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はじめに  
国際的な工業化の進展で技術革新が停滞している

場合、経済的には需要の高止まりもあり、しかも産業

の移転から企業規模の縮小は避けられない。我が国経

済の根本問題は急速な発展途上国への技術移転と産

業の移転に依ってもたらされた製造業の基盤喪失で

ある。 
本稿では、如何にして衰退化しているとも看做され

る我が国の産業競争力を回復できるのか、1980 年代
に米国が我が国や欧州との間での国際競争力が毀損

した時代にどのような考え方で一体何を決断し、今日

に至っているのかを比較しながら、検討してみたい。 
 
米国の産業競争力回復戦略との相違を注視して独

自戦略を構築  
日本経済の構造問題を解決する為に再度、米国と日

本とが貿易摩擦を起こしている時期に対応して、米国

で検討された産業競争力の回復の為の諮問員会であ

った通称ヤングレポートと対比して空洞化対策を練

ろうとする動きがあるが、そのインパクトが今一つ迫

力を欠く原因は、当時の米国の経済事業と今日の我が

国が抱える国際状況とが大きく乖離していることで

ある。 
つまり米国の貿易赤字は日本などからに輸入の増

大がもたらしていたのだが、今日の我が国の産業空洞

化は、輸入増加に依る貿易赤字ではなく、我が国産業

の国際移転が原因であるからなのである。当時の米国

は貿易赤字の原因となる我が国などの通商上の不公

正を問題として取り上げることができた。しかし産業

移転の 大の国々である中国、韓国そして台湾との我

が国との貿易収支は、我が国の輸出超過であり、これ

らの国々の為替や発展途上故の低賃金での問題は、我

が国への輸入が増大していることではなく、正に米国

や欧州を顧客にした国際競争上の競争なのである。従

って当時の米国が日本からの輸入製品が不当競争で

あると認定して数量規制、アンチダンピング規制そし

て米国品の輸入促進を強要するという戦術で通商交

渉をするという訳にはいかないという、大きな相違が

ある。 
しかし明らかに中国の人民元も韓国のウォンも通

貨が安過ぎる点に起因して、その結果、急速に我が国

の輸出競争力が劣化した。さて北京政府の産業政策は

輸出力に依存しているが、欧米とは通商摩擦の厳しい

交渉に曝されている。つまり我が国の 1980 年代とあ
る種、状況は酷似している。従ってプラザ合意があっ 
た 1985年の、その 1年前に日本が決断した為替管理 
 

 
法の撤廃に関して、その経緯や帰結について、政策研

究を行っている、とみられる。つまり人民元の国際的

通貨価値や通貨圏の構築を巡って、通貨管理の撤廃を

どうすすめるか、そのことに関する政策議論は北京政

府では産業政策上、 重要視されている課題であると、

推察される。 
一方、我が国では、1985 年のプラザ合意を経て、

主として組立産業の ASEANシフトが進み、米国の対
日貿易赤字はその後、急速に縮小することになる。だ

からといって米国の対日貿易収支が黒転する訳でも

なく、 終的な政治圧力が国内投資つまり公共投資の

増額要請となり、小渕内閣時代から今日に及ぶ我が国

の財政赤字へと突入した。それに加えて、発展途上国

でのクレジットクランチを梃子にして、国際決済銀行

の自己資本規制を引き金として、我が国独自の金融シ

ステムであった間接金融に影響を与え、その資金循環

が停止、発展途上国への投資も減額、投資金額を当年

の稼得資金の範囲内に絞り、負債に依存しない、所謂

キャッシュフロー経営という、成長の為の投資阻害要

因だけが残った。 
 
米国産業競争力衰退への対応戦略  
	 さて当時の米国は自動車、半導体、通信そしてエレ

クトロニクス機器などのハイテク製品では、主に我が

国の成長が著しく、ビデオ機器は日本の OEMに依存
し、競争原理を導入して強化しようとした通信分野で

も電子交換機の大半は我が国の技術に依存すること

となっていたし、通信機器の貿易収支は FAX が開発
できなかったこともあって大幅な対日貿易赤字を積

み増していた。 
	 製造業のこのような国際競争力の減退の問題は、雇

用にも大きな影響を与えたから、バイアメリカン政策

を推し進め、ローカルコンテンツつまり米国内での生

産を要求した。しかし例えば電子タイプライターなど

でも米国企業がメキシコへ生産拠点を移動するなど、

高い労務費を嫌っての米国離れが相次いでいた。特に

象徴的であったのはスーパーコンピュータで独走し

ていたクレーを抜き去り日本の富士通、日電そして日

立が挙って米国へ拡販を仕掛け、半導体搭載のコンピ

ュータでも競争に劣後するという危機感が蔓延して

いた。それは単にハイテク機器だけではなく、鉄鋼、

工作機械など製造業全般に亘って競争力問題が起き、

生産への関心が薄かった当時の米国産業では TQC, 
Just in Time、カンバンシステムなど我が国の生産管
理技術を学習すると言う状況でもあった。 
 

１、巻頭言     
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	 ハイテク品ではなかったが、欧州でも航空機の共同

開発、宇宙分野での追い上げも厳しく、米国の独り勝

ち状況は期待できない状態でもあった。勿論通商政策

に関して 301条、スーパー301条など通商制限的措置
を独自に導入、本来は相手国との通商交渉に委ねるべ

き政策もユニラテラルつまり自国だけで制限措置を

導入すると言う強引な障壁を構築していた。しかし以

下の如く貿易赤字は急増し、基軸通貨である米ドルの

信認にまで不安視され、1985 年には米ドルの約 40％
の切り下げを先進諸国間で合意するまでに至ってい

た。これをニューヨークのホテルプラザで調印式が行

われたことから通称プラザ合意と呼ぶ。現在に中国や

韓国での為替管理が通貨の国際的不均衡の原因だと

言う圧力にも屈し、前記したように、我が国は、プラ

ザ合意の 1年前には我が国が通貨交換を規制していた
（1）実需原則、（2）円転規制の 2 規制を撤廃し、通
貨の面での制約条件を調和することにも同意してい

た。 
	 図	 日欧との産業競争力毀損に依る貿易収支推

移  

 
 
	 このような事態において米国では産業界からの国

際競争力回復への提言を求めたのが委員長の名前を

冠して言うところのヤングレポートである。 
	 つまり（1）自国での競争力回復への努力、（2）貿
易赤字国との通商制限、そして（3）為替レートの調
整など広範囲の政策ミックスを導入して再生への挑

戦を断行した。その成果は図を見ても判る通り 1987
年を底に急速に貿易収支は改善に向かったのである。 
	 しかしこの事態で産業政策的視点での議論をして

いたあるシンクタンクでの産業再生目標は製造業の

再生で、特に産業素材の代表製品の鉄鋼と製造設備の

代表機器である工作機械産業の再生の目標にしてい

たのである。しかし 1985 年以降の政策の効果測定作
業では、いずれも再生の条件でもある周辺産業のトー

タルでの再生条件が未整備であり、製造業全体の再生

への試みを放棄した。 

 
	  
これに代わって検討されたのが軍事技術の開放政策で

あった。軍民共用技術を DUT(Dual Use Technologies)と呼

ぶが、この中に Internetやクアルコムの技術支配で有
名な第 3 世代無線通信技術の CDMA、ナビゲーショ
ンで多用している GPS,GIS などなどがある。米国製
造業の再生はサプライチェーン・マネジメントの開発

などシステム管理技術での再生手段の開発も加わり、

その後の世界の IT 産業の勃興とインターフェースの
標準化によるモジュール型生産そして、この仕組みを

活用した EMSの台頭への進化されていく。 
	 改めて 1980 年代の米国の産業基盤の再生の道程を
想起しながら、ある種、同様の産業国際競争力問題に

ぶつかっている我が国の政策を検討することにした

い。 
	 以下の表は、1980 年代に米国が決断した競争力強
化の為の政策と今日我が国が直面している競争力強

化の為になすべき戦略代替案とを、私的関心で強引に

整理してみたものである。 
	 抽象化すれば国際競争力の限界から、解決を迫られ

ているマクロ経済的問題は極めて類似している。しか

し相違点の欄で記載したように貿易の状況、競争問題

となる相手国つまり市場の相違、競争力が問題となっ

ている原因や現象等などは、決して同じではない。 
	 そこで競争力回復策として列記した項目を 3種類に
整理してみた。第 1は通商的基盤条件に関わる政策（薄
青色）と第 2は技術をベースとした戦略（薄赤）であ
る。そして第 3は、敢えて共通的要素として為替問題
（薄緑）に区分してみた。 

 

（注）U.S. Trade in Goods and Services 
	 	 	 By U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division. 

を加工した。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 

合
意 
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産業再生の為の 3 大基軸戦略の提案  
	 本稿では紙幅の関係で説明の精緻さを犠牲にして

いるので、別途の機会に詳述させて頂くとして、我が

国の今日の問題である競争力強化戦略について、3 つ
の視点で提案させて頂くことにしたい。 
（1）東アジア諸国との政策協議と協調 
その第 1点は、中国、台湾、韓国との総合的産業分

業体制の安定化を目標にした協調化への交渉が求め

られる。つまりこれらの 3国の貿易構造は我が国の輸
出とでサプライチェーンが完結する関係にあるから、

こと完成品に関しては競争関係にあるとはいえ、この 
為に中国の雇用が発生し、それが元になって需要の増

加に火が付いたのであるから、貿易構造面での調整機

能を相互に認識し、そのあり方と利益分配をめぐる調

整とは重要な討議課題となる。 
（2）為替管理の撤廃 
第 2点は、これらの国々の不公正は為替政策の修正

を迫ることである。つまりグロ－バルな経済活動の発

展途上国への事業移転に関する調整機能は、為替管理

の有無で交渉のスタンスが異なってくる。こと購買力

平価（PPP, Purchasing Power Parity）で現在の為替
レートを比較評価した場合、特に中国・韓国との為替 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レートは２倍前後の開きがあり、その為、日本での生

