、2006 年度は 4 年度連続の増収増益と

なる見込みである。利益水準も 2004 年度以降は、

バブル期を抜いて過去最高益を更新中である。製

造業の設備投資（法人企業統計季報ベース）をみ

ると、2006 年 10～ 12月期は前年同期比 15.4 ％増

と 15・四半期連続で前年同期を上回っており、堅

調な推移を続けている。

製造業のパフォーマンス向上は利益率の推移

からはっきりと確認できる。図表 1 に示すよう

に、売上高営業利益率は 2001 年をボトムに上昇

傾向をたどっている。また、総資本営業利益率

（ROA）も同じく 2001 年をボトムに反転上昇し

ている。これは、利益の増加以上に総資本の増

加が大きい状況、すなわち事業活動に使う資本

が増加したのに利益がついてこないという状況

が解消され、利益を生む体質へと改善したこと

を意味する 1。

ものづくりの競争力も向上

改善したのは財務面だけではない。貿易にお

ける国際競争力を見る 1つの目安として貿易特化

係数 2 の推移を見ると（図表 2）、家電製品や家庭

（年度） 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
0

1

2

3

4

5

6

7

8
（％） 

総資本営業利益率 

売上高営業利益率 

図表１　製造業の利益率の推移

出所：財務省「法人企業統計年報」

１　ただし、すべての製造業企業の業績や利益率が一様に改善したわけではなく、同一業種の中でも企業間で大きな差が生じてい
る。総じて、総合化ではなく「選択と集中」を効果的に進めた企業が躍進している。

２　貿易特化係数とは、対象となる品目の純輸出額（輸出額－輸入額）を輸出額・輸入額合計で割った数値で、－１から１の間の
値をとり、数値が大きいほど市場で競争力が高いと考えられる。ただし、内需の急増や相手国の自給化の進展、最適地生産実
現のための企業の海外生産拡大に伴う輸入増など、自国産業の競争力の変化によらない場合でも貿易特化係数は低下するため、
同指数の高低は必ずしも貿易面の競争力に直結しない。
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図表２　品目別に見た貿易特化係数の推移

（注）貿易特化係数＝（輸出－輸入）÷（輸出＋輸入） 出所：財務省「外国貿易概況」より作成
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用品ではアジア工業国製品の台頭を反映して貿易

特化係数が大きく低下しているが、乗用車、鉄鋼、

化学製品は、1995 年よりも 2006 年の方が貿易特

化係数が上昇しており、国際競争力の高まりを示

唆している。また、家電製品の中でも TV 受像機

のみの指数は、薄型テレビなど高付加価値製品の

生産・輸出の急増を反映して 1995 年以降上昇し

ている。

次に、製造業の技術貿易収支の推移を見ると

（図表3）、技術貿易収支の黒字額（輸出超過額）が

一貫して増加傾向にあるほか、技術貿易の輸出入額

をもとに国際的な技術力を示す指標として作成した

技術国際競争力指数（同図の注参照）も上昇傾向に

ある。製造業の技術貿易収支が趨勢的に増加してい

ることは、わが国企業が技術資産の活用に積極的と

なり、自社にとってのコア技術以外の技術の出し手

となってライセンス供与を増加させていることや、

研究開発力の向上により技術輸入（支払）が減少し

ていることなどを反映したものと考えられ、総じて

ものづくりのノウハウ面での国際競争力が高まって

いることを示していると判断できる 3。

昨今の日本の製造業の復活には、中国や米国

など世界経済の拡大を背景とした輸出主導の景気

回復という循環的要因が大きく寄与していること

は間違いない。しかし、上記データやその他指標

を総合して見れば、近年の製造業の回復は単なる

景気循環要因だけでなく、ものづくりの競争力自

体の上昇も伴っていると判断して差し支えないと

思われる。

新製品開発の競争力が重要に

製造業企業の国際競争力は、図表 4に示すよう

に、大きく分けて、「生産の競争力」と「新製品開

発の競争力」の 2つの要素で構成されていると考

えることができる。生産の競争力は、コスト削減
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図表３　製造業の技術貿易収支と技術国際競争力指数の推移

（注）技術国際競争力指数＝（技術輸出対価受取額－技術輸入対価支　
払額）／（技術輸出対価受取額＋技術輸入対価支払額）×100

出所：総務省「科学技術研究調査報告」より作成

３ 技術貿易収支や技術国際競争力指数の改善は、必ずしも技術力の向上だけによるものではなく、海外生産シフトに伴う海外現
地法人からのロイヤリティー収入増加による部分もある点には留意する必要がある。
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図表４　企業の競争力の構成要素

出所：原陽一郎「国際競争と高度化のイノベーション」長岡短期大学研究紀要
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や品質管理などを指す。一方、新製品開発の競争

