了.オ ープ ンシステム時代 の競争優位戦略

(1)ソ フ トウエ アによる真似 られない製 品戦略
我 が国 には有史以来、外国 のモ ノをいち早 く取 り入れ、 それを真似 た優 れたモ ノ́によっ
て武力・ 権力を維持 しよ うとい う考えが引 き継がれて来 た。 これが後発者 にとって 、最 も
手 っとり早 いキ ャッチア ップの方法 であ り、最 も安易 な権力維持 の方策 であ ったか らであ
る。 コ ンピュー タ産業 の国産 メー カー も、海外 の有力企業 と提携 して技術導入を図 って来
′
た。 NECが ハ ネ ウ エ じ
、 日立 が RCA、 東芝 が GE、 沖電気がユニバ ックと技術提携 し
.ノ

た。唯一、提携相手 が見 つ か らず純 国産 で通 したのが富士通であ った。 その後 の富士通 の
よる技術 の蓄積 が今 日に結実 している。
道 は平坦 ではなか ったが、その時 の努力 にく
しか し、現在 で も、そのモ ノマ ネ意識 は抜 けて いない。企業 も効率 よ く自社 の競争力を
つ けtる ために、や はリモ ノマネによ って他社 の技術・ 市場・ 経営管理 の方法 を、す ぐ導入́
しよ うとす る。導入 によ って導入 したモ ノよ り 「ち ょっと安 いモ ノ」を作 り上 げて来 た。
これ と同様 の行動 で 、我 が国 を追 いか けて来たのが NIES、

ASEANの

後発企業 であ

る。 コス ト競争力で勝負 出来 な くな った我 が国で競争優 位を保 つ には、 この 「真似 られな
い強み」が特 に重要 であ る。 これを持 つ ことが企業 の個性化 の中心的課題 である。
競争者 に真似 られな い特性 は、物的 な モ ノよ り人的 な ものの方 が強 い。 いわゆる、ハ ー
リたソフ トウェアは真似 られな い。
ドウ ェアよ リソフ トウ ェアの方 が強 い。人間が絡み合 プ
例 えば、任天堂 の 「フ ァ ミコ ンJが ある。真似 られな いノウハ ウの入 った強 みを多品種・
少量生産 に生か して、現在 の個性化・ 多様化時代を生 き抜 さ、 NIESか らの追 い上げを
、
かわそ うとす る企業が増えて来 た。 コ ンピュー タ産業が メイ ンフ レー∠
か らオープ ンシス
テ ムに移行す る時代 で は、Windowsな

のハ ー ドウェ
どに標準化 されたパ ソコ ン中′
己ヽ

アになると製造基地 はNIESに 集中 しつつ ある。 IBMを 始 め とす る欧米や我 が国 の コ
ンピュータメーカーはハ ー ドウェア中心 の ビジネ スか らソフ トウェア中心 の ビジネスヘ と
戦略転換を始 めた。

(2)ト ータルソ リュー シ ョンによる差 別化製品戦略
競争優位 の ポジシ ョンを得 るために、 コス トリー ダー シップ・ 差別化・ 集中の三つの基
本戦略 をあげるが、 これ らの底 にある もの は他社 との差別化 であ り、更 に、 もっと突 っ込
んで考 えれば他社 に真似 られな い特性 である。集中 によ って他社 に真似 ら)ね ′
ない市場 を作
る。 コス ト削減 によって他社 に出来 ないよ うな低価格 で販売す る。差 別化 した機能 によ っ
て他社 に真似 られな い製品を作 るのである̀)た だ、 この真似 られない強 みは、単独 ではな
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く、絡み合わせた り、 それに人的要素 を組み込 ませた りして強化す る ことが重要 である。
これが他社 に真似 られな い強 みであ り、個性化である。
コ ンピュータ業界 が一斉 にオ ープ ンシステム化 の戦略 を と った ことによ り各企業 の差別
化戦略 とい うものが 問題 とな って きた。 これまでの コ ンピュータメーカ ーは独 自の オペ レ
ーテ ィ ング システ ム・ ア ーキ テクチ ャを中心 に製品開発 を進め、販売 して きた。 ここへ来
て、