産コストは 2 倍以上に高い。仮に PPP と為替レート
が相関すると仮定した場合、その修正は意図的に行う

ことも可能だが、市場に委ねることもできる。為替管

理の撤廃は、1980 年当時の日米貿易摩擦の時代の円
ドルレートを巡る葛藤があった、その時期に近似して

いるのである。 
（3）競争力ある新規事業の育成 
第 3点は、世界的事業戦略上、我が国産業の国際的競
争力の強化策も、また事業成果も未だ手が着いていな

い分野が多い。例えば航空・宇宙・武器そしてバイオ

などのハイテク分野での国際競争に勝利する手立て

を積極的に打つということ、そして発展途上国で求め

られている発送電、水道などのインフラ事業などが挙

げられる。これらの事業分野での思い切った競争力の

強化策を採ることは、残された未開拓の市場である。 
 
	 特に第 1点と第 2点について付言しておこう。今日
我が国ではデフレ現象に対する経済改革面での関心

は高く、需要と供給とのバランスが問題だと指摘する

マクロ経済的状況がその原因なのかという命題であ

                      表 米国と我が国の経済再生戦略との比較 

  米国の再生戦略 日本の再生戦略の代替案 

共通点     

主要問題 産業の国際競争力 産業の国際競争力 

現象 貿易と財政の赤字・雇用 貿易と財政の赤字・雇用 

相違点     

貿易の概況 日欧との摩擦で貿易赤字 アジア諸国の輸出価格競争力・エネルギー食料輸入 

 市場 日米欧 発展途上国の成長市場 

原因 技術開発力・不公正取引 技術移転・不公平な為替水準 

 現象 日欧からの輸入増 日本の輸出減退・価格低下・世界シェア低下 

 相手国 輸入は避けられない 部品輸出で貿易黒字、製品輸出は減退 

競争力回復策 日欧との交渉が鍵 アジアの競争力の抑え込み策？ 分業体制の合意？ 

対応戦略（異質） 輸入阻止・内国生産・為替 移転産業の再配置→手段は為替か？ 

対応戦略（共通） 競争力ある産業育成と輸出 競争力ある産業育成と第 3 国への輸出 

競争力戦略     

新技術と新産業 Ｒ＆Ｄ強化・ＩＰR Ｒ＆Ｄ強化・ＩＰR 

新産業育成戦略 軍事技術とＤＵＴ活用 Ｒ＆Ｄ強化の為の資金的・税務的支援 

資本 ドル通貨政策・資本コスト 資本の流れ阻害要因の除去（多様な戦略が不可欠） 

人的資源 労使問題（解雇者支援）・教育 労使問題（解雇者・賃金引下げ）・教育 

通商政策 不当競争防衛・輸出促進 不当競争防衛（第 3 国で）・輸出促進（税・金融支援） 

競争戦略 独占禁止法緩和・2 国間協定 独占禁止法緩和・アジア諸国との国際通商協定や協業 

通貨政策 基軸通貨保護と日欧協調 アジア諸国の為替管理撤廃 

（注）本表は筆者作成 
 

   米国の政策は以下の資料を参考にした。 

Global Competiton The New Reality by Prsident's Commission on Industrial Competitiveness, 1983 
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る。確かにデフレは通貨供給量を増やし、その結果が

需要が喚起されれば、デフレは終息に向かう。しかし

前表で示したように資金循環が何らかの制約で阻害

されれば、資金量を増やしても、需要増加に結び付く

とは言えない。また所得格差の拡大から購買意欲が顕

在化していなければ、増加した資金は高額所得者への

み向かうのであり、その高額所得者は敢えて追加的購

入期待製品がなく、結局のところ、資産インフレしか

起きない事が考えられる。 
では中国をはじめとする国々の安価な製品が我が

国経済の成長を阻害している、その事実を発見できな

いか。それはグローバル下での 終需要家が欧米であ

るということ、だからである。なぜ 1980 年代の日米
に価格差の原因が為替を含む国際価格の問題だと言

って葛藤を起こしたのか・その理由は明確で、日本品

が安価で欧米での域内生産品を下回り、生産機能の縮

小を迫られたからである。今日の日本とこれらの東ア

ジアの国々との価格差は、欧米への日本からの輸出価

格と、他の国からの輸出価格とを比較しなければ、実

態を数字で証明することは不可能であるからだ。そし

て市場である欧米の購買基準は価格志向性が高けれ

ば、必然的にアジア品が売れ、日本品は売れない、も

しくは価格の引き下げを求められる。その結果が、労

務費をはじめとするコスト削減であり、アジア諸国へ

の産業移転である。 
この問題は単純にマクロ経済的数値を並べても証

明はできない。しかしビジネスマンは誰でも、この事

実を認識している。 
であるが何故に、この種の不公正な価格水準の問題

の解決には、中国や韓国などから安価な製品であるが

欧米に輸出され、そこでの輸入元の変化と輸入単価の

推移を比較しないと、数値での証明はできない。特に

米国の通商政策は、大幅な輸入超過であり、安値での

中国などからの輸入を制限する為の通商政策も、その

原因となっている不当に安価な通貨水準も、その修正

に当たり、我が国は、欧米と共に、中国などとの貿易

摩擦の交渉が、成果に繋がることを期待して、欧米の

政治的通商交渉を後押しするしか手段がない、という

ことになる。 
少なくとも、このような背景を勘案すれば、我が国

の対外経済交渉は 2枚舌、３枚舌の多国間交渉が求め
られると考えるべきである。 
 
我が国産業の競争力強化戦略  
	 本稿では、前記した 3つの経済再生への戦略に中で、
第 3の戦略、つまり技術差別的産業の育成に関して述
べておきたい。 
	 これらの産業の国際競争力の強化に不可欠な要素

は何であろうか。 
それは（1）短期に収益に結び付かない長期的開発

が必要であり、一民間企業の投資範囲を越えている。

従って事業化までの間は、第 3者的機関での開発投資
が産業育成の為には資金的意味においても底上げは

不可欠であるということ。 
次に（2）顧客或いは市場が技術開発と共に底上げ

ができないと、製品が仮に完成しても、事業にはなら

ないと言うことである。その証明は、欧州諸国が連携

して育て上げたエアバスの成功を見れば、多くの説明

は要さない。 
後に（3）購入者を支援する為の、財務的支援が

不可欠だと言うことである。産業インフラの整備、大

型設備やシステムを稼働させるための投資資金の調

達などなど、SWF(Sovereign Wealth Fund)を含めて
金融的支援措置の面での整備や購入者への資本注入

など、金融的支援も重要な要素である。 
これらの産業は高度技術と開発を含む事業化プロ

セスのマネジメント力など、幅広く、且つ高度な専門

性が求め得られるから、所謂国家戦略として叡智を集

合するという覚悟が求められる。 
 
ハイテク産業での競争優位性の確立戦略  
平成 22 年の経済産業省資料「勝てる製造業の創生

に向けて」では鉄道や水処理設備そしてバイオなど多

くの産業財を対象にして産業毎の戦略を分析してい

るが、こと航空機、宇宙産業に関しては、その内容は、

残念ながら微妙な競争戦略には触れず、現状を追認し

たに止まっている。 
一方、前記したように製造業の競争力回復に真方面

から取り組み、投資、知財そして競争政策の変更や為

替問題迄、検討領域を広げ米国製造業の再生戦略構築

に取り組んだ，通称ヤングレポートや MIT による
Made in Americaなどの分析と比較して、我が国の競
争力の減衰の原因に関するレポートは希薄で、回復さ

せる実現意欲が乏しい。 
しかし米国では、鉄鋼、工作機械などの基盤産業の

再生は、製造設備産業の存在や要素技術開発への人的

基盤の風化から、容易ではないという結論を下した。

そして次に成長戦略の対象に選択されたのが軍事技

術の民需転換で、それらに産業再生を賭けた。それが

前記の図でも示したように、Internet, CDMA, GIS, 
CALS等などをベースとして、正に産業革新であった。
この種の技術解放戦略を政治的、軍事的に評価するた

めに筆者も Advisory Member として参加した The 
RAND Corporation で は 、 Critical Technology 
Institute という研究機能まで組織化（参照：Critical 
Technology Institute Annual Report 1997	 by The 
RAND Corporation）して、多面的な分析と戦略議論
を展開したことは余り知られてはいない。しかし予算

面の制約から、航空、宇宙への投資は絞られ、航空機

産業の延命的合併と Space Shuttle の終焉にまで及
んでいる。この種のハイテク分野での競争力維持は、

米国内でも大きな問題であった（参照：Toward an 
Industry Policy for Outer Space: Problems and 
Prospects of The Commercial Launch Industry by 
Glenn H. Reynolds & Robert P. Merges 1988）。 
話しは飛躍するが、台湾勢の EMS が電子機器から

自動車産業へ、そしてブランド戦略と称して加工専業

から事業家としての地位を確保したいと動いている

ように、我が国のハイテク産業も要素技術群の国際連

携開発体制から、 終製品へ事業を拡大する段階を迎

えていると考える。そのような戦略代案が考えられて

良いにも係わらず、例えば非民間航空機産業では 2011
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年にその量産が終わり次世代航空機の実用化問題か

ら量産機能を何年停止するのか、衛星監視機能が劣位

でありながら何故強化戦略を打てないのか、などなど

政策的決断に関する疑問は多い。 
特にエアバスの共同開発構想は再度見直しをする

価値がある。同プランは、その計画を開始した 1970
年以降、主に米国との政治摩擦に見舞われたが、1980
年代後半に機能的障害に直面した A300の危機を乗り
越えるにも、独、仏の国家支援を得て延命した。そし

て、2001 年の株式会社化で、政治摩擦は終息に向か
った。大型機から中型機へ主力が変化し省エネなど基

本性能の高度化が求められている中で、エンジン、制

御、材料、加工技術など幅広い技術とそのシステム化

を必要とする産業の高度化を期待したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

特に今回MOTセミナーで御登壇頂いた IHIの前会長
伊藤様のお話しは、ハイテク技術とは如何なるものか、

どのように広範囲な産業基盤形成に有効なのか、そし

て投資、開発、事業化の各プロセスで起きる技術的障

害を如何にして乗り越えてきたのか、技術開発マップ

による開発マネジメントのあり方、産業育成への経

済・政治的支援は如何にあるべきか、などなど、共同

開発を含む事業基盤形成の要諦にまで至り、大変有意

義なお話しをお伺いすることができた。 
	 半導体の技術的ドライバーであると看做し先行開

発をしてきたが、韓国勢に事業を奪われたD-RAMや、
半導体のキープロセスと自負してきていたステッパ

ー（縮小投影型露光装置）で欧州連合体 ASML に敗
退した事例など、ハイテク産業の経営問題の厳しさに

対しても有益な警鐘を与えて頂いた好事例でもある。 

 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  	 	 	 	 MOT	 セミナー	 光景	 
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１、民間航空機エンジンの原理	 

民間航空機エンジンには一般に高バイパス比ター

ボファン・エンジンとよばれる形式のエンジンが採

用される。ファン入口から流入した空気の大半は

1.6～1.8 気圧程度にファンで圧縮され、そのまま後

方に噴出される。ファンを通過した空気の一部はエ

ンジン本体に導かれ圧縮機により 45～55 気圧程度

まで圧縮される。圧縮機出口で 高 650℃程度にな

った空気は燃焼器入口で燃料（精製されたケロシ

ン）を吹込み燃焼させ燃焼器出口では 1550℃～

1750℃くらいの高温ガスになる。その高温ガスのエ

ネルギーの大部分をタービンにより回転トルクに

転換しファン及び圧縮機を駆動する。タービンを出

た燃焼ガスは後方に噴出される。	 

ファンを通して外側を流れる空気と内部に流れる

空気の比率をバイパス比といい 6～8 対 1 くらいで

ある。タービンの翼を外側と内側の両方から圧縮機

出口空気により冷却し翼のメタルの温度を 1000～

1100℃程度に下げる。この冷却が技術のポイントの

ひとつである。	 

ファン出口の圧縮空気と本体からの燃焼ガスはい

ずれも秒速数百ｍで後方に噴出され、その反動とし

て推力が得られる。	 

	 
ガスタービンエンジンカットモデル（ＪＡＥＣ提供）	 

	 