力は、市場の変化に対応して優れた財・サービス

を継続して作り出していく能力のことを言う。

一般に、グローバルな競争が激化すると、所

得水準の高い先進国の製造業が生き残るために

は、「生産の競争力」だけではなく「新製品開発

の競争力」の重要性が高くなる。大量生産による

効率化で収益を上げることが難しくなり、多品種

少量生産や製品ライフサイクルの短期化に対応し

た製品開発力（プロダクトイノベーションの力）

で収益を上げることが求められるからである。

ところで、多くの日本人は日本の製造業の強

みは、高品質、短納期、コストダウン、改善など

による生産の競争力であって、画期的な新製品開

発はどちらかといえば苦手という見方をしている

ようだ。しかし、欧米の企業や技術者が日本のも

のづくりに対して抱く印象はこれとは全く逆で、

むしろ次々と新しい製品を生み出してくる新製品

開発の競争力こそが日本の強みという見方が多い

という[1]。日本人は自らの新製品開発力にもっと

自信を持つべきかもしれない。

ただし、素晴らしい新製品を開発しても、顧

客がそれに対して追加的な対価を払ってくれなけ

れば、価格競争に陥り、企業の利益に結びつかな

い。電機業界などでは、国内市場で多機能・高品

質の新製品開発に成功しても、製品ライフサイク

ルが短いうえ小ロットしか売れないため、利益な

き繁忙に陥るといった問題が表面化している。

したがって、新製品開発（価値創造： value

creation）と同時に、それによって生まれた価値

を自社の利益として獲得すること（価値獲得：

value capture）が重要である[2]。強みとする新製

品開発力をどのように発揮して収益につなげるか

がポイントと言えよう。

2．日本のものづくりが重視すべき現場の改善力

日本のものづくりが重視すべき6つの強み

1990 年代以降、経済のグローバル化に伴い、

日本企業に欧米流のビジネスの考え方やルールが

相次いで導入されたが、一方で従来からの日本的

なやり方の良さを見直す動きも広がっている。最

近は、「変えるべきものは何で、変えてはならな

いものは何か」を真剣に考えるものづくり企業が

増えているというのが、本シリーズを通じての筆

者の実感である。

日本のものづくり企業の置かれた環境、組織風

土、仕事の進め方には、欧米企業にはない下記の

6 点の特性がある。これらの特性を強みとして発

揮させることが、多くの日本企業にとって競争優

位に立つための基本戦略になりうると考えられる。

①国内・企業内にある産業・技術・技能の深い蓄積

日本の国内には、幅広い分野の素材から最終

製品までフルラインナップで高度な産業の集積が

あり、多種多様な要素技術や技能の蓄積がある。

強い最終財メーカーのみならず、高度な技術

力をもつ部品・材料メーカーが多数存在すること

は、品質向上や新製品開発力強化の面で非常に有

利な条件と言える。部品・材料メーカーが注文の

うるさい（要求水準の高い）顧客である最終財メ

ーカーと二人三脚でそのニーズに応える製品を開

発、提案する中で技術力が鍛えられる。

例えば、日本の鉄鋼メーカーが世界最高の高

級鋼材を作れる理由は、世界一要求水準の厳しい

ユーザーである日本の自動車メーカーの要望に応

える形で技術力を向上させてきたからである（本

シリーズ第 5 回〔2006 年 1 ・ 2 月号〕参照）。ま

た、日本の造船メーカーが高い技術力を保持して

いる理由の 1つは、身近にある強い鉄鋼メーカー、

舶用機器メーカー、海運会社と取引しているから

である（同第 6回〔2006 年 3 月号〕参照）。

この意味で、日本は作り手と使い手が強力な

タッグを組んで「擦り合わせ」や「作り込み」を

行うことで競争力を高められる立地環境にあると

言える。

②作り手と使い手の一体化

①で作り手と使い手が連携した共同開発に触
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れたが、元来、日本では作り手と使い手が商品を

