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　バブル崩壊後、日本の製造業は商品のコモディ
ティ化、価格の低下と戦ってきました。国内市場
では、中国や東南アジアの台頭、市場席巻に悩ま
され続けています。今回は、日産自動車時代に
NISSAN GT‒Rを開発され、現在は台湾の裕隆
グループの日本法人、華創日本株式会社で自動車
開発に携われている水野和敏様を取材し、製品開
発での付加価値の源泉についてお聞きしました。

車は人に多様な楽しみを提供する、“自由” が
キーワードの商品
日比野：水野さんは、自動車開発に携われてこら
れました。また、日本の自動車産業は長らく成長
期にあり、日本を支える基幹産業になって久しい
です。製造業、その中でも自動車産業に進まれた
のは、どのような思いからでしょうか。

水　野：思いと表現されると肩の荷が重くなって
しまいます。自分はモノづくりの世界に憧れ、多
様な製造業がある中で自動車産業に身を置くこと
にしました。自動車は、使う人にとって、時間、
場所、空間、仲間など、さまざまな要素が組み合
わされます。家は土地に固定した使い方になりま
すし、飛行機は限定的な選択しかできません。掃
除機やテレビは便利な商品で我々の生活に不可欠
ですが、使い方は決まっています。より便利な掃
除機を選ぶことはあると思いますが、より楽しい
掃除機が選択基準になることはないでしょう。ま
た家族で楽しむテレビと、恋人と過ごすためのテ

レビが異なることはありません。自動車は、都会
をドライブするか、高速道路をぶっ飛んで行こう
か、また、カップルで2人乗りスポーツカーか、
それとも7人乗りワンボックスでワイワイやるの
か。使う人に自由な楽しみ方を提供できます。人
がこれを欲しい、買いたいと思う心を創るのが商
品の目的です。自動車はこの点で懐が深い。それ
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になんとなく夢を持ち、自動車産業に進みました。

日比野：日産自動車もご定年まで勤め上げられま
した。どんな企業人になりたいと意識されてきま
したか。

水　野：サラリーマンであってもプロフェッショ
ナルであるべきです。お客様が何にお金を払うか、
それを創り出すにはどうアクションすべきか、自
ら必死に考えるのです。会社は人の集まりですか
ら常に変化していきます。仕事の仕方は一定では
ありません。自らルールを固定し、その中で仕事
をして、やった気になる人が多いのですが、錯覚
です。一言で表現するとお客さんが買いたいもの、
欲しいものを自由な枠組みや新しく合理的なやり
方で創り出す、これが私の信条です。

NISSAN GT‒Rの狙い
日比野：水野さんといえば、やはり日本が誇るスー
パーカー、NISSAN GT‒Rです。2007年に発売さ
れてからすでに10年を超えていますが、今なお、
世界中の車好きに夢を与え続けています。また日
本では常識的でないコストパフォーマンスを発揮
しています。

水　野：普通、新型車発売、あるいはフルモデル
チェンジから10年経つと時代遅れで古臭くなり、

見向きもされません。長く支持される「タイムレ
スの価値を持つ車」に仕上げる。この車の設計段
階からの狙いです。

日比野：毎年、バージョンアップして、例えば
「20○○年モデル」として成長していますし、また、
低年式車をバージョンアップするメニューも用意
されています。

水　野：いやいや、それだけでは魅力は維持でき
ません。通常、製品の販売価格はどのように決め
ますか。原価に償却費、営業費、利益を乗せて、
さらにクレーム費を想定してなどとやっていくで
しょう。その過程のどこにお客様がいますか？
これは企業が決めた価格です。このように価格を
決めると、モデルチェンジ後数年で、大幅な値引
きが必要になります。だから長続きしないのです。
私が立てた目標は、3年後の残存価格率80％以

写真 1　NISSAN GT-R

出所：水野和敏氏

写真 2　NISSAN GT-R
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上。通常、日本車だと40～ 50％、BMWやベンツ
で60％、ポルシェで75％ぐらいです。そのために、
商品性、耐久性を設計し、さらには販売方法や中
古車の査定方法など、相当の施策を打ち、価格設
定を行いました。新車登録されてから年数が経っ
ても価格が落ちない。さらに毎年バージョンアッ
プを実施している。この魅力があるからデビュー
から12年経っても色褪せないのです。お客様や
市場の価値観=中古車価格から逆算して新車価格
を決める。単純なことです。企業の都合を押し付
けても長続きしません。

