中小企業連携による新たな価値創造

ジャパン・エアロ・ネットワーク

航空機部品は、熱処理や表面加工等の重要工程において、Nadcap（航空宇宙産業における重要工作作業に
対する国際的な認証制度）等の高いレベルの品質管理が求められるため、国内でこの規格を有している中小企
業はほとんど無く、国内の Tier1、Tier2 等の大手川下メーカーでは、内製するか、あるいは海外からの部品
調達に頼ることが多い。
このため、ねじ卸の由良産商㈱（大阪市）を中核に、アクチュエーターメーカーの㈱高林製作所、表面処理
の浅下鍍金㈱、熱処理の深田熱処理工業㈱（以上、石川県）によって「ジャパン・エアロ・ネットワーク（Ｊ
ＡＮ）」が２０１３年２月に設立された。JAN の特徴は、川下メーカーのニーズを踏まえ、（１）ネットワー
ク内に特殊工程や非破壊検査等の機能を備え、受注から最終の製品品質保証、出荷までの全ての責任を担った
「部品の一貫生産」を行い、川下メーカーの工場で必要な量の完成部品をジャスト・イン・タイムで納入出来
る仕組み（KIT・JIT）を作り上げたことである。
本仕組みが出来上がるまでには、川下メーカー（住友精密工業㈱）の強力なサポートがあり、地域の産業支
援機関等（（財）石川県産業創出機構等）と連携し、上記４社の技術面、生産管理面での指導、国際規格取得
支援等を行うとともに、全国約３０社の機械加工中小企業の発掘、育成の支援等を行った。
「ＪＡＮの役割として、技術面や受注等の対応への舵取りが一番大切である」と JAN

COO の五十嵐氏は

語る。単にネットワーク内の統制や調整だけでなく、対外的関係では、適正な価格や納期での受注や、新規ア
イテムの獲得交渉、また、それを受け入れて確実にこなせるだけの技術的バックボーンや管理体制の構築、さ
らには、今後想定される受注アイテムの動向を見極め、ネットワーク内へ新たな技術を導入するための、設備
投資や技術指導を含めたマネージメント等々、多岐にわたる役割があるとのこと。
今後も、ＪＡＮの存在によって国産ベースでのコスト競争力を高め、我が国のものづくり中小企業の国際競
争力の強化を図っていくことが期待されており、ＪＡＮに倣ったビジネスモデル型参入として「関西サプライ
チェーン」などの新たな動きもでてきている。
【図 「Japan Aero Network」における中小企業の連携】機密性○
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資料 : ジャパン・エアロ・ネットワーク

（ウ）大 企業からの人材移転も可能とする産学官連携に
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のような人材育成面に関する内部環境、外部環境の

よる人材育成

変化に対して、産学官の連携を軸としながら、地域

従来は企業内で行われていた人材育成について、

の支援機関が人材育成機能を補完する。具体的には、

企業内で十分に行う余力がなくなった場合や、新た

基盤技術の担い手の確保や、製造現場における指導

な技術の登場に対応するために必要な人材育成を個

者の育成、新たな技術分野における教育プログラム

別企業が行うことができない事態が発生し得る。こ

の実施などが考えられる。
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地域の企業 OB 人材の活用によるものづくり現場改善
野洲市ものづくり経営交流センター

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

野洲市における人材活用に関する取組の背景
滋賀県野洲市では、企業の OB 人材を活用したものづくり人材の育成と現場改善の取組がある。野洲市もの
づくり経営交流センターは、地域の製造企業を退職した人材を「ものづくりインストラクター」と呼ばれる生
産改善の指導者として教育し、中小企業の現場に派遣して生産改善の指導を行っている。
かつて野洲にはある大企業を中核としたコンピュータ関連産業が集積していた。しかし、2000 年代になっ
てその大企業が事業戦略を転換すると、同社の野洲に立地していた工場も閉鎖された。それまで推進していた
大企業の誘致政策は景気変動や個別企業の事業戦略に左右されるため、野洲市はこの工場閉鎖を機に、市内の
既存企業の支援へ産業政策の舵を切った。野洲市が地場の製造業振興策を模索していたところ、当時東京大学
では「ものづくりインストラクター養成スクール」を運営するとともに、同様の取り組みを地域に根ざして行
う「地域スクール」の設立を検討していた。このスクールは、シニア人材を活用し、退職後の製造中核人材を
他企業、他業種でも現場改善指導ができるよう育成する取組である。大企業の撤退後も、野洲には OB 人材な
どがまだ居住しており、彼らの経験・ノウハウを活用できるのではないかという考えから、「野洲市ものづく
り経営交流センター」の設立が決まった。

野洲市ものづくり経営交流センターの取組と成果
当センターにはスクール事業と地域事業の二つがある。スクール事業では、企業 OB と現役の製造業の従業
員を対象に、ものづくりインストラクターの養成を行っている。半年間のカリキュラムは、生産現場の管理技
術全般に関する座学の研修と、実際に中小企業の現場を訪れて生産改善を指導する実習で構成されている。研
修を終えると、地域事業として企業 OB を実際の中小企業の現場に派遣する。その際、それぞれ異なる強みを
持つものづくりインストラクター 3 人が一つのチームを組む。参加した OB には関西の大手メーカー出身のエ
ンジニアも含まれている。本事業は野洲市の財源でまかなわれているが、（株）滋賀銀行からも助成金を得て
活動しており、地域の支援機関とも結びつきを強めつつある。
スクール事業は 4 年間で 39 名のものづくりインストラクターを輩出し、ものづくりインストラクターの指
導による現場改善の実績が徐々に見られるようになった。例えば、野洲市でプリント配線板を製造している中
小企業は、取引先の大手メーカーから不良品率の高さを問題視され、契約が打ち切られそうになっていた。し
かし、ものづくりインストラクターの現場改善の指導を受けたところ、不良品率を約 37% 減少させること（金
額ベースで約 1,800 万円の廃棄費用を削減）に成功した。これを要因として、取引先からの契約打ち切りを
免れた。また、別の半導体製造部品メーカーは、生産にいたるまでのリードタイムが長いことが課題であった。
そこでインストラクターの助けでリードタイムの指標を作成し、それを基準に改善活動に取り組むことで、リー
ドタイムの短縮を実現した。

