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「自社流」を貫きグローバルシェア10％を目指す
～ユニ・チャーム～ 

ユニ・チャームは「失われた20年」の期間に企業価値を最も高めた企業として有名だが、その企業価値向上の
原動力として海外展開を最も成功させた企業の1つでもある。高原氏が2001年に社長に就任してからの10年
間で、海外売上高を278億円から1598億円に、全売上高に占める比率を13.1％から42.4％にまで伸ばした。
成功の要因はどのようなものであろうか？ 

 ユニ・チャームの海外進出は1984年からスタートしているが、積極的な展開に転じたのは90年代後半からである。2011年
4月時点では、ベビーケア（ベビー用紙おむつ）、フェミニンケア（生理用品）、ヘルスケア（大人用排泄ケア用品）の主力3事
業を主に14の国と地域で販売し、9カ国で生産している（同社HPより）。同社のプレミアムブランドは競合他社に比べ高額、高
付加価値商品であり、その進出先を決定する際には以下のような基準を持っているようだ。 
 

   ◆マーケットが成長前期か黎明期に参入する（遅ければ提携かM&A） 
   ◆市場規模、特に高価格製品が投資に見合う市場規模がある 
   ◆製品の良し悪しを見分けられる消費者が存在する 
   ◆コストコンロトールが可能 
   ◆広告宣伝と営業を効率よく展開するインフラがある程度整っている 
 

 この基準に加え、同社は市場の消費者の収入が一定割合に達するとケア商品に対する支出が始まるという分析を行って
進出のタイミングを測っている。例えば、生理用品の場合はGDPが1000ドルを超えた時、紙おむつの場合はGDPが3000ドル
に達した時に一気に普及が進むという具合だ。このような一定基準を持って海外展開を行っているが、同社の戦略の興味深
いところは市場の成熟度やニーズ、そして同社の進出状況に合わせてきめ細かなマーケティング戦略を取っている所である。 
 

 例えば、タイとインドネシアでのチャネル開拓手法の違いがある。まだ海外展開の速度が上がっていない2000年代前半に
タイを攻略する時には、少ない経営資源を効果的に生かすために小売業態毎に優良企業1社集中の営業戦略を展開した。
CVSではセブンイレブン、ハイパーマートではテスコ・ロータスといった具合だ。 
 
 業態別の地域1番店を攻略すれば、他の小売店からの引き合いが来るという狙いである。 
一方、インドネシアではP&G、キンバリー・クラークといった競合がカルフールや地場資本の 
スーパーマーケットでしか売り場を確保できていないところにつけ込むため、「ルワン」と呼ば 
れる雑貨店を地道に開拓した。「ルワン」はインドネシアに200万以上存在するといわれ、 
一般の家庭のように見える家の軒先で日用品を吊るしで販売しているところもある、庶民の 
一大流通経路である。ユニ・チャームは、インドネシアでの市場浸透を図るために、競合が 
手をつけられない地場流通網を開拓したのである。 
 
 また、商品展開や価格もマーケットにより異なる。先の例のタイでは、チャネルごとに数量の異なるパッケージを開発したり、
チャネルによる顧客層に応じた販促品をつけたりするなどの工夫をした。インドネシアでは、200件以上の家庭に訪問して赤
ちゃんのいる家庭を観察し、「ルワン」で買い物をする庶民が購入できる最低限の機能に絞った低価格紙おむつを開発し、更
には紙おむつ1枚を小分けにしたパッケージも販売した。 
 
 このユニ・チャームのマーケティング戦略は、ターゲットマーケットの状況に応じて4Pの整合性、及びSTPと4Pの整合性を
とってビジネスを展開するという、ある意味非常に教科書に忠実といえば忠実な戦い方である。また、物言わぬ赤ちゃんや自
ら進んで多くの事を語りたがらない生理用品や大人用おむつユーザーのニーズを「観察」することでつかみ、他社とは異なる
付加価値の高い製品を世に出し続けてきたユニ・チャームの日本で行ってきたやり方を踏襲したものといえる。 
 
 しかし、これを進出するマーケット毎にきめ細かく行うのは容易なことではない。多くのグローバル企業が、他のエリアで成功
し、磨きあげた手法を可能な限り横展開するのとは一線を画しているように思える。なぜユニ・チャームは、当たり前といえば
当たり前だが実践するのは難しいこの手法を展開し、成功を収めることができているのであろうか？このヒントは、高原社長の
発言から読みとる事ができる。 
 
 「（海外事業急拡大での人事戦略を問われて）現地の人材を管理職クラスでいかに処遇するかが問われているが……（中
略）我々はむしろ日本国籍の人材をアジアにどんどん出していく。」（2011年1月6日 日経産業新聞） 
 
 「もし社長として私の（グローバル展開における）成果を問われたら、“優秀な人材を出した事だ”と自信を持って言うことがで
きます。」（2011年7月11日 BIZGate） 
 
 
 
 

ユニ・チャームの海外進出 
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２０１２年１月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1201/18/news011.html 
 

 グローバル化に向けて社内公用語を英語にしたり、現地化の進展のために管理職クラスの現地採用を進めたりするという企業
が最近は増えている。これに対して、ユニ・チャームは日本で育てたエースを海外に送りこむことで、自社のDNA、文化、仕事の
やり方、そして戦略を理解した人材が中心になって「自社流」のビジネスが行える組織を作り、このコアメンバーが現地の人材も
「自社流」に染めてビジネスを展開しているのである。 
 
 
 
 
 当然のことながら、このような人材を作るには時間もかかるし、工夫も必要となる。ユニ・チャームは、そのために幾つかのツー
ルと手法を用意し、社内で徹底している。これが、ユニ・チャームの「共振の経営」である。 
 
 ユニ・チャームで共有すべき価値観、行動指針、そしてキャリアビジョンやキャリアパスをまとめた「ユニ・チャーム ウェイ」、経
営陣のこれまでの重要な発言をまとめた「ユニ・チャーム語録」という2つの小冊子がある。これは、各国語に翻訳し、海外の社
員にも配布されている。この小冊子は普段の仕事の中でも折々で参照され、共有すべきDNAや文化、そして考え方を共有して
いる。 
 

 そして、ベクトルを一つにした社員が一丸となって仕事に取り組む事を可能にしているのが、「SAPS経営」という手法だ。ユニ・
チャームでは、中期戦略実現のために半期で何をどのようになすべきかをまとめる「OGISM（A）表」というものがある。半期でどの
ような状態を作り上げ（Objective）、その時にどのような結果をもたらすか（Goal）を明示する。そして、その結果を実現するため
の課題は何か（Issue）を明確にし、その課題解決のための戦略（Strategy）を立て、その進捗を測るための指標（Measurement）
を設定しておくというものである。 これを実現するために、月次、週次で行動計画を立てて実行する。 
 

 SAPSとはSchedule→Action→Performance→Scheduleの略で、ユニ・チャーム流の 
PDCAなのである。OGISM（A）表で立案した目標を達成するために、週次で30分単位 
の行動計画を全員が立てる。そして、経営レベル、部門レベル、チームレベルのSAPS 
会議を組織横断で行い、レビュー・アドバイスを行うことで目標達成のためにとるべき 
正しい行動をとることができるようにする。 
 
 多くの企業では四半期や月次で回すPDCAを、週次で全社員参加型で回すスピード 
経営をユニ・チャームは実践しているのである。その結果、マーケット毎のきめ細かな 
戦略を立て、実行することが可能になっているのだといえよう。 
 

 このPDCAをある意味愚直に回すという方法を組織全体に浸透させるのは、一朝一夕では実現しない。ユニ・チャームも2003
年から徐々に導入し始めて、現在に至っている。その間には、社員からのさまざまな抵抗もあったと聞いている。その浸透には、
経営陣の実践に向けての強固な意志があったのだと思う。筆者が2002年に同社を訪問した際に、社長に就任したばかりの高
原社長は「私は父親のようなカリスマ性はないので、仕組を作って勝つしかないと思うのです。」というような事を言っていた。 
 
 正にこの考えを長期間かけて実現し、グローバルに通用する「自分流」を作り、これを自社のグローバルスタンダードとして展開
しているのである。 
 
 ただし、「自分流」と言っても全て我流、オリジナルというわけでも何でもない。OGISM（A）表はP&Gの経営ツールを参考に、改
善活動のUTMSSはトヨタ生産方式や京セラのアメーバ型組織を学んで作り上げたものである。また、SAPSは万国共通のPDCA
の発展形である。良きものは他社から学び、それを単にサル真似するのではなく自社で咀嚼（そしゃく）し、自社で展開できる形
にして浸透させているのである。 
 
 これからグローバル化を本格化する企業にとって、ユニ・チャームの事例から学ぶところは多いのではないだろうか。長期的に
グローバル市場で勝ち残っていくためには、もちろん他社の優れたやり方や環境変化を上手く取り入れた方法を検討していく必
要があるが、一方で自社のDNA戦略を今一度見直し、その強さが生きる「自社流」を作りながらビジネスを進めていくのも重要だ
と筆者は思う。 
 
 実践するのは多大な苦労を伴うが、ユニ・チャームも実際にはグローバル展開を加速した時期にこれを行っているのである。こ
のような取り組みが、進出したマーケットでの差異化された付加価値を生む源泉になるのではないだろうか。ユニ・チャームに
とっても、これからまだまだ新たな挑戦が続くのだと思う。 
 
 加速するグローバル化を実現するために、昨年はベトナムでM&Aを行っている。今後は、中南米、アフリカを視野に2020年に
は売上1.6兆円を目標にビジネスを行うとのことだが、その実現にはM&Aは今後増えるかもしれない。買収する個社ごとに事情
がことなるM&Aでは、これまでのやり方で「自社流」を展開するのは容易ではないだろう。日本流を超えた「自社流」を追求する
ユニ・チャームには、ぜひ新たなチャレンジでも成功を収めてもらいたい。 
 

ユニ・チャームの「共振の経営」 
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長期的な視点で自社文化をグローバルに展開する
～ヤマダ電機～ 

売上高2兆円を超え、日本の家電量販店業界では一人勝ちといわれるヤマダ電機。この企業の海外進出は、
その企業規模からみると実にのんびりしているように見える。何故このようなスピードで海外展開を図っているの
であろうか？ 

 売上高2兆円を超え、日本の家電量販店業界では一人勝ちといわれるヤマダ電機。この企業の海外進出は、その企業規模
からみると実にのんびりしているように見える。2010年末に中国瀋陽に初の海外店をオープンし、中国に3年で5店舗、売上高
1,000億円を目標としている。SCやCVSを展開している他の小売業と比較すると、この目標はかなり控えめに映る。今後の成長
戦略の重点施策の一つとして掲げながら、ヤマダ電機は何故このようなスピードで海外展開を図っているのであろうか？ 
 
 中国の家電量販店のビジネス形態は、日本とは異なる。店内にメーカーが独立したコーナーを設け、メーカーが派遣する販
売員が自社の商品だけを販売するのである。テレビやパソコンなど、カテゴリーごとに複数のメーカーの商品が陳列され、販売
員に各社製品の機能や価格の違いを聞いて比較しながら購入商品を決めるのが当たり前になっている日本の「買い場」とは全
く異なるのである。欲しい商品を比較するには、各メーカーのコーナーを回らなければならない中国の「売り場」は消費者にとっ
て利便性が高いとはとてもいえないであろう。 
 
 このような環境下で、ラオックスを傘下に収めた中国家電量販店最大手の蘇寧電気集団は、日本流の販売方式を持ち込ん
で差異化を図ろうとしている。昨年末に南京に日本流の買い場を作り、蘇寧があまり扱っていないパソコン周辺機器などの品揃
えを強化したラオックス1号店をオープンし、3年で30店、5年で150店展開する計画である。 
 
 日本の30～40年前と同じ状況にあるといわれる中国の家電マーケットは、成熟した日本マーケットで厳しい戦いを強いられて
いる多くの日本企業にとって大きな成長機会といえる。ヤマダ電機の山田会長も、「今が（出店の）チャンスだ」と明言している。
（BCNランキング 2011年8月5日）このような状況下では、スピーディーに多店舗展開を行い、マーケットを面で押さえるという
のがこれまでの小売業界の定石であった。 
 
 しかし、ヤマダ電機はそのような戦略をとっていない。2007年から海外進出を検討し 
始め、2010年12月に瀋陽店を、11年6月に天津店をオープンし、今春には南京店を 
オープンさせる予定である。既にオープンした2店舗は、計画を上回るパフォーマンス 
を出しているということである。進出当初は試行錯誤を覚悟して慎重な計画を立てても、 
結果が出れば計画を上方修正しても良さそうなものである。 
 
 しかし、3年で5店舗、1,000億円という目標は変えていない。ヤマダ電機は、なぜこの 
ような戦略をとるのであろうか？ 
 
 これは、ヤマダ電機が目先の結果ではなく5年、10年という長期スパンで自社のグローバル化を考えているからだと思われる。
そもそもサービスでの差異化を図るには、そのコアである人的資源をどのように考えるかで戦略が変わってくる。ヤマダ電機は、
ヤマダ流のサービスを展開するために時間がかかっても日本でコア人材を育てようとしている。また、新興国マーケットでは現
地の政府機関との関係をいかに構築するかがビジネス展開上重要な要素となる。 
 
 ヤマダ電機は、新興国にない日本の経営システムを持ち込むことで現地に迎え入れられる手法で海外展開を行う方針のよ
うである。自社が持つ経営システムが現地にいかに有益かを理解してもらうには、やはり最初は時間がかかる。この軸をぶらさ
ずにグローバル化を図るために、ヤマダ電機は長期的な視点で戦略を立てていると思われる。以下、同社の具体的な取り組
みを紹介する。 
 
 

軸をぶらさないための戦略 

Case 2 

自社文化へのこだわり 

 瀋陽店の出店に先立ち、ヤマダ電機は日本で100人の中国人留学生を採用した。前期、今期も各50人程度の留学生を
採用している。その留学生に対し「創造と挑戦」、「感謝と信頼」に代表される企業理念の教育に始まりあらゆる教育カリキュ
ラムを日本語で実施している。日本の文化の中で磨き上げてきた自社の理念や経営モデルをコア人材に理解してもらうには、
言葉のニュアンスも含め「日本語」が最適という考え方である。昨今、社内公用語を英語にする企業も出てきているが、ヤマ
ダ電機はその真逆をいっている。 3 



 コア人材とのビジネスコミュニケーションは日本語が公用語になっている。この人材が、現地で採用した人材に母国語でニュ
アンスまで含めて教育を行うことで、末端まで企業理念、ビジョンを浸透させているのである。こうすることで、オープン時の支
援を除き、現地店舗は全て現地スタッフで運営するというのがヤマダ電機の方針となっている。 
 
 また、現地採用にも特色がある。現地採用は全て新卒採用で、業界で経験のある中途は採用していない。中途の方がビジ
ネスを理解しており即戦力のように思われるが、中途半端に他社の文化を持ち込まれては全体のベクトルが統一できなくなる
という考え方である。 
 
 ヤマダ電機の海外展開のもう一つの特徴が、経営システムを輸出することで現地に資するという考え方である。厳しい日本
での戦いの中で磨き上げてきた物流システムや修理、サービス網、家電リサイクルの手法や廃家電処理システムなど、今後
新興国で必要となるノウハウを提供することで現地に受け入れられる形で海外に進出していく方針のようである。 
 
 特に、リサイクルや廃家電の処理などは、新興国でも今後に向けて検討していかなければ 
ならない課題であろう。単に店舗展開をするだけでなく、日本で先行して作り上げたシステム 
ごと海外に進出することで現地に受け入れてもらうため、ヤマダ電機は進出先の政府機関を 
招待して自社システムの説明を行っているようである。進出先で成功事例ができ、これが現 
地で広まれば展開のスピードも上がるが、それまでは個別対応が必要となる時間のかかる 
取り組みと言えよう。 
 
 何故、ヤマダ電機はこのような戦略をとっているのだろうか？  
 
 今期の業績は悪化するものの、業界で一人勝ちといわれるほどの売上と収益率を達成している企業の強者の戦略とも 
映る。また、これまでの経験から他社が市場をある程度教育してから進出することで、マーケットを一気に獲得できるという自
信もあるのかもしれない。（ヤマダ電機が日本の家電量販業界でトップ10に入ったのは1997年である。そこからわずか5年で
業界首位となり、その後は2位以下との差を広げている。） 
 
 一方では、2007年にメーカーからの派遣社員の問題や廃家電処理における協力業者の不正問題などで行政から指導を
受けたという痛い経験から、企業のコアである人材育成を徹底しなければならないという考えに至ったのかもしれない。何れに
せよ、海外展開ではこれまで同社が日本で培った企業文化と経営システムでエッジを効かせて競争に勝とうとしている。その
ために、短期的な視点だけではなく、長期的な視点で物事を考えて戦略を立て実行しているように思える。 
 
 環境変化の激しいグローバルマーケットでの戦略を考える際、どうしても3年ぐらいのスパンでの収益性に意識が向きがちだ
が、コアヴァリューをどこに置くか、それを軸に長期的に戦っていくためにはどのような取り組みが必要かを考えることも重要で
ある。 
 