２、航空機の事業的特性・技術的特性	 

航空機の民間エンジンには技術的にも事業的にも

特徴がある。民間エンジンには何が要求されるか、

事業としての特性、事業形態の特異性があり、経営

的に見たその特徴、民間航空機エンジンの競争戦略、	 

IHI の取組みを話したい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 

1953 年日本ジェットエンジンという会社が当時の

通産省の主導で設立された。1955 年頃から防衛省の	 

練習機のエンジン J3を開発し 1960年型式承認を取

得して量産され長く使用された。	 

一方で防衛庁第３研究所・総理府航空技術研究所・

IHI などによってエンジン構成要素の研究が実施さ

れた。こうしたことを基礎にしてある程度技術が積

み上がったところで通産省工業技術院大型プロジ

ェクトによる高バイパス比ターボファン実証エン

ジン FJR710 の研究が開始された。	 

このエンジンを英国の NGTE（航空機用のガスタービ

ンの研究機関）で、高度 3 万フィート、機速マッハ

0.8 をシミュレートした状態の高空性能試験を行っ

た。一方でこの FJR710 エンジンを改良したエンジ

ン FJR710/600S が STOL（短距離離着陸機）実験機「飛

鳥」に採用され飛行に供された。	 

こうした一連の成果が海外にも伝わり、ロールスロ

イス（以下 RR）から呼び掛けがあり、日本のエンジ

ン３社と共同で 110席クラスのエンジン RJ500の開

発に 1980 年着手した。	 

1981 年財団法人日本航空機エンジン協会が設立さ

れたが、この時期に第２次オイルショックがあり、

110 席くらいでは経済性が悪い、燃料消費の良いエ

２、ＭＯＴセミナー講演録  

  

技術差別化による国際共同事業の拡大                       
民間航空機エンジンの事例  

  

      株式会社   ＩＨＩ   相談役   元会長・社長        

   伊藤源嗣        
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ンジンでないとだめだということになって150席ク

ラスの航空機エンジン V2500 の開発が 1983 年にス

タートした。	 

この時点で開発費が２倍くらいかかる見通しにな

って、英国と日本だけではでは負担が重すぎるので

米国のプラット＆ホイットニー（ユナテッドテクノ

ロジーの一部門	 以下 P&W）を盟主とする米・独・

伊のコンソーシアムと合同で事業を進めることに

なった。	 

 

 	 
ＳＴＯＬ実験機「飛鳥」	 

	 

航空機とエンジンの関係では、航空機は 1 機種に 2

～3 種類のエンジンが搭載できるように設計されて

いて、エンジンは性能とか整備費等の要素を総合的

に検討してエアーライン（航空会社）が選択する。

このことは民間航空機エンジン・ビジネスの特徴の

一つと言えよう。	 

近台頭著しい LCC（Low	 Cost	 Carrier）は従来機

種に比べ燃費の良い新型航空機の導入に積極的で

ある。エンジン燃費 15％減（機体全体では燃費 20％

減）ということで PW1100G-JM 搭載の A320neo が爆

発的に受注を獲得しており、既に 1500 基を超す注

文を受けている。V2500 は総数 5000 基以上を出荷し

更に約 2000 基の受注残を抱えている。	 

IHI の航空機エンジンの事業の売上げは、防衛用は

漸減し民間用の需要の伸びが著しい。	 

	 

表１、ＩＨＩ民間エンジンの事業の推移。	 

年代 エンジン 搭載機 

1980 FJR710  STOL 飛鳥 

 V2500 A320series , MD90  

1990 Trent700/800 A330/ B777 

 GE90 B777 

2000 CF34 CRJ700/900  

EMBRAER170/190 

 Trent500 A340 

2010 GEnx B787, B747-8 

 PW1100G-JM A320neo 

	 

３、民間航空機用のエンジン技術	 

①高温・高圧である	 

表 2 に示すように、航空エンジンは高圧力・高温に

曝される機器であり、耐熱合金で強度が維持できる

温度は 1100℃くらいと言われているが、その限界ぎ

りぎりで使っていることになる。	 

表２、航空機と自動車のエンジンの比較（例）	 

 航空機 自動車 

エンジン圧力比 45-50 気圧 約 10 気圧 

部品点数 約 30 万点 

(約 1 万種類) 

約 3 万点 

エンジン材料温度 1100℃ 650-700℃ 

	 

②ＩＨＩの航空機エンジン技術	 

IHI のエンジン技術の特徴としては以下の 4 点が挙

げられる。	 

ⅰ、世界 先端の CFD（ Computational	 Fluid	 

Dynamics）解析技術	 

スーパーコンピューターを使い JAXA と共同で解析

している。圧縮機非定常３次元解析の能力は高く、

NASAで3段程度のものが日本では8段全段を通しか

つ非定常で解析できる。これは大きな強みである。	 

ⅱ、世界 高耐熱の単結晶合金技術	 

高温に曝されるタービン翼には Ni 基の単結晶合金

を使用するが、欧米で 1050℃のものが日本では

1100℃級の独自合金が開発されている。さらに 50℃

くらい上がりつつある。	 

ⅲ、NASA を凌ぐジェット騒音低減技術	 

超音速機用では米国をしのぐ騒音低減レベルにあ

る。	 

ⅳ、世界トップ同等の排出 NOx 低減	 

現行規制値の 7 分の１くらいで欧米と同等である。	 

ⅴ、インテグレーション技術	 

インテグレーション技術のレベルは民間航空機エ

ンジンについては、大型ではやればできるけれども

機会がない状態、中小型では実現しつつあり欧米と

遜色ないレベルである。	 

③高バイパス比化と燃料消費率	 

「燃料消費率」を 1995 年くらいの第 3 世代ターボ

ファンエンジン（V2500,	 CFM56	 バイパス比 5～8 く

らい)の数値をベースにして比較する。	 

＊第 4 世代ターボファンエンジン（GP7000,	 

Trent900）ではバイパス比 8 以上で燃料消費率

マイナス 5～8％、	 	 

＊ 第５世代ターボファンエンジン（ GEnx,	 

Trent1000）ではバイパス比 10	 で燃料消費率マ

イナス 10％以上、	 

＊次世代ターボファンエンジン（PW1000G シリー

ズ）はギアードターボファン（GTF）という低圧

タービンとファンの間に減速比 3 くらいのギア

を入れてバイパス比を大きくする代わりにファ

ンの流速を下げて燃費を大きく改善するタイプ

のエンジンで、実現するとマイナス 15％程度に

なるだろう。	 

＊さらに、その先あと 10～15 年後には、バイパス

比が飛躍的に大きくなるのではないかと期待さ
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れている。例えばオープンローター。プロペラと

ファンの中間的なもので外側にケーシングのな

いものが実現すればマイナス 20％～25％くらい

になるだろう。	 

ではどのようにすれば低燃料消費率の実現をして

いくかということになる。	 

ⅰ．ガスタービンサイクルの効率向上	 

全体圧力比を高くする、 高温度と 低温度（絶

対温度）の比を大きくする。双方バランスさせ

る必要があるが、現在まで45気圧、1500～1600℃

程度が実現している。	 

ⅱ、要素効率（熱効率）の向上	 

ファン・圧縮機・タービンの要素効率を高める。	 

ⅲ、推進効率の向上	 

エネルギーがどれだけ力に転換できるか。バイ

パス比を高くしてできるだけたくさんの空気を

よりゆっくりした速度で送りだすことができれ

ば推進効率が良くなる。	 

まとめると「高圧力比」「高温化」「要素効率の向上」、

これ等に見合った「高バイパス比」を合わせると低

燃費が実現する。	 

騒音もバイパス比を高くすると改善される。	 

	 

４、民間航空機エンジンの工業製品としての特

殊性	 

①きわめて高い信頼性が要求される	 

＊双発機のエンジンの2基が同時に飛行中に停止し

てはならない	 

＊双発機のエンジンの1基が停止しても必ず代替空

港まで行きつけることの保証が求められる（航

空機のエンジン・システムとして）	 

１基止まってもどこかの空港まで行きつけること

が要求されるので、どの場所で起こるかによって大

変なことになる。太平洋の上空で止まってしまうと

場合によっては直近でも 2 時間 40 分かかる。	 

②信頼性を保証するため重要部品は有限寿命に

設計され、その寿命の実証を要求される。	 

無限寿命の設計は可能であるが、重くなり実用的で

はない。タービンの回転部は 1 万 5 千時間ぐらいで

保証する。燃焼器もしかり、一般的に低圧系で 2 万

5 千時間、高圧系で 1 万 5 千時間である。	 

③高い環境適応性を要求される	 

＊騒音低減： 終目標は空港周辺の暗騒音以下（現

状は段階的に強化される規制値遵守）	 

＊NOx 低減:特別なデバイスなしで段階的に強化さ

れる規制値をクリアーすることが要求される。

（規制値を超えれば課税される）	 

＊CO2 削減：EU をはじめ CO2 の排出量規制があり、

段階的に強化される方向にある。規制をオーバ

ーすると CO2 排出権取引の対象になる。	 

騒音に関しては機内の音もあるが、主な問題は空港

の近くの騒音であり、暗騒音に紛れるのが理想であ

る。	 

NOx 低減と CO2 低減は相反する目標である。	 

NOx は	 燃焼を制御して発生を抑制するしかない。EU

では古い設計の航空機はNOxを多く排出するので排

出量が多いと課税する仕組みがある。	 

CO2 低減は燃料消費を少なくするしかない（軽量化、

燃料消費率の低減等）。代替燃料でバイオ燃料があ

るが現時点では 1000 円／リットルと高価である。	 

④ユーザーが高度な安全運航に関する技術・能

力を有する不特定多数の専門家である	 

ユーザーが専門家であるということで需要家の要

求が厳しい。	 

	 

