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バブル崩壊後の競争優位
―競合による模倣と顧客の要求水準の観点から―

Point
❶	 	バブル崩壊後四半世紀の間に、家電や電子デバイス系が競争劣位に陥ったのは模倣の容易さや産業

内での分業の進展に由来する。
❷	 	自動車や化学、製薬など模倣が難しく、かつ、分業度に進展がなかった産業では、市場地位の大幅

変動は生じていない。
❸	 	企業は模倣が難しい技術分野へのシフトや垂直統合から分業への移行と事業の絞り込み、顧客の要

求水準が高い分野への集中が必要である。

1．日系メーカーの分岐点
2011 年 4 月、三洋電機が経営不振に伴いパナソ

ニックの完全子会社となった 1。しかしながら、
パナソニック自体もプラズマパネル事業の不振に
伴い 2013 年 3 月期決算において 7,542 億円の赤
字を計上し、ヘルスケア事業を米ファンドに売却
した 2。2016 年、シャープが液晶ディスプレイ事
業の不振に伴い台湾の鴻海精密工業に買収され 

た 3。また、同年、東芝のパーソナル・コンピュー
タ（PC）事業等での不正会計問題が発覚し、約
2,000 億円の損失計上をしたため、有力事業であ
る医療用機器部門を売却せざるを得なくなっ 
た 4。1980 年代には半導体等で世界的企業に上り
詰めた NEC はその後縮小均衡を繰り返し 5、かつ
て『コア・コンピタンス経営』1）の優良事例とし
て取り上げられた面影はない。

1  『日本経済新聞』（2011 年 4 月 1 日）p.12.
2  『日本経済新聞』（2013 年 5 月 15 日）p.15 および『日本経済新聞』（2013 年 9 月 27 日）p.13.
3  『日本経済新聞』（2016 年 3 月 31 日）p.1.
4  『日本経済新聞』（2016 年 12 月 20 日）p.11.
5  『日本経済新聞』（2012 年 3 月 23 日）p.9.
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しかしながら、すべての日系企業が経営不振に
陥っている訳ではない。2016 年度の上場企業の売
上高や営業利益は過去最高が見込まれている 6。
製造業に目を向けた場合、トヨタ自動車や日産自
動車、スバル等の日系自動車メーカーは過去最高
益の水準を維持している 7。不振が目立った電気
機器メーカーにおいても日立製作所や三菱電機は
過去最高の利益水準を維持し、不振が続いたソ
ニーの製造部門は大幅な黒字転換が予想されてい
る 8。日系メーカーに着目すると、産業別だけで
なく同一産業内の企業においても業績にかなりの
バラツキがあることがうかがえる。

バブル崩壊後四半世紀、国内市場の低迷と外国
企業との競争の中で日系メーカーはさまざまな問
題に直面した。本稿では、かつて競争優位を生み
出した経営資源の陳腐化に着目し、どのような条
件の企業が経営不振に陥り、かつ、どのような企
業が生き残れたのかについて検討する。

　　
2．「競合による模倣」と「顧客の要求水準」

本稿では経営戦略論の知見を踏まえ、近年の競
争状況を「競合による模倣」と「顧客の要求水準」
の 2 点から分析を行う。当然ながら模倣が容易で
あり顧客の要求水準も低い製品・サービス分野は
新興企業がキャッチアップしやすく、結果として
競争が激化し収益が低迷する。まずは競合による
模倣について分析をする。

　　
2-1. 競合による模倣

ある企業が高い業績を計上していた場合、競合
は同社の経営をマネしようとする。ただし、容易
にマネできるかどうかは産業により異なる。ポイ
ントは（a）技術特性および（b）補完資産の必
要性である 2）。

（a） 技術特性

技術特性として重要な要素は、①リバース・エ
ンジニアリングの可能性、②代替技術、③政府の
規制である 2）。

①リバース・エンジニアリングの可能性とは、
先行企業の製品・サービスを分解して調べること
が可能かどうかである。一般的に、家電等の電気
系技術はリバース・エンジニアリングが可能であ
る。このためアジア系企業の積極的な模倣と安価
な生産要素（人件費や地代等）に対抗することは
困難となり、三洋電機の買収や東芝の家電事業売
却につながった 9。

しかしながら、化学・製薬といった化学系技術
の場合、組成を解析することが難しい。また、無
形のサービスも解析が難しい。例えば、ヤマト運
輸の宅配便のサービスを製品のように分解するこ
とはできない。組立方法等のオペレーション上の
ノウハウもリバース・エンジニアリングで解析す
ることは難しい。例えば、自動車自体はリバース・
エンジニアリングすることで設計方法を理解する
ことができたとしても、約 3 万個の部品を効率良
く組み立てる生産技術までは分からない 10。効率
的なオペレーションには機械等の有形資産だけで
なく人材教育や組織文化といった無形資産も影響
する。有形資産と異なり無形資産のコピー難度は
高い。例えば、トヨタ自動車は米国や中国等で現
地企業と合弁会社を設立してきたものの、パート
ナー企業はトヨタ生産方式に代表される生産技術
を完全にマネできた訳ではない。同様の議論は精
密機器産業でもいえる。このためキヤノンやリ
コーだけでなく事業レベルではシャープの複写機
部門も競争力を維持していた。

