6.今 後 の コ ンピュータメ ーカ ーの進むべ き方向
(1)コ ンピュータメ ーカーの成長 を支配する原則
過去30年 間 に、 コ ンピュー タ産 業 はメイ ンフレーム・ ミニ コ ン・ ワー クステ ーション・
パ ソコ ンとい う四つの技術 が 出現 した。技術 の根 はハ ー ドウエ ア・ ソフ トウエ アとと もに
同 じだが、 その各 々が全 く異 なる経済構造を もた らし、 しか も後 になるほど、個 々のサブ
マーケ ッ ト間 の カルチ ャーギ ャップが大 き くな って きて い る。

IB卜Iは 最 も古 いメイ ンフ レームか ら脱皮 で きなか った。古 い第一 の波 に乗 って成功 し
て も、次 の波 で成功す るとはいえない。一度、ひとつの アプ ローチで成功 した企業 は、そ
の勝利 ス タイルに固辞す るために、それが足 かせにな って動 きが鈍 くなる。 IBMだ けで
な く、 ミニ コ ンの雄 であるDECも 同 じ苦難 を経験 した し、パ ソコ ンのパ イオニ アである
ア ップル も同 じミスをり
巳した。即 ち、ひとつのサ ブマ ーケ ッ トで覇をな した王者 で も、 そ
の成功を次 の世代 に持 ち込んだ企業 は未 だないのである。
①新技術 をベ ー スとしたベ ンチ ャー企業 の勃興
コ ンピュー タ産 業 の歴史 は、新 しい技術をベー スに新 しい ビジネスの仕組 みを考 え 出 し
た新 しい小企業群 が、その時 々の リー ダー企業か らシェアを奪 い続 けて きた歴史だ といえ
る。例 えば、 1970年 代 に DECや デー タゼ ネラルが ミニ コ ンピュー タとい う新製品で

Mか らシェアを奪 った。

L′

IB

か し、 この DECや デー タゼ ネラル もパ ソコ ンや ワー クステー

ノ
い波 には完全 に乗 り遅れて しま った。 日経 ビジネスは1987年
シ ョンの新 ヒ

7̲月

に 上
00年 間

の上位 100社 の ラ ンキ ングを作成、 これ を分析 した結果、企業が繁栄 を謳歌で きる期間、
即 ち、 「会社 の寿命 は30年 」 とい う法則 をまとめた。それが今、実態 で は技術 の進歩 で20
ているように思 .え る。
年 か ら10年 へ と短縮 され′
ひとつの コ ンピュー タ製品カテ ゴ リーで 成功を収 め ると顧客 ベー スがで きる。一旦、成
を満足 させ続 ける ことが企業 と しての最重要課
功 した企業 にとって は、既存 の顧客 ベー スさ
題 にな り、経 営資源 の大半 が顧客 ベー スの維持・ 拡大 に配分 されることになる。 コ ンピュ
ー 夕́の ソフ トウエ アは―
ヌ
̲旦 、導′
、したハ ー ドウエ ア上 に つ くられた後、長 い時間かけて進
ノ
ていき、 それが ソフ トウエ ア資産 にな る。 この ソフ トウエ ア資産 を考 え ると顧 客 も簡
化ヒ
単 に新 しいタイプの コ ンピュー タに移行 で きない。従 って コ ンピュー タシステ ムを提供す
るメー カー側 も新 しい技術 をベースと したタイプの コ ンピュー タの可能性 を十分 に承知 し
ていて も経営基盤を移す ことがで きな くなる。更 に、新 しいタイプの コ ンピュー タの価格
性能士Lは 年 々向上す るため、 「高 い ものが売れ る間 は、高 い ものを売 っていたい」 とい う
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心理 も働 き、新 しい製品 カテ ゴ リーヘ と思 い切 った投資 に踏 み切れ ない。
そ こで登場す るのが新 しいベ ンチ ャー企業である。 ミニ コ ンピュー タ市場 を立ち上 げた