介して対話をしながら互いが互いを育て、高め合

う関係にあると考えられている 4。

「よいものを作って顧客を喜ばせたい」という

思い（後述⑥）を持った作り手が、厳しい使い手

の期待（無理難題）を受け止め、挑戦しながらそ

れを実現する文化がある。

高精度の板金加工技術で定評のある平出精密

（長野県岡谷市）の平出正彦社長は、「高精度の加

工ができる秘密は？」と聞かれて、「（自分が作る

製品を）使っている誰かにいつも意識を向けて、

自分が使うならば、どのようにすればそれはもっ

と使いやすくなるだろうということをいつも意識

して作ること」と答えている[4]。

こうした文化に支えられているため、使い手

の立場に立った細かい気づかい、顧客にとって使

いやすく、感じのよい製品づくりといった点で日

本人は秀でている。

30 年以上も前にアルビン・トフラーが著書

『第三の波』で使い手と作り手が一体となって製

品やサービスを開発する「プロシューマー」の時

代が来ると予言したが、日本はそもそも「作り手

と使い手の共創」というプロシューマー型の開発

の場が成立しやすい文化的風土をもった国と言え

よう。

③現場重視と現場の課題解決能力

日本の優良なものづくり企業に共通して見ら

れる特徴は、現場重視、現場主義である。

現場に自主性を持たせ、常に現場に立ち戻り、

現場から問題の本質を見出し、施策を探求する姿

勢を追求している。

たとえば、トヨタ自動車では、「現地現物」の

重要さが強調され、これが教育の柱の 1つとなっ

ている。開発、設計、人事、営業、生産計画など

主要各部門の仕事の成果は、それぞれの現場に現

れることが多いから、各人が現場に出て自分の仕

事の成果を確かめるのはプロとして当たり前のこ

ととされている[5]。

そして、ものづくりの現場は、「問題解決サイ

クル」と呼ばれるプロセスを迅速に回す高い組織

能力を持っている。誰に命令されるわけでもなく、

現場が自分自身で問題を発見し、自ら改善策を考

え、迅速に問題解決を図ったり、突発的なトラブ

ルに柔軟に対応したりするプロセスを組織が内蔵

している場合が多い。

このように現場を第一に考える現場主義の伝

統や現場の課題解決能力は、欧米やアジア諸国に

は見られない日本文化の特質と言える 5。

④多能工の重視

日本の元気な中小ものづくり企業に共通して

見られる特徴の 1つは、個々の技術者が開発から

設計、製造まで 1人で一貫して行う多能工である

という点である（本シリーズ第 2 回〔2005 年

7 ・ 8 月号〕、第 3回〔2005 年 9 月号〕参照）。例

えば、全員が材料調達、各部門技術の玄人である

と同時に営業の仕事もする、設計部門の開発担当

者がエンジニア兼デザイナーであり営業現場にも

出る、といったケースが多い。

1人でいくつもの仕事をこなす結果、各自が自

分の業務を部分ではなく全体として把握できる。

このため、設計に起因する生産上のトラブル等が

削減できるだけでなく、新たなアイデアや柔軟な

対応が可能になり、仕事に対する張り合いが生ま

れるというメリットがある。

こうした多能工重視の考え方は中小企業の専

売特許ではなく、大企業にも息づいている。どん

な製品のものづくりでも 1人だけでできることは

ほとんどないが、複数の玄人が一体となって協働

してこそ本物のものづくりが可能になる。こうし

た考え方から、個々の部門の専門家が隣接する部

４　作り手と使い手とが対話をして、互いが互いを育てるという風土も日本特有のものであるとの指摘は多い（例えば[3]など）。
５　中国企業の代表的なテレビ工場を3年ぶりに訪問した新宅純二郎・東京大学大学院助教授は、同工場の過去 3年間の変化は生
産能力の拡大だけで、生産ラインの構成やラインスピードなどはまったく変化が見られなかったと指摘している（[7]）。
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門の仕事も経験し、個別領域に閉じこもることな

く、ものづくりの全工程を一体として視野に入れ

ながら仕事を行う仕組みが取り入れられているこ

とが多い。

近年、多くの大企業で導入が相次いでいるセ

ル生産方式は、多能工の育成・強化により従業員

の労働意欲を高めることで生産性向上を図るシス

テムと位置づけられる。

⑤チームワーク・組織の一体感・帰属意識の重視

日本企業では、チームやグループでの仕事が

重視され、チームワークで開発などの業務を進め

ることが日常化している。チームの責任者に求め

られる資質としてはリーダーシップ力のほか、調

整力が重要な要素となる。そして、組織の一体感

や帰属意識は総じて強い。

これらの特徴は、昨今の終身雇用と年功序列

の崩壊、成果主義の導入等を背景に、かつてより

は弱まっていると考えられるが、土壇場で一丸と

なって課題に取り組むといった集団の力は、今な

お日本企業の強みの 1つと言えよう。

たとえば、デンソーの深谷紘一社長は、「デン

ソーの競争力の源泉は『人の力』、特に相互信

頼・チームワーク」「（人は）疑心暗鬼の中ではと

ても仕事はできない」と述べている[8]。また、日

野自動車は、ターンテーブルを回して複数の作業

員がトラックを組み立てる生産方式を取り入れ

た。「おれたち 6人でトラックを組んでいるんだ」

というチームワークや連帯感を生み出すことで、

「おれはここまで（これさえ）やればいい」とい

う意識を薄れさせ、自立型の現場づくりに成果を

上げている[9]。

⑥よりよいものを作ろうとする熱意

日本製品の手抜きのなさや品質・機能へのき

め細かいこだわりは、「常によりよいものを作っ

て人を喜ばせたい」という精神を持った国民性に

支えられている。現場の各人のものづくりへの熱

い思いや妥協を許さない姿勢が、部門間の連携や

チームの一体感を生み、イノベーションのトリガ

ーになっている。

伝統的に、日本には、ものには心や魂が宿っ

ているという考え方があり、ものを作ること自体

が善だという認識が人々の間に流布している。こ

の影響からか、作ること自体を楽しみ、それを誰

かに使ってもらい、「いいね」と褒められると、

喜んでまた作るといったタイプの人間が諸外国に

比べると圧倒的に多いようだ。

技術者であるかどうかや文系・理系を問わず

「職人技本能」6 を持った人が多いという国民性か

ら、組織全体が「求道者」の集まりと言えるケー

スも珍しくない。

多くの職人が、脚光を浴びることは稀である

にもかかわらず、「こんなケチな仕事、こんなつ

まらぬ仕事と、わが身を呪いながらも、いざその

ものに向き合えば精魂を込めてしまう。そうした

職人の性ともいうべき良心が、多くの日本のモノ

づくりを支えてきた」[10]と言える。

統合型製品開発の組織能力

日本企業には、擦り合わせ型の製品分野で強

みを持つ企業が多いというのが定説となってい

る。これは上述した①～⑥の強みを発揮して優位

性を実現している企業が多いことの当然の帰結と

言えるかもしれない。

部品間・機能間の相互依存関係の強い擦り合

わせ型製品の場合、「あちらを立てればこちらが

立たず」といった状況下で、何度も問題解決（設

計変更）サイクルを回す必要があるが、日本企業

はこうした擦り合わせ型、統合型の製品開発力に

秀でているとされる[6]。

これを上記の日本企業の強みを示す表現を使

って言い換えれば、日本企業は、多様な技術・技

能の蓄積を活かし、現場の多能工的な設計者がチ

６　職人技本能（Instinct of workmanship）は制度経済学の創始者ヴェブレンの用語。
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ームワークで問題解決に当たり、使い手（顧客）