５、民間航空機エンジンの今後の技術動向	 

①推進効率向上のために高バイパス比（大型化）

が進む	 

＊出力がサイズの 2 乗で増えるのに対して重量は 3

乗で増える。	 

これでは大型機程相対的に重くなるので航空機と

しては A380 あたりが限界であり、重量増を抑える

ために先進複合材料技術が重要度を増してくる。	 

エポキシ樹脂と炭素繊維複合材のほか、チタンアル

ミナイドのような金属間化合物・CMC も今後使用さ

れるであろう。CMC とは炭化ケイ素の繊維を炭化ケ

イ素のマトリックスで固めたもので、千数百℃まで

使える。こうした材料は延性が乏しいのでどうやっ

て実用に供するかが課題である。	 

②内燃機関（ブレイトン・サイクル）としての

熱効率向上のための高圧力比化・高温化が必要

になる。	 

＊高圧圧縮機の高圧力比化、高効率化が重要になる。	 

熱効率（ポリトロープ効率）は 92～93％くらいに達

している。95～96％が実際的な 高値で、すでに到

達しているレベルからすると限界に近い。	 

＊燃焼器、高圧タービンの高温化が重要になる。	 

燃焼器の高温化・・・冷却技術・材料技術の更なる

向上	 

圧縮機による加圧は 45～55 気圧程度まで実用化で

きている。55 気圧というと圧縮温度で 650℃以上に

なるので冷却の面では深刻な問題である。	 

＊高圧・低圧タービンの高温化と高効率化	 

材料技術・冷却技術、コーティング技術ならびに空

力技術を総合した技術開発が必要になる。	 

＊先進耐熱材料（高温タービン用）	 

CMC を適用できればブレークスル―になる。	 

＊機体サイドと一体になった More	 Electric 化対応	 

航空機全体のパワーシステムの変革。パワーシステ

ムはできるだけ油圧を使わない、あるいはエンジン

から取り出した空気を使わない方向に向かってい

る。	 

（高圧圧縮機設計技術・タービン空力設計技術・冷

却技術・制御技術の詳細は略）	 
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６、民間航空機エンジン事業の特徴	 

先ず、産業として見たときにエンジンは高付加価値

産業であり、航空機のそれと比べても倍くらいにな

る。コンピューターに比べても重量当たりの単価の

高い製品である。	 

そして裾野が広い産業である。数万点の部品があり、

雇用の吸収力をもっている。	 

高度技術を先導的に実用することで、他産業に技術

波及効果がある。例えば、高温化は航空エンジンで

実現したものが産業用ガスタービンに波及してい

る。性能向上に対する要求が厳しいために高度技術

を使えるように何とか実現にもっていく、何とかな

ったら一般産業に転用されていくことになる。	 

自主開発と国産化が安全保障上の抑止力として重

要である。	 

諸外国・発展途上国に簡単には追い上げられない、

引続き技術差別を維持するために、信頼性が高く、

作動範囲（高度・速度・出力等）が広い高度な技術

が必要となる。	 

事業に莫大な開発費がかかること、おおむね 5 年間

にわたる長期開発期間、開発リスク・事業リスクが

ある。これに伴う資金も必要となる。	 

総じていえば、技術先進国のみが保有できる知的集

約型の高度技術産業であるといえる。	 

	 

７、民間航空機エンジン事業形態の特異性	 

燃料価格が 1 ガロン 1 ドルであった時代、航空機の

直接運航コストのうち 4分の 1が燃料代であったが、

今や 3～4 ドルになり、燃料代がコストの約半分に

なって採算性が悪化している。しかも価格が高止ま

りしている。	 

さらに環境については、CO2・NOx・騒音の規制が厳

しくなる一方で、より性能の良い、燃料の少ない、

公害を出さない航空機への要請が続いている。	 

航空機サイドへの要請もあるが、その 3 分の 2 くら

いはエンジンサイドで背負って実現しなくてはな

らない。	 

市場については、アジア・南米・アフリカの躍進に

よって中古機の市場が縮小してしまった。今までは

中古機を買ってくれたが、こぞって新型機を買う。

これによってエンジンの製品サイクルが短くなる

と同時に、中古機・中古エンジンの値段が下がって

しまう。以前は中古エンジンを売ることを前提に事

業が成り立っていたが、新興国が新型機・新型エン

ジンを購入することになると中古機のバリューが

下る。するといらなくなったエンジンはスペアパー

ツになって出てくるわけで儲からなくなる。	 

エンジンの高性能化が進むとともに開発投資・設備

投資が巨額になる一方である。こうしたことから、

現在エンジンのビジネスモデルの立て直しが必要

な段階にある。	 

	 

	 

【事業環境	 事業の構造】	 

新機種の開発は Launch から数年で EIS（就航）まで

本格開発が続き、この間キャッシュが出続ける。そ

こで止まるわけではなく量産段階の初期はコスト

割れする。なおかつ設備投資の負担も加わる。結局、

回収は 10 年以上かかることになる。量産初期の段

階では大幅な値引き、ファイナンス・リース供与な

どがあり、投資銀行や商社との連携が必要である。

航空機を使い込んでくると、今度はエアラインから

の整備費の圧縮要求が出てくる。環境上の要求、燃

料のコスト高騰、製品サイクルの短縮化要求が出て

くる。こうしたことに対応していくには継続した製

品の改良、計画的な整備プランの適正化が必要不可

欠になる。	 

エンジン事業は設備投資の負担が非常に大きい。自

社での整備、独自の製造技術の開発、自社開発の先

端製造設備、主要素材は素材会社との提携、等サプ

ライチェーン、アウトソーシングの展開で対応して

いかないと競争に負けてしまう。	 

リスクとしては、高度技術への挑戦であるため所期

の性能が出ないとか、ぎりぎりの期間での開発、大

きな投資負担がある。	 

リターンとしては、長期間にわたるエンジン販売と

その運用での整備・補用品販売での利益回復がある。	 

こうした事業としての投資面・技術面の負担があま

りに大きいためにニューカマーの参入がないとい

う有利な面もある特異な事業である。	 

	 

【事業環境	 事業開発の動向】	 

エアライン	 

大きなエアラインへの統合が進む。一方で事業形

態の違うキャリアとして LCC が台頭してくる。	 

機体	 

ボーイング・エアバスの体制は継続するが、シス

テム・装備品メーカーが台頭してきてリスク・シ

ェアリング・パートナの関係に進んでいる。	 

エンジン	 

技術革新に引続き挑戦していくが、その結果リス

ク，投資がどんどん大きくなるので個別機種の共

同開発から先行技術開発時点からの協業を行う

ことやジョイント・ベンチャー化する方向になっ

ている。	 

素材メーカー	 

M&A が進み各分野で 2～3 社の強力なメーカーに

集約される。	 

素材に関しては、機体メーカー・エンジンメーカ

ーとの共同体制としてわが国で“５万トン鍛造プ

レス”の設置が実現した。	 

投資会社・商社	 

航空機・エンジンの資産価値を評価し，ファイナ

ンスやリースに積極的に参入している。開発投資

にも参画し，ライフサイクルで事業を見て評価し

つつある。	 
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整備・修理	 

整備事業は価値の創出が困難になり、独立系の整

備会社は減少、一方、部品修理事業は引続き活況

である。	 

	 

【事業環境	 グローバル航空機エンジンメー

カー】	 

110 席機クラス以上の幹線用旅客機はボーイング

（米）とエアバス（EU）が実質独占している。ボン

バルディア社（加），エンブラエル社（ブラジル）

による参入努力はあるが今のところ成功している

とは言えない。	 

エンジンは、ボーイング・エアバスの民間用旅客機

のエンジンは GE（米）、P&W（米）、RR（英）の 3 社

から、またはこれら 3 社のいずれかを中心とするジ

ョイントベンチャー・企業集団から供給されている。	 

（130～）110 席クラスより小型のローカル路線用機

体にはボンバルディア・エンブラエル他のメーカー

が食込みつつあるが、エンジンは現状では GE また

は GE 中心の企業集団が供給している。	 

中・大型機の領域では機体	 2 社、エンジン 3 社主体

の体制は数十年の歴史を持ち当分崩れそうにない。	 

エンジンでは、GE＋スネクマ、RR、P&W、MTU、IHI。

民間用エンジンに限れば IHI のシェアは 7％くらい

になっている。	 

	 

【事業環境	 なぜメジャー3 社	 その戦略】	 

＊なぜ 3 社の寡占＊	 

航空機エンジンのジェット・エンジン化は第 2 次世

界大戦中軍用エンジンに始まり米・英が先行した。

日・独は終戦後、数年間航空機関連の研究を占領軍

により禁止された。	 

戦後、米・英は民間機にジェット・エンジンを採用

したが、当初は軍用機用エンジンの転用または改良

型を採用したため，エンジン市場は前述の 3 社に独

占された。	 

軍用エンジンの転用または改良型エンジンは開発

費を低く抑えることができたため価格が安く、利益

は交換部品主体で確保することができた。初期の開

発費をほとんど負担しないで設定した価格が尾を

引き、新製エンジンを開発しても、あまり利益を出

さずに交換換部品等による収益に依存するという

ビジネスモデルが確立してしまった。そして、新規

開発の民間機用エンジンが出現した後もこのモデ

ルが温存され変えられなかった。このことは新規参

入者にとって越え難い障壁となった。先発 3 社にと

っても長期的に見れば好ましくない構造だった。	 

ボーイング・エアバスは（一部の例外はあるが）原

則として各機種（機体）に複数のエンジンを採用し、

ユーザー（エアライン等）にエンジンを選定させた。

交換部品を主とするアフターマーケットでの整備

事業で利益が上がっていたためエンジン3社は価格

競争に走ることになった。新規参入者はこの点から

も参入する機会がなかった。	 

エンジン性能（機体としての燃費低減）の向上・信

頼性向上の要求が過酷になる傾向の中で、ここ 20

～30 年間で 3 社は JV（ジョイント・ベンチャー）

または RSP（リスク・シェアリング・パートナ）と

組み、自社の開発費負担の軽減と事業リスクの分散

を図っている。そのために近年では自社のシェアは

50%すれすれというようなケースも珍しくはなくな

っている。	 

＊その戦略は＊	 

基本は機体インテグレータであるボーイング・エア

バスに協力し、エンジン 3 社体制を堅持することで

ある。そのためには相当無理をしても、それぞれの

機体メ－カーにベストフィットしたエンジンを提

供（開発・維持・改良）し、エンジン 3 社はお互い

に他の2社に対し優位になろうと努力して苛烈な競

争状態にある。一方航空機インテグレータはこうし

た3社体制が存続することを暗黙裡に容認している。	 

エンジンメーカーは先端的で高度な技術の適用・摺

合せと，高度な技術の重畳的な摺合せにより、他の

追随を許さない排他的に優位な競争環境を今後も

維持し、存続するための投資を続けるであろう。	 

競争優位の維持のためには、傘下のパートナに一定

の部位を任せ、そのブラック・ボックス化をも容認

してエンジンメーカーとしての投資の負担軽減と

技術の差別化を実現していくことになる。	 

例えば、彼等は主要構成要素の一つである低圧ター

ビンの開発・量産を IHI にゆだねるというケースも

ある。これが IHI の事業戦略の足掛かりになる。な

おかつ、競争力維持・向上のため材料開発，先進製

造技術，生産システムの先進性維持（主要部品の自

社生産体制維持）のための投資をすることなる。	 

近、生産拠点の海外移転が言われるが、航空機エ

ンジンに関する限り、主要部品は自社・グループ内

あるいは任せたパートナ関係にあるサプライヤで

つくることが続いている。自社中心の生産体制を守

ることにより利益と品質の保証が可能になり事業

の存続につながる。	 

	 