野洲市ものづくり経営交流センターの今後の展望
今後、当センターはものづくりの現場改善の対象
事業分野を拡大させる方針である。これまでは機械
部品メーカーが主な対象であったが、例えば、食品
加工メーカーへのインストラクター派遣もはじめて
いる。将来的には、野洲市ものづくり経営交流セン
ターの経営改善事業を通じて、市内の中小企業の競
争力を向上させることを目指している。

写真 : 野洲市ものづくり経営交流センターの研修の様子
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関西における産学官連携での金属・材料工学の教育・人材プラットフォーム作り
大阪ベイエリア金属系新素材コンソーシアム・（公社）関西経済連合会
関西における産学官連携による人材育成支援の背景
関西において、産（関西経済連合会、以下関経連）、学（大阪ベイエリア金属系新素材コンソーシアム）、官
（関西広域連合）が連携した金属・材料工学に関する新たな人材育成の取組が始まっている。
大阪や兵庫などには伝統的に金属系の中小企業が多く存在していたが、近年大企業が生産拠点を海外に移転
する中で、中小企業の数も大幅な減少傾向にあった。また、生き残った企業においても、機能性材料や高度な
成形・加工など先端分野における開発に欠かせない金属・材料工学に代表される基盤技術の重要性が増してい
るにもかかわらず、大学では当該領域の講座が減少しており、体系的に学んだ学生が減っていることから、技
術者の確保と技術の維持・向上に課題があった。このような危機感に基づき、関経連は 2011 年 8 月に「わが
国の産業を支える基盤技術の維持に向けて」という提言を行った。
それに共感したのが、大阪ベイエリア金属系新素材コンソーシアム（大阪府立大学を中心とした 8 大学等
によるコンソーシアム、以下コンソーシアム）である。コンソーシアムの教授陣も金属・材料工学分野の衰退
に危機感を抱いており、ものづくり企業が多く、金属系新素材に関する蓄積を有する大学間のネットワークも
ある関西地域の地の利を活かし、関経連と共同で社会人のための金属・材料工学に関するプログラムを企画・
開催することとなった。

人材育成プログラムの概要と将来構想
2012 年が初年度であり現在までに 2 回開催されているこのプログラムは、週 1 回 2 時間、合計 12 〜 14
回の講義形式で、金属・材料工学の基礎知識（学部レベル〜大学院前期過程レベル）を体系的かつ網羅的に学
習できる構成となっているとともに、産学官でプログラムの検討を行い、プログラムに産業界のニーズを反映
している。受講者は社会人 4 年目〜 10 年目程度の現場の技術者が中心であり、これまでに 75 人の修了生を
輩出している。関西広域連合からの支援は広報などの側面支援を中心とし、受講料でプログラムが運営できる
体制を構築している。
将来的にこのプログラムを「学生への教育基盤」、「企業の人材育成」など金属系・材料系の教育・人材のプ
ラットフォームにすることを構想している。例えば、引退した技術者が後進を育成するために同プラットフォー
ムの講師となる、企業内で

【図 : プログラムの将来構想】

の職種転換のための学習の
場となる、企業と大学が研
究開発等でコラボレーショ
ンする、などが考えられる。
コンソーシアムでは、 金
属分野の研究拠点を持つ他
大学とも人的ネットワーク
があるため、 金属系・材料
系の人材が本プログラムを
通じて集まり成長すること
で、関西から新たなイノベー
ションが創出されることも
期待される。

資料 : 関西経済連合会
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浜松地域における産官学連携での組込みソフト技術者育成
組込みソフトウェア技術コンソーシアム

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

浜松地域における産官学連携支援の背景
浜松はヤマハ、ヤマハ発動機、スズキなどが立地し、輸送用機器の製造を主とし、材料加工から仕上げ加工
までの基盤技術を得意とする部品メーカー約 800 社が集積している。従来、浜松では機械系や電気系の人材
は豊富であったが、情報系の人材は比較的少なかった。しかし昨今、輸送用機器においてメカの動きをソフト
ウェアで制御することが多くなり、ユーザー側もそこに付加価値を見出すようになってきた。そのため、付加
価値が高いこの分野で競争力を高めることが産業にとっても地域にとっても重要との認識が生まれてきていた。