 今後の海外戦略を考える際には、例えば10年先の“ありたい姿”を定義し、これを実現するための施策を考えるという視点も
持つ必要があるだろう。但し、市場変化のスピードは速い。顧客も競合もどんどん変わる。そのような環境下で、市場変化のス
ピードを凌駕する付加価値を作ることができるかどうかがヤマダ電機の海外展開の成否を左右することになるであろう。 
 
  
2012年3月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1203/14/news011.html 
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「世界標準」で戦う 
～コマツ～ 

連結売上高1兆9817億円（2012年3月期）の80％以上を海外売上が占めるコマツ。日本企業の中でもグロー
バル化の優等生と言われるこの企業は、どのようにして現在の企業体を作り、また進化させようとしているのだろ
うか？ 

 5月7日のビジネスイノベーターの群像でコマツの野路社長のインタビュー記事が掲載された。この記事では、現在の革新を
支えているのは「現場力」と書かれている。確かにそうなのだろう。しかし、いわゆる「ダントツ商品」を生みだすこの現場力はど
のようにして生み出されているのであろうか？ 筆者なりの考察を加えて、海外進出に取り組む企業の参考となるポイントを考
えてみたい。 
 
 コマツの現場力の原点が作られたのは、1960年代にまでさかのぼる。戦後、コマツは日本の復興需要の波に乗り成長を遂
げたが、日本市場が開放されキャタピラーが進出してくることになった。当時、キャタピラーの製品に対して性能・品質面で大
きく劣るコマツは、3年で破綻するとまでいわれたようである。 
 
 そこで、コマツはキャタピラーに対抗できる製品を作るために全社一丸となったQC活動を徹底的に行い、1964年にはデミン
グ賞を獲得するまでに品質を高めた。その結果、コマツはキャタピラー進出後も日本市場でのシェア60％（キャタピラー：
30％）を握ることができたのだが、ここで大事なポイントはコマツがこの時からグローバルNO.1企業であるキャタピラーを直接の
競合と位置付けたことである。当時は自社の死活問題であったわけだが、常にキャタピラーをベンチマーク企業としてさまざま
な取り組みを行ったことが、現在のコマツを作り上げる一つの軸となっていると思われる。 
 
 1970年代に入って日本の建機市場が飽和状態になると、コマツは早くもグローバル化 
に取り組むことになる。当時は米ソ冷戦下という環境にあったため、キャタピラーが進出 
することができなかった旧ソ連、中国市場に製品を輸出してコマツはビジネスを広げた。 
 
 そして、これを足場に西欧にビジネスを拡大していった。1980年代に円高が進むと、 
当然のことながら輸出では価格的に競争力が落ちる。そこで、米国、イギリスに拠点を 
作り、現地生産・販売を強化していった。また、製品面でもキャタピラーとの差異化を 
図るため、例えば建機の電子制御技術は1960年代から取り組んでいる。この取り組み 
は、現在では大変有名になった「KOMTRAX（コムトラックス：GPSを利用した建機の遠 
隔管理システム）」につながるのだが、これを実現するためのコマツの手法も興味深い。 
 
 コマツは、GPSを使って建機の状況管理や位置確認を行うソフトを開発していた米国のモジューラマイニングシステムズ社
に1995年に資本参加する。米国では、GPSのビジネスへの活用が既に1990年代半ばから始まっていたわけだが、この技術
をいち早く取り込むために買収という手法をコマツはとったのである。提携や買収により自社の付加価値を高める手法は、今
や日本企業でも当たり前になっているが、この時代から行っていたのである。 
 
 これら一連のコマツの活動は、当然のことながら常にキャタピラーとの競争が意識されている。グローバルレベルでの競合企
業をベンチマークすることにより、自社がどのような取り組みをすべきかを常に具体的に考えるコマツの手法は、海外進出に
取り組んでいる企業にとって大いに参考になるのではないだろうか。 
 

コマツの現場力の原点 
  

方針が明確になっているか 

 一方、コマツはこのような施策をグローバルレベルで実現するために、自社流の取り組みも行っている。坂根会長が社長の
時に取り組みを開始し、現在も続いている「ダントツ商品の開発」と「コマツウェイ」のグローバル展開である。「ダントツ商品」の
開発に関して特筆すべき事は、その方針を明確にしている点である。エッジの効いた商品を開発することで他社との差異化
を図るというのは多くの企業が考える事だが、その方針が明確になっていない企業も多い。 
 
 コマツは、2002年に赤字に陥るが、その際再生を図るために競争優位力を出す方向性を明確にした。その当時は、燃費
向上なども含めた環境対応、安全、ITの活用の3本柱だったが、この方針は現在も生きている。ただ単に「尖れ」という方針を
出すだけでなく、具体的にどの分野で「尖る」かを明確にして取り組んでいるところがコマツ経営陣のリーダーシップが優れてい
るところだろう。 
 

  

Case 3 
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 次に、コマツウェイであるが、これはグローバル化を推し進めるためにコマツのコアバリューを明文化したものである。コマツ
ウェイは完成されたものではなく、進化していくものと定義されており、全社員共通のものとシニアマネジメント向けのもので構
成されている。全社員共通のものは、先述したQC活動、1970年代のTQC活動を発展させてきたものと言える。 
 
 顧客志向で品質と信頼性を醸成するために、協力会社を含めたトータルバリューチェーンで現場主義を徹底させるものと
なっている。また、シニアマネジメント向けのものは、マネジメントが現場主義を徹底するために、 
 
 ・◆トップダウンで決まった事をマネジメントが理解し、自分の言葉で現場とコミュニケーションをとりながら実践する 
 
 ・◆現場で起こっている事をマネジメントが現場に入り込むことで吸い上げ、改善を図ると同時に全社に展開する 
 
ものとなっている。 
 
 これは、トップダウンとミドルアップアンドダウンを組み合わせたもので、全社員共通の 
コマツウェイを仕組として機能させようとするものである。コマツは、グローバルの研修で 
このコマツウェイの徹底を図り、本当のグローバル企業へ進化しようと試みている。これ 
まで見たコマツの取り組みの根本には、常にキャタピラーとのグローバルレベルでの競争 
があると思われる。 
 
 坂根会長が2000年代前半に行った早期退職などの痛みを伴うコスト構造改革も、当時キャタピラーとの営業利益率の差
が6％もあった事を意識して断行している。コマツにとっては、キャタピラーとの差異化を考える事は、1960年代からある意味
必然だったのかもしれない。ただし、このベンチマークがコマツのグローバル化の取り組みの方向性を具体化する上で大いに
役立ったと思われる。 
 
 日本市場での今後の成長性が不透明なため海外に進出する企業も多いと思われる。その戦略を立案する際には、市場
ニーズに応える事を軸に考えるのは当然必要だが、短期的・長期的にどの企業と戦うことになるのか、その企業を徹底的に
ベンチマークして、そこを上回るためにどのような取り組みをすべきかを考えることも非常に重要なのではないかと思う。その
意味では、コマツのこれまでの取り組み、これからの取り組みは多くの企業にとって大変参考になるだろう。 
 

 
2012年5月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
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自らの「存在意義」にこだわり続ける 
～楽天～ 

楽天は、2012年を「真の世界企業の幕開けの年」とし、今後海外展開を更に加速していく方針である。5月には
マレーシアに進出すると発表した。2008年に台湾に進出してからわずか4年で12カ国目の展開となる。これまで
は、買収もしくは現地企業との合弁会社の設立でビジネスを展開していたが、今回は初の単独進出になる。「27
カ国体制」を目標に海外進出を加速する楽天だが、今後順調に海外展開を継続できるであろうか？ 
 

 楽天は、海外の業績を公表していないため、業績からパフォーマンスを測ることはできない。公表されている業績では、
2011年度は売上高が前期比9.8％増の3799億円、営業利益が前期比11.9％増の713億円と、ともに過去最高を記録し
ている。また、海外展開では「大やけど」をする前に一旦撤退を決めた中国以外は積極的にビジネスを進めている。 
 
 この状況から判断すると、中国以外の海外ビジネスは恐らくうまくいっているのだと想定される。そうだとすれば、つい3年前
まで国内に閉じていた企業が短期間に成功裏に海外展開を行っている稀有な例といえるだろう。しかし、楽天の会長兼社長
の三木谷氏は、雑誌などのインタビューで「これでも遅いぐらいだ」と語っている。多くの日本企業から見れば羨ましい限りのパ
フォーマンスだが、なぜ楽天はこのような展開が可能なのだろうか？ 
 
 楽天には、三木谷氏が1997年の創業当時から会社の壁に張り出して社内で浸透を図ってきた「成功の5つのコンセプト」と
いう行動規範のようなものがある。その中に、「顧客満足の最大化」があるのだが、これは楽天のビジネスモデルの根幹をな
す最も重要なコンセプトであろう。楽天は、「ネット上に銀座4丁目の交差点を作る」と言って、社員6名、加盟店13店舗でビジ
ネスをスタートさせた。そして、わずか3年で加盟店を4833店舗にまで拡大し、店頭公開を果たした。その際に培われたのが、
今でも続くWIN（加盟店）-WIN（消費者）-WIN（楽天）のビジネスモデルである。 
 
 ネットモールで成功するためには、アクセスの多いサイトを作らなければならない。 
そのためには、人気のある出店者を募らねば、あるいは作らねばならない。当時、 
楽天社員はまさに「どぶ板営業」を実践し、出店者と一緒に汗を流して考え、出店 
者を成功させるためのサポートを行ったそうである。 
 
 このような出店者へのサポートは、当然のことながら手間暇が掛かる。しかし、出店 
者のビジネスがうまくいけば、出店者との強い絆ができる。これは、簡単には覆らない 
ものとなる。 
 
 時間は掛かるが強固なビジネス基盤を作りつつ成長する、これは楽天にとって直接の顧客である出店者の満足の最大化
があってこそ実現できると考えているのである。Eマーケットプレースのプレーヤーとしての存在意義、出店者を徹底的に支援
して成功させてこそ自分たちの成功がある、この考えを組織で実践することで楽天は日本で成長してきたといえる。 

顧客満足の最大化 

  

成功のコンセプト 
  
 楽天は、このコンセプトを海外展開でもそのまま実行していると思われる。その象徴の一つが、昨年11月に買収したカナダ
を本拠として電子書籍リーダーやコンテンツ事業を手掛ける「Kobo（コボ）」だろう。楽天は、今月電子書籍端末「Kobo 
Touch」を7980円という低価格で販売すると発表したが、これはコボが開発した端末である。コボは、これまで海外で低価格
の電子書籍を発売してきているのだが、大手書店などの有力小売りと提携してビジネスを展開しているところに特徴がある。 
 
 電子書籍が普及して書籍がネットで購入されるようになると、当然書店などの既存小売は痛手を被ることになる。そこで、コ
ボは店で端末を購入したユーザーがその端末でコンテンツを購入すると、一定のリベートをその店に払う仕組みを構築してい
る。電子書籍で既存プレーヤーを完全に中抜きにするのではなく、互いに協力してWIN（書店などの小売り）-WIN（消費者）-
WIN（コボ）となるビジネスモデルを展開しているのである。 
 
 これは、上記の楽天のビジネスモデルと共通の思想であり、楽天は自社のビジネスモデルを理解し、ビジネスを協創できる
パートナーを探して海外展開を図っているのである。これが成功すれば、パートナーを含めたWIN-WIN-WIN-WINのビジネス
モデルとなる。まさに三木谷氏が追い求める理想のビジネスの在り方なのであろう。 

  

Case 4 

7 



 アマゾンなどと比較すると成長スピードは劣るかもしれないが、楽天は創業当時からの自社の存在意義、コンセプトに忠実
に、堅実な基盤を築きながら成長できるビジネスモデルを海外展開でも追及しているのだと思われる。 
 
しかし、このような展開は口で言うほど容易ではない。いうまでもなく、そこで働く「人」の問題になるからである。日本だけで
なく海外で働く人材も、楽天の理念、文化を理解・納得して仕事に取り組まなければならない。そこで、楽天では周囲から
多くの批判的な意見を受けながらも2010年に社内公用語を英語化したり、海外パートナー企業には日本語を勉強させたり
している。 
 
 更に、企業文化を根付かせるために、楽天が創業時から行っている朝礼、朝礼後の掃除、 
名札の着用など、共通の文化を浸透させるさまざまな工夫をしている。また、楽天としての 
世界共通のビジネス基盤を作るための仕組みとしては、「ヨコテン（横展開）」を行っている。 
いわゆる成功事例の水平展開である。 
 
 その典型例は、楽天商業圏に顧客を囲い込むための日本式の楽天スーパーポイントの 
徹底した導入だろう。モール内で貨幣と同等の価値を持つポイント制度になじみのない国 
でも、さまざまな工夫をしながら顧客に浸透させる取り組みを行っている。 
 
 一方、海外での成功事例を日本も含めた他国に展開することも行っている。例えば、フェイスブックの活用は台湾で成功
した販促手法をヨコテンしている。このように、楽天では楽天主義と呼ばれる共通の文化の浸透を図りつつ、ビジネスの仕組
みは海外の各拠点と協創していくことにより、全社一体となったグローバル展開を実現しようとしているのである。 
 
 楽天のこれまでの成長は、上記のような取り組みを行ってきた結果といえるが、何故これほどの短期間に徹底して実行で
きたのだろうか。やはり、創業者である三木谷氏の強力なリーダーシップによるところが大きいのだと思われる。 
 
 前述した「成功の5つのコンセプト」の中に、「仮説→実行→検証→仕組化」、「常に改善、常に前進」、「スピード、スピード、
スピード」がある。三木谷氏は、これを自ら実践して社員に見せている。 
 
                          例えば、台湾に進出する際に三木谷氏は強引に日本のデザインを移植すること 
                         を主張したそうだが、これは現地で受け入れられず当初ビジネスはうまく離陸しな 
                         かったそうである。そこには、三木谷氏なりの仮説があったのだと思う。 
 
                          しかし、これが上手くいかないとなるとすぐに方向転換し、現地の意見を取り入  
                         たサイト構築に切り替えている。そして、その後の展開では現地パートナーの意見 
                         を取り入れながらスピーディーにビジネスを展開している。まさに、自ら唱えたコン 
                         セプトを実行して社員に示しているのである。 
 
 また、もう一つのコンセプトとして、「Professionalismの徹底」がある。三木谷氏の言うプロとは、仕事を自分事として考え、
それゆえに仕事を楽しめる人のことである。三木谷氏は、楽天のビジネスを成長させ、世界に浸透させることをおそらく本当
に楽しんでいるのであろう。リーダーが自らの基本としている考えを社員に直接語り、実行して見せる。 
 
 しかも、そのコンセプト自体はビジネスの基本であり、ある意味「当たり前」のことである。これを徹底させることで、愚直に泥
臭く前に進んでいるのが楽天の今の姿かもしれない。 
 
 アメリカの経営学者ウォーレン・ベニスは、リーダーとは「正しいことを行う」（Do the right things.）人と定義している。三木
谷氏は、周囲を巻き込んで「自分が正しいと信じる」ことを実行しているように見える。グローバル展開を図ろうとする日本企
業は、このようなリーダーを多く育てる、あるいは既に社内にいる人材を発掘する、そして彼らに適切な活躍の場を与える、
このような取り組みがこれまで以上に必要なのかもしれない。 
 

 
2012年7月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
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ビジネスモデルを広げて「逆タイムマシン経営」を実践する 
～東洋製罐～ 

日本の容器業界の盟主である東洋製罐が、本格的に海外展開に取り組み始めたのは2006年と決して早くは
ない。同社は、長期的には海外売上高比率を30％にまで高める計画を立てており、昨年度は9％にまで達し
た。今後の展開に向けては、5年から10年で海外のM&Aに1000億円を投じる方針も発表している。汎用品
である容器ビジネスは、今後内需の成長は見込めないと言われている。そのような状況下で、今後の成長を
懸けた東洋製罐の積極的な海外展開の取り組みは成功するであろうか？ 

 東洋製罐は、鉄、アルミをはじめ、PET、プラスチック、機能性フィルム、紙、ガラスなど、様々な素材で包装容器を製造する
日本を代表する企業であり、飲料、食品、日用品、化学薬品などのメーカーには不可欠の存在である。しかし、日本マーケット
が成熟するにつれ、厳しい経営状況に置かれてきた。 
 
 そのような状況下で、企業規模からすると遅ればせながら海外展開に取り組み始めている。容器業界は、国内は成熟ビジネ
スだが、新興国ではまだまだ成長余地がある。例えば、2010年の鉄製とアルミニウム製の缶市場は、日本市場は250億個で
頭打ちだが、世界市場は2500億個の規模があり、今後年100億個程度伸びると予想されている。 
 
 しかし、このような成長市場では、当然のことながら現地で安価な製品を作る企業が出現してきており、東洋製罐にとって容
易にビジネスを作ることができる市場というわけでは全くない。このような環境下で、東洋製罐はどのように海外展開に取り組ん
でいるのであろうか？ 
 
 東洋製罐にとって、2000年代の国内ビジネスは非常に厳しいものであった。顧客から価格低減を要求されるばかりでなく、飲
料メーカーは原価低減を図るために自社で容器製造から充填までを行うインプラント化を推し進めた。このような市場の変化に
対し、東洋製罐はビジネスモデルの変革を模索することで事業の立て直しを図ってきた。 
 