日比野：GT‒Rは、今も東京銀座のギャラリーで、
展示されています。

水　野：当初「中古車の想定価格から新車の価格
を決め、なおかつ収益も確保する」と話すと、社
内では「あいつは狂っている」と言われました。
また、中古車部門からは、「何も分かっていない奴
が口を出すな」です。皆、お客様中心に仕事をす
ることの意味が分かっていない。お客様中心とは、
生半可なことではできないのです。発売開始から
12年経ちましたが、GT‒Rを「古臭い車」などと
は誰も言いません。それまで日本車が売られたこ
とのない国も含め、今では世界30カ国以上で売
られており、ヨーロッパや中東では2,000万円超
の値札がついています。社内で戦った分だけ、お
客様の心を掴めたと思います。

普通ではないことを実現する
日比野：お客様価格を実現するには思いだけでは
できません。また、大企業の中での制約も多かっ
たと思います。

水　野：最大のネックは、一言でいうと、自分を
守ることです。自分は講演でも、台本は用意しま
せん。資料と骨子は準備しますが、話す内容はそ
の場でお客様のレスポンスを見ながら決めます。
台本はミスをしないように自分を守る道具です。

自分を守ろうとするガードが自らのアクションを
邪魔します。こんなことして、上司に嫌われて不
遇を受けたらどうしよう。そんなこと考えるから、
「難しい」と勝手に思い込むのです。GT‒Rでは、
私以前に前任者がいて何度も提案し、却下されて
いるのを横目で見ていました、私もまさか自分が
担当するとは思っていませんでした。ところが私
に話がきたので、自分が温めていた思いをぶつけ
「人・モノ・カネ・時間、これら開発資源をスカイ
ラインやフーガの半分で、商品の目標は王者ポル
シェを凌駕し、あらゆる生活シーンでスーパーな、
世界に無い “マルチ・パフォーマンス・スーパー
カー” を創る」と提案しました。ゴーンさんと数
人の仲間以外は反対でした。系列だったほとんど
の部品メーカーにも「この忙しい中、そんなプロ
ジェクトに付き合えません」とそっぽを向かれま
した。

日比野：「どうせできない」と高を括っていた方も
いらっしゃったのではと思います。「人・モノ・カ
ネ・時間」を半分に抑える戦略はお持ちだったの
でしょうか。

水　野：私は、どこの組織にも属さない、プロジェ
クト責任者を希望しました。例えば開発部門に属
していると、営業や、ディーラーがモノを言って
きます。自分の所属を中に浮かせ、マーケットリ
サーチも営業も全部自己責任でやるのです。そう
すると、「皆のためにやっているのだよ」と、主張
できます。部署が多くなるほど、どうしても無駄
が増える傾向があります。よくある業務分析では、
ここは朝のミーティング、次に打ち合わせ、次に
設計変更、こんなHow to 分析だったらやらない
方がいい。大事なのはWhat、Whyです。なぜその
仕事をしているかを分析することです。なぜ朝の
ミーティングが必要になるのか。一人ひとりの目
標、進むべき工程が曖昧だからです。偉い方が案
を出して、具体的にどう実行するかを部門単位で
担当者が集まって調整や修正の会議をするから、
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会議や設計変更が増えるのです。自動車メーカー
では、エンジン、トランスミッション、サスペンショ
ン、シャシー、内装、外装いろいろな部門に分か
れている。最初からプロジェクトリーダーとコア
メンバーが集まって少人数でしっかり決めれば、
「社内のコンセンサスをとる」時間は相当削減でき
ます。

日比野：それぞれに開発部隊がいますね。

水　野：さらに始末が悪いのは、彼らはそれぞれ
の基準、自分たちだけの言葉やパラメーターで仕
事をし、それを守ろうとすることに精力を使う点
です。当然ですが、お客様は自動車1台を全体と
して感じ取られます。エンジンだけを評価するわ
けではありません。ところが、通常の開発工程では、
エンジン、サスペンションなど、それぞれの部門
ごとに試作車を作り、さらに全体を合わせた試作
車を作る、結局1台 1億円近い試作車を30台、
40台と作ることになります。これでは湯水のよう
にお金がかかります。試作の数＝失敗の数だと認
識してください。
　私がGT‒Rプロジェクトで最初に取り組んだの
は、皆で使うデータ、250項目以上を一瞬で取得
し共有できる計測機材の開発です。レース時代か
ら利用してきましたが、フォーミュラ11開発で
使っているシステムを大幅改良して作りました。
マスターカーが1台あれば、全てのデータがとれ
ます。データをチーム全員や他部門と共有できま
すし、データが一元化していますから、相関関係
もすぐに分かります。するとそれぞれの担当者に
素早く明確に分担と指示が出せる。開発コストや
期間は半分以下になりますよ。組織も変えない、
仕事のやり方も変えない、業界そのまま、当たり
障りなく、それでお客様が驚くような商品ができ
るわけがありません。実はGT‒Rの開発担当者の