静岡大学を中心とした支援体制「組込みソフトウェア技術コンソーシアム」の取組
そういった背景があり、静岡大学が中心になって「組込みソフトウェア技術コンソーシアム（以降、コンソー
シアムという）」を設立し、浜松地域の地元企業の人材に対して制御系組込みソフトウェア技術に関する人材
育成をはじめている。
このコンソーシアムの原点は、2008 年度から 5 年間、文部科学省の補助金を得て静岡大学と浜松市が実施
した「制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム」である。このプログラムでは、浜松地域の地元企
業の社員を対象に静岡大学の教員らがソフトウェア工学と制御工学を教え、5 年間で 130 名超のアーキテク
トと呼ばれる組込みソフト技術者を輩出した。プログラム終了後も継続を求める声が多く、静岡大学がコンソー
シアムを設立するに至り、現在は静岡大学が自主的に運営している。2013 年 10 月の時点で、コンソーシア
ムには 31 の企業が参画している。運営にあたっては、浜松市が助成金を出し、浜松商工会議所が地元企業へ
の広報を担うなど、地域でコンソーシアムを支えている。

コンソーシアムの成果と今後
研修はソフトウェア工学基礎（プログラミングを学ぶ座学）、モデルベース開発（組込みシステムを学ぶ座
学）、組込みシステム実践演習で構成されている。浜松地域の企業の在籍者が企業の規模、業種を超え、広く
受講しており、技術者にとっては貴重な交流機会となっている。参加者からは、
「仕様書の質が向上した」、
「シ
ステムの検収ができるようになった」というような声が寄せられている。
現在のところ、浜松地域の完成品メーカーが地元メーカーに組込みソフト開発を外注するケースは多くない
ようである。しかし今後は、地元メーカーで人材が育ち、完成品メーカーのよき開発パートナーになることが
期待されている。

写真 : 組込みソフトウェア技術コンソーシアムの演習の様子
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（エ）国際的な競争力を持ち得るブランド化

場合に、地域の支援機関が主に製品の魅力的な見せ

新興国からの安価な製品の流入により国内産業が

方や情報発信、販売促進に対する支援を行う。海外

打撃を受けている場合など、競合製品との価格競争

製品などとの差別化のポイントを明確にし、非価格

の発生などの環境変化に対して、製品のブランド化

競争力を高めることで、価格競争に巻き込まれにく

による差別化を図る。品質・機能面で優れているに

い産業構造を構築する。

もかかわらず、その魅力を十分に訴求できていない

独自の高品質規格に基づくブランド構築に成功した「今治タオル」
タオル産地としてブランド化に成功した「今治タオルプロジェクト」
古くから我が国有数のタオル生産地である今治では、近年、中国から輸入される安価なタオルにより年間生産量
が 5 万トン（1991 年）から 1 万トン（2009 年）に減少するなど、壊滅的な打撃を受けた。しかし、国の補助金（JAPAN
ブランド育成支援事業）や今治商工会議所、今治市の支援のもと 2006 年に四国タオル工業組合（以降、組合という）
が立ち上げた「今治タオルプロジェクト」により、今治タオルのブランド化に成功した（ブランド構築に関する取
組の流れは下図参照）。今治タオルプロジェクトを進めた結果、四国経済産業局及び組合の調査によると今治タオ
ルの認知度が 36.6%（2004 年）から 71.0%（2012 年）に上昇した。また、20 年間続いた生産量の減少が 2011
年に下げ止まり、欧州に販路を拡大するなどの成果が出ている。

「今治タオルプロジェクト」での取組
今治タオルプロジェクトでは、独自の品質規格の策定、著名デザイナーの協力によるブランド開発やメディアプ
ロモーション、消費者に品質の良さを PR できる人材の育成などにより、今治タオルのブランド力の向上を行った。
独自の品質規格である「imabari towel 品質基準」では、ビーカーに浮かべた 1cm 角タオルが 5 秒以内に沈み始
めたら合格とするなど、既存の品質規格（JIS 基準では 60 秒以内）を大きく上回る基準を設定している。また、
この基準をクリアしたタオルに対して今治ブランドロゴを付与することで、品質の高さを目に見える形で消費者に
伝えられるようになった。さらに、新宿伊勢丹や東京南青山への専門店の出店など高級品市場における販売チャネ
ルの開拓や、タオルソムリエ試験制度の策定による小売店の勤務者などの今治タオルの良さを説明できる人材の育
成を通じて、消費者への PR に取り組んでいる。これらの取り組みは話題性に溢れていたため、メディアに多く取
り上げられ、今治タオルのブランド認知度向上につながった。ブランド認知度の向上は、「今治タオル」や組合員
企業の製品を指名買いする消費者の増加という成果をもたらしている。
JETRO の支援も受け、展示会出展を通した海外展開も進めている。イタリアで開かれる世界最大の国際見本市
には 2011 年から 3 年連続で参加しており、今年の売上高は昨年の約 3.6 倍に上っている。展示会をきっかけに、
欧州の小売店で今治タオルを販売するようになったという事例もある。海外展開を進めるにあたり、各社単独では
まだコスト的に見合わないため、今治繊維リソースセンターが一括して取引窓口を担っている。今治繊維リソース
センターとは、（独）中小企業基盤整備機構、自治体、組合等が出資して設立された、地域の繊維産業の支援を目
的とする組織であり、海外販売を促進する機能も果たしている。

タオル産地としての今後の展望
組合では、2010 年に補助金による支援が終了した後も、こ
れまでに培ったブランド資産の活用によって自力で取組を継
続させている。組合が販売するブランド使用料を含んだ指定
副資材（織ネーム・下げ札・シール）を組合員が購入し取り
付けることで、今治タオルブランド商品として販売すること
ができる。その利益による資金を活用し、愛媛県繊維産業技
術センターや今治高等技術専門校等と連携して人材育成や技
術伝承・革新に向けた取組を進めることで、今治のタオル産
業のさらなる発展を目指している。
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写真 : 今治タオル販売店舗の例
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『今治タオル産地』
ブランド構築に関する取組の流れ
平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