IBM・

Lヽ とした大手
富士通・ NEC・ ユニ シス・ DECな どの メイ ンフ レームを中′

コ ンピュータメーカ ーは、相次 いでオープ ン化を推進 しつつ ある。 これ らの メインフ レー
マ は、オ ープ ンシステ ムを前提 として トータル ソ リューシ ョンビジネ スとい うもの を打 ち
ノ
ているcこ れ は競争相手 の製品で もユ ーザ ーが希 望すれば システムの 中 に組 み込んで
出ヒ
い くことで 、 自社製品 だけで システム構築 が 出来 た時代 の終焉を意味す る。
富士通 で は、今回の不況 を契機 に、ユーザ ー はオ ープ ンシステムの世界 に真剣 な眼差 し
を向け始 めた。本格的 なオ ープ ンシステムの時代 がや って来 るとすれば、 これまで富士通
が築 き上 げ て きたプ ロプライエ タ リ (独 自仕様 )世 界 の ビジネスが先細 りになることは必
須 である。 この環境変化 に富士通 が 目指す解 は 「オ ープ ン時代 の ソ リューシ ョンプ ロバ イ
ダ」へ の脱皮 であ る。 自社製品 にこだわ らず、必要 があれば他社製品 も活用 して、ユーザ
ーの求 め る情報 システムを提供す る。そ こで強 み となるの は、多 くのユーザ ー先 で蓄積 し
′フ トウェアサー
′
て きた システムエ ンジ.エ アの業務知識 とシステム構築 ノウハ ウで ある。 ヽ
ビスビジネスをハ ー ドウェ.ア ビジ ネスか ら一 本立 ちさせ るなど、
ぅ富士通 は将来 を見 据 えて
着実 に布石 を打 ち始 めた。 そのひとつが 1994年 3月 23日 、オ ー プ ンシステム企画立案 サ ー
ビス 「scoP/oPENframcwork」

の提供 であ る。 自社製 のハ ー ドウェア とソフ トウェアにこだ

ている。 メー カー独 自製品 の場合、 メー カー 自身 が最適 な
わ らな いことを全面 に打 ち出 しノ
製品の組 み合わせ を提案す るのに対 し、オ ープ ンシステ ム になるとユーザーが選択 の主 導
権を握 る。

L′

か し、富士通 は 「ユーザ ー は 自社 の システ ム要件 に最適 な組 み合わせが何 か

とい う意思決定 を出来ず に困 っている」 と認識 してお り、そ こに 目を付 けたのが、今回の
サ ー ビスで ある。

(3)ユ ーザ ーニー ズの変化 に対応 した製 品戦略
ノ
ている ものではない。絶えず競争者・ 技術革新・ 政治・ 経済・ 国際関係 の
強 みは固定 ヒ
変化・ ユーザ ーニーズの変化 によって変わ って来 る。 その中で最 も重 要 なのはユー ザー三
.