DEC、

パ ソ コ ン市場 を立ち上 げた アップル コ ンピュー タ、 ワー クステー ション市場 を立

、ズに共通 して いえ るの は、 ゼ ロか らス ター ト て新 ヒ
″い顧
ち上 げたサ ンマイクロシステノ
tノ

客を開拓 し、だんだん と従来型 の顧客 に対 して も浸透 して いった。一世代前 の成功企業か
らみると、最初 の うちは 自社 の顧客 ベー スを脅 か さな い範囲である。 そ

tノ

て数年経 ち、自

社 の顧客 ベースにまで影響 しだす と始 めて慌 てだ し、新 しい製品 カテ ゴ リー に力を注 ぎ始
めるが後発 なので不利 は当然 で、 その上、新 しい世界 で は競争 のルールが異 な るため、過
が過去 に繰 り返 されて きた
去 の成功経験 はあまり役 に立たず、結局 うま くいかない。 こねノ
典型的 なパ ター ンで ある。
インテルや マ イクロソフ トをは じめ とす る1980年 代 の勝者達 も安心 は出来 ない。顧客 ベ
ースの増大 とい う落 と ヒ
ノ
穴が 1990年 代 に待 ち受 けて い るとい うことであ り、 この こ。
とはア
メ リカの コ ンピュー タ産業で は常識 とな ってお り、我 が国 の コ ンピュー タ産業 も将来戦略
の前提 と して考 え る必要 がある。
② オ ープ ン化で業界が断片化
オ ープ ンシステム事業 の特徴 はオ ープ ン標準 に準拠す るとい うルールに基 づ いて コ ンピ
ュータの構成要素 が様 々な特化 した企業 か ら提供 され る事業 である。 パ ソコ ンに例を とる
と、仮 に コ ンパ ックのパ ソコ ンを導入 したと して も、周辺機器やアプ リケ ー シ ョンソフ ト
ウエ アは コ ンパ ック製を導 入す る必要 はない。 コ ンパ ヽ
ノク もJ̲― ザ ーが2案 要 とす るパ ソコ
ン関連製品 のすべてを 自社製品 として提供

tノ

ようなどとは考 えていない。 コ ンピコ̲― 夕の

内部構造 や基 本 ソフ トウユ̲ア の詳細 が外部 に公開 されて い るため、多 くの特徴 を もった企
業 がオ ープ ン化 されて い る標準 の周 りに、それぞれ の個性を生か して小規模 で も意味 の あ
る事業 を構築す ることがで きるよ うになって きて い る。一社 で何 か ら何 まで提供す るよ り
も、多 くの特化 したスキルを もつ企業か ら得意分野 の ハー ドウエ.ア や ソフ トウエアやサ ー
ビスを調達 したほうが相対 と して優孝し
た ものにな る。 この思想 はアメ リカでスター トし、
ユーザ ー にとって価値 が大 きい とい うことで多 くの ビジネ スが予想以̲上 のス ピー ドで成果
をあげるに従 い、強固 な信念 にかわ りつつ ある。 もはや クローズ ドシステム に逆行 はあ り
えない。 それぞれの得意分野 を生か して生 き抜 いて いこうと している膨大 な数 のベ ンチ ャ
ー企業がアメ リカに存在 して い る。
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③価値連鎖構造における役割分担
オー プン化時代 の事業 は 「世界中の誰 よ.り も優 れたモ ノを行 うことが鍵 なのである」業
界の価値連鎖構造 の変化をメインフレー.ム 事業 とパ ソコン事業 を比較 してみる。