（1年目）
（2006年）

（2年目）
（2007年）

（3年目）
（2008年）

（4年目）
（2009年）

以降
（2010年〜 ）

準備期

創成期

醸成期

発展期

《差別化》
・ブランドマーク･ロゴ作成
佐藤可士和氏に依頼

・新商品開発
デザイナーとのコラボ
レーション
・今治見本帳100
素材感を訴求した
白いタオルの原点
・メディアプロモーション
青山・スパイラルホール
でのブランドマーク
発表会
今治タオル品質基準も
制定・発表

拡大期

先進的ブランド展開支援事業

ブランド確立支援事業

《知名度向上》
《国内市場の醸成》
《ブランドの確立》
・国内展示会への出展
・海外展示会への出展
・国内展示会への出展
東京・ビッグサイトのイン （インテリア・ライフスタ （9月 フィンランドのハ
テリア・ライフスタイル展 イル展）
ビターレ09）
（佐藤可士和
へ出展
ディレクション・白いタ
オル訴求）
・新商品開発（伊勢丹
・新商品開発
・新商品開発（伊勢丹
新宿店へ継続して）
伊勢丹新宿店に売り場
新宿店へ継続して）
を確保、
フラッグショップ
タオルとして、佐藤可士
・タオルマイスター制度
・技能検定復活へ制度
和氏デザインのタオルを の創設
づくり取組開始
発売
・タオルソムリエのネット ・メディアプロモーション
（主な露出・7月報道
・タオルソムリエ資格試験制度 ワーク構築事業を開始
ステーション）
の創設
・メディアプロモーション
・メディアプロモーション （主な露出・1月NHK
・今治タオルメッセの東
クローズアップ現代）
（主な露出・DIME）
京開催
（海外展示会連動・初め
て東京で開催。）
・今治タオルメッセ開催
・今治タオルメッセ開催

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

平成18年度

自立展開

《ブランドの維持・管理》
・海外市場へ進出・拡大
2011年1月・2012年1月・
2013年1月イタリア・ミラ
ノのマチェフ展に出展
2011年8月上海インター
ナショナルギフトショーに
出展
・技能検定2011年9月
開始・厚生労働大臣
認定の国家資格となる
・アンテナショップ開設
2012年6月東京・南青山
に出店
・品質管理体制の整備
ブランドマニュアル発刊
抜取り検査の継続実施

資料 : 四国タオル工業組合

（4）単 なるものづくりを超えて収益力を高めるため
のビジネスモデルの工夫

でいるものの、「総合段階の競争力」では 4 地域の中で

売上高シェアと利益率をもとに北米、欧州、アジアの

する段階では一定の競争力を保っているものの、製品の

製造業企業と我が国製造業企業の競争力を比較してみる

販売を通じて最終的な利益を稼ぐ面において、競争力が

と、我が国は「製造段階の競争力」では北米企業に次い

低いことを示唆している。

図 131-23

最も低い（図 131–23）。これは、我が国は製品を製造

製造段階の競争力指数（左）と総合段階の競争力指数（右）
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備考 : 1. 製造段階の競争力 = 売上高総利益率×売上高シェアとして計算。
2. 総合段階の競争力 = 売上高営業利益率×売上高シェアとして計算。
3.製造業の各分野（家電、情報・通信機器、コンピューター、事務機器、電子部品、重電・産業機械、建設・農業機械、自動車、自動車部品、航空・宇宙、造船など 17 業種）の売上高上位 5 社を抽出し、
公表財務諸表を元に作成。
出所 :（社）日本機械輸出組合「日米欧アジア機械産業の国際競争力分析」（13 年 12 月）
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これまで述べてきたような新しいモノの作り方の登場