80％は他のトラック系メーカーの早期退職者で、
スポーツカーなど設計したことのない人たちで
す。それでもデータの全体像が見えれば、皆がプ
ロの仕事ができるのです。このようなやり方は最
初のころは社内で批判や反対もありましたが、ス
タートして1年半も経つと理解されてきました。
GT‒Rの実現が見えてきたからです。

日比野：縦割り組織の弊害は、誰もが理解してい
ますが、それでも課題は残ったままです。

水　野：全ての商品は人間の思考の結果ですから、
人の思考以上のものは作れません。だから、私が
やるべきことは、部下の思考力と実行力をサポー
トすることです。自分が何を目的にし、何を考え
たらいいか、具体的なアクションはどうすればよ
いか、効果的な仕事ができるようサポートでする
ことが大切です。

感性のモノづくり
日比野：世の中は、GAFA2に代表されるように、
まさにデジタル、データの時代です。その中で「感
性」を大事にしていると聞きました。

1    F1世界選手権（FIA Formula One World Championship）。国際自動車連盟  が主催する自動車レースの中で最高峰と呼ばれている。
2    グーグル（Google）、アップル（Apple）、フェイスブック（Facebook）、アマゾン（Amazon）の 4社のこと。頭文字を取って称
される。いずれも米国を代表する IT企業であり、4社は世界時価総額ランキングの上位を占めている。

感性のものづくり
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水　野：車で言えば、世界で誰も作ったことのな
い車を作る。これがお客様の感性に訴えることに
なります。いいですか、ここがキーポイントです。
ポルシェやベンツよりいいものを作りましょう。
これは、感性ではなく、理性による作り変えです。
フェラーリよりもっといいフェラーリを我々が
作ったとして、売れると思いますか？　それなら、
お客様は伝統ある商品を選びます。GT‒Rは量産
車ではサーキットで世界トップレベルに速く、大
きなラゲッジルームがあって、夫婦がゆったり乗
れて、砂漠や雪の中でも走れる。おまけに業務用
車として会社の経費でも落とせる。こんなマルチ・
パフォーマンス・スーパーカーは世の中に無いわ
けです。これがお客様に夢を届けることになりま
す。

日比野：最近は、デザインなどの企画までAIに
やらせようとしています。

水　野：AI、ビッグデータ、マーケットリサーチ、
そしてベンチマーク、全て過去の記録です。過去
の記録を分析して設計するほど、過去の最大公約
数の車が多くなることでしょう。抜きん出た商品
は人の思考、感性でしか生まれません。もちろん、
モノづくりの基本は外しません。自動車には当然、

速く走るための基本があります。

日比野：GT‒Rはスポーツカーとしては重量級で
すが、サーキットでも乗り手を選ばず速い。感覚
的には、重い車は扱いにくい印象があります。

水　野：飛行機なら軽い方がいい。当然です。自
動車は地面を走ります。車の全てのアクションは
タイヤを通じて地面に伝わります。車を速く走ら
せるためには、4つのタイヤにそれぞれ最大限の
力を同時に発揮してもらう、つまり、4つのタイ
ヤの最大静止摩擦力 3を同時に使い切ることが重
要です。それには直線やコーナーなど、あるいは
晴れの日、雨の日、さまざまな場面で、できるだ
け4輪に平均的に仕事をしてもらうための、重量、
その配分、駆動方法など、車全体のバランスが大
事です。単に軽いだけの車では、雨の日にスリッ
プして止まりません。これは中学校の理科レベル
の話です。「いや、ポルシェはこうです」「フェラー
リはこうです」なんて考えると結局作り変えにな
ります。最大静止摩擦力で4つのタイヤをコント
ロールすれば、それを超える車はあり得ません。
原理原則に基づき本質を追究すれば、必ず成功す
る。私の哲学です。

魅力性能と当たり前性能
日比野：自動車に限らないことですが、新商品発
表では「×××をベンチマークとして開発した」
などという表現はよく聞きます。

水　野：ベンチマークを追うことは、人と同じも
のを作ることになります。同一の評価軸で5％、
10％増しのものを作って売れるはずがありませ
ん。ビッグデータも同様で、過去の事例集です。
すでにユーザーが知り尽くしたことです。これら
は使い方を考えなければなりません。新商品で追
うべきスペックは2種類あります。一つは、魅力