1雫

マー

保守

提供者

物流

ロ

マー
グ販売
ケティン

一〇 Ｓ 聞

部

一 丁 チ
マー ■ 力 ′

業

調達
Ｃ Ｐ Ｕ

︱疇隋

□価値連鎖構造 の変化

テ
ケ
′ソ

サー
ビ
ス
●

一
︲
︲

下︲

日

Ｔ︲
﹁︱

石 耐可
・ ￨・ ￨・ ￨・
ルム 新￨「 1可 ■倒
刈
「 メトメーカー

● ￨●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ￨●

●

「

●

1嘉

11￢

1丁

FF 1司 下F

●

●

′
ているが、パ ソコ
メインフ レーム事業 においては、付加価値 の大半 をメーカーが提供 ヒ
ン事業 で は、む しろ第二者提供 の価値 の部分 が大 きいとい う逆転現象が起 こってい る。
ノコ ン
イ ンテルのマイクロプ レセ ッサや マ イクロソフ トの オペ レーテ ィ ング システムはパ ｀
事業 の価値連鎖 における一 部分 に特化集中す ることで高収益 の事業 をつ くりあげて きたの
である。 マ イクロプロセ ッサやオペ レーテ ィ ング システ ム

(OS)の よ うな華やかな世界

でな くとも、パ ソコ ン用部品事業・ パ ソコ ン用 アプ リケ ーシ ョン事業・ パ ソコ ン販売事業
・ パ ソコ ン保守事業 といった価値連鎖 の一 部分 に特化集 中 ヒ′
た事業 が多 く成立 ′
た。大手
L′

企業が 自分 でで きるか らといって何 か ら何 までやろうと して も、 こうした スペ シャ リス ト
企業 に太刀打 ちで きな くな っているのが実状 である。
④ アプ リケ ーシ ョンソフ トウェアの品揃 い
オ ープ ンシステムの世界 で は、ユーザー に最 も近 いところの アプ リケ ー シ ョンソフ トウ
エ アが メー カーの手 を完全 に離れて しまった。 ユーザーは 自分 の使 いたいアプ リケー シ ョ
ンソフ トウエ̲ア さえ動 けば、 どの メー カーの パ ソ コ ンで も
)構 わな い。 アプ リケ ー ションソ
フ トウエ アが豊富 に揃 ってい るパ ソコ ンを購入 しよ うとす る

(、
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一方、不特定多数 のサー ドパーテ ィ企業側 は、独 自の経営判断で経済合理性 に基 づ いて
戦略的 に動 く独立 した個体 であ り、 自分 が開発す るア プ リケーシ ョンソフ トウエ アはイ ン
ス トールベースの規模 の大 きいパ ソコ ンやリ ークステ ー ション上 に開発す るとい うのが最
も自然 な戦略 である。
ノフ トウエ アが豊富 に用意 され る ことと、イ ンス トールベー スの規模
アプ リケ ー ション｀
が大 き くな ることの間 には好循環 の関係 がある。逆 にいえば、 この循環 か ら取 り残 された
パ ソコ ンや ワー クステー ションは大 きな参入障壁 となるわけである。
□顧客・ アプ リケ ーシ ョン ロ量 の好循環

ンの豊富 さで
ショ
アプリ
ケー

が増大

(好

循

環

)

顧客 の増大 で

アプリケーシ ョン
ストルヘー
スの規模でアプリ
ンの開発 が増大
イン
ケ ショ

パ ソコ ンの世界 では、 イ ンテルのチ ップとマ イクロソフ トの オペ レーテイ ングシステ ムで
定義 され る IBM―

PCと その互換機 の世界 は巨大 な好循環 の世界をつ くりあげた。 ヮー

クステ ー シ ョンの世界 のサ ンマ イクロシステ′、
ズ も同様 である。好循環がつ くりあげ られ
た世界 の 中核 とな っているハ ー ドウエ アや ソフ トウエ アが業界標準 となる。 この業界標準
がで きると同程度 の技術 レベ ルの他 の アーキテ クチ ャは食 い込む余地 など、全 くな くな り
、次世代 の業界標準 をめ ぐる勝負 に挑戦す る しかな い。
⑤市場創造 によるシェア獲得、業界標準 の リーダ ー
従来 の戦略立案 で は、 「市場規模 はどの程度 あるか」 ということが基 本 であ った。 しか
し、オ ー プ ン化 の世界・ 価値連鎖構造 の世界・ 標準 の世界 では、市場 シェ.ア の獲得 が勝負
である。市場創造 の努力 もせず に市場 があ る程度 、大 きくな ってか ら参 入 て も決 して儲
lノ