2005 年版ものづくり白書では、この状況について「我

や、経済のグローバル化に伴うサプライチェーン構造の

が国製造業企業は総じて、各部門間の情報共有と調整に

変化は、「どのような製品や便益を提供し、どのように

よって、市場変化に迅速に対応し、最適な部材調達と生

稼ぐのか」といった、ものづくり産業の在り方自体を大

産管理を行った結果、在庫管理などが徹底され効率的な

きく変えつつある。我が国ものづくり産業においても、

生産が行われているため、製造・組立が最も利益率が高

このような変化に対応した「稼げる」ビジネスモデルの

くなっていると認識している」と分析されていた。

構築が求められている。価値創造の源泉を獲得するため

一方、2012 年 12 月に実施した我が国企業へのアン

には、最終顧客との関係のバリューマネジメントだけで

ケート調査によれば、我が国の製造業企業が有する業務

はなく、それに至るサプライチェーン内でのバリューマ

工程として、上流工程では「研究開発」が 94.1%、
「マー

ネジメントが同様に重要となる。サービスとの組合せ、

ケティング・ブランド開発」が 91.5%、下流工程では

顧客との共同開発などによるサプライチェーン内の対応

「保守・アフターサービス」が 80.8%、と相対的に高

と消費者対応の両面から、高収益のビジネスモデルの確

い水準であるのに対して、中流工程である「部品・半製

立が必要となっている。本項では、我が国ものづくり産

品の生産」は 67.8%、
「加工・組立・施工」は 71.8% と、

業が競争力を強化し、世界の中で存在感を発揮していく

相対的に低い水準となっている（図 131–25）。我が国

ために対応すべき課題について、バリューチェーン構造

ものづくり企業において、加工・組立などの中流工程よ

の変化や、高収益のビジネスモデルの確立といった観点

りも、マーケティング、研究開発などの上流工程や、

から分析していく。

アフターサービスなどの下流工程を重視する企業が多く
なっていることが示唆される。

①製造業におけるバリューチェーン構造の変化
2000 年代前半、我が国の製造業企業は、研究、開発・

図 131-25

日本企業（製造業）が有する業務工程
（2013 年 12 月）

設計・試作、製造・組立、販売、アフターサービスなど
の一連のバリューチェーン上において、「製造・組立」
が最も付加価値が高く、「開発・設計・試作」などの上
流過程や、「アフターサービス」などの下流過程は付加
価値が低いと認識する、いわゆる「逆スマイルカーブ」
の状況が見られた。2004 年に経済産業省が実施した調
査によれば、製造業全体において、最も利益率の高い工
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図 131-24 利益率が最も高い事業段階（2004 年 12 月）

発
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発

は 10.5% にとどまっていた（図 131–24）。

設

試作」は 8.4%、下流過程である「アフターサービス」

60

産

多くなっていた。一方、上流過程である「開発・設計・

研究

0.7

開発・設計・試作

資料 :三菱総合研究所「グローバル・バリュー・チェーンに関するアンケート調査」（12 年 12 月
実施、経済産業省委託調査）

8.4

製造・組立

44.4

販売

30.8

アフターサービス

リサイクル

10.5

2.8

備考 :日本の店頭公開、上場している製造業企業を対象にしたアンケート調査結果、有効回答数
は 394 社。
資料 :経済産業省調べ（04 年 12 月）
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我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

デジタル化やモジュール化に伴うものづくりへの参入

（ア）製 品自体を高付加価値化し、バリューチェーンの
上流で稼ぐビジネスモデル
製品自体を高付加価値化し、バリューチェーンの

チェーンの中流部分である「加工・組立」における付加

上流で稼ぐビジネスモデルとしては、「設計・開発

価値が相対的に低下する「スマイルカーブ」の状況が、

プロセスの改革を通じた市場ニーズや技術シーズの

携帯電話をはじめとするエレクトロニクス産業を中心

取り込み」や、「新しい技術領域の取り込みによる

に発生している。我が国ものづくり産業において、各企

製品の高度化」、「設計やデザインの工夫による機能

業の「稼ぐ力」を高めていくためには、我が国ものづく

の高度化」が挙げられる。サプライチェーン内での

り産業の強みであった「高品質の製品を、安価に提供す

バリューマネジメント、価格決定力の強化もここに

る」という加工・組立の優位性に力点を置くビジネスモ

含まれる。以下では、こうした取組についてみてい

デルだけにとらわれることなく、バリューチェーンの上

く。

流および下流部分での付加価値獲得を意識した事業展開
（a）設 計・開発プロセスの改革を通じた市場ニーズや

が必要となっている（図 131–26）。
具体的には、バリューチェーンの上流部分において

技術シーズの取り込み

は、設計プロセスの改革を通じた市場ニーズ・技術シー

自社内（部門間）もしくはサプライチェーン内の

ズの取り込み、あるいは新しい技術領域の取り込みなど

他社と、製品の設計段階からすり合わせを行うこと

により、「製品自体を高付加価値化」する取組が挙げら

によって、製造の上工程から下工程までを最適化し、

れる。また、バリューチェーンの下流部分においては、

最終的には製品の高付加価値化を実現する。例えば、

製品を使って生み出される様々な便益の新たなプラット

部品メーカーや治具・工具メーカーが、顧客である

フォームの提供、顧客ターゲットの拡大、販売形態の変

完成品メーカーの製品企画・設計の段階から「どの

革、ブランド構築など、「売り方で高付加価値化」する

ような機能を持った製品を作りたいのか」「どのよ

取組が挙げられる（図 131–27）。

うな製造方法にすれば製品を作りやすく、コストが
抑えられるのか」「どのような形状にすると作りや

図 131-26 バリューチェーンと付加価値向上の視点
バリューチェーンの上流
製品の付加価値を高める

バリューチェーンの下流
売り方の工夫で付加価値を高める

設計・開発
プロセス
付
加
価
値

提供機能

設計
企画

中間財
生産

組立

販売

ズや技術シーズを取り込みながら、製品のライフサ
イクル全般にわたる最適化を行う。設計・開発プロ
セスの改革を通じて、製品の品質・コスト・納期を
向上させ、製品の高付加価値化を実現する。

顧客
アプローチ

製品機能

すく、メンテナンスしやすいのか」など、市場ニー

サービス

資料 :経済産業省作成

図 131-27

従来製品を
高付加価値化

ビジネスモデルの分類事例
設計プロセスの改革を通じた市場ニー
ズ・技術シーズの取り込み
新しい技術領域の取り込みによる製品の
高度化
新たなプラットフォームの提供

売り方で
高付加価値化

顧客ターゲットの拡大、販売形態の変
革、ブランド戦略

資料 :経済産業省作成
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事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