からも多くを学ぶという統合型製品開発を得意と

する組織能力を持っているということになろう。

正反対な日英の現場主義

由井常彦・文京学院大学大学院教授によれば、

「現場主義」という言葉は日本だけのものではな

く、イギリスでもショップフロア・マネジメント

（あるいはショップフロア・オリエンテッド・マ

ネジメント）という言葉があって、よく使われる

が、その言葉の意味は日英で正反対だという[11]。

イギリスの場合、現場主義というと、現場を

尊重するという意味で、現場の叩き上げのリーダ

ー格にその工場の経営を全部任せて本社は一切無

関心といった形を意味する。一方、日本の現場主

義は、工場の現場にスタッフを派遣し、工場の生

産の状況を本社がすべて把握すべきだという考え

方が伝統になっている。イギリスの現場主義では、

現場と本社が離れているのに対し、日本の現場主

義では本社が現場と密接な関係を維持しようとす

るといった違いがある。

日本の現場主義は、単に現場の業務執行能力

が強いだけでなく、現場の業務執行機能と本社の

戦略機能とが分離していない点が特徴であり強み

であると言える[12]。

日米企業の「改善」活動の特徴

中根甚一郎氏らは日米製造企業の比較研究を

通じて、日米企業の「改善」の進め方には図表 5

に示すような違いがあると指摘している[13]。

日本企業では、「改善」活動の狙いは従業員の

意識改革にあり、多くの従業員を巻き込んで改善

を進め、全員参加型で人の育成を図ろうとしてい

る。改善の進め方は、帰納的なやり方で、現状の

仕組みや現象を手掛かりに少しずつ段階的に改善

を行っていく。

一方、米国企業が考える改善といえば、小さ

な改善ではなく大きな改善、すなわち戦略的な飛

躍、技術的なブレークスルー、システム改革など

を指すことが多い。改善の進め方は演繹的で、改

善の全権は管理者とスタッフにあり、現場の人間

とは分断されており、全員参加型ではない。

日本型アプローチは現状システムの改善や育

成には強みを発揮するが、ブレークスルーや統合

システム構築には弱いという短所がある。一方、

米国型アプローチは、有能な専門家やリーダーに

 
 日　　　本 米　　　国 

 ・企業体質の強化、改善 ・問題解決の手法 
 ・Company-wideの改善 ・個別計画、またはプロジェクトによる改善 
 ・長期的、連続的改善活動 ・短期的、断続的改善活動 
  （現存するシステムに対する試行錯誤、 　（新システム、新技術、革新期待） 
 　 小さな改善の積み重ね）  
 ・現場改善中心 ・新しいテクノロジーおよびシステム改善中心 
 ・実施者（doer）主体の改善 ・スタッフ、専門家、コンサルタント主体の改善 
 ・小規模投資、小さいリスク ・ブレークスルー 
 ・着実な改善効果 ・大きく、早い効果（もし成功すれば） 
 ・経験の蓄積・拡大 ・才能ある人の能力発揮 
 ・総力の結集 ・特別な“根回し”なしに多様な人々に実施 
 ・既存システムの改善、育成に強み  　させることができる 
  ・総合システムの開発に強み 
 ・ブレークスルーがむずかしい ・大規模、大きいリスク 
 ・“根回し”、意識改革、意思の統一が必要 ・計画と実行とのギャップ 
 ・異質性への対処に弱い ・必要以上の複雑なシステム構築 
 ・統合化システムの開発に弱み ・既存システムの改善、育成に弱み 