【日本の航空機用エンジンメーカーの現状】	 

日本の航空機用エンジン・メーカーは IHI、KHI、MHI

の 3 社である。防衛用エンジンは少数の国産開発機

種を除き、主として米国メーカーからのライセンス

生産が中心である。	 

民間機用エンジンは売上高 4 千億円規模，年率数％

以上で成長する事業である。近年の民間航空機用エ

ンジン事業は全て国際共同開発で、事業の中心とな

る企業からの参入の要請を受けそのほとんどに日

本のメーカーは参加している状態である。	 

開発、量産、MRO（Maintenance	 Repair	 &	 Overhaul）、

サプライヤ・ファイナンス、リース（又はその保証）

といった事業全体に参入を期待されている。	 

国際共同事業への参入形態はジョイント・ベンチャ
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ー、リスク・シェアリング・パートナ、プリファー

ド・サプライヤ等ケースバイケースである。	 

プリファード・サプライヤということは設備投資の

負担リスクを負うサプライヤのみに部品生産を依

存するということで航空機エンジン産業にとって

は常識である。	 

主な国際事業には業界として経済産業省による国

家助成を受けて参入している。民間機用エンジンに

対する国家助成は各国とも行われているが、GATT

の規制により助成率 33%以下ということになってい

る。軍用機用エンジンを含めた国家の R&D 支出は各

国とも大きい。日本だけが防衛用エンジンの R&D 予

算が極端に少なく特異な状況であり、諸外国に対し

てハンディを負っている。	 

	 

８、ＭＯＴ的に見た民間航空機用エンジン事業

の特徴	 

技術経営の視点からは「（戦略の中心となる）先端

技術の差別化」「（エンジンを構成する機器類の）先

端的な高度技術の適用・摺合せ」「技術の高度で重

畳的な摺合せによる差別化」の 3 点を挙げることが

できる。以下、3 点に関しての項目を紹介する。	 

①「先端技術による差別化」	 

＊主要構成要素の性能による差別化	 

ファン、圧縮機、燃焼器、タービン等構成要素に関

する開発と製造	 

＊主要構成要素の機能による差別化	 

制御システムと機器、計測システムと機器等に関す

る事項	 

＊構造・強度解析（設計），伝熱技術による差別化。

結果として軽量化、高温化、長寿命化を実現	 

＊材料技術（PMC、CMC、TiAl，耐熱合金	 －単結晶

材含む－	 等）による差別化	 

軽量化，高温化，長寿命化等を実現する。特に単結

晶材については日本の特徴ある技術でありメジャ

ーと競合しても対等に渡り合える	 
注）PMC（Polymer Matrix Composite）、CMC（Ceramic Matric 

Composite）、TiAl（TiAl intermetallic compound チタンアルミ

金属間化合物）	 

＊先進リモート・モニタリング・システム等による

MRO（Maintenance	 Repair	 &	 Overhaul）ビジネ

スの差別化	 

顧客満足度の差別化	 

②「先端的な高度技術の適用・摺り合わせ」	 

＊各構成要素に適用される各種先端技術の摺合せ

による 適化	 

・ファン・圧縮機	 	 

効率、作動安定性、安定な振動特性（含エアロ

メカ）、軽量、長寿命、コンテインメント、騒

音規制値以下	 等	 

・燃焼器	 	 

全作動領域での安定燃焼、軽量、長寿命等	 

・タービン	 

効率、作動安定性、安定な振動特性、軽量、長

寿命（材質・冷却・技術・コーティング技術）

等	 

＊各構成要素技術と先進生産技術、先進生産システ

ム、先進材料技術の組合せ・ 適化によるコス

ト競争力維持	 

③「技術の高度で重畳的な摺合せによる差別

化」	 

＊各構成要素のインテグレーション	 

・定常・非定常な状態でのエンジン性能の 適化	 

全飛行範囲・・地上～5 万フィート	 

・・機速	 零～マッハ 0.95	 

・エンジン性能の安定性	 	 	 

	 	 	 	 	 全飛行範囲・・同上	 

・安定したエンジン全体振動特性	 

・エンジン制御技術	 

・安定した 2 次空気システム	 

・安定した潤滑システム	 等	 

＊厳格な型式承認機関（例えば FAA）による要求規

格を満足させる設計標準・製造規格・データベ

ース・品質保証システム（徹底したトレーザビ

リティ含む）とその実証	 

注）FAA（Federal Aviation Administration 米連邦航空局）  

＊型式承認機関と顧客の要求を満足させるフィー

ルド・サービス／カストマ・サービス体制の構

築と維持	 

	 

９、民間航空機エンジンの競争戦略	 

（図１参照；後掲）	 

	 

１０、民間航空機用エンジン事業の取組み・事

業戦略	 

【ＩＨＩの事業戦略】	 

IHI の事業戦略「長期的戦略」「開発段階の R&D 資

金と研究設備の整備」「開発段階の参画技術」に関

して、その概略を話したい。	 

【長期的戦略】	 

＊先行技術開発段階からパートナとして参加	 

＊独自の事業成立性の判断により，参画判断	 

＊メジャー3 社のいずれと組むか、ケース・バイ・

ケースで判断	 

＊小型旅客機／ビジネス機用エンジンの開発への

取組みスタンス	 －将来はインテグレータに	 

＊将来目指す参画の形	 －より付加価値の高い部

位へ参入、より事業主体としての参入	 

＊成長戦略の一環としての MRO 事業への取組み	 	 

－ライフ・サイクル・ビジネスとしての取組み	 

＊開発国家助成を期待	 －継続・強化を～諸外国も

安全保障の見地から助成	 

＊特化部品のプリファード・サプライヤとしての事

業への取組み	 －特定部品に集中することによ

り差別化を図る	 

＊年率 10％レベルの成長の実現	 
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【開発段階の R&D 資金と研究設備の整備】	 

＊	 経産省の R&D 資金、先行技術開発基金、エンジ

ン開発助成スキーム等の活用	 

日本航空機エンジン協会（JAEC）に業界が結集した

形でのエンジン開発	 

＊	 防衛用・民間用エンジン共用が考えられる先端

技術に関しては共同体制で研究を推進する	 

＊	 JAXA との共同研究による技術実証の推進	 

＊	 事業規模に沿った IHI としての R&D 投資実施	 

＊	 開発資金（経産省，文科省，防衛省），自社資金

によるエンジンならびに構成要素等の研究設備

の整備	 

注：航空エンジンの R&D は、米・英等では軍用は

もとより民間用も国家の手厚い負担／助成に

より実施される	 

【ＩＨＩの事業戦略	 	 まとめ】	 

①国際共同事業の主要パートナ	 

→	 イコール・パートナ	 

→	 小型機等ではインテグレータをめざす	 

②さらに今後訪れる航空機・パワープラント・シス

テムの変革期においては、日本の産業界（素材

産業／素形材産業、主要機能部品産業等）の力

を結集してインテグレータとして挑戦したい。	 

③事業の成長（年率 10％目標）	 

戦略的な参加機種の選定，差別化技術のブラッ

ク・ボックス化、その高度化、知財戦略	 

④差別化技術	 

低圧タービン	 

高圧圧縮機	 

複合材技術	 

・低温部 PMC	 

・高温部 CMC	 

単結晶高温合金（高温タービン翼用）	 

MRO 技術	 

・IHI と顧客双方の整備コスト・ミニマムにな

る予防保全技術	 

・特に付加価値の高い修理技術	 

高度（高精度、難加工形状／難加工材、高生

産性）な生産技術と高効率な生産システム	 

	 

１１、日本の製造業	 将来展望を開くためのＭ

ＯＴ	 

日本の製造業については思うことが多いのでこの

機会に話したい。	 

	 

◆直面する課題は 2 つ	 

①グローバルに見た成長力・競争力の低下である。	 

私はマーケットニーズの軽視が主因の一つだと思

う。	 

・革新的な新製品が出てこないこと	 

・国内ビジネスから脱却できないプアーなビジネス

モデルであること	 

・高コストであること	 

・著しい収益力の低下	 

こうしたことが成長力・競争力を低下させている。	 

②これと深く関係するが、どうしても食い止めなけ

ればならないことは生産拠点の海外移転である。	 

国内雇用が減少して、	 特に製造業の人口の 70％を

占める中小企業の労働人口の減少が著しい。雇用機

会が喪失すれば購買力が低下する。それがデフレを

長期化させる。収益力の低下は労働分配率の低下を

招き、購買力が減る。大きくいってこの 2 つを何と

かして食い止めなければならない。	 

	 

◆ではどうしたらよいかということであるが、ひと

つはグローバルな需要を地域別・階層別にセグメン

ト化して分析して商品特性の差別化を図って対応

していくこと。	 

それから、ビジネスモデルのグローバルな地域別・

階層別ビジネスモデルの展開をしていくこと。	 

こうしたことは今まで技術経営的には考えられて

こなかった面がある。マーケティアに任せていた。

技術者がもっと入っていかなければならないこと

である。	 

	 

◆技術による差別化に必要なこと	 

コアコンピテンスを構築するための人材育成。	 

リスクを伴う投資の決断とスピード、逆に辛抱。	 

技術の差別化・技術への投資強化と技術のブラック

ボックス化。知的財産戦略。	 

高度な技術による多重的な摺合せ。	 

先進的な生産技術・生産システムとそのブラックボ

ックス化。	 

国内生産・海外生産の戦略的な切り分けと継続的な

見直し。	 

国内の他業種とのパートナーシップの強化。	 

	 

◆ 後に	 

私は品質工学会の会長をしているが、マーケットリ

サーチに品質工学が使えるのではないかという考

えをもっている。日本の今の製造業は生産性が上が

ればリストラで人を減らす方向に走り、人的資源の

価値を減退させている。これでは産業も技術も縮小

均衡の道を歩むことになる。考え方を転換して R&D

に人的資源を回して使わないと衰退するばかりで

あると考える。	 
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Ｑ）研究開発・設計技術・製造技術と多様なプロセスをい

かに統合して 終製品に仕上げるか。その多様な技術を

いかにマネジメントしていくのか。 

伊藤）航空機もエンジンンも以前は各々がモジュール的

でインターフェースでつなげばよいという考えであった。ま

だ多少その風が残っているが、結局ムダが多いからパート

ナーシップを組んで対等な立場でやろうということになっ

ている。ボーイングでは「Ｗｏｒｋ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ」と言ってい

る。	 
材料・電子部品・機能部品・素形材等専門分野をもってい

る産業に対してリードするのではなく協力して開発し、イン

テグレータがまとめるという立場にならないと良いものがで

きない。航空機エンジンとしてはインテグレータは、機体で

ボーイング・エアバス、エンジンで GE・P&W・RR、と 2 重に

なる。米・英・独・仏と競争・協調しながら、ＩＨＩは国内の関

連する業界の人たちと上下関係ではなくパートナとしてや

ていくことに事業としての勝機があると思っている。	 

	 