かる ビジネ スにはな らな い。市場規模が特定 で きるほどの市場 が既 にあるなかに市場 シェ
アの獲得 に動 くのではな く、如何 に市場 を創造す るか と ｀う時代 にな った。
tノ
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それで は、 コ ンピュー タソフ トウェア製品の ライ フサイクルの上で市場 を創造す るため
には、 どの段階で参入すればよいか、検討 してみ る。
ロ コ ンピュータソフ トウェア製 品のライフサイクル
②特定領域商品化
技術 の可能
性 を検討

③市場離陸段階

モ
ディ
ティ
④コ
段階

⑤吸収段階

高価格 で も売れ .6
市場向 け販売

市場規模拡大 で 他 の製品 に
参入企業増大
吸収

軍事分野
ル
ショ
プロフェッ
ナ

パ ソコン

プ リンタ
デ ィスプ レー

このライフサイクルモデルに於 ける第一段階、遅 くと も、第二.段 階 か ら)参 入 し′
て業界標
準 を勝 ち得 な ければ儲か る事業 にす ることは出来 ないc第 二.段 階で業界標準 が決定す る。
第四段階か らの参入 で儲 か らな いのは、業界標準 の リーダ ー企業 に収益 が集中す るか らで
ある。

(2)起 業家精神育成 で ニ ッチ市場進 出
オ ープ ン市場 で協業体制 が進めば技術的 な差が小 さ くなる。更 には、他社 の先端技術 で
も容易 に 自社製品 に組 み込む こと も可能 になる。 こうした世界標準市場 で製品の競争力を
高 め るには利用者 の動 きを先 に察知 して 、少 しで も早 く製品化す る必要 がある。製品化 の
速度を高 め るには、仕様 の決定や利用す る技術 の選択 など、一 つの製品を完成 させ るまで
に発生す る意思決 定 の速度 を大幅 に短縮 tノ な ければな らな いの組織 の規模 を小 さ くし、 グ
ループの全員 が情報 を共有 してお く必要がある。
1994年 8月 に 日本