特
　
　
徴 

長
　
　
所 

短
　
　
所 

図表５　生産システム改善のアプローチ（日米比較）

出所：中根甚一郎編著『活き活き企業への挑戦』



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2007.5 経営センサー
29

日本のものづくり競争力の源泉を考える

29

よる全体の方向づけやブレークスルーを行うのに

向いている反面、現状システムの改善や育成には

弱いという短所がある。

日本の強みを活かした戦略アプローチとは

前述した日本企業が重視すべき強みと日本企

業の改善の特徴を踏まえて、日本企業がとるべき

戦略アプローチを考察してみたい。

バブル崩壊後の「失われた 15 年」の時期には、

グローバル化時代では日本企業も欧米の強い企業

と同じ戦い方で勝負しなければならないという風

潮があったが、グローバルスタンダードを取り入

れても、自分の得意とする戦い方をしない限り、

市場の勝者にはなれないことが次第に見えてき

た。グローバル化が進むほど、日本企業は自らの

強みを知り、強みに立脚した改善・改革を実行し

ていくことが重要になるのである。

こう言えば、「日本人の組織への帰属意識やも

のづくりへの熱意などは時代の流れとともに衰退

しつつあり、いつまでもこれらに依存すべきでな

い」、あるいは「変化への対応が重要な今の時代

に、過去と同じことを繰り返していては命取り」

といった反論があるかもしれない。しかし、日本

固有の風土や国民性、企業文化などのインフラ的

要素を無視して、安易に欧米型システムを導入し

ても、その改革は根づかないばかりか、元来持っ

ていた自らの強みまで損なわれることになりかね

ない。

日本のものづくり優良企業に共通した戦略

「和魂洋才」という言葉があるが、「洋才」に

振り回されているうちに「和魂」の強みを失い、

元も子もなくなってしまう例が少なくない。経験

的に言えば、「和魂」の重要性を認識し、その強

みを発揮しながら、文化や風土に合わせてアレン

ジした「洋才」を取り入れて弱点を補強するやり

方の成功確率が高い。

実際に、日本のものづくり優良企業を観察す

れば、このような伝統的な日本の強み（「和魂」）

を大事にした戦略をとっている点で共通してい

る 7。

日本の強みを活用したこの戦略アプローチを

もう少し詳しく述べれば、次の 4つのプロセスに

整理できよう。①～③が主として絶え間ない改善

（改善的イノベーション）を続けるためのアプロ

ーチ、④が主として日本型改善アプローチの弱点

であるブレークスルー（革新的イノベーション）

の実現に対処するためのアプローチである。

①現場主義や組織の一体感、人々のものづくり

への熱意（求道心、職人技本能）を活かして、

連続的、継続的な改善活動を行い、進化し続

ける組織を目指す。

②開発、生産、資材購買など部門間を越えたグ

ループがチームワークで改善に取り組む。

③組織の中で仕事を通じて自己実現を図れるよ

うなマネジメントを行い、現場の課題解決能

力を強化する。

④現場とマネジメントの目的意識の共有、多様

な技術・技能の蓄積や多能工の活用、複数分

野の専門家の連携、使い手と作り手が一体と

なった協働等により革新的イノベーションを

生み出す環境を構築する。

3．日本のものづくり競争力強化に向けた課題

これまでの分析を踏まえ、日本のものづくり

企業の競争力強化に向けた課題を以下で 5点指摘

し、考察してみたい。

米国発のイノベーション事例には、アップル

のスティーブ・ジョブズやマイクロソフトのビ

ル・ゲイツなど、特定の天才的な革新者の姿が

課題（１）非正規雇用を取り込んだ現場力の
強化　

７　この点を指摘した最近の参考文献としては、上記の[13]のほか、[14]などがある。
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見えることが多いのに対し、日本のイノベーシ