 

 

 

 

図１	 民間航空機用エンジンの競争戦略－ファイブ・フォース分析  

	 ○利点	 	 ▲脅威	 	 無印中立  

 

（供給事業の競争力） 
 

〇日本国内の素材産業（耐熱材，複合材

料）が強い 

 

▲耐熱材料,複合材等素材産業が強い 

▲電子部品等での連携が不足している  

 

交換部品,修理は OEM／外部業者が強い 

 

 
 

（既存業者の競合） 
 

〇共同開発（J.V.,RSP）でエンジン毎に連合 

▲各レベルで競争が厳しい 

3 強（GE,RR,PW）が 60%以上をシェア 

MTU、IHI、Avio がそれぞ 

れシェア 3～5% 
（＊）民間用の場合はＩＨＩのシェアは 7％程度  
 

（新規参入の脅威） 

〇高い参入障壁あり（初期投資大,収益期ま

での期間が長い）               

▲中国,ロシア等大きな国内,準国内市場を有

する新興勢力の参入                         

▲部品製造で新興国参入（中国，韓国，台

湾， シンガポール等） 

（代替システムの脅威）〇燃料電

池，二次電池等他の推進装置は当分無い 

〇長距離輸送，海上輸送（短距離除く）では

競合システムが無い 

▲新幹線，リニアモーターで国内市場減少 

（買い手の交渉力） 

〇アジア（中国他）の市場拡大 

〇買手全体の成長性高い 

▲既存エアラインの収益性低下 

（燃料費高騰，金融危機） 

▲LCC の台頭（価格競争激化） 
 

発展途上国が中古機の買い手から新造

機の買い手に 

 

質   疑   応   答  



15 
 

 

Ｑ）アメリカの組織を見ると機能別で全体のマネジメントを

俯瞰して階層化している。機能は研究・開発・試作・実用

化と多元的になっている。スキルも多様である。どのように

定義しているのか。 

伊藤）マトリックス組織では接点にいる人が重要でダイレ

クトレポートは専門領域のマネジャーにしている。開発で

は専門領域のマネジメントの中でひとつひとつのマネジメ

ントに関わっている。研究はマトリックス組織にはなってい

ない。 

	 

Ｑ）相当大きな組織マネジメント力があり、時々刻々報告

しながら組織のコミュニケーションを図りながら進めていく

必要があるのでは。 

伊藤）マトリックス組織とピラミッド組織を固定化しないとい

うことではないか。ひとつのものをまとめようとする時にはマ

トリックス組織が強いのは当然であるがマトリックスで怖い

ことは復元性がないことである。	 

復元しなくなると技術が落ちてしまうので、そこの見極めを

してマトリックス主導で走る時期とピラミッドでレベルアップ

を図る時期を使い分ける必要がある。ここが技術をマネジ

メントする要諦であると思っている。 

	 
Ｑ）経営という視点で見たときに時代背景から収益性の改

善を重要な施策とぜざるを得ない時期もある。大きな会社

の場合には技能を減らすこことでクリアすることが多い。開

発を中長期の視点で考えれば収益改善をどのように考え

るか。 

伊藤）社長に就任した時期は収益性が劣化していた時期

だったので収益性第一で考えた。尤も社長になる 10 年前

くらいから業績が悪かった。技術開発本部の人員も 10 年

間で 30％くらい減っていた。ものづくりで事業をしていく会

社としては切ってはいけないところを切っていた。航空宇

宙事業本部長時代に営業・技術部門・現業直接は減らさ

ないことを方針にしていた。同じことを社長になってもやろ

うと考えたが必ずしもその意に任せなかったのを残念に思

っている。ものづくりの会社で R&D と現業直接の合理化を

やるのは縮小均衡を覚悟するのと同じだと思う。 

	 

Ｑ）当社の製品は 初利益が出ないのでライフサイクルで

見て、 終でアフターサービスを含めてこのくらい利益が

出ればよしとする製品もある。アフターサービスでどのくら

いの利益比率を見込んでいるか。 

伊藤）売上げで 20％、利益で 70～80％。世の中には新

製品では赤字を出してメンテナンスや交換部品で取り返

すというビジネスがたくさんあるが、これは何としても、少し

ずつでも直していかないといけない。 

	 
Ｑ）製品としてのエンジンのライフのサイクルは何年くらい

か。	 

伊藤）開発 5 年、販売 20 年、交換部品 15 年、計 40 年。

これは軍用も同じである。	 

民間航空エンジンの場合、1 回世の中に出したら年率

0.8%ずつ性能を上げていかないとの生残ることができない

と思っている。（1.0%、0.6%という人もいる） 

	 
Ｑ）つくられているシステム全体がどんどん複雑になって

いる。メンテナンスの時間もかかる、また人間の能力を超

える大規模システムも出てくる。高付加価値・自社開発と

いう考え方があるがどういう方向か。 

伊藤）特定の機種のエンジン整備を１０年とか 20 年という

単位で引き受ける。その場合には部品・整備も込みで引き

受けると固定費が低くできる。どの段階で部品を取り換え

るか、小分解をするか、オーバーホールをするかで大きな

差がついてしまう。簡単に言えば少ないコストでやるという

ことである。	 

エンジンビジネスで考えればわかりやすい。お客にとって

も一番安いし、判断を誤らなければ自分達にとっても一番

少ない部品交換・修理で引き受けたものをお客に返せる。

大きいトラブルを起こしてからやったら大きなコストが掛か

る。そうかといってまだ整備しなくても良いうちにやったら

話にならない。品質工学を適用することもできる。大トラブ

ルにならないところでトラブルの兆しで見つけられるかどう

かにかかっている。	 

運用しているエンジンのパラメタ―を常にとっていて温度

が上がりすぎたとか、振動が制限を超えたとかはすぐにわ

かる。どこかの作動が少しおかしくなりだした。それでどこ

かの温度が変わった。これはいずれ大事になるのかそうで

ないのか、大丈夫なのかそうでないのかという判断が大事

になる。これは企業のノウハウ中のノウハウである。 

	 

Ｑ）バイオ燃料に関しては、安くなれば使うというような話

であったが、燃料が変わることによるエンジンに係るリスク

はあるか。 

伊藤）バイオ燃料を使ったフライトテストを行い効果も確

認されている。その結果を見れば重大な不具合を起こす

ことはないと判断している。 

	 
Ｑ)技術的に CO2 排出のコストの増に見合えば燃料が変

わっていくこともあるということか。 

伊藤）自動車エンジンでもガソリンに 3％・10％混入させる

ことも行っている。段階的に変化していくのではないか。 

	 

Ｑ）機体メーカー・エンジンメーカー・部品サプライヤという

バリューチェーンの中でＩＨＩのポジションは他社に比較し

て優位なポジションであるのか。また、国内でのインテグレ

ータという話があったがそうなった場合収益性は改善する

のか。	 

伊藤）国内ではシェアが高く優位な立場にある。収益性

は改善する。 

	 
Ｑ）プロジェクトプロモーションに関して、エンジンのプロジ

ェクト・ジョイントベンチャーはどういうきっかけでできるの

か。 

伊藤）大もとはエンジンメジャー3 社（GE・RR・P&W）の下

請けであった。インテグレータとしては下請けである限りで

はリスクを背負ってくれないし、成功の程度で相当の差が

出るのでリスク分散を考える。	 

さらに資金がいる。V2500 では 1000 億円くらい必要になっ

た。一般に 1500台程度の量産で取り返すことができるとい
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われている。台数でいうのは簡単だが、 初売れず、後で

売れる場合は金利が嵩み 20 年になるし、 初に爆発的

に売れれば 10 年位で回収できる。	 

これは機体も同じで量産分の資金は 初が重い。したが

って、以前下請けで使っていた会社で努力した会社はエ

ンジンメジャーが仲間（パートナ）として受け入れる。	 
それが始まりであり資金の負担も軽減される。50％そこそ

こしかインテグレータがシェアをとらないこともある。	 

V2500 の例で説明すれば、エンジン 3 社が出てきたわけ

で 3 社ではどこも儲からない。GE は単独で生き残った。3

つの競争を 2 つに減らすことになり 、P&W グループ＋RR

グループが１つになった。こうした経緯があって RSP では

なく JV になった。	 

 

Ｑ）日本の製造業は危機的状況にある。マクロ経済・円

高・金融等の全体の仕組み、収益力の低下・購買力低

下・デフレ等の現象。解決策は堂々めぐりである。メカニズ

ムでいえば役所を越えた次元でないと解がないのではな

いか。どういうふうに課題を提起していくか。 

伊藤）政策的なことは話さなかったが、法人税・インフレタ

ーゲット、金融的・経済的に打つ手はあると思う。TPP にし

ても、法人税率の低減についても、研究開発費優遇税制

等、避けている国にも問題がある。厳然と日本の法人税は

高くて軛
くびき

を背負っている。デフレ脱却のためにインフレタ

ーゲットは必要だろう。そういう助けがないと業界の努力の

みでは解決できない。今回の話は自分たちがやらなけれ

ばならことはこういうことという意味で申し上げた。 

購買力の問題についていうと、日本の輸出 14％・輸入

10％ その差 4％がエネルギーと食糧に回る構造が健全

だと考えている。ある程度外需をとれる製造業でないとい

けないし、インフレ率が上がってこないと貯蓄の利息が出

ないので高齢層の購買力がついてこない。労働分配率が

低いこと、社会の安心感がないことの 2 つが購買力を押し

下げている理由であると思っている。  

※ここ 2～3 年はこの構造が崩れ貿易赤字になっている。

この状態が継続すると大変なことになる。 

  

Ｑ ） 為替問題、実質は競争差別である。造船の問題は

閾値
し き い ち

を越えている。 

伊藤）航空機エンジン部門には 70 円で採算が取れるよう

にやろうと言っていて、このビジネスだけなら何とか成り立

って欲しい。一般的には 80 円でも経済成長性は保てない

のではないか。 

 

Ｑ）ここに書かれている経営施策の内容についてなかな

か結果が出てこない。組織への指示の出し方はどのように

考えたらよいか。 

伊藤）日本の製造業は総花的経営になっていて、潜在的

に高付加価値を生める領域と、そうでない領域が混在して

いる。この辺で腹をくくって、将来のあるところに絞りこんで

いくために、思い切った選択と集中をすべきであると思う。 

 