IBMが 設置 した コ ンテ ンツ ビジネスの推進部隊であるNII事 業部

で も起業家集団 としての活動 が前提 であ る。 NII事 業部 はアメ リカ IBMが 先 に設置 し
た NASDAの

日本版 である。すべての検討事項 を10日 以内に決めると宣言 している。組

織 と して の行動を基本 と して きた 巨人

IBMで さえ、起業家集団を 目指 し始 めてい る。

こうい う動 きを一歩進 めたのが社内ベ ンチ ャー制度 である。 「君 が社長 だ」をキ ャッチ
フレーズに1988年 に導入 した富士 ゼロ ックスが先駆 けである。 そのほか 、NECが 1992年
に、富士通がハ イ リスク・ ハ イ リター ン型 こ)社 内ベ ンチ ャー制度 を1994年 6月 か らス タ ー
トさせた。富士通 にとって、 この制度 の狙 いは.起 業家 に新tい 分野を切 り開 いて貰 い、事
業領域を迅速 に拡大 して行 くことにあ る。我 が国 では種 々の規制 の ためにベ ンチ ャーが生
まれ難 い。 そ こで富士通 が単独 でやれ る範囲でアメ リカのベ ンチ ャー と同 じよ うに リタ ー
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ンが得 られ る仕組みを準備 して起業家精神 の ある人達 と手 を組 んで行 こ うとい うもので あ
る。具体的 には運転資金 の援助、会社設立・ 運営 の事務手続 き支援、そ して成功 の暁 には
起業家 の持 ち株 を買 い取 ることでキャ ピタルゲイ ンに相当す る利益を保証す る。起業家 は
富士通を退職 し、独立 して行動す る ことが最低 の条件 である。 リスクを背負 い、ハ ング リ
ー精神 に燃え なけヤ
lば 成功 はおぼ つかないか らでよ)る 。第一弾 と して、今年 11月 にオ ープ
ンシステム対応 の ソフ トウ ェア開発 とネ ッ トワー ク機器製造 の二つの新会社 が発足す る。
富士 ゼ ロ ックスも提案者 の 出資比率 を10%か ら大 幅 に弓￨き 上 げる方針 で、 日立 も富士通 に
近 いハ イ リターン型 の制度 を検討 している。
こうした社内ベ ンチ ャー制度導入 の背景 には、規模 が大 き くなそ)に つれ 、社内の保守化
が進み 、社員 の起業家精神が萎えて きた ことへ の危機感 がある。組織が肥大化 し、業界 の
変化 についていけな くな る。 ニ ッチ市場 に進 出す るには社内の了解 が 得に くくなる。新規
事業 の芽 が生 まれず、次代 を担 う商品 を開発 しよ うとす る意欲 も乏 しくな って来 る。 この
流れを くい止めるには、起業家精神 を、 もう一度育 て直す必要 がある。

(3)情 報装備 で顧 客 サ ー ビスの生産性 向
今、オ ープ ンシステムの業界 で は、 自らの生み 出 した膨大 な製品 のサ ポ ー トサ ービスが
苦境 に立 っている。製品 の品揃 いに比例 してサポ ー トエ数が増加、スキルの あるシステム
エ ンジエ アの採用・ 育成 が追 いつ かな い。
マイクロソフ トでは、 そのために かねてか ら準備 を進めて きたサポ ー トの有償化を19
.、

95年 1月 か ら正、
式 にスター トさせ る。今回 の有償 サポ ー トは、既 に、 アメ リカのマ イクロ

っている。オ ープ ンシステノ、
ソフ トが行‐
各社 が、 これに追従す るのは必須 である。
顧客 サ ー ビスの徹底 は ビジネスの成功 の原点 と言 われ る。その ためには仕事 の流れ、即
ら、 ビジ ネスのプロセスを抜本的に見 直す必要 があ るご も 、新 しい仕事 を始 め ると した
lノ

ら、どう処理す るのが最善 か、 とい うかた ちで業務 の あ り方 を徹底的 に見直す。例えば、
エ ンジエ アが ユーザ ーか らの信
システ∠、
E話 の質問 に対 し、 10分 間 で答 え るの と、スキルが
な くて一旦 、電話 を切 って調 べてか ら 3時 間後 に答 えたの とでは、 この両者 には単純 に比
―ザ ーの満足度 は、 10分 間 で回答 で き
較 して も約 20倍 の生産性 の差がある。顧客 であるユ、
た方 が格段 に高 いことは言 うまで もない。顧客 サ ー ビスの効果 とい う面 では。
、 もっと差異
があるか も しれない。 この場合、生産性 の差異 は スキノか ら未 ■
1い る。現場 の人間 の賢 さ
L′

・ 知識・ 経験 そ して創造性 は業務 を飛躍的 に改善す る最大 の要件 である。 その解 は情報装
備 によるノウハ ウの流通 である。
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(4)情 報技術 の活用 で組織 の肥大化対策
・
アメ リカの 自動車産業 は、我 が国のメー カー との合弁事業 で学 んだ リエ ンジニ ア リング
で生産性 "品 質管理共 に 日本車 との差 はな くな った。む しろ、開発 プロセスは我 が国 の企
業を凌 ぐ情報技術 の利用 と発想 の転換 で大幅 に新車開発 の期間 とコス トを削減す る ことに
成功