ョン事例は、現場の多くの人を動員した積み上

げ型の革新が多い。日本のものづくり優良企業

の現場は、日々の業務の中で小さな改善を積み

重ねる一方で、新たなことにも挑戦して革新的

イノベーションを起こす力も合わせ持っている

と言える。

日本企業がこのように絶え間ない改善と革新

を推進するためには、現場の自律的な課題解決能

力の強化を図ることが何よりも重要である。

この点で大きな問題となっているのは、請負・

派遣労働者など非正規従業員が急増する中で、い

かにして現場の自律的な力を維持・強化していく

かという点である。非正規従業員の増加は、多能

工育成やものづくり思想の共有などの面で既存の

組織能力の毀損につながる恐れがあるからである。

非正規雇用の増加に伴って弱体化している旧

来のピラミッド型のOJT（職場内訓練）による人

材育成システムを、環境変化に合わせて再構築す

ることが必要であろう。また、従業員の帰属意識

や組織の一体感、ものづくりへの意欲を高める仕

組みを導入し、現場を自律型に変えていくことが

求められる。セル生産方式の導入などはこの取り

組みの一例と言える。各社が様々なやり方で、組

織全体に飽くなき進歩を追求する求道的文化を醸

成していくことが課題となろう。

ここ 1 ～ 2 年、わが国では大手メーカーの欠

陥製品、製品事故 や大量のリコール（回収・無

償修理）などの報道が相次ぎ、かつて高品質の証

しとされたメード・イン・ジャパンの信頼を揺る

がす出来事が頻発している。

最近の品質低下や不具合、リコールの頻発の

背景には、次のような複数の要因が絡み合ってい

ると考えられる。

・製品ライフサイクル短期化による開発期間

短縮

・製品の高機能化による設計工数の膨張

・リストラによる現場の疲弊

・生産現場を知り尽くした技術者の喪失

・外注への丸投げ

・請負・派遣労働者の増加によるスキル低下

や工程のブラックボックス化

・臨時雇用者の増加に伴う OJT（職場内訓練）

による人材育成の弱体化

・製品に使われる組み込みソフト 8 の増加

・消費者側の要求水準の高まり

最近のものづくり企業を取り巻く環境変化を

踏まえて、品質問題に関する日本企業の課題や留

意点として以下に 5点挙げておきたい。

①経営者の関与による全社的な取り組み

昨今、「品質ニッポン」の復権を目指し、生半可

でない、徹底的な品質改善を標榜、追求する日本

企業が少なくない。ただ、注意すべきは、「けた違

いの品質を目指せ」といった精神論で現場の人間の

頑張りに期待するだけでは限界があるということ

だ。経営トップの具体的な指示のもと、経営と現

場が一体となって、品質問題を引き起こす諸要因

を粘り強く解きほぐし対策を講じる必要があろう。

②全体最適の改善を図る仕組み

技術の複雑化や統合化が進む中、現場で問題

を発見し、その解決策を見出すことの難易度が上

がっている。こうした中、日本の改善活動は現場

ベースで自律的に行われるため、品質問題が発生

した際に、下手をすれば、優れた知見を持つ他人

の知恵を借りることなく、現場の自分達の知恵だ

けで解決策を考え、表層的な問題解決で済ませて

しまう罠に陥る危険性が潜んでいる。

また、現状のシステムでは生産工場における

不良品率を下げることは実現できても、輸送途上

課題（２） 品質問題への対応　

８　家電や自動車などコンピュータ制御を利用する機器に組み込み、製品の動作を指示するソフトウェアのこと。
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の故障や経年劣化など市場に出回ってからの不良

品率の引き下げには十分に対応できないケースが

多く、全体最適とはほど遠い部門最適の問題解決

にとどまる恐れがある。

現場の改善活動が、このような罠に陥ること

のないよう、事業プロセスの全体像を考えつつ問

題の深耕に努め、全体最適化を図るような思考鍛

錬と仕組みづくりに取り組むことが重要な課題と

なろう。

③組み込みソフト開発に関する課題？

経済産業省の調査によれば、日本の組み込み

ソフトの開発規模は約 2 兆 4,000 億円、その技術

者は 17 万 5,000 人に達しているが、同時に組み

込みソフトの不具合を原因とする製品の品質トラ

ブルの割合が増加している[15]。

ソフトウェアの品質管理は目に見える機構や

電気などの品質管理とは勝手が違う部分が多く、

確実で効果的な方法がまだ確立されていない面が

ある。

現状の問題点として、組み込みソフトに関し

てはその重要性が目に見えにくいため、経営層の

関心が低く、人・もの・金などの経営資源が不足

しがちであること、組み込みソフト開発において

どこを組み合わせで行い、どこを擦り合わせで行

うかといった製品設計の基本思想の視点を事業戦

略として取り入れる必要があることなどが指摘さ

れている[16]。

④設計段階での早期発見・早期解決

市場が求める品質が、従来の「製造品質」に

加え、顧客の使いやすさや取り扱い間違いのしに

くさといった点も考慮した「設計品質」へと広が

っている。

また、厳しいコスト削減要求や、製品ライフ

サイクル短期化に伴う設計時間不足、外注への丸

投げなどの要因が重なり、製品不具合の原因がも

のづくりの上流工程の設計に集中する傾向が強ま

っている 9。

したがって、設計初期の段階で品質問題の早

期発見、早期解決を図ることが重要な課題に浮上

している。

⑤トラブル発生時への備え

全社的に「ゼロディフェクト（欠陥ゼロ）」を

標榜するあまり、トラブルから目をそむけたり、

トラブル発生時に備えた議論を怠ったりするよう

なことがあってはならない。徹底的な品質改善を

追求する一方で、不測のトラブルが発生した場合

を想定した危機管理（コンティンジェンシープラ

ンの策定）、不良品や事故が発生してもその影響

を軽微にとどめる仕組みや体制の整備を行うこと

が重要である。

今なぜ連携が重要か

これまでに、日本のものづくり企業がグロー

バル競争の時代に生き残るために、新製品開発の

競争力などのイノベーションを起こす力の重要性

が増してきていることを述べた。また、日本型改

善アプローチの弱点であるブレークスルーを伴う

革新的イノベーションを生み出す環境の整備が課

題となることを見てきた。

革新的イノベーション促進のための課題の中

で、ここでは特に連携強化の重要性について強調

しておきたい。

イノベーションは人が起こすもので、偶発的

な要素が大きく、こうすれば起こせると科学的に

定式化できるものではないが、複数の異なる専門

領域の融合の中からイノベーションが生まれやす

いという点については共通認識となっている 10。

課題（３）連携強化によるイノベーション促進　

９　[17]によれば、企業によってばらつきはあるが、最近の製品不具合の原因の約 7割は設計にあるとされている。
10     例えば、[18]では、「異分野の人が一緒に仕事をするとき、彼らの見解のぶつかり合いのなかから新しいアイデアが生まれる」、
「イノベーションを成功させるには、『何が可能か？』（科学の関心事）と『何が必要か？』（エンジニアリングの関心事）の2つ
の取り組みの結合が必要である」等の帰結が示されている。
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したがって、企業がイノベーションを加速す