3    物体がその場所に踏みとどまろうとする力。荷重により変化する。
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的な商品として売るための魅力性能、もう一つは
お客様に保証しなくてはならない当たり前性能で
す。自動車でいえば、10年、20万キロは使える
ように、それに保安、防災、社会性これらは人並
みでなくてはなりません。劣ってはいけない。燃
費もこの部類に入ります。極端に燃費の悪い車は、
今は反社会行為です。このような市場が決めるス
ケールはベンチマーク、ビッグデータで見るので
す。一方、お客様が買いたいと思うかどうかは魅
力性能で決まります。人間と動物の違いは、人間
は好みが一人ひとり異なることです。また好みは
時間の経過でも変化します。人間は感動するエッ
センスが一人ひとり違うのです。AIではこれまで
のお客様の想像、つまりマーケットリサーチの範
囲でしかモノが作れません。我々に必要なのは、
誰も想像しないもの、新たな感動を創ることです。
“アメージング” を求めることです。
　当たり前性能も飛び抜けると新たな魅力になる
こともあります。Tier1、Tier24 の方が「自動車メー
カーの購買担当は値段しか気にしていない」とよ
くおっしゃるのですが、そんなことはありません。
GT‒Rでは、サスペンションのスプリング長の誤
差を1～ 2mm以内に抑えてもらい、指名買いとし
ました。GT‒Rを魅力ある商品にするには必要不
可欠なスペックです。ISOや JIS規格では上下合
わせ10mm以内のバラつきは規格内です。単純に
規格内だけで納品されるなら、安いものを買いま
す。

チームを引っ張る
日比野：自動車開発やカーレースでプロジェクト
に取り組まれ、チームを率いてこられました。社
員個々の力を引き出していかなければなりませ
ん。リーダーとしての求心力について、どのよう
にお考えですか。

水　野：商品は人間の能力の範囲でしか作れませ

ん。リーダーの使命はその人の能力を引き出すこ
とです。リーダーシップの研修を受けても効果は
なく、具体策が必要です。製造会社で、押し付け
られ感が起こりやすいのが、原価低減活動です。
例えば、「不良品を減らして原価を下げろ」とか、
日本の会社の多くでは、管理部門からの原価低減
指示が一律的に下りてくると思います。私は、単
純な原価低減ではなく、商品の付加価値増加とセッ
トで取り組むようにしています。例えば、エンジ
ンの原価を3万円下げる指示が出されたとしま
す。単に3万円下げるのでは前向きではありませ
ん。でもパワーを480馬力から 550馬力にしたら、
市場価値で10万円以上販売価格が上げられる。
そうすれば逆に利益が出るのです。お客様にも喜
ばれますから、やる気が出ます。大事なことは、
原価活動の目的は “収益向上” であり、自分たち
が歩みたいストーリーをそこに作ることです。ノ
ルマ感があってはいけません。自主活動にして裁
量範囲を増やすと、原価活動も面白いものになり
ます。管理部署から原価低減を言われ、企画部署
からは仕様向上を指示される。管理部門と設計部
門との間で、できる、できないで1カ月調整会議
している。無駄な部分があると思います。もう少
し現場に任せ、効率化を図るべきです。

4    Tier1 は 自動車メーカーに直接部品を供給する企業。Tier1 にその部品を構成する部品を供給する企業はTier2。

感性のものづくり
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日比野：大企業のそれぞれの組織は、自分の仕事
の範疇を自ら設定して、それに注力してしまいや
すい。

水　野：私のような考えは、大反対にあうことも
多いですが、受け入れられることもあります。基
本は、正直に考えることです。理想論になるかも
しれませんが、できるだけやりたいようにできる
道を探ることです。もちろん、結果は成功させな
ければなりません。成功すれば反対する人はいな
くなります。

日本の製造会社に求められること
日比野：日産自動車を定年退職された後、現在は
台湾の自動車メーカーの日本法人で自動車開発を
されています。狙いや、今後の開発目標を聞かせ
ていただけますか。