②代替技術とは先行技術と同様の機能を果たす
別の技術の開発可能性である。電気系技術の場合、

6  『朝日新聞デジタル版』http://www.asahi.com/articles/ASJ5F4QGGJ5FULFA01L.html（2017 年 3 月 8 日検索）.
7  『日本経済新聞』 （2015 年 5 月 14 日） p.13.
8  『日本経済新聞』 （2017 年 2 月 24 日） p.16.
9  『日本経済新聞』 （2016 年 3 月 15 日） p.1.
10    今後、電気自動車の普及に伴う部品数の急減やモジュール化の進展によって組立工程の付加価値が低下し、家電同様、低賃金

国に競争優位が移行する可能性がある。なお、商業用トラックの場合、すでに組立メーカーの付加価値は低下している。
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代替的な技術がある程度存在する。既存研究では
先発特許の公開から 2 年以内に競合が先発特許の
70% のコストで迂回特許を開発していることが指
摘されている。ただし、化学や製薬といった物質
特許については代替技術の開発が困難である 3）。

③政府の規制は代替技術の市場投入が容易かど
うかに影響を与える。製薬や医療用機器の場合、
たとえ代替技術を開発したとしても規制により臨
床試験等のプロセスが発生するため、模倣品を速
やかに市場投入できる訳ではない。

　　
（b） 補完資産の必要性

補完資産の必要性とは、ある経営資源・ノウハ
ウを収益化するのに他の経営資源をどの程度必要
とするのかである。分業の進んだ産業ほど、企業
はアウトソーシングで代替できるため補完資産へ
の投資が必要なくなる。結果として特定分野での
経営資源・ノウハウを収益化しやすくなる。典型
例が PC 産業であり、インテルやマイクロソフト
等の特定分野に集中した企業が高い業績を挙げて
いる。半導体や液晶ディスプレイ事業は一見する
と高度な製造技術・生産技術が必要に思える。し
かし、同産業は分業が進展しており、専業の製造
装置メーカーや製造受託会社が存在するため生産
技術も外部から入手可能である。特に液晶ディス
プレイは製造プロセスが半導体と類似していたた
め、韓国・台湾メーカーにとっては参入が容易で
あった。結果として、1980 年代に巨額の利益を計
上した日立製作所や三菱電機、NEC、富士通など
の半導体部門が事業分離・閉鎖に追い込まれ 11、
シャープが買収された。

垂直統合型産業の場合、画期的な製品を開発し
たとしても製造プロセスや営業・マーケティング
機能への投資も必要となるため収益化が難しい。
例えば、製薬や医療用機器の場合は分業が進展し
ておらず製造や営業機能等の補完資産も保有する

必要がある。また、複写機の場合、メンテナンス
網の拡充が必要となる。このため、新規参入者が
特定分野の経営資源・ノウハウを収益化するのは
容易ではない。結果として、新規参入社は補完資
産の不足から自社の知識の収益化のため既存企業
との間で戦略的提携や M&A を選択せざるを得な
い 12。結果として、製薬や医療用機器、精密機器
等において新興企業が市場地位を脅かすことは少
ない。特に製薬業では 19 世紀から続く老舗企業
が上位シェアを維持し続けている。

以上まとめると、家電および電子デバイス、通
信デバイス、インターネット関連事業は模倣が容
易であり、化学および製薬、医療用機器、自動車、
精密機器は比較的模倣が難しい産業に分類でき 
る 5）。

　　
2.2. 顧客の要求水準

顧客はある製品に対して必要と思われる性能・
品質を念頭に置いた上で購買行動をする。顧客は
自らの要求する性能・品質を満たす製品が少なけ
ればプレミアムを支払うことをいとわない。この
際、企業は性能・品質をできる限り向上させるた
め、個々の部品間の相互依存性を考慮しながら製
品の統合度を高めていく。製品の統合度を高める
ためには、自社内で専用部品を製造し、自社内で
最終製品を組み立てることが競争優位につながる

（図表の t0 〜 t1 の区間）。例えば、航空機や普通自
動車は過酷な環境下で長期に使用されることや乗
り心地等の要素が重要なため、製品に対する顧客
の要求水準が高い。結果として特注部品の比率が
高く、（仮に分業をしたとしても）部品間の相互作
用を勘案した上での統合的なものづくりが行われ
る。