Lノ

たo

我 が国 の企業 は情報技術 の利用 があま りに もア メ リカ企業 に比 べ遅れている。 リエ ンジ
エ ア リングは情報技術 を活か して画期的 な ビジネ スプロセスに作 り直す ことである。即 ち
、 21世 紀 に向 けた企業再生 の シナ リオは、情報技術 を経営基盤 に した企業組織を作 り上
｀
げて しヽくこと￨こ ほかな こ)ず Iい 。
企業組織 の規模 の増大 に従 って 、組織内部 の調整 に要す るコス トは増大す る。その反面
、組織内 に業務を取 り込 んでいるだけ、社外組織 との調整 コス トは減 る。垂 直統合型 の大
企業 は社 内の根回 しや会議 は典型的 な内部調整作業 であ り、情報技術 の利用 によって、 そ
の内部調整 コス トを引下 げる ことが着眼.点 である。一方、小 さな組織 の集合 では、ひとつ
一 つの組織 における内部 の調整作業 は′
小 さいが 、相互関係を調整す る外 部調整作業 は増大
す る。 このよ うに分社分散 は業務 の多重化 を した らサ。 これ も情報技術 を活 用す ることに
よ り、情報収集 コス トや コ ミュニ ケー シ ョンコス トといった形 で コス トを減少 させ ること
がで きる。組織 の分割 は、
情報技術 の活用 で促進 され得 る。組織 の大 きさは内部調整 コス ト
と外部調整 コ ス トの トレー ドオ フで決 まるが、情報技術 は、 その トレー ドオフの点を変 え
ことがで きる。即 ち、情報技術 は内部調整 コス トを下 げることによ り、大企業 で も市場
る、
指向の強 い小回 りの き く行動を可能 に し、且 つ、 その規模 の大 きさを活か し、グローバ ル
な強 いオペ レーシ ョンを可能 にす る戦略 の実現 が期待 され る。
□情報技術 の活用 と組織 の適正規模
︱ 高 い含 コ スト ← 低 い

←外部調整 コス

―小

←

組織
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⇒

今、大企業 を中心 にグループウエ アの導入 が盛んである。 これ はグループウエ アの もつ
電子掲示板・ 電子会議・ スケジュー リング・ 文書蓄積・ 検索 などの機能 が グループでの仕
事 の支援 に有効 であるか らである。 一方、情報技術 で外部調整 コス トを減 らす ことによ り
、組織を大 き く統合す る ことな く、小 さな組織 は、それ らの持 つ小回 りの き く良 さを活か
しなが ら、全体 の協調 を促 し、無駄を省 く効率的 な企業集団 のオペ レーシ ョンを可能 にづ
る。標準化 の進むパ ソコ ン業界 で は、多数 の小企業 の集合 が、その全体 のスケール メ リッ
トを活か し、ハ ー ドウエ アとソフ トウエ ア両方 の コス トを内部調整 コス トと外部調整 コス
ている。
トを引 き下 げる ことで低価格 な製品の市場 へ の提供 を実現 ′
t′