るためには、企業内での部門間連携のみならず、

企業の外部との連携を活発化させることが極めて

重要と言える。

企業を取り巻く環境変化からも連携の必要性

が増している。技術の高度化や競争の激化に伴う

スピードアップ要請などを背景に、新製品の開発

に投じる経営資源（技術、人材等）が多岐にわた

るようになった。これらすべてを 1企業で保有す

ることは困難であるほか、開発効率の悪化につな

がりかねない。そうした観点から、企業が研究開

発活動において「企業の境界」を越えて外部の知

識や技術などを取り込むことで、イノベーション

の早期実現を図る動きが活発になりつつある。

連携上手の企業は「自前主義」？

日本の製造業企業の研究開発の推進方法を見

ると、65 ％の企業が「自社のコア技術は基本的

に自社内で推進するが、周辺技術等の一部は自社

外と共同で推進する」とし、「自社のコア技術は、

研究開発から開発・試作まですべて自社内で推進

する」という企業（24 ％）を上回っている[19]。

これは、日本企業においても、研究開発を自社の

みで行うクローズド・イノベーションではなく、

オープン・イノベーション 11 の取り組みが重視さ

れつつあることを示すものである。オープン・イ

ノベーションの促進は日本のものづくりが取り組

むべき重要課題の 1つと言えよう。

外部と連携した共同開発が成果を上げるのは、

その参加メンバーが互いに組みたい相手と組んだ

場合が多い（本シリーズ第 9回〔2006 年 11 月号〕

参照）。理想的な相手との連携が成就するために

は、自社が特定分野で強みとなるコア技術をもち、

他社に組みたいと思わせるだけの内部蓄積や魅力

をもっていることが必要条件となる。

いわゆる自前主義や「NIH 症候群（No t

Invented Here Syndrome）」12 が日本企業の悪弊と

して非難されることが多いが、「連携上手」の企

業になるためには、逆説的ではあるが、コア技術

の関連分野においては徹底した自前主義を貫い

て、他社に欲しいと思わせる強みを構築すること

が重要と言える。

高度部材開発という方向性

日本の産業政策は、2で述べた「日本のものづ

くりが重視すべき強み」を活用する方向に既に舵

を切っている。経済産業省が 2004 年 5 月に発表

した「新産業創造戦略」および 2005 年 6 月に策

定した「新産業創造戦略 2005」がそれである。

同戦略では、日本の製造業の強みは世界的にも

稀有な「高度部材産業集積」にあり、この集積を活

かして川下から川上までの「擦り合わせの連鎖」を

実現することが日本のものづくりの真骨頂だと明

確に位置づけられ、高付加価値部材の創成と擦り

合わせの連鎖を誘発する産業集積の強化のための

方策が打ち出された。ここで描かれている高度部

材開発の方向性のイメージは図表6の通りである。

新産業創造戦略における高度部材産業強化策

は、日本の産業・技術・技能集積の厚み、作り手

と使い手が一体となった「擦り合わせ」、といっ

た強みを活かした戦略であると同時に、内部蓄積

を活かしながら現場の課題解決能力を活用してイ

ノベーション創出を図るという点でも、2 で述べ

た日本のものづくり優良企業の戦略アプローチと

合致するものと言える。

近年、最終財メーカーは、グローバル競争を

戦う上で自社の製品を差別化するために、部材レ

ベルで機能や性能を作り込むことを指向するよう

課題（４）高度部材産業強化に向けた課題

11 オープン・イノベーションは米カリフォルニア大バークレー校のヘンリー・チェスブロー博士により提唱された概念。国際競
争の激化と新製品の寿命の短期化などを背景に、研究開発から製品化までに企業内外で自由なアクセスを行いながら素早く製
品化を行う新しいモデルとして提示された。

12 自前主義を揶揄した言葉で、「ここ（自社）で発明されたものではないから受け入れられない」症候群のこと。
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になり、研究開発の視野を材料分野にまで広げ、