 提案型のビジネスを志向すると同時に、単に製品としての容器を売るのではなく、原材料、加工原材料、容器製造機、充填
機なども必要に応じて販売すると同時に、顧客への導入に向けたコンサルティングを提供する、更には顧客工場内にオンサイ
トで容器製造から充填までのラインを提供するといった、バリューチェーン全体で付加価値を提供するビジネスモデルへの変革
である。 
 
 日本の厳しい環境下で、要求レベルの高い顧客と培ってきたこの変革が、実は海外展開 
で生きている。日本市場の高い要求レベルで顧客と切磋琢磨した結果、海外の低価格メー 
カーに対抗し得るビジネスモデルもこの過程で構想することができたのである。 
 
 以前、欧米で起こったことが遅れて日本で起こる、それを日本市場に適した形で展開する 
ことで成功した、いわゆる「タイムマシン経営」が数多く見られた。 
 
 東洋製罐の取り組みは、この逆張りと言えよう。日本で起こったことが、今後新興国で起こる。 
それも、コスト面では日本よりも厳しく、スピードも速い。それを見越して海外展開を図る「逆タイ 
ムマシン経営」を同社は模索しているのである。 
 
 このような戦略は、理屈としては理解できるが、実際に成功に導くのは容易ではない。東洋製罐の取り組みを見ていると、こ
の戦略を成功させるための主なポイントは、以下の3点に集約されるように思われる。 
 
 1つ目のポイントが技術力である。 「技術立社」を標榜する同社は、顧客の要求レベルが非常に厳しい日本で培ってきた高
い技術力がある。例えば、常温での無菌充填を可能とするアセプティック充填の技術、水の使用量とCO2の発生を大幅に削
減するTULC（Toyo Ultimate Can）といった缶製造の技術などである。 
 
 容器はほとんどが汎用品となっているが、高品質で環境負荷の低い製品をコストレス・工数レスで造る技術は、そう簡単に新
興国企業が追いつけるものではない。 

  

Case 5 

逆タイムマシン経営の模索 
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 同社は、この技術を最大限に活用して、最終製品を製造、販売するばかりでなく、顧客や組む相手先に応じてその技術や
ノウハウ、更には原材料や製造装置まで臨機応変に提供するビジネスを展開しようとしている。（独自技術TULCの原材料で
ある樹脂被覆型のアルミニウム材を生産する工場をタイに建設し、原価低減と同時にアルミニウム材を同業他社に販売する
取り組みも既に開始している。） 
 
 これまでに培ってきた高い技術力を活用し、容器製造から顧客が手にする最終商品を市場に届けるまでのバリューチェー
ン全体で付加価値を発揮できるビジネスを創造することを模索しているのである。 
 
 
 
 
 2つ目のポイントは、企業体力を生かしたM&Aや提携の取り組みである。同社は、昨期末時点で自己資本比率が56.9％で
あり、現金を1300億以上保有している。この強固な財務基盤を生かし、スピーディーなビジネス展開を図ろうとしている。 
 
 例えば、昨年11月に約600億円で買収した米国の容器製造機械メーカーであるストーレ社のM&Aは同社の方針を良く表
していると思われる。年間売上高が約190億円の同社に対し、金子社長が「かなりのプレミアムを付けたかもしれない」とコメ
ントする通り、海外展開を実現するために必要と判断すれば相応の投資を迅速に行う方針と思われる。 
 
 ストーレ社は、欧米での売り上げは26％にすぎず、中国、アジア、南米、中東で残り 
の約7割の売上げを作っており、中国・上海、ベトナム・ホーチミン、英国・カーライル 
に販売拠点を持っている。機械販売とアフターサービス、更にはオンサイトでのライン 
構築全体の請負までを視野に入れ、必要な技術、設備の獲得と市場へのアクセス 
構築にかかる時間の短縮をM&Aで補完していると言えよう。 
 
 このような手法は、同社がこれまで積み上げてきた強固な企業体力があるから 
こそ取り得るものだともいえる。 
 
 最後、3つ目のポイントは、海外展開に取り組むほとんどの企業が課題としている人材である。同社は、次世代の経営陣、
海外展開を経営視点を持って進められる人材育成のために、2003年からTSBC（Toyo Seikan Business School）を始めて
いる。 
 
 これは、まずMBAの基本をおさらいした上で、アクションラーニングを通じて戦略立案力とその実行力を磨くというプログラム
であり、選抜した人材に1年強の期間をかけて徹底的にビジネスを考える力と実行力を刷り込んでいる。2006年からの本格
的な海外展開も、まずTSBC第1期生が主体となって推し進めた。卒業生の中には、いきなり既存の海外子会社に役員として
派遣され、それまで利益を埋めなかった企業の収益体質を短期間で改善したメンバーもいる。 
 
                    タイで設立した新会社に社長として赴任し、0から会社を立ち上げ3年で黒字化を実現した 
                   メンバーもいる。昨年のストーレ社のM&Aを実行した中心メンバーも、TSBCの卒業生である。 
                   毎年20名程度の人材を地道に育て上げ、その人材がスクールでの経験を生かして現地の 
                   人的ネットワークを広げ、現地の人材とビジネスを一歩一歩創り上げていっているのである。 
 
                    同社のコアコンピタンスである技術力を生かしたビジネスモデルの展開には、時間もコストも 
                   掛かるが欠かせない取り組みといえよう。現在、この取り組みはTSGBC（G:Group）に発展し、
グループ企業80社のシナジーを生かせる人材とアイデアを生み出す場となっている。 
 
 今回紹介した東洋製罐の取り組みは、日本で切磋琢磨して高品質の製品、サービスを提供できる力を培ってきた多くの日
本企業にとって参考となる取り組みだと思われる。新興市場に対する「逆タイムマシン経営」を、日本とその市場の違いをしっ
かり把握して展開することで、自社の強みを発揮して新たな成長を遂げることができる日本企業は数多く存在する。ただし、
そこにはTSGBCのような地道で時間の掛かる取り組みも必要となることを意識しておく必要があるだろう。 
 

M&Aと人材育成で海外展開を加速 

 
2012年10月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
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マーケティングの工夫が成功の鍵 
～食品メーカー～ 

「日本の食べ物は美味しい」日本人ばかりでなく、海外から日本に訪れた外国人の多くが共通に持つ日本
での感想である。しかし、日本の食品メーカーの海外売上高比率は決して高くない。 

 「日本の食べ物は美味しい」日本人ばかりでなく、海外から日本に訪れた外国人の多くが共通に持つ日本での感想である。
しかし、日本の食品メーカーの海外売上高比率は決して高くない。みずほコーポレート銀行の調査によると、食品メーカー主
要31社の海外売上高比率は07年より20％程度で横ばいであり、そのうち20社以上は20％に達していない。 
 
 例えば、日本ではマヨネーズ、ドレッシング、ジャム（アヲハタ）などで高いブランド力を持つキユーピーは、昨年度の売上高
は4864億円だが海外売上高比率は5％にも達しておらず、ここ数年その割合は横這いである。日本で評価されるブランドを
築きながら、なぜ海外での売上が伸びないのであろうか？ 海外で成功を収めている他の食品メーカーの取組と何が違うの
であろうか？ 成功企業の取組も概観した上で、キユーピーのような食品メーカーが今後、海外展開を行う上でどのような視
点が必要かを検討してみたい。 
 
 キユーピーは、海外進出という観点からは決して後発組ではない。1981年にはタイの現地 
企業と技術提携を行い、キユーピー印マヨネーズの製造販売を開始している。翌年には、米 
国に子会社を設立してやはりマヨネーズの製造販売を開始している。しかし、同社の海外売上 
高比率は09年度よりあまり変化していないようである。 
 
 同社は、15年度の海外売上高比率10％、海外営業利益率10％以上を目標に取り組んで 
おり、昨年度は中国での売上を現地通貨ベースで3割伸ばすなど徐々に結果は出てきている。 
しかし、同社の日本での実績、先行する他社の実績などから見ると、本来の力を出し切っているとは思えない。キユーピーの
ような日本で評価されている食品メーカーが海外に進出して結果を出すためには、どのような視点や取組が必要なのであろ
うか。 
 
 海外で成功を収めている食品メーカーとしてまず名前が挙がるのは、恐らくキッコーマンだろう。同社の2012年3月期の海
外売上高比率は45％、海外営業利益率は69％を占めている。1957年という非常に早い段階から本格的にアメリカに進出
し、醤油＝キッコーマンと認識されるまでに浸透させた。 
 
 キッコーマンが「醤油は肉と合う」ということをスーパーでデモンストレーションし「デリシャス・オン・ミート」という販売キャン
ペーンを繰り返し行い市場で浸透を図って成功してきたのは有名な話である。「おしょう油をその国の文化にしっかり根ざした
調味料にしていこう」というのが、キッコーマンの基本的な海外戦略である。 
 
 ヤクルト本社も60年代から海外にビジネスを展開し、2012年3月期の海外売上高比率は24.3％、海外営業利益率は
41.2％となっている。ヤクルト本社は、日本流のヤクルトレディによる宅配型の営業を地道に展開することでここまでビジネス
を広げており、現在は海外のヤクルトレディが約4万人いる。消化管内の細菌叢を改善し、宿主に有益な作用をもたらしうる
有用な微生物と、それらの増殖促進物質であるプロバイオティクスを商品のコアとしている同社は、この販売方法が最適だと
している。 
 
                    プロバイオティクス製品が効果を発揮するためには、継続的な使用が前提とされる。スー               
                   パーなどで拡販して一時的に購入しても効果が出ないため、リピーターを作ることは難しい。 
                   ヤクルトレディが効果と使用方法を丁寧に説明し、効能を理解し た上で、少額の購入を継 
                   続してもらえる顧客を開拓する必要がある。そのためには、日本で作り上げた宅配型営業が 
                   最適であり、その手法を愚直に実践し海外のビジネスを展開しているのである。 
 
                    両社を含め、これまでに海外で成功を収めてきている食品メーカーに共通している要素は、                      
                   言うまでもなく「泥臭い営業」である。これまで食したことがないものを口に運んでもらう、継続 
                   して買ってもらうためには、まずその良さを分かってもらわなければならない。「体験」である。 
 

泥臭い営業活動 

  

Case 6 
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 一度良さが分かり、美味しさ、栄養、安全性といった日本製品の品質を理解してもらえば、成功の道筋が見えてくる。先陣
を切った多くの企業が、「泥臭い営業」を愚直に行ってビジネスを作り上げてきたわけだが、これから海外進出を本格化しよう
という企業には、過去にはなかった追い風が大きくいって3つあると思われる。これらを最大限に利用すれば、日本の食品
メーカーはスピーディーに海外展開を実現できるのではないだろうか。 
 
 
 
 
 まず、ここ数年で大きく変化したことは「日本食」に対する海外の認知度である。先進国ばかりでなく、多くの新興国でも本格
的な日本食レストランがあり、タイやインドネシアのCVSでも寿司が販売されている。また「健康的」で美味しいというイメージも
浸透してきている。更には、日本のSMやCVS各社も積極的に海外展開しており、販売チャネルも日本の食品メーカーにとっ
ては以前と比べれば格段に広げやすくなってきている。 
 
 この環境変化の中では、これまで食品メーカーが日本市場で行ってきた販売手法も 
大いに生かせるだろう。例えば、キユーピーの場合は、09年度より日本で「コの字展開」 
という販売戦略を実行してきている。多くのSMは、入り口から外壁に沿って「コの字」に 
生鮮品（野菜、鮮魚、精肉）とデリカを配している。 
 
 キユーピーの提供するマヨネーズやドレッシングを中心とするソース類は、これら生鮮 
品などをおいしく調理するための調味料である。いわゆる「コの字」を跨って売場の中央 
にある日配品が料理をコーディネートする提案をし、クロスセルを行う手法である。 
 
 お客様の要求が非常に厳しい日本で磨き上げてきたこのような手法は、海外のお客様 
に「体験」を提案するには必ず生きるであろう。海外に進出したSMやCVSで地場を作るの 
にも貢献するはずであり、Win-Winのビジネス展開につながるのではないだろうか。 
 
 次に、スマートフォンやタブレット端末を中心としたネット接続環境の急速な普及である。新興国は、光ファイバーなどを使っ
た有線での通信インフラが未発達だった分、PCでのネット活用は普及が遅れていた。一方、衛星なども利用した無線インフラ
の普及に積極的で、一足飛びに無線インフラが普及してきている。 
 
 そのような状況で、近年のスマートフォンやタブレット端末の普及には勢いがある。グーグルのユーザーアンケート調査によ
ると、アジア新興国のスマートフォン普及率（2011年時点）は、最も高いのがシンガポールの62％。以下、タイ28％、インド
23％、インドネシア17％、マレーシア9％と続き、日本の6％を上回っている。このモバイル端末保有者の多くが利用している
のがFacebookやTwitterなどのソーシャルメディアである。（例えば、インドネシアはFacebook利用率世界第3位、約4,300万
人が登録、Twitter利用率世界5位である。）  
 
 これらのメディアをうまく活用すれば、味や品質、そして料理での活用手法などをユーザーに広げてもらう、口コミを通じての
マーケティングが可能になる。工夫次第で、コストレス・工数レスでスピーディーなマーケティングが可能な環境である。 
 
 メキシコでカップラーメンといえばマルちゃんと認知されている東洋水産も、ネットで顧客の意見を取り入れて現地向けの商
品を開発しているようだ。しかし、残念ながら海外への進出が遅れている食品メーカーは、このようなメディアをうまく活用でき
ていないようだ。 
 
                    キユーピーは、2010年に米Amazon.comのマヨネーズ部門売上1位（先日著者がチェックし 
                   た時は11位）を獲得し、多くのユーザーから満点の非常に好ましい評価をもらっている。「どん  
                   な食べ物にも合う」「つけるとすべてのものが美味しくなる」「プラスチックソフトボトルは、デコ 
                   レーションに使える」など、願ってもない口コミをもらいながら、同社広報の反応は「日本で食 
                   べて気に入った方が、向こうで買っているのでしょうか」というそっけないものだったそうである。  
                   非常にもったいない。これからは、ネットも上手く活用してマーケットに入り込んでいき、このよう 
                   なユーザーの意見を聞き、生かす取り組みを行っていけば、市場へスピーディーに浸透して 
                   いくことが可能だろう。 
 
                                      最後は、これまで先陣を切ってきた同業種、異業種の事例である。ファーストムーバーは、         
                                      前例もなく自ら試行錯誤しての取り組みが必要となるが、後発組は先例を生かすことができ 
                   る。例えば、マンダムはインドネシア人の可処分所得を考慮して1袋3円に小分けをしてギャツ 
                   ビーを展開し成功を収めた。時を同じくして、以前紹介したユニ・チャームや味の素も商品を 
                   小分けにして販売価格を抑えることで市場に浸透していっている。 
 
 これらの事例は、2009年ごろ多くの経済紙にも取り上げられたのだが、報道によるとキユーピーがアジア商圏で小容量品を
販売し始めたのは今年のようである。キユーピーほどの力を持った企業であればもっと早く手を打てると思うのだが、これは生
産・営業の現場を実際に見ていない筆者の見識不足であろうか。 

3つの追い風 
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 日本の食品メーカーの多くは、超成熟の日本市場で原燃料高、円高、デフレの環境で厳しい顧客に鍛えられ、筋肉質の企
業体質を作り上げてきた。もちろん、海外での販路開拓や現地生産などを行うことは簡単ではないが、美味しく安全な商品を
適切なコストで作ることができる力は、必ず海外進出においてアドバンテージになると筆者は確信している。今後も積極的に
海外市場にもチャレンジしてほしいものである。 
 
 その際には、多くの企業が海外進出のために必要な人材が課題と捉えていることであろう。しかし、まずはマーケットに体験
してもらうことが重要である。極端な言い方をすれば販促の場面では、言葉など通じなくても身振り手振りでこちらの言いたい
ことは伝わるはずである。まずは、食してもらうことが第一。そのためには、やる気のある社員に勇気をもって果敢にチャレンジ
してもらっても良いのではないだろうか。 
 
 現在のグローバルマーケットでは、情報が広がるスピードが格段に速い。もたもたしていては、現地企業が見よう見まねで
マーケットを押さえてしまうかもしれない。その前に、スピード感を持って素晴らしい日本の食品をグローバルに広げてもらいた
いものである。 
 

 
2012年12月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1212/03/news014.html 
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日本文化に根差した製品 ウォシュレットで 
真のグローバル企業へ転身できるか？ 

～TOTO～ 

日本食、アニメ、ゲームといった日本文化に深く根差した商品、サービスが徐々にグローバルに広がっている。
日本文化に根差した製品の1つにウォシュレットがあるが、TOTOはこの製品を軸に真のグローバル企業へと転
身できるであろうか？ 

 日本食、アニメ、ゲームといった日本文化に深く根差した商品、サービスが徐々にグローバルに広がっており、そのトレンドを
つかんで海外進出を進めている企業が多数存在する。そのような日本文化に根差した製品の1つに「温水洗浄便座」がある。
1980年にウォシュレットを発売したTOTOは、言うまでもなくそのトップメーカーである。TOTOは、この日本文化に根差した製品
を軸に真のグローバル企業へと転身できるであろうか？ 
 