Ｑ）マーケットニーズに関して B to B ビジネスでのメーカー

の行動でヒントがあれば。 

伊藤）そういう業界の人たちこそ需要を科学的に見るべき

だ。ボリュームゾーンというが、高級化した層と後から参入

してきた層がある。後者は海外進出していく。前者は日本

でつくり輸出でもいいのではないか。 

メーカーの顧客ニーズの捕まえ方は粗いと思う。そのニー

ズは国の状態によって大きく相違する 

ちなみにトルコを訪問したが、食器洗い機のシェアを世界

的にかなり持っている。8 人～10 人という大家族用の機器

である。国情・階層によって市場を細かく見ているだろうか。

科学的にデータをとり、整理して分類して見て、フィットす

るマーケットがあれば持ち込めばよいと思う。マーケティア

の勘に頼るのではダメではないか。そこが韓国と日本の違

いではないだろうか。 

B to B ビジネスでもことの本質は違わないと考える。 

 

Ｑ）マーケットで同じ情報を見ても人によって判断が違う。

感受性・観察力・分析力・センス。開発に役立つ情報をフ

ィードバックできる人をどう育成したらよいか。 

伊藤）ポテンシャルマーケットに技術者を派遣して 科学

的な調査をやらせることが良いと思う。データをとり分析し

た判断はマネジメントサイドを説得しやすいと思う。この調

査に品質工学は役に立つと思っている。技術者／マーケ

ティアの感性も重要である。 

 

Ｑ）生産向けの新製品を研究しているが、描いたマーケッ

ト規模が小さい。新規事業のミッション・目標はあるものの

一向に結果に結びつかない。管理的な状態になる。 

伊藤）小さなチームをつくってプロジェクトをやってみては

どうか。外（市場）に出て行って観察すること。チャンスがあ

るのに、聴いてもらえないよりもリスクはあるが出ていけれ

ば活性化して風通しがよくなるだろう。 

 

Ｑ）戦後 70 年間の歴史の中でＩＨＩがうまくできたこと、改

善すべきは何か。 

伊藤）航空エンジンについてお話しすると、 後はビッグ

３のどこかと対抗できるようにインテグレーションをやりたい

が現役時代にはできなかった。ここ 30 年間、民間航空機

エンジンはゼロからスタートして順調に育ってきた。思い切

った決断が当たったのではないか。どれが良いか自分で

納得いく事業に投資する。誰かから勧められたからやるの

ではなく、信じられるものを実行することが大事である。そ

こに対する調査のエネルギーは失ってはならない。 

 

（了） 
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1.  はじめに 

 アップル躍進の起爆剤になった iPod は、どのような経営

環境の下で開発の意思決定が行われ、新製品開発、生

産戦略と販売戦略が構築されていったのかは、非常に興

味のあるところである。音楽プレーヤー事業に対して、固

有技術を持たない企業が１年足らずの短期間にどのよう

にして、世界市場の７割を占有する事業を作り出したのか

を本報告書では議論してみたい。 

 

2.  iPod 開発前の会社の状況 

 1997 年にアップルへ復帰した Jobs は、iMac の成功を過

信して後継機種の企画に失敗した。20 世紀末、ホームパ

ソコンユーザ 大の関心事は、当時普及が始まった

CD-R を使って「My CD」を作成し、これを車で聞いて楽し

むことであった。当時 CD-R/RW の標準化と事業推進を

担当していた筆者には、特に米国市場でのＣＤの複製で

ＣＤ－Ｒデイスクが急速に市場に浸透し始めたことを実感

していた。ピクサスでハリウッドアニメを制作してきた Jobs

には、顧客の要求は、音楽ＣＤではなくハリウッドの映画を

個 人 の パ ソコン で 再 生 す るニ ー ズ が 強 い と錯 覚 し、

CD-ROM と DVD-ROM の再生専用装置をＭａｃに搭載し

て発売したが、これが見事に失敗して、大量の在庫を抱え、

倒産の危機に瀕していた。こうした経営環境の中で、Ｍａｃ

を拡販するために有力な周辺装置としてＭａｃとつながる

音楽用プレーヤーを開発することを決定する。ここで、注

目すべきは、Ｍａｃ事業から音楽プレーヤー事業への事業

転換ではなく、あくまでも経営の基盤はＭａｃであり、基板

事業を伸ばすためのカンフル注射として iPod を開発した

ことである。 

 アップルがこの意思決定をした当時の音楽業界は、音

楽ファイル共有ソフト「Napster」を使ってネットワークから不

正コピーが横行しており、パソコンから自分のお気に入り

の楽曲を CD-R にダウンロードし「My CD」を作る顧客が

増えつつあり、フラッシュ・メモリを使用した MP3 規格によ

る音楽プレーヤーや HDD を用いたジュークボックスなど

がソニー、クリエイテイブ、ソニックブルーなどから発売され

ていた。 

 

3.  経営方針の転換と経営戦略 

 2000 年の秋、経営の軸足を音楽分野へシフトしたアップ

ルは、矢継ぎ早に経営戦略を実行する。コンピュータネッ

トワークから音楽をダウンロードし自分の再生機で楽しむ 

ためのビジネスで鍵になる項目は、以下の 6 項目である。 

①	 ダウンロード可能な多くの楽曲を用意すること 

②  楽曲のダウンロード時間が速いこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  ダウンロード操作と音楽プレーヤの操作が簡単

なこと 

④  卓越したデザイン 

⑤  楽曲の購入価格が安いこと 

⑥  盗人と言われないでお気に入りの曲をコピーで

きること 

ここで卓越したデザインとはシャネルやルイヴィトンのよう

に所有すること自体が優越感と幸福感を得られる商品の

ことである。 

第一の課題については、Jobs 自身が直接音楽協会のトッ

プと交渉し、発売当初 20 万曲の楽曲を確保した。 

第二の課題は FireWire という自社開発技術を応用した。 

第三の課題は iTunes、スクロール・ホイールと著作権保護

問題を解決するＡＣＣ（Advanced Audio Codec）を自社

開発した。 

第四の課題は Jobs 個人の感性で徹底的に洗練され芸術

品のレベルを追求した。 

第五の課題は既存製品に比べて桁違いに安い価格を実

現した。（表―1 参照のこと） 

第六の課題は「片側交通」つまりマックを通して、iPod へ

音楽を録音できても、iPod から第三者のマックへ音楽を転

送できなくした。一曲 99 セントの販売価格のうち 70 セント

は。音楽協会とアーテイストへ配分して問題を解決した。

著作権に過敏になりすぎ、複雑な保護スキームを搭載し、

著作権は保護できたが、顧客の不満を買って、製品その

ものが売れなくなってしまったソニーやマイクロソフトは角

を矯めて牛を殺すという大きな戦略上のミスを犯し、アップ

ルの独走を許してしまった。著作権保護とはコピーを禁止

することではなく、コピーしたら著作料を払わせることであ

ることを忘れたソニーや音楽協会のエゴイズムが顧客の反

発を招いた良い事例である。 

 

3－1、事業戦略と錦の御旗 

事業戦略 1：デジタル・ハブ宣言 

ＩＴバブルがはじけ、パソコン事業から撤退する企業が

増える中、Jobs はパソコンの新たな挑戦を宣言する。

Adobe と 組 ん で パ ソ コ ン の プ リ ン タ ー に 「 Desk Top 

Publishing」という革命的な新製品を開発したアップルは、

当時 Windows 用に市販されていた動画編集ソフトの MAC

版開発を Adobe に依頼した。MAC の市場占有率の低さ

から、Adobe はアップルの依頼を断る。これに立腹した

Jobs は、デジタル・ハブ宣言をして必要なソフトを自社開

発することを決定する。 

iMovie    ：デジタル動画編集ソフト 

３、ＪＣＴＭ   研究会      （中間報告）  

iPod 開発の進め方と成功の要因  

  
ＪＣＴＭ	 新製品開発・新規事業創出研究会  

 
 

 

新事業創出研究会報告            2013 年 2 月 27 日  
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iPhoto    ：Adobe の Photoshop 対抗のデジカメの編集

ソフト 

iDVD     ：動画や音楽をデイスクに焼くソフト 

iTunes    ：作曲やミキシングの楽曲を管理するソフト 

iTunes Store：楽曲を購入するソフトのちに映画、ゲーム、

テレビ、書籍などの購入もできるアップル e ビジネスの

武器となる。 

事業戦略 2：ハードの商品は一つで良い。これを大量

に生産し世界の市場へ販売する。 

（自分で自分を食わなければ誰かに食われる） 

 宇宙をへこます様な画期的な製品を開発すれば、商品

は１つで良い。多品種の開発をすれば、パワーが分散し、

製品や部品の在庫管理も大変で効率が落ちる。良い製

品を１つ作りこれを世界中に販売する。これが Jobｓの事業

戦略である。 

 錦の御旗：皆が喜ぶ様に！ 

 顧客の喜び：盗人にならずに聴きたい曲が簡単に入 

手できる喜び 

 音楽産業の喜び：知的財産権を侵されないで曲を販 

売できる喜び 

 アーテイストの喜び：正当な報酬が保証される喜び 

 アップルの喜び：新たな音楽配信ビジネスができる喜び 

 実現手段：i Tunes &iTunes Store で実現する 

 カセットテープで音楽配信をしたアナログの時代から、

音楽産業やアーテイスト達は、自分の音楽を不正コピーさ

れることに対して、過剰反応を繰り返してきた。本来不正コ

ピーされたら、不正コピー者に対して著作料を請求し回収

すべきところ、この努力を放棄して不正コピーする機材とメ

デイアを製造した企業に著作料を支払うよう、政府に働き

かけて要求し、工業会を通して著作料を徴収してきた。

Jobs は、こうした音楽産業の関係者や著名なアーテイスト

達と交渉を繰り返し、iTunes Music Store で顧客が音楽を

コピーしたら、著作料を関係者に支払う新たな仕組みを提

案し、新たなビジネスモデルを確立した。 

事業戦略 3：統合の強みと独自性の発揮 

デジタル・ハブ宣言をした Jobs は、IT とパソコンを、従

来のオフィスの改革から、個人のエンターテインメントに応

用する新しいビジネスモデルを発見する。そしてデジタ

ル・ハブビジネスで重要な 3 つのことに気が付く。 

1）デジタル・ハブのソフトウエアーは、人をクリ 

エイテイブにさせる 

2）ポータブル機器は、Simple にできる 

3) ポ ー タ ブ ル 機 器 、 パ ソ コ ン 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン と