の容易化や、新興国企業の台頭を背景として、バリュー

第３節

②高収益のビジネスモデル（「稼ぐパターン」）の確立

第１章

メーカーとサプライヤーの連携による「モノ造り革新」の実践

マツダ（株）

マツダは 2006 年に技術開発の長期ビジョンで「世界中の自動車メーカーが驚くような革新的な内燃機関を
搭載したクルマを開発し、全てのお客様に走る歓びと優れた環境性能をお届けする」ことを掲げ、その実現に
向けた取り組みを「モノ造り革新」と名付けた。10 年後であっても理想は 1 つとの信念の下、理想を徹底的
に追求している 。
取組の成果として、2010 年に SKYACTIV 技術（革新的なベース技術や新たな電気デバイス技術など、新
世代技術の総称）を公表。以降、エンジン、トランスミッション、ボディなど、世界中でマツダ独自の技術を
開発しており、例えばボディでは剛性と経済性を両立させたうえで世界トップクラスの衝突安全性能を実現し
ている。
マツダは自動車部品の約 8 割を社外調達しており、サプライヤーとも協働で「モノ造り革新」に取り組ん
でいる。従来は、設計構想を各サプライヤーが担い、生産ラインも車種ごとに保有していた。各サプライヤー
は生産に対するそれぞれの考えを持っているため、取組開始当初は、マツダが何を目指しているのかわからな
い、との反応が多数を占めた。2007 年後半〜 2008 年の段階で、サプライヤーの一つである（株）ヒロテッ
クと協働して排気管の統合を実現するなどの好事例を作れたことで、マツダの真摯な姿勢が認められ、多くの
サプライヤーから理解を得られた。
多品種をフレキシブルに流せるラインを持つことは、サプライヤーにとっても生産効率向上につながり、
必要なだけラインを増やせる柔軟性や、設備投資を回収しやすいなどのメリットを生む。例えば、デフ ASSY
を生産する（株）音戸工作所との協働では、フレキシブル生産の導入により、デフケースの製造を従来の半分
の工程数に圧縮。これにより、投資や生産コストを大幅に低減させ、サプライヤー自身の競争力強化を達成し
た。また、排気系部品のヒロテックとの協働では、サプライヤーの生産ラインの配置見直しの際に、マツダ担
当者も加わって検討した。これにより、本来必要と考えられていた建屋の拡張を行う必要が無いと判明し、コ
ストを押さえながらも、必要なライン変更を実現することができた。
購買部門はマツダ社内とサプライヤーのパイプ役を担う。生産台数見通しを踏まえた適切な投資タイミング
のアドバイスや、マツダに対する要望を聞いて社内説明などを行う。また、サプライヤー選定において目利き
の窓口となり、品質保証部門や生産・開発部門などとの相談を経て、最終決定機能は購買部門が担う。一般的
な購買部門と異なり、価格調整や量産対応だけでなく、サプライヤーとの協働関係構築を通じて製品の品質や
開発にも関わっている点が特徴である。
以上のように、将来を見据えた一括企画によるコンセプトの共通化と変種変量生産を両立した「モノ造り革
新」に取り組むことで、メーカーとサプライヤーが協働した技術革新を実現し、高い競争力を確保している。
【図 1 「モノ造り革新」の構造】
ボリューム効率を高める生産工程をサポート
コモンアーキテクチャー構想

【図 2 「モノ造り革新」の狙い】
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資料 : マツダ（株）
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ブレークスルーの着眼点
・一括企画
・コモンアーキテクチャ構想
・フレキシブルライン構想

少品種・多量

ボリューム効率を
高める共通性
（COMMONALITY）

相反する2特性のトレードオフを打破し、技術革新を伴う様々な商
品を開発・生産しながら、
単独車種に近いビジネス効率を目指す

我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

第１章

第３節

世界初の独自の歯形諸元を編み出し、高強度化と小型軽量化を同時に実現し
た自動車用ディファレンシャルアッシーを商品化 （株）音戸工作所

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

自動車部品やプレス金型の製造販売を手がける（株）音戸工作所（広島県呉市）は、設計から実験評価まで
の一貫した開発力と高い技術力を強みとして、大手自動車メーカー等にディファレンシャルアッシーなどを供
給している。
ディファレンシャルアッシーとは、自動車がカーブを旋回する時に生じる内輪と外輪の回転数の差を吸収し
ながら左右の車輪に駆動力を伝達する部品である。自動車の燃費向上および走行性能の向上を実現するために
は、ディファレンシャルアッシーの静粛性を高めながら小型軽量化することが求められていた。こうしたな
か、同社は、アッシー内部に組み込まれるディファレンシャルギヤにおいて、小型化・高強度化に対する顧客
ニーズへの対応と冷間鍛造の加工性という相反する要素のバランスを取りながら、これまでにはない独自の歯
形諸元を考案するとともに、ギヤを覆う外側のデフケースの形状も最適化した。
従来より 23% の高強度化、17% の軽量化を実現した同社のディファレンシャルアッシーは、国内外の自動
車メーカーに採用されており、車両の燃費の改善、二酸化炭素の排出量低減に貢献している。また、全世界の
ユニットメーカーからベンチマークされているが、歯形データをブラックボックス化することで競争優位を確
保している。
【図