 TOTOの海外進出はかなり早く、1977年のインドネシアへの進出に始まる。現在は、欧米をはじめアジア、東欧、中東にまで
ビジネスを展開しているが、12年3月期の海外売上比率は残念ながら14％にも達していない。これだけ長期間取り組んでい
て、全社売上の86％は国内で占めているのである。しかし、ここ数年海外への展開を積極化し、2017年度には全社売上高
6000億円のうち海外売上比率を25％（1500億円）にする目標を掲げている。TOTOはウォシュレットを軸に真のグローバル企
業になり得るであろうか？筆者なりの考察を加えてみたい。 
 
 TOTOの海外展開の現状を見てみると、地域によってその成否が明確に分かれるところが大きな特徴と言える。成功してい
る市場は、中国（1979年進出）、インドネシア（1977年進出）、台湾（1987年進出）であり、2011年度の公表数値では、中国
は売上高338億円、営業利益73億円、インドネシアは売上高118億円、営業利益26億円であり、台湾でもトップシェアを達
成している。一方、1990年に進出した米国では売上高は149億円、営業損失6億円とかなり苦戦している。売上高の大きい
中国と米国の5年間の売上高推移をみると、下表1のようになっている。 
 
 
 
 
 

 
表1※TOTO決算資料より作成 

                                               （2007年米州は北中米合算数字・小数点以下は四捨五入） 

 
 アジアでは順調に成長を続け、米国ではリーマンショック以降立ち直っていないことが一目瞭然だが、なぜこのような結果に
なっているのだろうか？ 
 
 この要因を分析するために、まずウォシュレットが日本市場でどのように浸透していったか 
を見てみよう。TOTOがウォシュレットを上市したのは1980年だが、同社が洗浄便座を販売 
し始めたのは1964年にさかのぼる。米国のアメリカン・ビデ社の製品を輸入販売したのだが、 
技術的なトラブルも多く対応が悪かったため、同社はウォシュレットの開発に踏み切った。 
 
 ノズル位置の設計や温水の温度などの設定に多くの従業員の協力を得た開発ストーリーは、 
ドキュメンタリーにもなったのでご存じの方も多いと思う。一般的には、82年に著名なコピーラ 
イターである中畑貴志氏を起用して展開した「おしりだって洗ってほしい」のTVCMが有名だが、 
TOTOはそれまで日本市場で全く知られていなかった「温水洗浄便座」を浸透させるために、試行錯誤を繰り返しながらマー
ケティングスキームを構築していったのである。 
 
 市場が知らない商品、しかも当時は高価格商品であったため、まずは市場に「体験」してもらうことが最も重要だったといえる。
そこで、TOTOはホテルやゴルフ場などの公共の場にウォシュレットを設置し、消費者に体験してもらうための施策を打った。
ウォシュレットマップを作り、どこにウォシュレットが設置されているかを分かるようにし、できるだけ多くの人に体験してもらう取り
組みを行っていった。 
 
 

日本におけるスピード展開 
  

Case 7 
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単位:億円

2007 2008 2009 2010 2011

米州 303 240 198 159 149

中国 226 219 240 227 338



 これと同時に、産婦人科医や痔の医師に効用を説明して回るなどの地道な活動も行った。TOTOは、これらのコミュニケー
ション戦略上の取組を行うと同時に、最も重要な施策である販売網の構築を行ったのである。当時、日本には5万社の水回り
関連の工務店があったが、これらの工務店を販売代理店とすべく手厚いマージンを提供すると同時に、工務店にウォシュレッ
トを無償で提供してファン化するなどの施策を実行した。 
 
 これは、当時もトイレでトップシェアを誇っていたTOTOだから短期間で実行できたともいえるが、ウォシュレットを市場に広めて
いくためには非常に重要なネットワークだったのである。TOTOは上記のような施策を試行錯誤しながら打っていったのであるが、
これらが成功した要因は当時の社会環境にもある。以下のグラフ1を見て頂きたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             （グラフ1）出典：国土交通省 
 
 
 ウォシュレットが上市された当時の日本は、正に下水道処理システムが浸透していく只中にあったのである。つまり、家庭のト
イレが汲み取り式から水洗に、和式から洋式に変化していく時である。TOTOは、経済成長下におけるこのトレンドをつかんで
ウォシュレットを日本市場に普及させ、現在はシェア60％といわれている。普及に合わせてさまざまな製品改良を行っている
のは言うまでもない。詳細は、同社HPのウォシュレット開発ストーリーを参照されたい。 
 
 
 
 
 
 TOTOの日本市場におけるこの取り組みを見れば一目瞭然だが、TOTOはアジア市場で以前にこのコラムで紹介した「逆タイ
ムマシン経営」を実践している。経済成長と同時に社会インフラが整備されていく環境下で、マーケットに合わせた施策を展開
している。中国では、緩やかな成長を想定して富裕層をターゲットにし、空港や高級レストランなどにまずはウォシュレットを設
置した。 
 
                                そこで、体験してもらうことで富裕層での認知を広げ、マーケットに徐々に浸透していった。そして、  
                                中国の経済的成長が軌道に乗ると、TVCM強化、公共施設を中心としたウォシュレット設置、日 
                                本と同様のウォシュレットマップの展開などの施策を講ずると同時に、1次販売店50店、2次販売 
                                店500店にまでチャネルを拡大して、販売のみならず、アフターサービスを強化して富裕層への 
                                拡販に成功している。 
 
                                 インドネシアでは、気温が高く便座も水も温める必要がないため、水圧でノズルが伸びるエコ 
                                 ウォッシャーを開発し、電源不要のウォシュレットを展開するという工夫を行っている。まさに、日 
                                 本で試行錯誤しながら得た成功体験を、市場に合わせて展開することでここまでの成功を勝ち 
                                 取っているのである。 
 
 一方、米国市場ではこのような展開ができていない。それどころか、表1のようにリーマンショック後の落ち込みを回復できず、
11年度の営業損益は6億円の損失である。なぜこのような結果になっているのか、これまでのTOTO USAの歩みを振り返って
みる。TOTOは米国に1990年に進出したのだが、90年代は業績が思ったように上がらず苦戦した。パートナーの三井物産も
撤退したため、同社内でも撤退が議論されるほどだったようである。 
 
 潮目が変わったのは、2002年の全米ホームビルダー協会による表彰である。米国では、90年代にEnergy Policy Actが成
立し、トイレにも節水が義務化された。水洗に使用する水の量を1回6ガロン程度から1.6ガロン以下に収めることが法制化され
たのである。同協会の大便器洗浄性能テストで1位から3位までを独占し、日本市場で節水技術を開発していたTOTOにとっ
て、ようやくこれが追い風となった。その結果、事業も黒字化し、2007年まで順調に業績を伸ばすことができたのである。つま
り、ウォシュレットではなく節水トイレのメーカーとしてTOTOは米国市場で評価されたわけである。 
 

アジアでの成功と米国での苦戦 
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 TOTOは、この節水トイレを排水弁の直径を2インチから3インチに変えることで実現した。一方、競合は圧力タンクを使用し
て節水を実現しようとした。圧力タンクは流す際に爆発音のような音がするため不評であったが、米国ではトイレが故障した
際などにDIY（Do It Yourself）ショップでユーザーが自分で部品を購入して修理するため、米国のプレーヤーにとって当時
流通していた排水弁の企画を変えるという発想はなかったのである。 
 
 これに対して、TOTOは市場で弱者であったため、このような施策を取ることができたと言えよう。しかし、このような技術は
当然のことながら追いつかれる。本来であれば、そこでウォシュレットがキラーコンテンツとして評価されれば良かったのであ
るが、米国ではそれが実現できていない。 
 
 その主な理由は、以下の3点だろう。TOTOが米国に進出する前に下水道システム、水洗トイレ 
が市場に普及しており、トイレの文化が確立していた。 
 
 ・セントラルヒーティングが普及している米国では、ウォシュレット設置のためにトイレの電気工事 
費が余計にかかる（$300程度）。水回りの工務店が日本市場のようにトイレの選択においてエンド 
ユーザーに影響力がなく、価格勝負のDIYショップがリノベーションの際には有力なチャネルとなっ 
ている。 
 
 上記課題のうち、TOTOにとって、最大の課題は流通チャネルの構築だと筆者は考える。ウォ 
シュレットの認知度は、90年代後半から高まってきている。1998年の長野オリンピックの際には、 
米国3大ネットワークで日本の文化としてウォシュレットが取り上げられ、ブラッド・ピット、ウィル・スミス、 
マドンナ、ジェニファー・ロペスといった著名人も素晴らしい製品としてメディアで伝えてくれている。SNSでも、購入者が利用
した評価を好意的に伝えてくれている。 
 
 TOTO自身も、公共施設に設置してウォシュレットマップを作るという常とう手段を講じた上で、2007年には宗教団体から
の抗議など物議をかもしたが"「Clean is Happy」と題した一大キャンペーンを展開し、NYのタイムズスクエアにもおしりに笑
顔を書いたビルボードを掲示するなどの取組を行っている。 
 
                      これらのコミュニケーション戦略に加え、TOTOは富裕層・建築デザイナー向けのギャラ     
                     リーハウス（ショールーム）をオープンしたり、一般の消費者が体験するためのウォシュ 
                     レットキオスクをショッピングモールなどで展開したりしているが、販売網としては不十分 
                     なようである。「おしりを洗う」と言う文化に加え、トイレの流通網というビジネス文化まで変 
                     える必要があるのが米国市場であり、そのハードルの高さで苦戦しているのがTOTO  
                     USAの現状のようである。 
 
 TOTOとしては、米国市場は現状維持、あるいは撤退しても2017年度の目標は達成できるかもしれない。勝てる市場を選
んでビジネスを行うのも、グローバル化においては重要な考え方であろう。 
 
 しかし、前述したようにウォシュレットは「体験したユーザー」からは米国でも高く評価されている。そのような環境をこれまで
の努力で作り上げてきたTOTOには、個人的には諦めずに米国市場も攻略し、全方位的な真のグローバル企業となってもら
いたいと筆者は思う。 
 
 日本市場でも、地道に産婦人科医や痔の医師とネットワークを構築してきたTOTOであれば、Smarter Healthという視点か
ら新たな流通網を構築する力もあるだろう。小型充電器を低価格で装備したウォシュレットで電源の問題なども克服できる
かもしれない。素人の浅知恵に過ぎないが、日本の後を追う新興国ばかりでなく、文化の確立した先進国市場を日本で確
立した文化を武器にして攻略する真のグローバルプレーヤーにTOTOはなり得ると思う。TOTOの新興国の攻略法も非常に
参考になるが、今後の米国市場での戦い方は多くの日本企業にとって参考になるのではないだろうか。 
 

 
2013年3月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1303/13/news012.html 
 
 
 

16 

http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1303/13/news012.html
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1303/13/news012.html


日本で培った力を生かす 
外食産業のアジア市場進出における成功要因 

「クールジャパン」が象徴するように、日本の文化が海外に広まりつつある。日本食も一つのブームとして、
海外にビジネスを展開する日本の外食企業は増加しつつある。中でも近年ホットなのが、アジア市場である。 

• 日本ではよく知られた和食チェーンレストラン。ある日、タイではこのレストランで、羽振りがよさそうな男性が豪華な花束
を渡して女性にプロポーズしていた。さて、これはどの日本食チェーンだろうか？ 

 
• あるカレー専門店は、上海で若い女性に支持されており、しかも高級感のあるデートスポットとして知られている。これは、

どのカレーチェーンだろうか？ 
 
 上記は日本の外食チェーンの事例なのだが、読者の皆さんはそれぞれどの企業を思い浮かべるだろうか。 
 
 前者は「大戸屋」、後者は「CoCo壱番屋」での出来事である。もちろん両社ともに日本でもよく知られた外食チェーンだが、
日本の大戸屋でプロポーズする姿はまず見られないし、CoCo壱番屋でデートするカップルはいるかもしれないが、高級感あ
るデートスポットというイメージは持たれていないだろう。 
 
 両社のアジア市場の店舗では、日本ではちょっと想像に難いような光景が見られる。なぜこのような成功を収めることがで
きているのであろうか？ 海外で成功している外食企業は、日本とは異なる形で展開しているのであろうか？ 今回のコラム
では、アジア市場で成功しているいくつかの外食企業を取り上げ、その成功要因を考えてみたい。 
 
 「クールジャパン」という言葉が象徴するように、日本の文化が海外に広まりつつある。その流れの中で、日本食も一つの
ブームとして欧米やアジア各国で広がり、グラフ1に見られるように海外にビジネスを展開する日本の外食企業は最近増加
しつつある。中でも近年ホットなのが、アジア市場である。 
 
 
 

外食産業のアジア市場進出 

 日本の食に対するイメージや、アニメを筆頭にした日本文化の浸透度合い、さらには日本企業の進出状況など、国や地域に
よって違いはあるものの、多くの外食企業がアジア展開で成功を収め始めている。その成功要因は何だろうか？ まずは、限ら
れた事例ではあるが、味、メニュー構成、価格という外食産業の基本的な要素をもとに類型化して考えてみたい。 

Case 8 

17 



 先に紹介した大戸屋は、日本「風」ではなく「本物」の日本料理を提供することにこだわって、タイや台湾などで大きな成功
を収めている。日本と同じ食材を原則とし、日本と同品質のものが確保できない食材や調理器は、コスト高になっても妥協
せずに日本から直送しているとのことだ。結果的にタイではかなり高い価格設定になっているが、「大戸屋なら、本物の日本
料理を食べられる」と富裕層を中心に口コミが広がり、高級日本食チェーンとしてのブランドを確立した（出所：日経レストラ
ンOnline 2012年5月7日）。タイで既に普及していた日本「風」の料理では差異化できないとの認識が、日本と同じ味と品質
を貫いた要因のようだが、さらに「アジアでブランドを確立する」という経営者の強い意志も背景にあり、価格は高くても本格
的な日本料理にこだわった展開方針をアジア市場で採っていったようだ。 

日本と「同じ」、王道で勝負 

現地嗜好に適合 

 一方、現地嗜好に合わせたメニュー、価格でビジネスを展開し、成功を収めている企業もある。例えば、日本では「牛丼一
筋」で知られる吉野家。アジア市場では、牛丼に加え、麺類、弁当、サイドディッシュなど日本とは異なる多彩なメニューを提
供している。価格も、展開する各国の物価水準や競合状況に応じて柔軟に設定し、現地向けのアレンジを重ねている。ただ
し、コア商品である牛丼については、日本の味にこだわっている。食材は、現地調達を基本とするものの、日本と同じ製法と
味を実現しており、例えばタレは日本から供給しているとのことだ。 
 
                                              熊本発祥の味千ラーメンも、吉野家と同じような展開を行い中国市場で成功を収め                
                                              ている。熊本ラーメンの源流のひとつと言われる同社は、競争の厳しい日本国内でも 
                                              全国で100店舗も展開しているのだが、海外へは700店舗を越える出店を行っており、 
                                              中国へは600店強を展開しているのである。日本の外食チェーンの中で、中国に展 
                                              開する店舗数としては最大級である。中国店舗のメニューは、日本国内よりもはるか 
                                              に多様で、焼き鳥や炒め物なども提供されており、ラーメン店というより居酒屋のよう 
                                              なメニュー構成となっている。 
 
 これは、中国の消費者が個食ではなく、家族など大人数で多様なメニューをシェアする食事を好むという食文化に適応した
ものだ。料理の味も、中国人の好みを探求し取り入れている。ただし主力商品の九州ラーメンについては、スープの生産を本
社が管理するなどして、日本の味を守っているとのことだ。 
 
 吉野家と味千ラーメンは、ブランドを象徴するコア商品の味と品質を守ることで日本の飲食店としての核を作りつつ、メ
ニュー全体としては現地化を徹底することで市場に受け入れられていった成功例と言えるだろう。 
 

 大戸屋とはだいぶ異なる外食企業に見えるが、カレー専門チェーンの
CoCo壱番屋も、「王道で勝負」という観点では、同じ成功パターンに見え
る。読者の皆さんもご存じのように、カレーはインドを筆頭にした東南アジア
の料理だが、日本では日本人の嗜好に合わせたカレーが発展してきた。
CoCo壱番屋は、日本のカレーの単品メニューで、かつ日本と同じ価格で
勝負した。好みのカレーの種類とトッピングの組み合わせによるバリエー
ションだけで十分通用すると判断したようである。 
 
 中国では、まだカレーが市場に十分認知されていない段階でいち早く進
出したことにより、「日本の“ココイチ”カレー」を中国市場におけるスタン 

ダードとして浸透させることに成功したようだ。さらに、価格を日本と同等にしたことが高級感、そしてある種のファッションと
認識され、中国市場では割高であるにも関わらず、日本とは異なるセグメントの外食店として人気を博している。 
 
 大戸屋とCoCo壱番屋は、「日本と同じ」味、メニュー、価格を貫くことで、ステータスの高いブランドを確立した成功例だ
といえるだろう。 
 

日本品質で価格破壊 

 日本でイタリア料理の価格破壊によって知られるサイゼリヤは、これまでの事例とは違った展開で         
成功を収めている。同社は、中国市場への進出の際に思い切った低価格路線を取り、競合他社 
の3分の1～4分の1の価格を打ち出して、中国でもイタリア料理の価格破壊を実現した。当初は 
中国店と日本店の価格を同水準で設定したが、結果は芳しくなかった。そこで、中国の価格を日 
本より7割値下げしたという。これによって、爆発的な集客を実現した。1日100人くらいしか来店し 
なかった店に、1日3000人が押しかけるようになったとのことだ（出所：日経レストランOnline  
2011年8月8日）。しかし、同社の人気は単なる低価格だけで得たものではない。日本と同様に、 
緻密に作り上げたオペレーションによって、極めて高いレベルの低価格と高品質の両立を実践し 
ているのである。 
 