しかしながら、技術進歩に伴い汎用部品の性能・
品質が向上してきた場合、汎用部品を購入し、組
立工程をアウトソーシングしたとしても顧客の要

11  『日経産業新聞』（2009 年 9 月 17 日）p.4.
12    先行研究によると、補完資産を有する既存企業の交渉力は強いため、既存企業は有利な条件で新興企業に対して戦略的提携や

M&A を行っている 4）。
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求水準を満たすことができる。つまり、図表の t1
以後の区間は企業間分業にメリットが生じる。同
区間では、競争の軸が価格に移行するため、仮に
企業が技術の粋を結集した新製品・サービスを投
入したとしても、プレミアムを支払ってまで購入
する顧客は限られている。例えば、PC の場合、メ
インフレームと異なり顧客の要求水準は低い。ま
た、部品間の接続を業界全体で統一するモジュー
ル化が進展したため一挙に分業が進展した。上述
の（b）補完資産の必要性での議論のとおり、分
業の進展は特定分野に絞った専業企業に有利に働
き、マイクロソフトやインテル等キーパーツのサ
プライヤに付加価値が集中した。なお、ラップ
トップ PC や携帯電話は狭い機体にさまざまな部
品を詰め込むため部品の小型化や特殊設計が必要

なことから相対的に参入が難しかった。しかし、
2000 年代に入ると同製品分野においても部品や組
立技術の向上に伴い分業が進展した。結果として、
日系エレクトロニクス企業の垂直統合型ビジネス
モデルは競争力を失った。例えば、日立製作所や
三菱電機、NEC が PC や携帯電話等の事業を分離・
撤退し 13、東芝・富士通も事業分離を検討してい
る 14。同様の議論は家電にも成り立つ。

実務的インプリケーション
日本に限らず欧米においても家電およびコン

ピュータ、半導体、液晶ディスプレイ製造業者が
著しく競争力を低下させた。しかしながら、一部
の欧米企業は事業構造の転換が速かった。これら
の企業は上述の議論を応用し、①模倣が難しい技

13  『日本経済新聞』（2011 年 7 月 5 日）p.13 および『日本経済新聞』（2013 年 8 月 1 日）p.12.
14  『日本経済新聞』（2016 年 4 月 18 日）p.9.
15  『日本経済新聞』（2016 年 12 月 2 日）p.11.
16  『日本経済新聞』（2006 年 10 月 15 日）p.25.
17  『日本経済新聞』（2017 年 2 月 24 日）p.16.
18  『日本経済新聞』（2016 年 12 月 20 日）p.11.

図表　顧客の要求水準と垂直統合度

性
能
品
質

時間
分業垂直統合

顧客の要求水準

市場で受け入れられる性能

垂直統合による性能

t1t0

出所：	須田敏子（編著）（2015）。『日本型戦略の変化：経営戦略と人事戦略の補完性から探る』東洋経済新報社。P.74。
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術領域へのシフト、②垂直統合から分業への移行
と自社の事業領域の絞り込み、③顧客の要求水準
が低い市場から高い市場へのシフトのいずれかを
行った。例えば GE やシーメンス、フィリップス
等の総合電機は顧客の要求水準の低い家電や後発
者のキャッチアップが容易な半導体・液晶ディス
プレイ事業を事業売却・撤退し、顧客の要求水準
が高くマネが難しい医療用機器および顧客の要求
水準が高くカスタマイズが重要なため標準化が難
しい社会インフラ事業等に集中することで業績を
回復した 15。IBM の場合、顧客の要求水準が低い
分業型の PC 事業は中国企業に売却し、顧客の要
求水準の高いメインフレームやカスタマイズが重
要なコンサルティング事業に集中していった 6）。
アップルの場合、付加価値の高いプラットフォー
ム設計や先端技術の開発に集中し、工場は全てア
ウトソーシングした 16。

先行する欧米企業を参考に、日立製作所と三菱
電機の総合電機 2 社および家電のパナソニックは
医療用機器や産業用ロボット、自動車部品、社会
インフラ事業等の顧客の要求水準が高く模倣が難
しい事業領域にシフトすることで業績回復を行っ
ている 17。また、キヤノンは精密機器を中心に据
えながら顧客の要求水準が高くマネが難しい医療
用機器事業を買収するなど巧みな事業ポートフォ
リオ運営を行っている 18。ソニーは PC 事業を分
離し、イメージセンサ等の付加価値の高い事業領
域に絞っている 19。

東芝は 2006 年 10 月に原子力発電事業のウェス
ティングハウス・エレクトリックを買収するなど
数々の M&A を実施し注目された 20。シャープは
液晶ディスプレイ事業が好調で 2008 年 3 月期に
過去最高益を計上している 21。いずれも 10 年前

には優良事例として取り上げられていた。しかし
ながら、底流の変化に対する判断を誤れば 10 年
後に経営危機に陥る。資本主義である以上、競争
は不可避であり不作為は衰退を招く。経営者は各
事業の産業構造を考慮した上で事業ポートフォリ
オの継続的な見直しを行わなければならない。
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