
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 が々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 IB

Mからシェアを奪 った。 L′ 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

ションの新 ヒ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 7_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

年から10年へと短縮され′ているように思 .え る。

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

功 した企業にとっては、既存の顧客ベースさを満足させ続けることが企業としての最重要課

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―_旦、導′ヌ、したハー ドウエア上につくられた後、長い時間かけて進

化 ヒノていき、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

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

ち上げたサンマイクロシステノ、ズに共通 していえるのは、ゼロからスター トtノ て新 ヒ″い顧

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

去の成功経験はあまり役に立たず、結局うまくいかない。こねノが過去に繰り返されてきた

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 ノヽクもJ_―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。

□価値連鎖構造の変化
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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′ているが、パソコ

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。

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 ノ`コン

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 L′′た。大手

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(、

物

流
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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。

アプリケーション 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

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

アプリケーションの豊富さで が増大

(好 循 環 )
顧客の増大で

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 lノ ても決 して儲

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tノ う`時代になった。

アプリケーション

インストルヘースの規模でアプリケションの開発が増大
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ロコンピュータソフ トウェア製品のライフサイクル

③市場離陸段階

技術の可能
性を検討

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。

②特定領域商品化 ④コモディティ段階 ⑤吸収段階

高価格でも売れ.6

市場向け販売

軍事分野

市場規模拡大で
参入企業増大

パ ソ コ ン

プリンタ
ディスプレー

他の製品に
吸収

プロフェッショナル

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

ソフトが行‐っている。オープンシステノ、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lノ 、新 しい仕事を始めるとした

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、

システ∠、エンジエアがユーザーからの信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

較 しても約20倍の生産性の差がある。顧客であるユ、―ザーの満足度は、10分間で回答でき

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L′ から未■1い る。現場の人間の賢さ

・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

る、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

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

―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

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′′ている。

(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

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′る。

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。

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′までの自

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、開発

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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