 、 
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 これまで紹介した、5社の成功要因を分類してまとめてみよう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表1：アジア市場での外食企業の成功パターン分類 

 
 
 表1の分類から、味とメニュー、そして価格という基本要素において、明確なポジションを打ち出し、徹底することの重要性
が理解できる。言うまでもないことだが、消費者の嗜好や食文化などのターゲット市場の特性との整合性も欠かせないだろう。
こうした基本的なところでつまずくと、競合がひしめく市場で埋没してしまい、失敗するリスクが高い。 
 
 個別の企業名は控えるが、失敗事例も紹介しておく。例えば、ある日本の和食 
チェーンは、中国のある地域に中国では高めだが、日本に比べると安い価格設定で 
進出した。この地域は、舌の肥えた日本の駐在員が多いところであったことも影響し、 
「xxさんも格が落ちた」と認識され、中国人客、日本人客ともに中途半端なポジション 
と認識されて撤退を余儀なくされた。インドネシアでは、日本スタンダードをアピール 
しながら、中途半端な教育で店の運営を現地スタッフに任せでしまった結果、肝心 
の料理の質が伴わずに苦戦を強いられた例もあるようだ。 
 

 同社は、日本で作り上げたセントラルキッチン・システムを中国へも持ち込んだ。同システムでは、店舗では火も包丁も使わ
ない簡易調理に徹して、品質を安定させながら高い効率性を実現している。また、物流システムも同様である。例えばレタス
などの葉野菜は、収穫から加工、そして店舗への配送という全過程を通じて4℃に保つコールドチェーンシステムが確立され
ている。サラダにする野菜の鮮度を落とさないための仕組みである。 
 
 しかも同社は、高い効率と品質の基盤となるシステムやオペレーションを日々レベルアップし続けている。日本の製造業の
伝統的なコアコンピタンスであった改善の精神が根付いており、これを中国市場に持ち込んで日本品質と低価格を実現した
例だと言える。 
 
 サイゼリヤは、日本で入念に磨きこんだオペレーションに裏打ちされた高品質・低価格の両立戦略により、特段日本スタン
ダードであることをアピールせずとも、アジア市場の消費者の支持を獲得し、店舗数を130店近くにまで拡大しているのである。 
 

成功パターン 王道で勝負 現地嗜好に適合 日本品質で価格破壊 

企業例 
大戸屋、 
CoCo壱番屋 

吉野家、味千ラー
メン 

サイゼリヤ 

味 
日本と同じ味を
実現 

コア商品は日本と
共通だが、他の商
品は現地消費者
の好みに適合 

日本と同じ味を実現 

メニュー 日本と共通 
現地の食文化に適
合した多様化 

基本的に日本と共通
（多少のオリジナルメ
ニューあり） 

価格 
日本水準 
（現地では高級） 

現地相場への適
合 

現地の競合の3分の1
～4分の1の価格設定
（日本の価格より約7
割低い設定） 

 明快なポジションのもとで十分な品質の料理を提供しても、市場特性との不整合で成功できない例もある。例えば、安くて
美味しい焼き餃子が主力商品のある中華料理チェーンは、餃子と言えば水餃子であり、焼き餃子は「余りもの」と見なす中
国の食文化の壁を打ち破れずに苦戦を強いられた。また、ある日本食チェーンは、高級野菜を目玉に食べ放題のメニュー
で中国市場に挑んだが、「野菜は安物」という中国消費者の価値観を変えられず、撤退に追い込まれている。 
 
 先に述べたように、アジア市場に進出する日本の外食企業は増えているものの、味や価格設定が中途半端になったり、
現地の食文化に適合できなかったりして苦戦を強いられ、撤退に追い込まれる例も後を絶たないのである。 
 
 では、成功と失敗の分岐点は、味、メニュー、価格におけるポジションの明快さと現地の市場特性との整合に尽きるのだろ
うか？ 筆者は、こうした見えやすい成功要因の背後に、日本の外食産業に対するアジアでの高評価を下支えする共通の
要素があると考える。それは、ひとことで言えば、日本ならではのクリンリネスとサービス・クォリティである。 
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 例えば、先に述べたCoCo壱番屋では、客が席に着くと、清潔なおしぼりとスプーンに安心して飲める水がすぐに提供される。
日本ではごく当たり前のクリンリネスとサービスだが、アジアの消費者の目には、驚きに近い水準に映る。吉野家も現地化を徹
底したメニューへの評価だけでなく、温かく丁寧な接客や、料理を提供するスピードもアジア市場に浸透できた大きな要因で
あろう。 
 
 ワタミは香港進出における失敗と成功の経験を通じて、日本水準の 
サービス・クォリティの重要性を学んだそうだ。進出当初は、他の香港 
と同レベルの横柄なサービスに陥り業績が低迷したが、「ありがとうを 
集める」という同社の理念のもと日本並みの接客を実現したことが評判 
を呼び、業績拡大につながったという（出所：経営者通信Online 海外 
進出企業インタビュー「『新規事業』と『海外進出』の成否は企業理念 
の貫徹で決まる」）。 
 
 料理の味もさることながら、顧客への繊細な心配りに裏打ちされた 
サービス・クォリティが集客の原動力になったのである。 
 
 一方で、苦戦した企業は、差異化を追求する対象が、提供する「商品」 
に偏っていた印象を受ける。しかし消費者は、料理の美味しさや安さだけ 
でなく、店の清潔さや店員の接し方など多様な要素を通じた「経験」を通 
じて評価を決めるのである。 
 
 アジアの消費者に日本ならではの食の経験を提供し続けたことによって、日本ではごく庶民的な外食チェーンが、冒頭で紹
介したようにプロポーズの舞台になったり、デートスポットになったりするといった、日本とは違ったブランドを確立できたのだと考
えられる。 
 
 味やメニュー、価格といった有形の要素に、クリンリネスやサービス・クォリティといった無形の要素を融合させて、地元の外
食企業には無い洗練された「日本の食の経験」を提供することが、アジア市場で成功する上での鍵になり得る。日本の外食
企業が共通して有する無形の日本スタンダードを梃にすれば、日本の外食産業が海外進出で成功を収められる機会を更に
拡大できるのではないだろうか。 

 

 
2013年5月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1305/20/news102.html 
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日本発「垂直統合型自前主義」は通用するか？
～ニトリ～ 

「お、ねだん以上。」で知られるニトリは、高品質な商品を低価格で提供するために原材料調達、および製造拠
点を海外に求めてきた。一方、販売面では国内全国網を築き上げることに注力し、本格的な海外進出はこれか
らである。今期は、これまで学びの場として活用してきた米国に進出し、その先は中国への進出を計画している。
ニトリは、日本で築いた力と地位をてこに、マーケットとしての海外展開に成功することができるであろうか？ 
 

 失われた20年と呼ばれる時代にありながら26期連続増収増益を達成したニトリ。ニトリには、最初の30年は日本を豊かに、
後半の30年は世界にチャレンジするという、社長自らが立てた「60年計画」がある。前半の30年では、売上高1000億円、店
舗数100店を目標とし、それは1年遅れで2003年に達成された。ニトリはその後も拡大を続け、後半の30年計画最初の10
年を経た2013年には、売上高3487億円、店舗数300店（国内286店、台湾14店）を達成。 
 
 今後も2022年に売上高1兆円、店舗数1000店を、2032年には売上高3兆円、店舗数3000店を目指す。つまり10年で3
倍ずつ業績を拡大させていくという非常に野心的な長期経営計画を策定している。この実現に向けては、当然のことながら
海外展開の成否が鍵となる。ニトリは、これまでに作り上げてきた強みを生かして、国内で達成した成長路線を海外でも実現
できるであろうか？ 筆者なりの考察を加えてみたい。 
 
 まずは、ニトリがこれまでに作り上げてきたビジネスモデルとその強みに関して整理しておく。 
 
 ニトリは、似鳥昭雄社長が1967年に創業した家具店からスタートする。父親から、「人の3倍 
働くか、人と違うことをするように」という教えを受け、人の3倍は働けないと思った似鳥社長が 
近隣に家具屋がなかったので創業したのが始まりだ。 
 
 比較的大型の2店目を出店して順調にビジネスが伸び始めた頃、大型競合店が近隣に 
出店し顧客を奪われ、苦境に立たされる。その際、知人に誘われて参加した米国市場視察 
ツアーで、日本より3倍も豊かな米国で家具が3分の1の価格で売られていることに衝撃を受け、 
日本での新たなビジネスモデルを構築、これまでにない家具のチェーン店展開の発想を得たそうだ。 
 
 その後、まずは日本の家具メーカーから現金で安く仕入れる取り組みを試みるが、問屋からの圧力で取引が難しくなる。折
しもプラザ合意で円高となり、海外から商品を調達すれば低価格での提供が可能になると似鳥社長は考えた。そこで、自ら
海外を回り、台湾から家具を低価格で調達する活路を開いた。しかしながら、販売後にクレームが頻発し、商品を引き取ると
同時に在庫を処分せざるを得なくなった。 
 
 台湾では、木材の乾燥工程を経ずに家具を加工していたため、木材の水分含有量が多く時間が経過するとひびが入ってし
まったのである。この問題を解決するために、ニトリは東南アジアでの自社生産に踏み切る。1994年にインドネシアに自社工
場を設立し、タンスや食器棚などの生産を開始する。 
 
 海外生産成功の鍵は、コストと品質である。ニトリはトヨタ生産方式を導入し、改善を重ねて生産性を高めると同時に品質を
向上させて海外生産高を拡大してきた。 

ニトリのビジネスモデルとその強み 

                 2004年には、インドネシアに次いでベトナムに工場を設立、2008年には年間27万3351セット、                
                44億円の生産高（※1）となり、全体の半分強を占めている。これらの工場では、工員が役割に応じ 
                て異なる色の帽子をかぶり、行動範囲や動線を見える化すると同時に、各工程のアウトプットを最 
                適生産量にするための管理を行うなど、日本の製造業がこれまでに作り上げてきた工夫を随所に 
                織り込んでいる。 
 
                 更に、似鳥社長自らも工場内のゴミをチェックして無駄な廃棄ロスを出さないように指導し、通常 
                50％と言われる原材料使用率を95％にまで高め、徹底的な原価低減活動も行っている。品質に 
                関しては、品質改善活動を報酬に連動させるといった工夫もして、現地工員のモチベーションを高 
                めるばかりでなく、品質改善指導のプロフェッショナルとしてホンダの中国合弁会社のトップまで務 
                めた技術者をリクルートして品質改善活動の質を高めた。 
  

Case 9 
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 このような取り組みを中国に300以上ある提携工場にまで広げ、「お、ねだん以上」を実現しているのである。 
 
 このように、現地での原材料調達から製造を自社で行う仕組みを構築した上で、2007年5月に恵州物流センター、2009
年12月に上海プロセスセンターを稼働させ、物流効率の強化も図って圧倒的な低価格を実現する仕組みを構築した。 
 
 その結果、現在は中国、マレーシア、タイなど7カ国15カ所に調達拠点を設置してソーシングを行い、インドネシアとベトナム
2カ国に生産拠点を有し、自社の海外ロジスティクスセンターを通じて製品を供給する自前主義の「製造物流小売業」を新た
なビジネスモデルとして確立した。上流から下流までを垂直統合したこのモデルは、家具業界ではニトリ独自のビジネスモデ
ルであり、これまでの成長を下支えしている。 
 
 以上見てきたように、調達・製造拠点で海外進出するというニトリの取り組みは、 
大きな成功を収めてきたといえる。現地に自ら赴き、問題を地道に一つひとつ解 
決しながら他業界の取り組みも参考にして現在のビジネスモデルを構築した。 
 
 ニトリが、このビジネスモデルを活用してマーケットとして最初の海外進出先として 
選んだのが台湾である。商品調達地として最初に台湾に進出した経緯から考える 
と、自然な選択だと言えよう。 
 
 マーケットに対する理解が深いため、当然のことながら成功の確率も高い。また、 
消費者の嗜好や生活空間の広さなども日本に近く、日本で磨き上げてきた商品 
と市場の整合性も高い。しかし実際にビジネスを始めてみると、台湾でのブランド 
力の低さや、消費者が日本人よりも大型の家具を好むといった違いもあったようで、 
単年黒字化に6年を要した。 
 
 製造拠点としてではなくマーケットとしての海外進出の難しさを改めて考えさせられる。ようやく台湾マーケットでの成功手法
を見出し、今季はこれまでの年2～3店の展開から5店に拡大し、スピードを上げていくそうである。 

次の進出国はどこに？ 

 問題は、次の進出先だ。新興国の経済成長の度合いと競争環境、海外工場（自社・協力）とロジスティクスセンターの立地
から、インドネシア、ベトナム、中国の3カ国が、既に保有する商流と人材などの観点から判断しても、優先度を高く考えることが
自然である。しかし、ニトリが選択したのは米国だった。今年の10月に1号店をカリフォルニア南部に開き、今期3店舗、その後、
年5店ペースで出店し、4年後の黒字化を目指すそうだ。 
 
 ニトリは、米国でのテストマーケティングは行っているが、拠点はない。ただし、これまで研修・先進マーケット視察の場としては
活用してきている。この取り組みは81年から行われており、ショッピングモールや百貨店、住宅展示場等を視察し、毎晩レポー
トを書かせ、最終日には視察した店の品揃えや価格を数値化してグラフにし、ニトリとの実情比較を行うという内容である。似鳥
社長も、毎年同行しているとの事だ。 
 
                        現在では、パートの従業員も加え、年間に800人が4組に分かれて参加しており、この 
                       ような取り組みを重ねることで、米国マーケットの状況は相応に把握していると思われ 
                       る。しかし、商流の構築から物流網の整備まで行っていかなければならず、これまでに 
                       進出している国でのビジネス展開よりも、ハードルは高いと言えるだろう。 
 
                        ニトリは、なぜ米国進出の優先順位を高く取り組むのだろうか？  
 
                        似鳥社長が、現在のビジネスモデルを考える原点となった米国での成功を強く望むこ 
                       とは想像に難くない。ただし、トップの個人的な思いだけで賭けに出るとは思えない。恐 
                       らく、既存の米国ホームファニチャ業界では提供しきれていない付加価値を、「製造物 
                       流小売業」というこれまでにないモデルを活用して提供できるという強かな計算がある 
                       のだろう。 
 
 ニトリが米国マーケットで成功を収めることができれば、中長期経営戦略を現実のものとする上で非常に大きな意味を持つ。
そもそも米国市場自体が巨大だが、それだけでなくニトリがこれまで手を付けていない南米市場への大きな足掛かりとなる。ま
た、アジア新興国では日本ブランドも生きるが、米国でも成功した企業としてのブランドを手に入れられれば、更に優位な立場
でビジネスを展開できるだろう。更に、その後に見据える欧州、アフリカへの進出に際しても有利に働く。 
 
 マーケットとしてアジア新興国にビジネスを展開することもたやすいことではないが、目先の成功の確率だけではなく、チェーン
ストア展開を目指した60年の計画のように長期的な視点でビジネスを創っていこうと似鳥社長は考えているのではないだろうか。 
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 しかしながら、米国市場での競争は厳しく、その成功は容易ではないだろう。米国の多くの企業が「持たざる経営」を重視す
る中、日本発の自前主義、垂直統合型の「所有する経営」で是非成功を収めてもらいたいものである。 
 
 また、調達・生産拠点を展開する形で海外進出してきた企業、あるいは今後そのような戦略をとる企業にとっては、ニトリの
手法自体とても参考になる。海外での調達・生産の仕組み作りとその過程での市場理解深耕、そして次のステップである市
場としての海外開拓。ニトリもまだその途上ではあるが、多くの日本企業がベンチマークとすべき企業と言えるだろう。 
 
 ※1 : ニトリホームページの情報より筆者が算出 
 
 
 

 
2013年7月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1307/24/news011.html 
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グローカライズで世界に羽ばたく即席麺  

海外展開に成功した即席麺は現地の日常の食生活に溶け込んでいる。いかに早く現地の食文化に広く深く溶け
込むかが海外展開での競争優位性を決める。 

 メキシコの即席麺市場が年々拡大している。その中で約85％のシェアを占めているのは、日本でもなじみ深い東洋水産の
Maruchan（マルちゃん）ブランドであるこの圧倒的なシェア自体驚異的だが、それ以上に驚かされるのは次のようなエピソー
ドだ。 
 
• メキシコで、国会が審議を早々に打ち切った時に、新聞は「議会がマルちゃんした」と報じた。 
• 2006年サッカーのワールドカップでのメキシコ代表の速攻は、「Maruchan作戦」と呼ばれた。 
 
 メキシコにおいて、「マルちゃん」は単に食品としての普及のレベルを超えて、「簡単にできる」「すぐできる」という意味の言
葉として浸透しているのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                   グラフ1：メキシコにおける即席麺の市場規模推移（出所：2010年3月JETROレポート） 
 