材料メーカーと連携する動きを強めている。一方、

部材産業の側でも、かつてのようにユーザー産業

から求められる部材を単に提供する「下請け産業」

にとどまることなく、最終財メーカーとタッグを

組んで高度に作り込んだ部材を共同開発したり、

部材産業の側から最終財メーカーに対し素材に関

するソリューションを提案する動きを活発化させ

たりしている。

克服すべき2つの問題

こうした部材メーカーと最終財メーカーとの

連携が成功し、新産業創造戦略が意図する高付加

価値部材の創成と擦り合わせの連鎖の誘発が実現

するためには、次の 2つの問題をクリアする必要

がある 13。

第一に、川上の部材産業においては、部材技

術の高度化や広範囲化に伴い研究開発費用が増大

している一方で、川下（最終財メーカー）からの

コミットメントは不透明さを増している。このた

め、高度部材開発に向けた次世代の研究開発投資

が十分に行えない状況が発生しがちである。前述

した「企業の境界」を越えた研究開発活動を活発

化させることで、この課題を乗り越えていくこと

が期待される。

第二に、「系列」の崩壊や取引のオープン化に

伴い、最終財メーカーと部材メーカーとの中長期

的なビジネス関係が希薄化していることなどが原

機 能性金 属、機能 性高分 子、  

基盤技術 
基 盤コー ティング 技術 、 切削 ・ 研 削 ・  

材 料創成 と成形加 工技術 の融合 

（今後のマーケットニーズの例）  

・ 情報家 電・光通 信分野 に多用さ れる超 小型・低 損失・ 高機能部 材  

・ 電子ペ ーパー等 のメモ リー性を もった 低駆動電 力デバ イス  

高度部材 

材料 

川 

下 

産 

業 

材料製造  成形加工  

川 

中 

産 

業  

川 

上 

産 

業  

企 

業 

間 

の 

垂 

直 

連 

携  

企 業間の 水平連携  

ユーザー産業 
環境 燃 料電池 

情 報家電 

医療 ・ 福祉 

エネ ル ギー 

安 全・安 心 の最終製品 

検査 

評価  
シミュレーション 計測 サステナブル 

技術 

機 能性ガ ラス・ナ ノガラ ス、 
光 触媒、 ナノコン ポジッ ト 等  

研 磨・薄 膜化技術 、エッ チング、  
レ ーザー 加工 、 印刷 プロセ ス技術  等  

・ 情報家 電・通信 分野で 使われる 超高品 位投写型 ディス プレイ、 小型 光 LAN  デ バイス  

・ 自動車 、携帯電 話等の 部品の軽 量化・ 高耐久化 （エン プラ代替 ）  

・ 高い電 気特性等 をもつ 高出力電 池、ス ーパーキ ャパシ タ        等   

・ 軽量性 ・リサイ クル性 に優れた マグネ シウム鋳 鍛造部 材 

・ ナノテ クノロジ ーを利 用した高 機能繊 維部材     等 

・ 塗布技 術を利用 したフ レキシブ ルディ スプレイ 部材  

図表６　高度部材開発の方向性のイメージ

出所：九州経済産業局「九州地域における高度部材産業の産学官連携に関する調査研究報告書」

13 本項の記述は[20]に多くを負っている。
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因となって、川上企業にとって川下企業からのニ

ーズ情報の入手ルートが減少しており、技術開発

が非効率になりがちという問題がある。高度部材

の技術開発は、部材産業だけで自己完結するもの

ではなく、ユーザーとの連携なしに技術開発を行

っても、実用化の面で失敗に陥りやすい。

この第二の問題の克服策として最近注目され

るのは、大手材料メーカーが IT を活用した情報

ルートの開拓により、最終財メーカーの潜在的な

試作ニーズの掘り起こしや最終財メーカーの研究

開発支援を行う動きを見せていることである。日

本軽金属の「Shisaku.com」や三井化学の「三井

化学機能性ポリマーズWeb フォーラム」がその

代表例である 14（本シリーズ第 10 回〔2007 年 3

月号〕参照）。

こうした材料メーカー側の動きは、川上と川

下の連携による高度部材開発のために必要な情報

の効果的な収集・共有やニーズのマッチングを促

進する試みであり、今後こうした取り組みが活発

化することが予想される。

最後に日本のものづくり競争力強化に向けた技

術経営（MOT：Management of  Technology）面で

の課題として、過剰品質の問題に触れておきたい。

2で見たように、日本のものづくり力は国内の

要求水準の高い顧客（使い手）によって鍛えられ

てきた。今後とも、作り手と使い手が強力なタッ

グを組んで「擦り合わせ」や「作り込み」を行う

ことでものづくりを進化させることが求められる。

しかし、近年、グローバル市場が急拡大する

中で、日本企業は相対的に規模の小さい日本市場

の中で多機能・高品質の新製品を次々と創出して

いるが、小ロットで製品ライフサイクルが短いた

めスケールメリットを享受できず、いくら作って

も利益が出ないという問題や、日本市場で売れる

新製品は機能・品質が過剰なため世界市場で売れ

ないという問題が表面化している。

国内の産業・技術集積、現場の課題解決能力、

多能工のチームワーク等の強みを活かした統合型

ものづくりが今後も日本の競争力の源泉となるこ

とは間違いない。また、最先端の製品・技術開発

の場として日本の現場の特性を最大限に活用して

いくことは重要である。

しかし、そのものづくりの高い能力が埋め込

まれた製品に多くの顧客が価値を認め、追加的な

対価を払ってくれなければ、企業は持続的に成長

できないし、グローバル競争を勝ち抜くこともで

きない。

現状打開の方向性を 2点挙げておきたい。

第一に、自己満足のために顧客不在の高付加

価値製品を開発することは避け、世界市場で受け

入れられるコストに見合ったパフォーマンスの製

品開発にもっと目を向ける必要があるだろう。

「日本市場で売れるいいものを作れば、世界中ど

こでも売れる」というかつての法則が成り立たな

くなっている現実を直視し、過剰品質の見直しと

世界市場の攻略に取り組むことが求められる。

第二に、日本企業の傑出した現場力によって

生み出された高品質製品の魅力を積極的に消費者

に向けてアピールする努力をもっとすべきかもし

れない 15。日本のものづくりの組織能力が生んだ

価値ある製品としてのブランドを確立し、顧客に

その良さを理解してもらうことに一段のエネルギ

ーを注ぐことが重要と思われる。

課題（５）過剰品質の問題克服に向けて　

14 日本軽金属の「Shisaku.com」プロジェクトは、インターネットを使って試作依頼を広く受け付けるもので、試作ビジネスを
オープン化することで潜在的な試作ニーズを刈り取ることを狙っている。三井化学の「三井化学機能性ポリマーズWebフォー
ラム」は、ウェブサイトを機能性ポリマー製品群のプライベートショールーム化することで、既存顧客の研究開発のサポート
および潜在顧客のニーズ関連情報の取り込みを図ったものである。

15 [21]によれば、日本企業によるものづくりへの熱意や取り組みは、産業界・実務家や研究者の間では周知の事実だが、最終消
費者にまでは届いていないと指摘し、日本の家電企業のものづくりに対する姿勢や傑出した統合型ものづくりの力を製品に付
帯する付加価値情報として、積極的に消費者に向けて発信すべきだと提言されている。
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