水　野：日本の自動車産業の未来は危機的状況に
あると考えています。一つの車を開発するのに必
要な資源が以前は1であったとすると、今は2に
なりました。モーターやバッテリー等の電動に関
するものや、自動操縦関連などが加わっています。
10年前なら 1工数でできていたものが2工数必要
としている。ところが今、日本では人手不足が起
きています。エンジニアは減る一方で、製造会社
にとっては危機的です。今、自動車の世界ではヨー
ロッパが強い。日本車、アメ車（米国車）を凌駕
している。理由は簡単、ベルリンの壁崩壊とEU
の成立による人材の増加と流動化です。

日比野：それまで東ヨーロッパで埋もれていた人
的資源が活かされるようになった。

水　野：旧ソ連はもともと米国に対抗する軍事力
を持っていました。東ヨーロッパには優秀な頭脳
が多いのです。今や欧州メーカーのフォルクスワー
ゲンやルノー等は、30%以上の開発を旧東ヨーロッ
パ地域でやっています。だからヨーロッパ車は強

いのです。日本ではどうですか。海外から優秀な
技術者が流入していますか。逆でしょう。そうな
ると、企業で起こっているのは、規格に沿った企
業効率優先の開発です。先ほどアメ車と表現しま
したが、本当は、GM、フォード、クライスラーで
全く別の会社なのに、日本ではアメ車と一括りに
されてしまう。最大公約数の車ばかり作っている
からです。ドイツ車はベンツ、BMW、アウディと
違うでしょ。今日本の自動車産業はどちらを向い
ているか。だから若者の車離れが進んでいる。余
談ですが、カーシェアとか、あれはもう自動車の
価値の崩壊です。個人所有しない車には、愛着心
などなく、使い捨ての使用感覚しか残りません。
今後、モラルや安全面などいろいろな問題が生ま
れるでしょう。

日比野：お客さんは、特徴あるものに自分のもの
としての価値を感じ、お金を払う。

水　野：中国の自動車生産能力は2,100万台で、
そのうち300万台～ 400万台が余剰です。今の延
長線上の車作りばかりしていたら、日本は中国か
らの輸出に将来席巻されます。そして今、自動車
開発で一番手間がかかるのが電子技術関係です。
だから電子技術の優れた台湾と仕事をすることに
しました。魅力性能の部分は日本で開発し、電子
技術や耐久性、信頼性など、当たり前性能の部分
は台湾で行うのです。日台合同で人的資源を確保
して、分業を戦略化することにトライしています。
労働力不足の問題ではなく、大事なのは、考える
人の数です。この点で日本は危機的状況です。自
分の力が一助となればとの思いで取り組んでいま
すが、国際チームでの仕事は、多様な価値観の中
でチームを引っ張る力が求められ、私にとっては
厳しい毎日です。

日本の若手エンジニアへの期待
日比野：最近の新社会人の傾向として、デジタル
時代の影響もあるかと思いますが、すぐに答えを

特別対談企画
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求めてきます。試行錯誤をやりたがらない。また、
安定志向というか、例えば転勤を嫌がる人も多い。
これからの日本を背負って立つべき今の若いエン
ジニアに何を期待しますか。

水　野：例えば、夏休みの宿題ですが、自分で目
標を立てて、そのとおりしっかりできたことがあ
りますか。

日比野：いつもぎりぎりでなんとか間に合わせて
きました（笑）。

水　野：自分のために立てた目標は、自ら勝手に
崩れるのです。主人公はお客様です。お客様のた
めの目標を立て、邁進することです。人を喜ばせ
たい気持ちが自分を動かす原動力です。休みが1
日あって、何やろうかなんて考えたって、考えて
いるうちに1日過ぎてしまう。ところが、引っ越
しの手伝いとか、休みの日に人に頼まれた仕事を
すると充実感がまるで違う。自分の喜びとは何か、
自問自答して欲しいのです。「俺は世界一の車を
作ったぞ」なんて言ったって、自己満足にしか聞
こえません。人から、「あんたの作った車良かった
よ」これが喜びなのです。自分が何をしよう、自
分でやらなきゃ、自分、自分で考えていると、答

えが出ません。お客様のために何を作るか、この
視点に立つと自然とやるべきことが見えてきま
す。エンジニアが直接お客様から聞く言葉にはヒ
ントがたくさんあります。リサーチ会社の分析を
いくら検分しても隠れたニーズは見えてこないの
です。人に喜んでもらうことを仕事の原点にする
と、発想が変わってきます。若い人にはそのこと
を意識して欲しいと思います。

日比野：自動車は人に多くの夢を与えてくれま
す。物流にも必須で、人は皆、車社会に支えられ
ています。これからも魅力ある自動車をたくさん
世に送り出してください。本日はありがとうござ
いました。

感性のものづくり