 
 海外で広く浸透した即席麺ブランドは、マルちゃんだけではない。例えば、香港では日清の「出前一丁」がそうだ。スーパーの乾麺の棚の
多くを占めているばかりでなく、香港の伝統的な喫茶店や粥専門店で提供される麺のメニューにもごく当たり前のように載っている。 
 
 海外展開に成功した即席麺は、あたかも現地で生まれた食品であるかのように、日常の食生活に溶け込んでいる。逆に見れば、いかに
早く現地の食文化や日常の食生活に広く深く溶け込むかが、即席麺の海外展開での競争優位性を決めると言える。 
 

 

海外展開に成功した即席麺 

 即席麺は、日常食として日々の食生活の中で消費されるものであり、ターゲット層はBOP（Base of the Pyramid：低所得者
層）が中心である。この層に浸透するためには、安価であることは言うまでもなく、食べやすくて飽きがこないこと、手軽に調理で
きることなどが条件となる。即席麺メーカー各社は、これを進出したマーケットで徹底的に行っているのである。 
 
 例えば、マルちゃんはチリソースをかけたりライムを搾ったりしてアレンジして食べる 
メキシコの食習慣に合わせ、スープの味が薄めになっている。さらに、消費者からの 
要望に応え、「レモン&ハバネロ」というメキシコ人が好む酸味と辛みを強調した商品 
も投入している。 
 
 その結果、米国に出稼ぎに来たメキシコ人が土産として持ち帰ったことから進出した 
メキシコで、今や10～35 歳までの若年層では伝統料理をしのぐほど浸透し、伝統料 
理が衰退することへの危機感が持たれるほどまで普及しているのである。 
 
 

日常食として徹底的に現地に溶け込む 

  

Case10 
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 また、日清食品は、カップヌードルを米国やヨーロッパで展開する際に、主食としてではなくスープとして食されることに着目
し、麺を短くしてスプーンですくえるようにしている。更に、スープの味や麺だけでなく、パッケージデザインもローカライズが徹
底している。例えば、カップヌードルのパッケージは日本では白地が基調だが、タイでは赤を強調するなど国によって嗜好性に
合ったものに変えている。メーカーによって細部の手法は異なるものの、全メーカーが自社商品を現地に溶け込ませるための
きめ細かい努力を徹底しているのである。 
 
 
 
 
 しかしながら、現地化を徹底して食文化に溶け込むだけで成功できるのかと言うと、話はそう単純ではない。 
 
 例えば、世界の即席麺需要の約半分を占める中国市場を見てみると、日本メーカーも進出のために多大な努力をしてきた
が、50％以上のシェアを誇っているのは康師傅という台湾の大手食品メーカーである。康師傅は、サンヨー食品をはじめ多く
の日本企業とも資本提携しているが、即席麺のマーケティングや商品開発は台湾サイドが一手に担っている。なぜなら、中
華圏市場の嗜好やマーケティング方法を日本企業よりも熟知しているからだ。 
 
 最近は、康師傅だけでなく、中国やインドネシアなど日本と同様に麺文化を持つ国の 
メーカー、あるいはクノールやハインツなどのグローバルブランドも即席麺事業を積極的 
に展開している。彼らは、これまでのビジネス経験を通じて、各国の市場や文化に深く 
通じており、日本企業は単なるローカライズ力だけでは優位性を打ち出せないだろう。 
 
 厳しさを増す即席麺のグローバル競争において、現地メーカーやグローバルブランド 
には無い、日本企業ならではの強みや特色をどのように打ち出し、差異化を図ったらよいのだろうか。 
 
 そのひとつの方向性を、エースコック村岡社長の言葉に見ることができる。「技術はグローバルだが味は現地化する。」エー
スコックは、ベトナムで「ハオハオ」と言う商品を大ヒットさせた。原材料は現地調達、商品の味づくりはベトナム人社員が担う
一方、麺の製造技術は全て日本のものを適用して開発した商品である。先に紹介した康師傅でも、台湾サイドが担う商品開
発の基盤となる生産管理や品質管理といった技術は日本サイドが担当している。 
 
 つまり、日本メーカーならではの最先端の技術や品質管理力をグローバルスタンダードとしながら、味やパッケージングは現
地市場に合わせてローカライズを徹底する。グローバライズとローカライズを両立させるという意味で「グローカライズ」という造
語が使われるが、即席麺の海外展開の成功事例を見ると、このグローカライズが日本メーカーの成功要因になっている。 
 
 その背景には、「超」成熟市場である日本でのし烈を極める競争、そこで培った技術革新があるのは言うまでもない。消費
者の舌が肥えた「超」成熟市場においては、従来の延長線上の商品では淘汰される。そこで、各社は技術革新によって新た
な付加価値をつけ、消費者の購買意欲を喚起しようと激しい競争を繰り広げている。 
 
 例えば、東洋水産が一昨年に発売してヒットした「マルちゃん正麺」では、「生麺うまいまま製法」という乾燥麺でありながら生
麺の食感を実現する製法を生み出し、特許まで取得している。また、昨年日清食品はサンヨー食品に対して特許権侵害訴
訟を起こしたが、訴訟の対象となったのは、「ストレート麺製法」（お湯で麺を戻す際に麺がきれいにほぐれ、食べる時に真っす
ぐになる麺の製法）であった。 
 
 このように国内市場における製麺技術競争は激しさを増しているが、逆に見れば、し烈な技術革新競争を通じて高めた製
麺技術を海外に展開し、各国市場に合わせたきめ細かいローカライズと融合できれば、日本メーカーは高い競争優位性を
確立できる。 
 
 
 
 

「グローカライズ」が海外展開成功の鍵を握る 

                   最後に、即席麺メーカーの現在の海外進出状況と今後の展開に関して触れておく。興味深い  
                  ことに、即席麺の海外市場では「棲み分け」に近い状況が見られる。例えば、ブラジルや香港で 
                  は日清食品、メキシコでは東洋水産、ベトナムではエースコックがトップシェアを握り、支配的な 
                  地位を築いている。 
 
                   日本市場ではトップメーカーである日清食品は、東洋水産に追随してメキシコでビジネスを展開 
                  しているが、そのシェアは12％にとどまっている。一方、インドでは海外メーカーが優勢で、ネス 
                  レグループのMaggi（マギー）ブランドが4分の3以上のシェアを握って他社の追随を許さない状 
                  況となっている。 
 
  

選択と集中で陣取り合戦をいかに制するか 
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 このような状況は、即席麺が裾野の広いBOPに日常食、食文化として浸透するという特性が作り上げていると言えよう。先に
述べたように、マルちゃんはメキシコで伝統料理衰退の危惧を呼ぶほどにまで浸透している。ネスレグループも、実に30年を
かけて都市部だけでなく農村部も開拓し、その食文化を根付かせた。 
 
 もともと日本をはじめ一部の国でしか食されていなかった即席麺の海外展開では、 
一商品としてというよりは即席麺というカテゴリーや食文化そのものを普及させる必要 
がある。これは、当然現地消費者の啓蒙といったコストがかかり、普及するまでに長い 
期間も要する。 
 
 しかし、いったん浸透すると、その商品が即席麺カテゴリーの代名詞として認知され 
るため、競合メーカーにとっては覆すことが至難の業になるのであろう。つまり、ファー 
ストムーバーとしての優位性をいかに築くかが非常に重要となる。一方、このような 
戦略を採るには、現在白地のマーケットはどこか、あるいは他社が先駆けて進出して 
下地は作っているものの、まだ文化として根付いていない市場がどこかを見極める 
事が今後の展開では鍵となる。 
 
 限られた資源をどこに集中して投下するか、その判断が各社に求められるのである。昨年、日清食品が家庭調理を重視し
て即席麺を好まなかったトルコに敢えて進出する意思決定をしたのは、共働き世帯の増加による簡便な食事への需要増加
を見込んでのことである。この選択が吉と出るか否かは、今後の同社の海外展開を左右する一つの試金石となるのではない
だろうか。 
 
 今回は即席麺メーカーの海外進出手法、グローカライズとファーストムーバーアドバンテージ、市場選択の重要性を述べて
きたが、同様に日本で熾烈な競争を繰り広げ、付加価値を高めると同時にDesign to Costを実践してきた食品メーカー、日
用品メーカーなどの皆さまには、参考になるところが多い事例ではないだろうか。市場を選んで文化を創り、浸透させるような
手法をどこで展開できるかをぜひ検討してほしい。 
 
 

 
2013年10月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1310/03/news013.html 
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持てる力を現地で立証することで先進国市場を攻略 
～日立鉄道事業～ 

グローバル化、海外進出というと成長性の高い新興国に目が向きがちである。しかし、現存するマーケット規模か
ら考えると、先進国をターゲットとしてビジネスを展開することも1つの重要なオプションとなる。 

 日立製作所は、2012年7月英国の都市間高速鉄道車両置き換え計画（IEP：Intercity Express Programme）事業で車両
270両を追加受注した。この結果、IEPにおける日立の総受注額は約8800億円となった。日立が、英国鉄道市場に進出して
から15年、初受注から10年の快挙と言える。日立の鉄道事業が英国に進出した1999年には、その海外売上高比率は1％ 
に過ぎなかった。 
 
 しかし、2012年度には26％を達成し、15年度には60％、16年度には65％という目標を掲げている。独シーメンス、仏アル
ストム、加ボンバルディアというグローバル3強の寡占であった英国鉄道市場において、日立はいかにしてこのような成功を収め、
今後の高い目標を設定しているのであろうか？ 
 
 日立鉄道事業の海外進出は、先進国市場攻略の1つの成功モデルを示した 
という意味で、その意義が大きいと言える。多くの日本企業が、海外進出を検 
討する際に今後の成長性を考えて新興国をターゲットとするが、既存マーケット 
の規模から考えると先進国も重要なターゲットとなるのである。先進国市場では、 
マーケットが製品やサービスを熟知しており、新たなビジネスを創り上げる時に 
必要な「教育」コストを抑えることができる。 
 
 但し、既存プレーヤーに対して明確に差異化できるポイント、「強み」を持って 
いなければならない。「超」成熟といわれる日本市場に90年代の半ばに進出 
したスターバックス、2000年以降のイケアやH&Mといった企業の成功は、この 
好例と言える。逆もしかりで、昨年のコラムで取り上げたニトリやダイソー、良品 
計画などの米国進出も、同様の考え方に基づく戦略と言えるだろう。 
 
 1990年代後半の日本の鉄道車両業界は、市場の成熟に伴い非常に厳しい状況にあった。そのような状況下で、グローバル
レベルで4割以上の規模を占める欧州市場に日立は目を向けたのである。その中でも、国内に鉄道車両メーカーが存在せず、
民営化後に鉄道事故が多発し、日本鉄道業界の安全性や正確性の高さに英国政府、鉄道業界が着目するという追い風が
吹いていたことも背中を押し、日立は英国市場をターゲットにした。 
 
 日本での厳しい競争下で磨き上げた経済性、安全性、快適性などに秀でたアルミ合金製次世代車両システムである「A-
Train（AはAdvanced、Amenity、Ability、Aluminumの意）」を武器に、競争力のある価格を提示できれば参入可能との読みが
あったようである。しかしながら、グローバル3強が支配する市場への参入は容易ではなく、日立は2回に渡り大きな入札案件で
失注することになる。 

先進国をターゲットに海外に進出することの意味と難しさ 

現地での技術力の証明とビジネスを推進するための現地化の実行 

                         進出から3年、相応の投資にも関わらず結果が伴わなかったのだから、この時点で参入を諦めるという       
                         オプションもあったが、日立は2度の失敗から得た教訓を元に戦略を変更して辛抱強くビジネスを継続し 
                         た。その変更の重要なポイントは以下の2点にあったと言えるだろう。 
 
                         第1のポイントは、日立の持つ技術力の現地での証明である。英国の鉄道の歴史は日本よりずっと古く、 
                         インフラが日本とは異なる。日立の実績は日本の新しいインフラでのものであり、英国では日立の車両は 
                         「ペーパートレイン」と揶揄されていた。注)そこで、英国で使い古された車両に日立製のインバータ駆動 
                         装置を始めとする主回路機器を組み込み、「V-Train（VはVerification、Victoryの意）」と称して2002年 
                         より2年半に渡り実装試験を行った。 
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グローバル競争に活用できる新たなビジネスモデルへの進化 

 このような取り組みを通じて結果へとつなげた日立の鉄道事業だが、「今後のグローバル競争で通用する新たなビジネスモデ
ルにビジネスを進化させた」ことも非常に意義が大きいといえる。 
 
 日本では、車両メーカーは鉄道会社に車両を納入し、その保守は鉄道会社が行っているが、英国では保守も含めた対応が
求められた。そこで、日立は現地に保守会社を設立し、車両の納入から保守までを一括で行うビジネスを受注している。車両
の品質が高ければ、当然保守事業の利益率は高くなり、長期的に安定するビジネスを構築できる。また、この取り組みは日立
の現地への長期的なコミットメントを示す事にもつながり、市場でのプレゼンスを高めることにもなる。 
 
                              このビジネスモデルは、日立が昨年6月にベトナムで受注したビジネスにも生かされている。更に、 
                              IEP案件では、車両リース会社Agility Trains社をSPVとして設立して対応し、フィナンシャルモデルも 
                              含めたビジネスを展開している。このビジネスモデルの進化は、車両ばかりでなく、保守や信号シス 
                              テム、鉄道運行システムまで含めた全方位的なビジネスの提案を可能にする。 
 
                               日立は、このようなチャレンジを強大なグローバルプレーヤーが占有する先進国市場で行い、結果 
                              に結びつけたのである。その意義は、今後の日立鉄道事業の展開に非常に大きな意味を持つであ 
                              ろう。 
 
                              今回考察した日立鉄道事業の取り組みは、多くの企業にとって参考になるのではないだろうか。先 
                              進国市場を視る目、市場でのプレゼンスを創るための持てる力の立証、市場への洞察力と浸透力 
                              を高めるための体制作り、そして世界で戦うためのビジネスモデルの進化、扱う製品やサービスが違っ
ても生かすことができる考え方が含まれている。また、日立の功績としては、政府も大きな役割を果たすインフラビジネスで結
果を出したことにある。 
 
 上下水道、交通、電力など、日本には高い技術力を持ったインフラ関連の企業が多数存在する。日立の取り組みを参考にし、
優れた日本の技術力を持って是非世界市場にそのプレゼンスを高めていってもらいたい。 
 

 
 V-Trainは、英国の異なる鉄道インフラで無事故・無故障で走行し、日立製車両の品質と安全性を立証することになり、2004
年のClass395と呼ばれる案件の初受注に大きく貢献するのである。 
 
 更に、このClass395は2009年の営業開始後に日立の技術力の高さを証明するという好循環を生んでいる。2009年、10年
に欧州が大雪に見舞われた際、ユーロスターを始めとする他社の車両は運行停止となったが、Class395は運行を継続し、運
行停止となった車両の救援にも使用されたのである。 
 
 第2のポイントは、体制の現地化である。英国の鉄道業界は、民営化により 
国鉄が車両運行、インフラ運営、車両リースに分割され、日本よりもステーク 
ホルダーが多く、意思決定のメカニズムも複雑であった。日立は、進出当初は 
日本から派遣した数名の駐在員と日本にいる人材で体制を組んでいたようだが、 
その限界を痛感して現地化に舵を切ったのだと思われる。 
 
 2002年に、マネージャーとして英国の国防宇宙企業であるBAEシステムズ、鉄道事業での競合であるアルストムに在籍した
アリステア・ドーマー氏を採用した。そして、ドーマー氏に現地人の採用など多くの権限を委譲（※注）し、現地を深く理解するメ
ンバーでの体制作りを進めた。 
 
 その結果、公式・非公式のさまざまな場において、複雑に入り組むステークホルダーからの情報を適切に吸い上げることが可
能となった。そして、ドーマー氏を中心として日本メンバーとのOne Team化を図り、互いに補完し合いながらビジネスを推進して
成功につなげていったのである。 
 
（※注）出典：2013年7月 東洋経済オンライン 
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「道具」で光る、「道具」を光らせる 
世界の製造業を支える日本の 

グローバル・ニッチ・メーカーのイノベーション力とは 

 日本の製造業の競争力低下が叫ばれて久しい。例えば家電製品や、パソコン、モバイルなどの分野では、海外勢にシェア
を奪われ、この数年輸出量が大きく低下している。消費者の目に見えやすく、かつコモディティ化しやすい「最終製品」の分野
において、日本のメーカーは軒並み苦戦を強いられている。 
 
 一方、世界の製造業の業界構造を少し違った角度から見てみると、異なる風景が見えてくる。例えば、世界最大のEMS（電
子機器受託生産サービス）企業である台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業は、「日本製の生産設備を使っている」ことをアピー
ルポイントの一つにしている（注1）。同社の世界最大の金型製造拠点には「日本製の高精度工作機械がずらりと並んでいる」
という（注2）。  
 
 また、この企業が受託生産しているiPhoneの部品の50％以上は日本製である。 
高品質・で高付加価値を追求する日本メーカーの要求に応え続け、その技術力 
を磨き上げてきた日本の生産設備メーカー、部品メーカーは、日本企業ばかりで 
なく、多くの海外メーカーも下支えしているのである。  
 
 その技術力は卓越したものがあり、海外企業が容易には模倣できない付加価値 
を提供している。本コラムでは、このようなニッチではあるがグローバルレベルで 
競争優位を築き上げている企業を、次の2つの視点で考察する。 
 