同社が開発したディファレンシャルアッシー】

従来品
外径 φ120mm

同社が開発したディファレンシャルアッシー
ディファレンシャル
ピニオン
［歯数10、
背面球径φ94mm］

外径 φ115mm

ディファレンシャルサイドギヤ
［歯数14］

ディファレンシャル
ピニオン
［歯数9、
背面球径φ90mm］

ディファレンシャルサイドギヤ
［歯数13］

資料 :（株）音戸工作所

顧客の生産性向上に徹底貢献するサービス「サンドビック・ツール・クリニッ
ク」 サンドビックグループ
サンドビックグループは、スウェーデンの Sandvik AB を本社として、世界 130 か国に展開し、グループ全
体で約 4.7 万人の従業員を抱えるグローバル企業である。同グループは生産財及び中間財分野において多様な
事業を展開しており、産業向けの切削工具を製造・販売する「サンドビック・コロマント」が中核である。
同社は難削材などの切削加工に使われる超硬切削工具の分野を得意としており、同社の製品はいわゆる「ハ
イエンド」に位置するため、国内の競合他社と比較しても高価格である。それにもかかわらず、日本市場のシェ
ア拡大を達成できたのは、同社が実施するサービス「サンドビック・ツール・クリニック（STC）」の存在が
大きい。
STC は、サンドビック社員が顧客の工場に出向き、競合企業の製品も含め、工具の使用状況を診断してカ
ルテを作成し、刃先を磨く、錆を落とすといった簡単な補修や調整、清掃を行う取組である。さらに、工場全
体のコストダウン、生産性改善に関する提案も同時に行っている。同社では、これらのサービスを全て無償で
行っているが、その目的は単純な「セールス」よりもむしろ、
「顧客の生産性向上」に徹底的に貢献することで、
顧客企業がサンドビック製品を選ぶ総合的なメリットを高めることにある。
さらに同社では、STC を「営業担当者の教育」、そして「顧客ニーズの把握」にも役立てている。例えば、
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STC を実施することで、同社の営業担当者は普段立ち入ることの少ない顧客企業の工場内に入り、顧客企業
が抱える悩みを直接目にすることができる。そうした経験を積み重ねていくことで、同社の営業担当者は顧客
の悩みに応じた最適な工具を提案する「提案力」を身につけることができる。また、この営業担当者が把握し
た顧客の悩み・ニーズは、開発現場にもフィードバックされ、同社の製品開発にも活かされている。

写真 : サンドビック ツール クリニック専用車

写真 : サンドビック ツール クリニックの様子

画期的な製造方法により高付加価値製品の提供に成功 （株）ワイエスピー
（株）ワイエスピー（福岡県飯塚市）は、豆乳・豆腐製造機械の製造・販売を手掛ける従業員 12 人の小規
模企業者ながら、画期的な豆乳製造方法を開発し、豆乳製造にかかる課題を解決することに成功した（第 5
回ものづくり日本大賞・内閣総理大臣賞受賞）。
豆腐の材料となる豆乳を作るには大豆を水に浸す（浸漬）必要があり、豆乳・豆腐生産者にとって大きな課
題であった。浸漬には約 8 〜 20 時間もの時間がかかるため、浸漬に必要な給排水設備や人件費の他、大豆を
水に浸すスペースが必要となり、コストと環境の両面で負担となっていた。また、時間がかかるため、急な注
文への対応が困難であり、さらに日々の水温や気温の変化も製品の品質を不安定にさせる要因であった。
浸漬にかかる全ての問題を解決したのが、同社が開発した無浸漬の豆乳製造方法「エコスター」であった。
浸漬時間ゼロを達成するため、大豆をすりつぶすのではなく、最初に挽き割り、脱皮後に水と合わせて、更に
細かく粉砕するという手順を採用した。このとき、粉砕機の刃に用いる材質や形状を変えたことで硬い大豆を
粉砕することが可能となった。また、大豆を煮沸する釜を二重圧力釜とすることで、大豆の煮沸時に発生する
泡を防ぐために添加していた消泡剤が不要となり、かつ、均一な豆乳を製造することが可能となった。
この結果、従来 20 時間以上かかっていた豆乳製造時間をわずか 20 分に短縮させることが可能となった。
また、大豆本来の風味を引き出すことにも成功し、消費者の試食アンケートでは高い評価を得た。同社は長年
にわたる豆乳・豆腐業界に根差した地道な研究・開発により、生産者が抱える悩みを解消するとともに、消費
者にも喜ばれる製品を提供できるようになった。
【図：従来の豆乳製造方法とものづくり日本大賞受賞案件の豆乳製造方法との比較】
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資料 :（株）ワイエスピー
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加工業者

大豆問屋

従来の豆乳製造方法

大豆持ち込み
大豆の脱皮依頼
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品技術・機能の魅力でユーザーを開拓する。新しい
技術領域ゆえに研究・開発に大きなコストがかかる

し、新たな市場を創造する取組である。高度なセン

ため、コスト回収を見通した周到な製品の普及戦略

サー技術を駆使して自動車の自動運転を実現する、

が求められる。

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

新しい技術領域を取り込むことで製品を高度化

新たな機能をもった部素材を開発するなど、高い製

世界初の国際安全規格（ISO13482）認証を取得したロボット介助機器「リ
ショーネⓇ」 パナソニック（株）
少子高齢化の進展により、要介護高齢者は増加する一方、介護の担い手となる若年層は減少しつつあり、介
護施設などの介護現場においては、質の高いサービスの提供とスタッフの負担軽減の両立が喫緊の課題となっ
ている。特に、重度要介護者の移乗介助は、2 〜 3 人の介助者による持ち上げ移乗が多く行われており、介助
する側の身体負担が大きいだけでなく、介助を受ける側にとっても不安感や身体的負担が大きい。
パナソニック㈱はこうした点に着目し、ベッド - 車いす間の移乗介助を支援する介護ロボットの開発を進め、
2014 年 6 月にベッド - 車いす間の移乗支援のための離床アシストベッド「リショーネ ®」を上市した。
「リショー
ネ ®」は、電動ケアベッドと電動リクライニング車いすを融合した新たな概念のロボット介護機器で、電動
ケアベッドの一部が電動リクライニング車いすとして分離することで、介助を受ける側に負担をかけることな
く、ベッドから車いすへの移乗をスムーズに行うことができる。さらに、一人の介助者だけで簡単・安全に移
乗介助できるため、介助を受ける方の離床機会を増やすことに加えて、介助者の大幅な負担軽減につながる。
生活支援ロボットは人との接触度が高く、安全性の証明が課題となっていたが、「リショーネ ®」は 2014
年 2 月に発行された生活支援ロボットの国際安全規格 ISO13482 の第三者認証を受けている。同社はロボッ
ト技術という新しい技術領域を取り込み、介護の現場における課題解決に貢献することでユーザーの開拓を進
めるとともに、国際安全規格の認証取得による安全・安心をアピールし、海外を含めた広い製品普及を目指し
ている。