(5)コ ンピュータメ ーカ ーの 目指す道
1990年 代 に入 って、世界 の コ ンピュー タ業界 が大 き く揺 れて い るc業界 の 巨人 として君

臨 して きた

IBMを 始 め、 ミニ コ ンの DEC、

パ ソコ ンのア ップ ルなど、 これ まで独 自の

コ ンピュータの世界 を築 き上 げて きた企業 で さえ、 この地殻大変動 の なかで安穏 と して い
られな くな った。富士通、 NEC、 日立 などの国内 メ ーカ ーにおいて も事情 は同 じである
。 ただ、問題 なの はユ ーザ ーニ ーズの とらえ方 の仕方 が各社 によって大 き くことなる点 で
ある。 これか らは企業戦略・ 事業展開が企業成長 の分岐点 となるに違 いない。
メインフ レーマ は、既存 のマ シンと新 しいオープ ンア ーキテ クチ ャのマ シンとを並列的
に ビジネス展開す る。 い くらダウンサイジングが進んだか らといって既存 の メ インフ レー
る。
ムが消 えてな くなるので はな く、企業内で新 しいマ シンと結合 され、 システム化 され′
これ と平行 して、異機種である各 メーカーの コ ンピュータ同志 の接続 も、 どん どん進め
｀
られ る。その走 りがパ ソ コ ンLANで ある。一社 だけでな く、どの メーカ ーのパ ノコ ンと
も接続 が可育ヒとな ってい る。 これか らはパ ソコ ンだけでな く、ネ ッ トワークを通 じて、 ど
の メーカ ーの機種 ともア クセスが可能 とな る。国際標準 はもっと進み、 「マルチベ ンダ ー
環境」が確立 され、 コ ンピュータ産業 の構造 自体 が大 き く変 わ って来 る。
まで の 自
こ う した コ ンピュータの利用環境 の大 きな変化 に対 して、各 メーカ ーは、 こね′
開発
社 の オペ レーテ ィ ングシステムを見直す と同時 に、今後 の オペ レーテ ィ ング システ ヱ、
を何処 までや るのか とい った開発戦略 の見直 しと製品 の OEM供 給 など、 い くつかの提携
を含 めた選択 を迫 られて いる。
一社 が何 か ら何 まで製品開発す る ことが難 しくな って きた。 ヨ̀― ザ ーのニ ーズは多種多
様 で 、膨 らむ一方 である。 ニ ーズが激 しく変化す るなかでは、経営 のス ピー ド化が要求 さ
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れ る。 この ことを裏付 けて い るのが製品 サイクルの短縮 である。
これか らの企業 は、極 めて安価 で性能 の高 いハ ー ドウェアを材料 と して、新 しいアプ リ
ケ ー ションを開発・ 供給 し、新 たな コ ンピューテ ィ ングパ ラダイムを開発・ 支配 L、 更 に
、販売・ 流通やイ ンテ グ レー ションの専門知識を集 め、顧客 に対 して持続性 のある影響力
を及ぼす。企業 の戦略的 な 目標 が コ ンピュータの製造 であ ってはな らな い。 コ ンピューテ
ィ ングの恒久的 な価値 を創造す る ことを 目標 とすべ きである。今 のパ ソ コ ンソフ トウ ェア
の トップ企業 であるマ イクロソフ トはソフ トウェア開発 企業ではな く、む しろ コ ンピュー
タ企業 なのである。実際 にマイクロソフ トのMS一

DOSや Windowsは

世界 の コ ン

ピュータ業界を支配 して い る コ ンピュータブラン ドである。
これはアメ リカの コ ンピュータ業界 が 、世界市場 において半導体 シェアの減少、 日本製
パ ソコ ンの進 出などに対す る危惧 か ら来 ている。 しか しなが ら、 この ことは東南 アジアの
低価格製品 に押 されて い る我が国 にとって有効 である。今後 は コ ンピュー タを製造 しない
メ ーカ ーが増 えて くるとい うことであ る。ハ ー ドウエ アの値段が年 々低下す るなかで は収
益性が悪 くな り、採 算的 に も開発・ 製造 コス トとが見合 わな くなることを示唆 している。
実際、我 が国 において も、既 に、 その現象が出始 めている。具体的には、パ ソコ ンの収益
率 は年 々低下 の一途をたど っている。 メーカ ー同志 の激 しい競争 によ る値 引 き合戦 と量産
化 によって 、既 に、撤退す るメーカ ー も出始 め、 oEM供 給 を中心°
とした 「コ ンピュータ
レス コ ンピュータメ ーカ ー」へ の脱皮 を図 って行 くことが求 め られて来 た。
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