―ズの変化 であるc製 品がコ、
―ザーに売れなければ、全て の強みは意味をな くして しまう
か らであ る。絶 えず 自社 のユーザ ーニーズの視点 か らチ ェ ックして行 く必要 があるの職能
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わせて製造・ 研究部門が続 けば
別組織を持 つ企業で は、営業部門の発言が強 く、 それに合・
比較的問題 は少 ない。 ユーザ ーニーズが重 視 されて い るか らであるの ところが現在 の企業
は事業部制組織 が多 い。 このよ うな場合、事業部間の調整 が非常 に難 しい。 ユーザ ーニー
ズ、営業重視 とい う考えで調整出来 ないか らであ る。ある特定 の事業部 の主 張 が競争 ポジ
ション・ 産業魅力度 か らみて望 ま しいな らば優先 させ る。全社的戦略 と事業部 の主 張 とが
相衝突す るときに、事業部 の主張が長期的にみ て明 らか に有効 な らば全社 の経営 目標 を修
工す る。その主張が、その事業部 の効率性 か ら来 るもので あれば、その主張 は通 さないと
い う全社的なポー トフ ォリオチ ャー トで客観的 にチ ェ ックす る必要 がある。
これまでの情報 システ ム開発 は、ユーザ ー企業 のなかの情報 システ ム部門を中心 に、 ど
ち らか と言 えば密室的 に行 われて きた。特 に、 そ うした閉鎖性 が意識的 に作 られた訳で は
ないが、周囲が コ ンピュータに対す るア レルギーがあ り、煙 たい存在 と して遠 ざけて きた
ことに も原因がある。 しか し、今後 、 コ ンピュー タに関す る知識 を もった経営者 が多 くな
り、 コ ンピュー タの経営戦略的 な利用 か ら情報 システム部門の位置付 けが変わ って来 るに
つ れて 、情報 シヌ、
、
テと
開発 の方法 や利用 について も、 もっと開かれた世界 に変身 して行 く
もの と予想 され る。
情報 システム開発 については、我 が国 の情報 サ ービス産業が遅れて い るので はな く、市
■―ザ ーである。我が国 のユ
場 が未発達 なのである。市場をつ くるの は、言 うまで もな く、
ーザーは依然 と して ソフ トウ ェアに対す る認識 が低 く、 それが市場 の成長を阻害す る要因
L― ザ ーはソ17ト ゥ ̲∴ ァの利用 に関 して リスクと リター ンを きちん
にな っている。欧米 の 二

と、取 ろ うとい う姿勢 がある。 リスクを負 う代わ りにソフ トウェアに対す る要求 も厳 しい
。新 しい良 い ソフ トウェアを積極的 に導入す オば 自分 の評価 が プ ラスになるか らである。
1′

■
̲― ザ ーは何処 かで使 わね′
ところが、我 が国 のご
た実績 がないと相手 に

Lノ

ない。

ユ ーザ ーが製品を育 てた例 の代表 に C FL Dシ ステムがある。富士通 の 2次 元 CADシ ス
テム 「ICAD/MX」 は海外 で販売を始 めた1993年 末 か らの半年 ほどで 、既 に、欧米 の大手製
造業 3社 に 120本 を 出荷 した。 リコーの 3次 元 リソッ ドモデラ ー「DESIGNBASE Iも 海外 で
ている製品である。 1991年 か ら海外 へ の販売を始 め、 アメ リカのエイ ド
広 く受 け入れ らわノ
ラやキ ャダム システムな どの有力 CADベ ンダ ー10社 以上 とライセ ンス契約 を結 んでいる
。我が国 の製造業 が徹底的 に使 い込 んだ ことが CAD製 品 の水準 を引 き̲Lげ た ことは確か
、
のユ ーザ ーが育てた製品 の例 に 日本
である。金融・ 証券 などの大規模 オ ンライ ンシステヱ
ユニ シスが 開発 した運 用管理 システム 「 10F」 がある。現在 で は海外 で約 600本 が稼働
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L′

■―ザ ーが最 も進 んでいたか らであ
ている。運用管理 の技術 は我が国 の メインIア レ ーム」

る.今 後 メイ ンフ レームがデ ータベ ー スサ ーバ ーの役割 を担 ってい くにつれ、分散す る複
数 のプラ ッ トフ ォームを統 合 して管理 す る必要性 は更 に高 まる。我 が国 の技術 が貢献 で き
る有望分野 の一 つ である。

(4)自 社 の強みを生 か した製品戦略
競争優位 の経営戦略 を経営者 が策定す る場合、今 まで の 自 らの強 みをな るべ く活用 しよ
うとす る。 いわゆ る従来 の技術・ 設備 などの強 みを活用 しようとす る生産関連多角化、従
来 の販売促進力・ 販売 チ ャネルを活用 しようとす る販売関連多角化 などはその例 である。
ぃ技術的要因 壱重 視す る企業が多 くな って きた。 これは我 が国 の経営
我 が国 の経営者 は、
1・