車いす分離

リクライニング

車いすで移動

写真 : リショーネ ® の使用例

人工知能を活用したロボット技術開発による新たな市場創出

第３節

（b）新しい技術領域の取り込みによる製品の高度化

第１章

iRobot

iRobot は、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）で最先端の人工知能を研究していた科学者 3 人によって、
1990 年に設立されたロボット専業メーカーである。同社は、
「Dull、Dirty、Dangerous（退屈、不衛生、危険）
な仕事から人々を解放する」という理念のもとに、これまで数多くのロボットを開発してきた。設立当初から、
主に政府など公的機関向けに防衛・セキュリティ関連の製品を開発しており、これらの製品は、人命救助や、
海洋探査、ピラミッドの発掘調査など、米国における国家プロジェクトをはじめ、世界中で利用されている。

137

同社は、国家プロジェクトなどで培った高い技術を家庭向けに応用し、新たな市場を開拓してきた。その一
例が、2002 年に地雷探査ロボットをきっかけに製品化された、家庭用掃除ロボット Roomba（ルンバ）である。
ルンバは、同社の独自技術である人工知能 AWARE® をベースに開発された技術を搭載しており、その場の状
況を自ら判断して最適な行動パターンを計算して掃除を行う。
ルンバを含めた同社の家庭用掃除ロボットは、2002 年の発売
以来、1,000 万台以上を売り上げた。同社は、掃除ロボット市
場という新しい市場を創出し、現在では世界 60 か国以上で販
売している。欧米・アジア市場など世界の主要市場で第 1 位の
シェアを占めており、消費者から他社の類似製品に比べて高い
評価を得ている。
ルンバは、製品自体の普及だけでなく、他産業への波及効果
もみられており、最近では、ルンバの使い勝手を考慮した「ル
ンバブル（Roomba+Able）」な住宅が提供された事例がある。
同社では、今後、ロボット技術を統合して住宅を自律的に相
互につなげ、人々の生活の質（QOL）を向上させることを目指
しており、新たなロボット技術の開発により、さらなる市場の
広がりが期待されている。

（c）設計やデザインの工夫による機能の高度化

写真 : ルンバ 800 シリーズ（ルンバ 880）

組である。ユーザーの声を製品設計やデザインに活

従来からある製品分野であっても、製品の設計や

かすための情報収集体制の構築や仕組み作りが重要

デザインを工夫することで製品の新たな使い方を提

であるとともに、自社の設計・デザインのコンセプ

案する、あるいは使い勝手、安全性、意匠性などの「機

トをユーザーに確実に伝えるための情報発信も求め

能」を高度化させ、ユーザーへの訴求力を高める取

られる。

設計の工夫で機能向上を実現した軽自動車「タント」の開発 ダイハツ工業（株）
ダイハツ工業（株）は、主に軽自動車を中心に開発・製造・販売を行っており、国内軽自動車販売のシェア
1 位を獲得している（2007 年 3 月期〜 2013 年 3 月期）。同社では、自動車の構造やデザインを改良するこ
とで製品機能の向上を目指しているが、「しあわせ家族空間」をコンセプトに開発されたタントはその一例で
ある。
2003 年に発売された初代タントでは、軽自動車規格という制約の中で車高をできるだけ高くすることによ
り、広い室内空間を実現した。
さらに 2 代目タント（2007 年発売）では、軽自動車で初めてセンターピラーレスのスライドドア「ミラク
ルオープンドア」を採用した。このミラクルオープンドアは、子育て世代の女性ユーザーなどによる、子供や
大きな荷物を乗降させる際に便利な開口部の広いドアを求めるニーズに着目して開発された。実際にミラクル
オープンドアを採用するためには、衝突安全性や操縦安定性の確保が技術面での課題となった。助手席側のド
アにピラーを内蔵させることで、走行中はセンターピラー構造を持つ運転席側と同等以上の強度を確保し、乗
降時にはピラーが左右に開き、広い間口から大きな荷物などの積み降ろしができるようになった。
その後、さらに利便性を向上させた 3 代目タント（2013 年発売）で 2013 年度グッドデザイン金賞（経済
産業大臣賞）を受賞した。受賞の理由として「より高い次元で生活の中心にある『軽』のスタンダードモデル
を提案している。」「日本で生まれた軽というカテゴリーに『横のデザイン』という価値を堂々と体現してい
る。」と評されている。
このように、設計・デザインの観点からも高い評価を得る機能の開発は、他社との大きな差別化要因となり
得る。同社は、今後も「低燃費」「低価格」という軽自動車のメリットを追求しながら、その可能性を更に拡
大していくクルマづくりを目指している。
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