◆「道具」で光る：製品を生産する設備を磨き上げている企業 
◆「道具」を光らせる：販売する製品に加えて、製品を利用する顧客の生産プロセスの改善にまで踏み込むサービスを提供 
    している企業 
 
 
 

「道具」で光る――縁の下に競争力の源泉を創り出す 

  

 マブチモーターは、小型直流モーターのグローバル市場で50％強のシェアを持つリーディングカンパニーであり、しかも世界
トップシェアを数十年に渡って維持し続けている。この要因は、早くから小型モーターというニッチな分野に事業ドメインを絞り
込み、当初は玩具に過ぎなかった用途市場を、音響・映像、自動車、家電、事務機器などに幅広く拡張してきたことにある。 
 
 しかし、それだけではなく、モーターを製造する設備も自社生産し、設備を刷新し続ける体制とノウハウを備えていることも、
同社の高い競争力を支える要因なのである。 
 
                                           マブチモーターは、日本には本社と研究所しか置かず、生産拠点は100％海外にある。                     
                                           同社はモーターそのものだけでなく、その生産に必要な生産技術、および生産設備まで 
                                           自ら作り上げ、これを世界の工場に展開することで非常に高い生産性を実現してきた。 
 
                                            更に、現場では保全技術を脈々と伝承することにより、従業員を必要以上に増やさず 
                                           生産を拡大している。海外の工場では、従業員が「1年で約1000台の設備をひたすら 
                                           分解し、組み立てる」という教育を通じて生産設備の特徴を理解すると同時に、不具合 
                                           が生じた場合には自前でメンテナンスすることで生産性を高めているのである。 
 
                       教育に際しては、日本人社員が海外社員を教育するだけでなく、最近では海外の社 
                      員間で教育し合うようになり、ベトナム人への技術伝承の講師を中国人社員が務めるこ 
                      ともあるという（注3）。 
 
 製品そのものの技術力の高さもさることながら、その製造設備の刷新力と技術伝承力によって、グローバルレベルの成長力
を実現しているのである。 
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世界の製造業を支える日本のグローバル・ニッチ・メーカーのイノベーション力とは? 
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 先に述べたように、工作機械などの生産設備市場では日本メーカーの存在感は大きいものの、日本製品よりはるかに安価
な中国製や韓国製の製品が台頭し、日本メーカーの脅威になってきている。しかし、安さより高い精度や性能を求める顧客
企業も確実に存在しており、日本メーカーはそうした顧客から高い信頼を得ている。 
 
 例えば、スマートフォンやタブレット端末の加工に不可欠な小型MC（フライス加工、穴空け、ネジのミゾ立てなどの金属加工
を一台でこなす工作機械）において、メーカーが求める精密さと速さを実現できるのは、ファナックとブラザーの2社のみだと
言われている。 
 
 また、可変抵抗器の一種であるポテンショメータや変位センサを製造する緑測器は、顧客が「自分専用の製品を作ってく
れる」と感じるほど、きめ細かくニーズに対応することで高い評価を得ている。特にグローバル市場で高く評価される中堅・中
小企業の中には、こうした「一品一様」の製品開発力を強みとするものが少なくない注4)。 
 
 「一品一様」で高い評価を獲得するためには、ニッチな分野に的を絞り、オンリーワンの高い性能水準を実現する技術力が
前提となる。 
 
 しかしそれだけではない。顧客の生産プロセスを深く知り、非常に面倒な要求に対し、 
粘り強い試行錯誤と地道なノウハウの蓄積を通じて確実に応えるという、高レベルの 
「カスタマイズ力」が求められるのが生産設備の分野なのである。 
 
 「顧客の生産プロセスを深く知り、一品一様でカスタマイズする」という価値を、さらに 
一歩進めて「顧客の生産プロセスを改善するソリューション・サービス」を提供している 
企業もある。 
 
 長野県に本社を置く日精エー・エス・ビー機械は、PETボトル成形機で約70％の世界シェアを握る。同社は、顧客の工場で
PETボトルの成形が軌道に乗るまで支援し続けることによって、高い信頼を獲得している（注5）。 
 
 生産設備は、顧客の製造プロセスに組み込まれるものであるため、必然的にソリューションとしての価値が求められる。そこ
に付加価値サービスを展開する機会が生まれるのだ。日精エー・エス・ビー機械は「顧客が最終的に欲しいのは成形機では
なくPETボトル」という考えのもとで、手厚い顧客サポートを実施している。 
 
 一見手間ばかりかかるようにも思えるが、このサービスによって顧客の高い信頼を得られるだけでなく、市場の最先端の
ニーズの把握や自社の技術力のアップにつながり、それによって更に競争力が増すという好循環を生み出しているのである。 
 
 先に紹介したブラザー工業が、顧客の工場に入り込み、製造プロセスを理解した上で、きめ細かくアドバイスし問題を解決
する「One to One Solution Adviser」を打ち出しているのも、同様の取り組みと言えるである。 
 
 このような取り組みは、厳しいQCDレベルをクリアしてきた日本の製造業だからこそ可能な「製造業のサービス業化」とも言え
るだろう。このような力を持つ日本企業は、価格重視の戦略をとる海外企業に対して、サービスによる差異化で海外勢に対
抗できるのではないだろうか。 
 

 ここまで取り上げてきた企業は、いずれもニッチな分野において尖った強みを磨いているため、ビジネスの観点から見ると広が
りに欠けるという印象を受けるかもしれない。しかし、ニッチな分野の製品開発の設備を極め、生産プロセスへの深い知識を蓄
積することによって、全く異なる領域への多角化を実現した例もある。 
 
                                        例えば、群馬県に本社を置く日本ハイコムは、自動車生産設備の製作や生産技術のコンサ  
                                       ルティングサービスを中核事業としている。一方で同社では、食品業界向けのマイクロ波装 
                                       置（食材を短時間で均一温度に解凍する装置）がもう一つの事業の柱として育ってきている。 
 
                                        一見全く接点のない分野に見えるが、自動車メーカーの製造ライン、特に塗装ラインの設備 
                                       設計・製作を通じて蓄積してきた技術があったために食品業界向けマイクロ波装置の開発に  
                                       成功した、と同社の会長は述べている。（注6）。ニッチな分野の生産設備技術を深く極めるこ 
                                       とが、ビジネスドメインの拡張につながった例である。 
 
  

「道具」を通じてビジネスを拡大する 
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「道具」を光らせる――顧客の生産プロセスに競争力の源泉を創り出す 



  

 
 今回は、生産設備は最終製品を造りだす「道具」であり、最終製品の差異化やトータルコストの低減を支える生命線である
が故に、価格だけでなく付加価値で勝負できる分野であることを考察してきた。 
 
  この分野は、国内顧客の高い要求に応えることで厚みのあるノウハウを蓄えてきた日本企業ならではの強みを活生かすこ
とができる分野と言えるだろう。特定の製品生産の道具を磨き上げる、あるいは道具を軸にソリューションやサービスまで提供
する、こうした強みを築くことによって、ニッチではあるがグローバルレベルで需要をつくり出すことができる。これにより、小規模
であっても景気変動によるリスクを低減しながら成長することができる。 
 
 また、ひいては事業ポートフォリオを拡大し、ビジネスリスクの更なる低減と成長速度の向上を実現できる可能性をも秘めて
いるのだ。是非、「道具で光る」あるいは「道具を光らせる」ことにより、小さくてもグローバルにビジネスを展開する企業が増え
て欲しいものである。 
 
 
 
参考文献：  
（注1）日経産業新聞2013年4月9日 
（注2）Tech-On! 2012年11月22日 
（注3）日経情報ストラテジー2012年2月号 
（注4）日本公庫総研レポート 
（注5）日経産業新聞2013年4月9日 
（注6）日刊工業新聞 Business Line 2011年5月17日 
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エッジの効いた弱者の戦略で戦う  
～コニカミノルタ～ 

キヤノン、リコー、ゼロックス、自社の倍以上の規模を持ち、体力も市場での認知度もある競合と戦って、いかに
グローバルで競争優位を築くか。コニカミノルタは、エッジの効いた差異化戦略で強力なライバルと互角以上の
戦いをしている。 

 2014年3月期、コニカミノルタは売り上げ9438億円（年比116％）、営業利益581億円（前年比143％）を達成した。海外
売上高比率は、この間に72％から77％と大きく伸長した。また、売上の77％を占める中核事業の情報機器事業においては、
売上高は前年比125％、営業利益は202％の伸びを示しており、海外売上高比率は80％に上る。 
 
 これらの実績は、事業規模が約4倍のキヤノン、約2倍のリコー、ゼロックスといった競合各社を上回るパフォーマンスである。
弱者であるコニカミノルタは、なぜこのような結果を出すことができているのであろうか？ 
 
 コニカミノルタは、2003年にコニカとミノルタが経営統合することにより誕生した。事業ドメインの近い両社が統合し、規模を
作ることで厳しい競争環境を勝ち抜くことを目指したが、結果は目論見とは正反対のものとなった。同社は、2006年3月期に
543億円もの最終赤字を計上することとなる。 
 
 太田義勝 前取締役会議長（現 特別顧問）は、当時を振り返り「すべての事業が成長するというバラ色の計画を描き、腰砕
けになってしまった」と語っている。（週刊ダイヤモンド2008年10月18日号） 
 
 当時の誤算は、創業事業であるフォトイメージング事業の急速な環境変化であった。 
銀塩カメラからデジタルカメラへのシフトは、想定をはるかに超えるスピードで進み、 
同社のビジネスを大きくむしばむこととなった。 
 
 その結果、同社は2006年3月期に最終赤字に陥りながらも、創業事業のフォト 
イメージング事業を売却するという英断をすることになり、これが大きなターニング 
ポイントになったと言える。この時を期に、それまでに進めていたジャンルトップ戦略 
（これまで培ってきた技術力を生かして各ジャンルのトップを目指す戦略）に邁進 
することになるのである。 

 屋台骨である情報機器事業では、まず市場別の戦略を明確にして差異化を図っていった。2000年代中盤の欧米先進国
市場では、粉砕トナーを使用するカラー印刷は品質が低く、モノクロ印刷が主流であった。そこで、品質の高いカラー印刷を
可能とする液体の重合トナーを開発し、カラーMFP（Multifunction Printer）のビジネスを製品価格は上げずに品質を高めて展
開した。（2012年度は、ドイツ、オーストリア、中国など15カ国でシェアNo.1、イギリス、フランス、インドなど14カ国でシェア
No.2となっている。出典：東京IRフェスタ2014 会社説明資料） 
 
                          一方、新興国では不要な機能を削って低コスト化したプロダクションプリンタなどを       
                         投入してビジネスを展開した。この結果、2008年3月期には、売上高7010億円、 
                         営業利益率11.2％を達成するのである。弱者だからこそ、強大な競合とは異なる 
                         戦略を策定し、徹底的に集中してビジネスを展開することで、市場での地位を築き 
                         上げていったのである。 
 
                          そして、No.1、2のシェアを獲得した市場で、2011年以降は単なる箱売りではなく、 
                         サービスへのビジネス転換を図っている。IOT（Internet of Things）のトレンドも見据 
                         えた上で、ドキュメントソリューションと企業のITの同期を図るサービスを作り上げて 
                         いったのである。 
 
 OPS（Optimized Print Services）として、必要な時に必要な印刷を可能とするだけでなく、ERPなどの基幹システムやワーク
フロー管理システムとも連動したドキュメントソリューションを展開している。 

情報機器事業でのジャンルトップ戦略の追求とサービス事業化 
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 この事業領域でも、コニカミノルタは世界シェアトップの製品を有している。 
液晶偏光板用薄膜TAC（Tri-Acetyl-Cellulose）フィルムである。この高機 
能フィルムは、カメラの写真フィルム製造で培ったロール・ツー・ロールの高 
機能フィルム加工技術を活用して作り上げた製品である。 
 
 この技術を生かして開発を進めてきた他の製品が有機EL照明で、同社は 
今年3月に100億円を投じて月産100万枚の工場を甲府に建設し、今秋から 
量産を開始すると発表した。 
 
 競合他社がまだ月産数千枚しか生産能力がない中、この規模は群を抜く 
ものである。この有機EL照明事業の取り組みも、同社のジャンルトップ戦略の 
特徴を良く表している。 
 
 まずは、先に述べた通り、過去から保有する強みであるロール・ツー・ロールの生産技術を生かしている点である。有機材料を
フィルムに蒸着させる際に、費用を押さえて生産できる技術を開発してきたのだ。 
 
 また、有機ELの活用においては、TACフィルムの事業領域との整合性から考えるとフラットパネルを選択してもおかしくないが、
照明を事業領域として選択した。フラットパネルは、照明よりも競争環境が厳しくなることを想定した上で、照明市場の裾野の広
さを勘案しての事と思われる。 
 
 また、その開発においては、当初はゼネラル・エレクトリックと、2011年からはフィリップスと提携していることも注目に値する。自
社よりもかなり大きな企業と組むことは、時に相手に飲み込まれせっかくのビジネスの芽を奪われるリスクもある。しかし、コニカミ
ノルタは自社の強みである技術を武器に、強大なパートナーと対等に渡り合い、オープン・イノベーションを実践しているのである。 
 
                    この事業では、もうひとつ特筆すべき製品がある。PC向けHDD用ガラス基板事業である。カメ     
                   ラのレンズ加工技術を活用して作り上げた事業で、2000年代後半はHOYAに次いで世界 
                   シェア2位に躍進し、コニカミノルタの収益の柱の1つになっていた製品である。しかし、環境は 
                   2012年から激変する。スマホやタブレットの伸びに押され、ノートパソコン市況が悪化し、記憶 
                   装置もSSDが台頭してきた。 
 
                    その結果、2013年度4-6月期の売上が前年同期比9割減となると、2010年に製造能力増 
                   強のためにマレーシア工場に110億円を投じたにもかかわらず、2014年3月期に168億円の     
                   特別損失を計上、13年11月に生産を終了してこの事業から撤退することを表明した。 
 
 2003年から06年にかけてフォトイメージング事業で赤字を流し続けた時とは雲泥の差のスピーディーな意思決定である。創業
事業との違いがあるとは言え、過去の失敗から学んだ環境変化への高い適応能力と言えよう。 
 

産業用材料・機器事業での選択と集中 

  

 同社は、このビジネスを創り上げるために、2011年頃から積極的に欧米のIT企業を買収し、ビジネスを創り上げてきた。
（2011年の8月から10月のわずか3カ月間に米国でITサービス企業を4社立て続けに買収している。）このOPSの特徴は、
サービスとして独立しており、他社のMFPもサポートしている事である。 
 
 大企業には、当然のことながら複数のメーカーのMFPが存在している。そこに、自社の製品だけをサポートするサービスを展
開しても、市場のニーズにはそぐわない。そこで、他社のMFPもサポートし、製品更新時に自社製品の優位性をお客さまに納
得してもらい更にシェアを伸ばしていく戦略を採っている。 
 
 また、トップクラスのシェアを誇る高速印刷を可能とするカラープロダクションプリント分野でも、事業のサービス化を推し進め
ている。2012年にフェデックスからビジネスコンビニの先駆けであるキンコーズの日本事業を買収し、2013年には韓国事業
も買収した。企業のOPSとも連動させることで、用途に応じて必要な量を必要な場所で印刷できるサービスに発展させていく
方針である。 
 
 このような市場ニーズに則したサービスの展開スピードを高め、深化させるために、コニカミノルタは今年2月にBIC
（Business Innovation Center）を世界5極に展開すると発表した。これまで買収してきた各地のIT企業の人材もフル活用し、
現地の市場ニーズを理解する現地メンバーが中心となって、今後のサービスを開発して行こうとする試みである。 
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 コニカミノルタには、上記の他にもレンズ系の光学事業、光計測を軸とした計測機器事業、DR（Digital Radiography）を軸と
したヘルスケア事業があり、おのおの強い製品を世に送り出している。全て、創業事業であるカメラとフィルムの光工学技術を
活用して作り上げてきた事業である。つまり、同社は創業から脈々と培ってきた技術を軸に、オープン・イノベーションの手法も
取り入れて新たに企業を支える製品を作り上げてきた、技術オリエンティッドの企業である。 
 
 ただし、2006年に創業事業を売却するという辛酸を舐め、自社よりも強大な競合と 
伍して戦うことができるしたたかな企業に生まれ変わってきた。市場の変化に対する 
仮説を立てるというのは、言葉ではもっともな話だが、実践は難しい。 
 
 これまでに見てきたように、コニカミノルタは過去の失敗を生かし、同じ轍を踏まない 
ように舵取りをしているからこそ、グローバル市場でこれを実践できていると言える。自社 
の強みを生かせる、エッジの効いた製品でジャンルトップを目指し、そのために限られた 
資源を選択して投下するのだ。 
 
 2013年4月、それまでのホールディングス体制の下で各事業会社を運営する形態から単一の事業会社体制に転換したの
は、これまで以上に限られた資源を集中して管理して必要なところに投下する、全体が同じベクトルで集中してビジネスを展
開できるようにするための変革と思われる。戦い方は、基本的にマーケットインの志向を貫いており、ニーズに応える製品、
サービスを考え抜いて提供している。 
 