者 が企業優位 の事業地位を取 り続 けるには短期的 な財務的・ 経営的 な ものよ り競争優位 の
根元 とな る科学技術力 に注 目す るようにな って きたか らである。事実、環境変化要因 と し
て技術的要因 を重 視す る企業 は明 らかに業績 がよ くな ってい る。 メー カーの多 くは製品領
ノよ うとす る。 N
域をその ままに して、その技術力 の更 なる強化 によ って環境変化 に対応 ヒ

ECで は非価格競争力を もった製品 をできるだけ省力化 した工場 でつ くる こと、 3次 産業
一になることであ
で武装 された 2次 産業 、即 ち、2̲5次 産業 の エ レク トロニ クスカ ンバエ。
る。即 ち、 コ ンピュー タ技術 の強 みの更 なる強化・ 拡大 による環境適応を主張す る。
ノウハ ウであ る。 これは欧米 で開発 され
我が国が世界 に誇 る最大 の技術 が 2バ イ ト化 の ノ
た コ ンピュータ技術 を国内で利用出来 るよ うにす るために散 々苦労

l′

て きた漢字化 σ)問 題

である。 ところがア ジア市場 には、 その経験 は強 み と して生かされ る。ア ジア司〒
場 は我 が
国 のす ぐ隣 にあ り、ア メ リカ市場 よ りも広大 になる可能性 を秘めて い る。既 に、 日本 DE
′ウハ ウを 世界 に発進 している。今後 は国内で開発 した
Cや 日本 ユニ シスは 2バ イ ト化 の ノ
製品がア ジアで使われて世界 に広が ること も十分 に考 え.ら れ る。アジア市場 で利用で きる
ソフ トウエ ア も登場 し始 めた。 その一 つ にNECが 1993年 か ら中国市場 で営爵ミ
展開を始 め
た地理情報 システム 「Mapview Ⅱ」がある。 1993年 夏 に現地 の科理工技術企業集団 とVA

R契 約 を締結 、同年 12月 に初年度 の販売分 と して65本 を 出荷 した。 2年 目は

120本 、 3年

画 であ る。
目は 170本 を販売す る言十
)る 。ttI、 松下電産 はその
L■ Э強 さは有名 であ
販売面 で は、松下電産 の家電 の販売 チ ャネノ

チ ャネルを活用 して一 時撤退 した コ ンピュー タに復活 をかけて い る。時代 も製品の 中心が
メイ ンフ レームか らコモ デ ィテ ィ化 したパ ソコ ンが 中心 にな って松下電産 に追 い風 が吹 い
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ている。富士通 は、 18,000人 の システ ムエ ンジエ ア

(SE)集 団 を販売戦力 に活用 しよ う

と して い る。そのために全国都道府県 に設 立 した SE会 社 に富I士 通本体 の営業部門や既存
デ ィー ラと競 合す る営業権 を与えた。 シヌテムエ ンジエ アの力で ソフ トウエ ア中心 の差号1
化戦略で拡販 しよ うとす るもので あ,る 。

(5)経 験効果を活 か した コス ト競争 による発想転換戦略
発想転換戦略 の典型的 な例 として ソニ ーの戦略転換 があげ られ る

̀、

ソニー は数年前か ら

戦略を根本的 に変 えた。それまでは何か新 しい技術 の部品がで きると、それをキ ーコンポ
ーネ ン トに して、それを中心 にいろいろな製品をつ くり、その製品を売 っていた∩ その部
品技術 について は特許を とり、他社 に真似 られな いよ うに製品の 中 に内蔵 していた。 しか
し、現在、競争大企業 は殆 ど同 じ技術水準 を も ってい るか ら製品が発売 されれば、 そね′
を
‐ rて しまうよ うになった
。
購入 し、分解 し、特許 に触れ ないよ うな同 じような部品 を つく―
そ こで技術開発 した部品 を単体 で 、そのまま競争企業 に積極的 に売 る す ると競争企業 は
̀〕