 このような戦い方は、優れた技術を有する多くの日本企業にとって、参考になる部分が多いと思う。更に、箱売りからサービ
スへの転換をどのように行い、競合に先んじたビジネスをいかに展開してきているかもひとつの橋頭堡（ほ）になるのではない
だろうか。自社よりも企業体力のある競合といかにグローバルの舞台で戦っていくか、今後もコニカミノルタの戦い方に注目し
たい。 
 

市場の変化に対する仮説を立てて、勝てる領域を選んでビジネスを展開する 

 
2014年7月 ＩＴメディアエグゼクティブにて掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1407/08/news014.html 
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恐竜は環境変化に適応できるか？ 
鉄鋼業界の雄、新日鐵住金のグローバル対応 

日本の、そして世界の鉄鋼業界のリーディングカンパニーである新日鐵住金が、本腰を入れて海外展開を図り
始めた。日本流でここまでの成長を成し遂げてきた新日鉄住金は、グローバルカンパニーへと進化できるであろ 
うか？ 

 鉄鋼業界のリーディングカンパニーである新日鐵住金が、グローバル展開を加速している。2012年に旧新日本製鐵と旧住
友金属工業の経営統合によって誕生した同社の2014年3月期売上高は5兆5千億円を超え、国内売上高2位のJFEホール
ディングスの3兆6千億円に大きく水を開けている。海外事業売上高は2兆2千億円と約4割を占め（注1）、海外生産拠点は
46拠点に達した（注2）。 
 
 また、主要な海外製造拠点の年間生産能力は2013年3月末の約900万トンから2014年3月末には1900万トンにまで拡
大し、近年は米国でのシェールガス需要の高まりに応じてシームレスパイプ（継ぎ目のない鋼管）の出荷量も大幅に増加する
という追い風も吹いており、新日鐵住金は数値上から見ると紛れもなくグローバル企業と言える。 
 
 しかしながら、同社が「真の」グローバル企業に進化できるか否かは、ここ数年の 
取り組みの成否にかかっていると筆者は考えている。それは、新日鐵住金の中核 
となっている旧新日鐵が、海外でビジネスは行っていたものの、実質的にはドメス 
ティックカンパニーであったとみなすことができると考えているからである。これは、 
同社固有の問題というよりは、鉄鋼業界の特性によるところが大きいと思われる。 
 
 「鉄は国家なり」という言葉が象徴するように、鉄鋼業界は長らく各国の国策企業 
同士が友好的な協調関係を作って相互支援を行って来た歴史がある。その象徴 
の一つが、国際鉄鋼協会（IISI）が開催するアニュアルミーティングであり、そこでは 
世界の有力鉄鋼メーカーのトップが夫婦で集い、互いの友好関係を深める活動が 
行われてきた。 
 
 このような親密な関係に基づき、新日鐵はインフラ需要の減少によって経営難に陥った海外企業へは資本面で、新興国で
生まれた新たな企業には技術面で、各国の政策と整合を取りながら支援を行ってきたのである。こうした支援中心の海外展
開は、旧新日鐵の「海外事業」を「（現地企業に運営を任せる）合弁会社の設立」と同義語とし、その結果として同社は「海外
で事業を創る経験を持つグローバル人材」を社内に育成することができなかった。 
 
 しかしながら、ここ数年で国内外の市場および鉄鋼業界のプレーヤーが変化し、新日鐵住金もいよいよ重い腰を上げグロー
バル企業への変革に向け歩み始めざるを得なくなったようだ。タイトルで少々刺激的に「恐竜」と例えたのだが、それはこのよ
うな理由による。新日鐵住金は、今まさに歴史的経緯を乗り越え、「真の」グローバル企業への変身を迫られているのである。
以下、同社が置かれている環境の変化と近年の取り組みを概観し、新日鐵住金の今後の展望について考えてみたい。 
 

グローバル企業としてのスタート 

  

グローバル企業への変身を促す鉄鋼業界の環境変化 

 鉄鋼業界のグローバルレベルでの協調的な業界環境を一変させたのは、2006年の
ミッタル・スチールによるアルセロール社の敵対的買収である。ミッタル・スチールは
1976年にインドで設立され、1980年代終盤からグローバルレベルで買収を繰り返して短
期間で世界有数の鉄鋼メーカーに成長した。 
 
 但し、当時のミッタル・スチールは建材向けなどの低価格製品が主力であり、特殊鋼な
どの高品質な鋼材を主力とする新日鐵にとっての脅威は低いと考えられていた。そこで
ミッタル・スチールは、自動車向けなどの特殊鋼に強みを持つフランスのアルセロールを
傘下に収めることを狙って、敵対的買収を仕掛けたのである。 

Case14 

 アルセロールの買収に際しては、両社の戦略があまりにも異なることを理由にアルセロールの経営陣や株主、およびフラン
ス政府までもが当初は強硬に反対したが、ミッタル・スチールはその強い抵抗を押し切ってアルセロール社を買収した。その
結果誕生したアルセロール・ミッタルは、規模だけでなく特殊鋼と汎用鋼の双方の技術を持つグローバルトップ企業に上り詰
め、当時の新日鐵にとってはそれが大きな脅威となった。 
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 新日鐵は、このような動きに対して敵対的買収に対する防衛策を採ると同時に、アルセロール・ミッタルに対抗し得る力を持
つために、ようやく社内で真剣にグローバル対応の必要性を議論し始めたようである。（但し、ミッタル・スチールにとっては、新
日鐵はあくまでローカルプレイヤーに過ぎず、日本固有の独特な文化を持つ同社を買収候補とみなしていなかったのが実態の
ようだ。）（注3） 
 
 新日鐵にグローバル化を促しているもうひとつの大きな要因が、市場の変化、特に新興国の経済成長と新日鐵にとって最も
重要な顧客である自動車業界のプレーヤーの変化である。中国、東南アジア、インドなどでは、さまざまなインフラ整備のため
に鉄鋼需要が増大した。その結果、現地で数多くの鉄鋼メーカーが生まれ、グローバルの業界地図を一変させた。（表1参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     表1：2000年と2013年のグローバル鉄鋼メーカー・トップ10比較（出所：世界鉄鋼協会ホームページ シンスターにて加工） 

 
 
 新興の現地メーカーは、設立時から現在まで汎用鋼の生産を主としている企業が多く、その意味においては、特殊鋼など品
質面で圧倒的な差をつけている新日鐵にとって、大きな脅威にはならなかった。中国をはじめとするアジア市場で需要が大き
い建材用などの鋼材には、自動車の部品に使用される鋼材のような高度の技術が必要とされないためである。 

 しかし、新日鐵の主要顧客である自動車メーカーが、鋼板の現地調達を加速させた 
結果、顧客ニーズへの対応を通じてアジアにも品質面で力を付ける企業が出現して 
きた。今や宝鋼集団やポスコは、自動車製造で多く使用されるハイテン（注4）でも 
日本勢と変わらない品質を実現しているのである。その中でも、ポスコは侮れない 
存在となっており、新日鐵住金もベンチマークの対象として強く意識しているようである。 
 
 2013年度の営業利益率と純利益額では、新日鐵住金がそれぞれ5.4%、2427億円 
と、ポスコの4.8%、1355億円を上回るものの、鉄鋼事業での稼ぐ力を示す「鉄1トン当たり 
利益」では5900円とポスコの6400円を下回る。負債資本倍率や格付けでもポスコの方 
が優位にある（注5）。 
  
 さらに、自動車業界の主戦場である北・南米の生産拠点として注視されるメキシコにおいて、ポスコは新日鐵住金の牙城で
ある日系自動車メーカーを攻略し始めている。同社は、日系自動車メーカーの工場近くにいち早く鋼板倉庫まで設置して供
給ルートを築き、マツダのメキシコ工場で使用する鋼板の6割を獲得し、日産自動車の現地工場からも最重要パートナーと見
なされる地位を築いている（注6）。 
 
 このような市場・競合の環境変化が新日鐵住金の重い腰を上げさせ、本格的なグローバル展開へと背中を押しているので
ある。 
 

現地に人材を投入して技術を移転する「ハンズオン」スタイルへの転換 

 最近の新日鐵住金の海外展開形態は、明らかに過去の「合弁会社」形式とは異なってきている。それは、本社の社員が現
地の経営や人材育成に深く関与する「ハンズオン」スタイルをとっている点だ。まず、以前から合弁会社でビジネスを展開して
いるアジア地域を見てみると、最近になって新たな生産拠点の展開を加速し始めていることが分かる。 
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単位：百万トン

企業 本社 生産量 企業 本社 生産量

1 新日本製鐵 日本 28.4
アルセロール・ミッタ

ル
ルクセンブルク 96.1

2 ポスコ 韓国 27.7 新日鐵住金 日本 50.1

3 アーベッド ルクセンブルク 24.1 河北鋼鉄集団 中国 45.8

4
イスパット・

インターナショナル
オランダ 22.4 宝鋼集団 中国 43.9

5 ユジノール フランス 21.0 武漢鋼鉄 中国 39.3

6 コーラス・グループ イギリス 20.0 ポスコ 韓国 38.4

7 ティッセン・クルップ ドイツ 17.7 江蘇沙鋼集団 中国 35.1

8 上海宝鋼集団 中国 17.7 鞍山鋼鉄集団 中国 33.7

9 日本鋼管 日本 16.0 首鋼集団 中国 31.5

10 リバ・グループ イタリア 15.6 JFEスチール 日本 31.2

順

位

2000年 2000年



 そこでは、自社の中核技術を現地拠点に浸透させるための技術支援チームを組み、現地の技術者を一から育てる取り組み
を開始している。例えば、タイ南部の工場では、日本のベテラン社員が実際の生産設備を使った作業手順や工程管理といっ
た基礎的な知識ばかりでなく、トラブルへの対処手法などまで、現地技術者に対して実地訓練を施している。さらに、現地技術
者は日本国内の製鉄所に一定期間派遣され、高品質な鋼板の生産ノウハウを体得する場まで用意している（注7）。 
 
 強みであった品質において競合の追い上げを受ける新日鐵住金は、経験豊富な人材 
を海外に派遣し、合弁パートナー任せではなく自社のコントロールの元で海外展開を加速 
する戦略に切り替えたのである。次に、ポスコに後れを取り始めていた北・南米を見てみる 
と、更に大胆な手を打っていることが分かる。 
 
 リーマンショック以前には最大の脅威と目されていたアルセロール・ミッタル社と共同で、 
約15億ドルを投じて独のティッセン・クルップ社から米国アラバマ州の工場を買収した。 
昨日の敵を今日のパートナーとし、メキシコへの製品供給でも連携するという、思い切った 
打ち手で巻き返しに出たのである。 
 
 この共同買収した工場でも、ドイツ仕様の工場を新日鐵住金流の最新鋭工場に作り替えるために、工場長経験者と部長級
を合わせて15人も送り込むという異例の体制を敷き、「ハンズオン」スタイルの展開を図っている（注8）。このような取り組みは、
同社の海外事業への本格的なコミットメントの表れであり、これまでとは明らかに異なるグローバル戦略に舵を切り始めたことの
一端と言えるだろう。 
 

恐竜は「真の」グローバル企業に進化できるか？ 

 ここまで、新日鐵住金が置かれている環境の変化と最近の同社の取り組みを概観してきたが、最後に同社の今後の課題に
関して考察してみたい。これから、新日鐵住金が競合企業に遅れをとったグローバル展開を推し進め、自社ならではの成功
モデルを作り上るためには、どのようなアプローチを取れば良いのだろうか。そこには、主要な課題が2つあると思われる。 
 
 1つ目の課題は、先述したグローバル人材の不足である。先にも述べた通り、新日鐵住金には海外で事業を創った経験の
ある人材が不足している。同社内では「海外拠点への技術移転のための人材争奪戦」が繰り広げられ、定年後の再雇用人
材まで駆り出されており、海外展開の規模とスピードに人がついて行っていない状態にあると思われる。今後は、技術指導だ
けでなく、海外でビジネスを創り上げることができる人材を早急に育成・獲得して行かねばならない。 
 
 外国人の採用と育成も拡大する必要があるだろう。これを実現するためには、終身雇用や年功序列といったこれまでのドメ
スティックカンパニーとしての成長を支えた制度に囚われず、人事政策を大胆に転換して行くことが求められる。評価制度や
給与体系ばかりでなく、海外拠点への権限移譲など、人事・組織の制度をグローバルカンパニーにふさわしいものに再構築し
なければ、せっかく育成した現地人材の定着と戦力化ばかりでなく、必要な人材の採用もおぼつかないかもしれない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         図1：IRフレームワーク（出典：バートレット&ゴシャール「地球市場時代の企業戦略」シンスターにて一部加筆）  

 
 
 2つ目の課題は、「グローバルレベルでの新日鐵住金独自のガバナンスの仕組み構築」という、非常に難しい課題である。こ
の課題について、同社の海外戦略をバートレットとゴシャールのIRフレームワーク（図1参照）で考察してみたい。 
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 旧新日鐵の海外展開は、合弁会社に対するガバナンスをほとんど効かせておらず、海外展開開始初期の企業に多く見られる
インターナショナルモデルにあたると考えられる。これに対し、現在の新日鐵住金は本社がコントロールを効かせる「ハンズオン」
スタイルの海外展開に転換していることから、グローバルモデルにシフトしているように見える。 
 
 高い品質を実現する力のある日本の本社が技術を中心にコントロールし、それを各拠点に展開することでアジア勢などに対す
る品質やサービスの差異化を追求しているようだ。 
 
 しかし、このように各国の拠点を新日鐵住金色に染めるやり方は、大量の優秀な人的 
リソースを必要とし、前述した不足するグローバル人材が厳しい制約条件となる。一方、 
旧新日鐵の合弁会社形式で作り上げてきた海外拠点を生かす観点から考えると、マル 
チナショナルモデルを追求する方が理にかなっている面もある。 
 
 新日鐵住金の今後のグローバル展開においては、マルチナショナルモデルとグローバル 
モデルをハイブリッドに組み合わせて、リソース面での制約を解決しつつ高品質の製品を 
生み出せるガバナンスモデルを構築する方が自然なのかもしれない。 
 
 同社は、タイでの現地化の取り組みにおいては、現地で登用したスタッフ同士のやりとりの中で、現地の日系自動車メーカーの
顧客ニーズを引き出す仕組みを整えるという、ローカル志向の取り組みを行っている。これは、品質の向上はグローバル志向、
マーケティングや営業は現地固有のニーズに対応するローカル志向という、新日鐵住金流のハイブリッドモデルを構築するため
の試行のようにも見える。 
 
 ただし、こうした取り組みを全社的な仕組みに発展させていくことは、容易ではないだろう。海外の合弁・提携先企業との調整の
もとで、自社のガバナンスを効かせることができる形を拠点ごとに模索しなければならないからである。 
 
 しかしながら、生産性で勝るポスコや海外の新たな競合に対抗するためには、グローバル色とローカル色を最適に組み合せた
ハイブリッドモデルを早急に築き上げることが、新日鐵住金の今後のグローバル展開の成功条件になるのではないだろうか。 
 
                     最近の新日鐵住金には、真のグローバル企業になれなければ海外勢に追い越されるという 
                    危機感が見られるように思われる。しかし、2013年度の海外事業売上は全体の4割を占め 
                    るまでに拡大したものの、利益ベースでは3600億の経常利益の内、海外事業の貢献は 
                    100億を下回っている（注9）。 
 
                     同社のグローバル事業展開はまさにこれからが正念場であり、CEOが2014年の年頭所感で 
                    打ち出した「競合他社とは異なる次元の存在」になれるかどうか、が問われていると言える。 
 
 新日鐵住金は、過去に現地企業を資金面・技術面で支援してきた歴史と、海外での生産基盤という強みを有している。ぜひ、
この強みを最大限に生かし、日本鉄鋼業界のリーディングカンパニーとして、グローバルでも名実ともにトップ企業となってもらい
たい。 
 
 また、新日鐵住金の取り組みは、海外の企業を買収してグローバル化を進めるビール業界やIT業界など、他業界のプレーヤー
にとっても参考になるものとなるだろう。日本を代表する企業として、是非「範」となるビジネスモデルを作り上げてほしい。 
 
 
 
参考文献 
注1：日本経済新聞2014年10月7日 
注2：新日鐵住金ファクトブック2014 
注3：FACTA Online 2009年7月号「新日鐵が腰抜かした『アルセロール買収』」 
注4：High Tensile Strength Steel Sheets：高張力鋼板 
注5：日本経済新聞2014年7月4日 
注6：日本経済新聞2014年4月7日 
注7：日本経済新聞2014年6月4日 
注8：日本経済新聞2014年5月2日 
注9：日本経済新聞2014年10月7日 
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会社名称  株式会社シンスター （Shin Star Co., Ltd.) 
 
所在地    〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル10F 
 
Tel:      03-5728-4305    
 
Fax:       03-5728-4246    
 
ＵＲＬ:     http://www.shinstar.co.jp/ 
 
代表          代表取締役CEO  井上 浩二 
 
設立          2008年10月1日 
 
事業内容  企業の人材育成のための教育業務・研修業務、ビジネスリーダー  
        が集うコミュニティーの企画・運営・企業経営・人材育成に関する 
        書籍・論文・執筆・出版 
 
資本金    20,000,000円 
 
提携先   株式会社ケーティーコンサルティング  