自 ら開発す るよ り安 くつ くか ら、 どん どん買 う。 ソニー はスケール メ́リッ トで原価 が下 が
り、価格 を下 げ られ、益 々、競争企業 は価格 で真似 られな くなる。 この (其 うにソニーの強
みの 中核を技術力 か らコス ト競争カヘ完全 に転換 した。 スケ ール メ リッ トは経験効果 によ
って トー タル コス トが大 きく左右 され るか らである。 とすれば、取 るべ き戦略 は競争企業
よ り早 く経験を累積す る戦略 を採用すべ きであるとい うことで ある。 このよ うな戦略 は究
極的 には競争企業 に対 し最大 のマーケ ッ トシェアを獲得す ることを至上命令 となる。
ロ マーケ ッ トシェアを拡大する ことの優位性
小︱ ︱ コ ス ト ー ⁚ ｏ

B社

験 (マ ーケ ッ トシェア)

この傾 向 は、企業間のtt術 力 が均衡 してい る現在 の 一般的 な戦略 とな りつつ ある。 コ ン
ピュー タメーカ ーでは、特 に、ハ ー ドウエ アのキ ーコンポーネ ン トが半導体 であ り、その
ることか ら先発競争企業 の半導体部
半導体 の コ ス ト競争力が スケールメ リッ トに左右 され′
品を使用す る企業 さえ現れて きている。 そ して今後 の製品開発 は半導体部品 の標準化 によ
る共 同開発 でハ ー ドウJ̲ア をつ くる こととな り、企業間競争 !.1お け る製品 の差別化 の ポイ
ン トとしての ソフ トウエ ア技術 の重要性 はいよいよ増す ばか りである。
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(6)ポ ー トフ ォ リオによる製品戦略
マーケ ッ トシェアを拡大す る ことは膨大 な資金 を必要 とす る。与 え られた資金 の範囲 で
如何 に して最適 な資源配分 をす るか ということは企業戦略 の根本 であ る。 このための戦略
計画 の基 本的 な手法 と してポー トフ ォリケ

(PPM)が ある。

□ PPM手 法による製品戦略
市場成長率
(参 入 )―

(撤 退

)―

金

の

な

る 木

高成長率・ 高 シェアの 「花形商品」 はシェアが高 いため、利益 率 が高 く、資金流入を多
くもた らすが、成長 のための先行投資 も必要 とす るので、短期的には必ず しも資金創 出源
とはな らない。長期的 な成長率 の鈍化 につれて 「花形商品 」は 「金 のな る木」 とな り、次
の 「花形商品」を育成す る資金源 となる可能性 を秘 めている。
低成長率 6高 シェ.ア の 「金 のな る木」はシェアの維持 に必要 な再投資 を上 回 る多 くの資
金流入を もた らし、資金を支 出す る他 の戦略事業単位

(SBU)の 重要な資金源 となる。

高成長率・ 低 シェアの 「問題児」 は資金流入よ り多 くの投資を必要 とす る部 門で、企業
は、 これを積極的 な投資 によって 「花形商品」 に育成す るか、それ とも放 置 して 「負 け犬
」の ままでポー トフ ォ リオか ら肖J除 す るかの、どち らかの戦略をとる。それは企業 が、 ど
れだけ投資をすオ ば シェアが拡大 で き、競争優位を改善 で きるかによ っている。
1′

低成長率 。低 シェアの i負 け大」は、収益性 は長期的 に低水準 に置 かれ るが、市場成長
率 は低 いため資金流 出 は少 ない。従 って好況期 に トップ企業が高価格政策 を採 るよ うな場
合 には資金源 とな り得 て も、不況期 には資金:源 足 り得 ない。

SBUは ライフサ イクルを もち、マ トリックス上 を経時的に移動す る。多 くは 「問題児
」で出発 し、功成 り遂 げれば 「花形商品」 とな り、成長率 の鈍化 につれて 「金 のな る木」
とな り、最後 には 「負 け犬」 となる。従 って企業戦略 の要諦 は 「金 の なる木」か ら十分 な
資金を得 て 、 「問題児」を 「花形商品 Jに 育 て ることである。
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