FireWire が一体化すれば 高の状態が得られる。 

こ れ が で き る 企 業 は 、 世 界 で ア ッ プ ル し か 存 在 し な

い。 

 Jobs は、パソコンのハードとソフトをすべて開発してきた

アップルが、音楽プレーヤーのような周辺機を開発すれ

ば、周辺機を使用する顧客に使いやすく 高のパフォー

マンスを提供できることに気が付く。Jobs が Simple を強調

し徹底的に音楽プレーヤーの機能をカットさせたのは、製

品を安くするためではなく、聞きたい曲を録音して、簡単

に再生するだけの本来の音楽プレーヤーを開発したかっ

たからである。音楽が好きな Jobs は、自分用に 高にご

機嫌の音楽プレーヤーを作りたかった。自分が納得する

のだから絶対に売れると信じて開発してきた。当時のデジ

タル製品は、マイコンを搭載しているため製品にいろいろ

な機能を持たせ、豊富な機能を保持していることが良い製

品であるように顧客を錯覚させ、使いにくい製品ばかり販

売していた。Jobs は、音楽プレーヤーのマイコンが担って

いた機能を思い切ってパソコンへシフトさせ、iPod の使い

やすさを引き出した。 

パソコン業界でハードウエアーとソフトウエアー（オペレ

ーテインングシステムシステムとアプリケーション）の両方

を開発している企業は業界内でアップルのみである。

Windows 系のパソコンは CPU、パソコン本体、ＯＳと基本ソ

フトとアプリケーションソフトに分業化されて事業展開され

ている。その為に全体を統合して、 適な製品開発がで

きにくい環境になっている。Windows 系パソコンの弱点を

見事について、インターネットを活用して、音楽配信事業

モデルをシステム設計した Jobs は見事である。 

 

3－2、開発方針と技術戦略 

iPod のキャッチフレーズ：「千曲をポケットに」 

iPod の商品コンセプト 

 ・千曲を記憶できるプレーヤー 

 ・千曲の選曲ができるユーザーインタフェース 

 ・千曲を 10 分以内でダウンロード 

 ・千曲を再生できるバッテリー 

 Jobs の開発方針は、Simple, Perfect と Easy Use の３点

に尽きる。しかもこれを妥協なく徹底的に追求し、顧客が

興奮する芸術品の域まで研ぎ澄ましてゆく。1 機種を大量

に生産して世界中の市場へ販売する。世界同一仕様、同

一デザインとカラーで同時発売を目指す。これを関係者

に徹底している。生産量の大きさを武器に、アップル仕様

の高機能部品を安く購入し、他社差別化あるいは独占購

買契約を締結し、他社の追随を阻んでいる。台湾の鴻海

精密工業に製品の組み立て製造を委託しているが、キー

パーツの開発と購買は、アップルが管理し支配している。

膨大な物量をグローバルな市場に遅滞なく配送するため

のサプライチェーンマネージメントを構築し、売りそこない

による販売利益の損失を出さないように徹底している。設

計者、部品外注まで含めた生産者と販売する人にとって、

一つのモデルを大量に作って販売することは、作業がシ

ンプルになり、作業効率は非常に高められる。従って、コ

ストも安上がりになり、良いものを安く作り、徹底的に売りま

くることができる。これは戦後日本が得意としたものつくり

の手法であった。 

在庫の管理も 1 モデルだから非常に簡単になる。また、

電池の交換を顧客は自分で出来ないところまで Simple に

拘っているため、顧客はアップルのお店で交換してもらう

という不便さがある反面、古いモデルには、新しく開発さ

れた機能がグレードアップできるように配慮して、顧客の

不満を和らげ、長く顧客に愛用していただくような設計に

なっている。これは顧客にとっては有難い配慮である。 

2000 年当時の各製品と iPod の 1 曲あたりのコスト比較

を表－1 に示す。 

 

 

 

 

 

表—1 音楽プレーヤーの価格比較  （2000 年当時） 

項目 ＣＤ 
ＦＭ 

プレーヤー 
ＭＰ3 

ＣＤ 

Ｊ． 

ＢＯＸ 
ｉＰｏｄ 

1 曲の 

単価 
$5  $10  $1  0.3＄ 0.399＄ 

製品価格 $75  $150  $150  $300  $399  

曲数 
10～

15 
10～15 150 1000 1000 

 



19 
 

当時の音楽プレーヤー顧客の不満は、MP3プレーヤーは

容量が足りず、顧客の録音する曲数が制限され、J.BOX

はパソコンからのダウンロードに長時間を要し且つバッテリ

ーが短命であることであった。iPod は千曲のダウンロード

を 10 分以内で実現し、バッテリーの寿命は千曲再生でき

る容量にした。しかもコンパクトで一曲当たりのコストが安

かった。iPod の企画の優秀さがうかがわれる。 

設計目標：Simple を極め、大量生産品を芸術品に 

           して世界へ 

  設計方針 

①Perfect ：:顧客の感動を得るまで完全に 

②Simple ：不要仕様の徹底除去、「極めれば

Simple になる」 

③Easy Use:：3 タッチで選曲、複雑な部分は

Ｓ/Ｗに担わせ端末は至極簡単操作 

④軽薄短小：Simple を極めれば軽薄短小に 

  なる 

⑤美しいデザイン：芸術品のレベルまで 

（見えないところまで美しく） 

⑥長続きする：全世代共通、世界共通 

日本メーカの音楽プレーヤーには、標準装備されている

機能を iPod では思い切って削除しシンプルに設計してい

る。表―2 にその一例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、従来の製品が音楽プレーヤに持たせていた機

能をパソコン側で処理させ、音楽プレーヤーは、音楽を再

生して楽しむ機能に絞り込んだ。これはすべての機能を

開発してきたアップルだからこそ実現できた開発である。

事業部制や水平分業を進めてきたマイクロソフト系列のパ

ソコン企業では実現が困難な開発である。発売当初、専

門家や業界関係者は、音楽プレーヤーとしての必要仕様

が欠落しているから iPod は売れないとコメントしていたが、

予想は見事に外れた。顧客は多機能で使いにくい製品で

なくシンプルで使いやすい製品を選択したのである。また、

芸術品ほどのすごい製品を標榜する表れとして芸術家が

作品にサインを入れるように、アップルの製品には、[made 

in USA]でなく[Designed by Apple in California]と表示され

ている。 

 

3－3、販売方針と販売戦略 

販売方針：Apple Store による直販（値崩れ防止） 

 Jobs は、ＭＡＣ販売で量販店に冷遇された為、iPod

の販売を量販店にさせなかった。顧客はブランド品を購入

するようにじっくり Apple Store で製品を吟味し納得して

購入できるようなショップをプロのインテリアデザイナーと

組んで 9 ヶ月をかけてプロトタイプのショップを開発する。

彼はこれを自分自身で実現するために GAP の CEO をア

ップルの取締役にし、彼からいろいろなアドバイスを受け

た。また、ショップの販売状況と在庫管理をリアルタイムに

かつ、顧客が買い物をするときの手続きを簡単に済ませら

れるＰＯＳシステムを友人のオラクルの CEO に開発させる。

彼もアップルの取締役である。アップルストアーの特長は、

量販店の展示が製品の機能ごとに商品を展示してあるの

に対して、顧客のやりたいことごとにシステムを展示し顧客

がそこで体験できるようにしたことである。これによって顧

客はアップルの製品がいかに使いやすく自分のやりたい

ことができるようになっているかを実感し納得できるように

した。店内には値引きする競合品がないから、価格を維持

できる。顧客は価格で商品を選ぶのでなく、商品に満足し

て iPod を購入してゆく。 

  

ブランド戦略：徹底した宣伝で商品の素晴らしさ、高

級品イメージを顧客に植え付ける 

 iPod を販売してみて、iPod が売れるとＭＡＣも売り上げ

が増加することに気が付く。そこでこれまでＭＡＣ販売に

使っていた宣伝費を iPod に振り替えた。その結果音楽プ

レーヤの広告宣伝費は他社の百倍になった。iPod の露出

度が高く顧客の側からアップルストアーへ足を運ばせた。

ベッカムなど一流の有名人を宣伝に使い商品イメージを

高めた。このやり方はソニーが Walkman で使った手法で

ある。iTunes Store で楽曲が手軽に購入できるようにな

ると、iPod のテレビコマーシャルに登場したアーテイストの

曲が爆発的に売れるようになり、有名なアーテイスト達が

無料で iPod のテレビコマーシャルに登場させてくれと殺到

するようになる。まさにプレミアブランドに成長した。 

 

 徹底した秘密主義：新製品の発表まで新製品情報

をリークさせない 

 発売前には、絶対に新製品の情報が外部に漏れないよ

う、情報管理を徹底している。全体の情報を把握している

人は、Jobs の他ごく限られた人しか知らないように、社内

情報管理が徹底されている。協力企業が情報を漏らすと

即刻取引停止にされる。こうした秘密主義は、新製品を発

売したとき話題が沸騰し、顧客に衝撃的感動を与える効

果がある。 

 

3－4、知財戦略と著作権保護対策 

戦略 1：必要な技術はＭ＆Ａで確保 

Jobs は、ＭＡＣをデイジタル・ハブとして、音楽、映画な

どのコンテンツを顧客が利用する中心に位置づけた。そし

て、iTunes をデジタル・ミュージック・オーガナイザーとして

製品化するため Sound Jam をＭ＆Ａし、これを改良し

て iTunes を開発する。 

①	 i Tunes 開発のために「Sound Jam」買収 

 

 

 

 

 

 

 

 

② Windows 版 i Tunes 開発のために「Music Mach」

買収（第五章を参照） 

表ー2 製品仕様 

項目 Wi-Fi 
FM 

チューナ 

ブルー 

トウース 

電池 

交換 

クロス 

フェード 

稼働中の 

プレー 

リスト 

競合品 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

iPod × × × × × × 

 

表ー3 Sound Jam vs iTunes 

 

項目 

MP3 

再生 

MP3 の

CD-R 化 

ＣＤ，ＭＤ 

の複製 

ＣＤ 

再生 

ＣＤの 

ＭＰ3

化 

曲名 

表示 

S.Jam ○ ○   ○     

iTunes ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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 戦略 2：Trade Dress で製品保護 

 東芝からＨＤＤを購入するとき Trade Dress を主張して独

占購入契約を実現している。Trade Dress は、米国で活用

されている知的財産権で、意匠登録の様に特許庁に申請

して権利を取得するものでなく、その商品が市場で誰から

も認知されている状況の商品やビジネスモデルなどに対

して与えられる権利で、特段の書類による申請や、権利を

維持するためのコストはかからず、期限も限定されていな

い知的財産権である。その為に大々的な宣伝と大量販売

の実績が必要になる。iPod が、Trade Dress として認めら

れると、競合他社は iPodと同じ製品を認定されている市場

では販売出来ない。米国の法廷で三星電子と訴訟を行っ

ているが、三星電子は、特許権を主張して裁判を進めて

いるのに対しアップルは、Trade Dress で争っている。

Trade Dress で争えば三星電子に勝ち目はない。アップ

ルの知的財産戦略は、したたかである。 

 

４、iPod 開発体制とテーマの進捗管理 

 iPod の開発体制の一部を図 1 に示す。iPod 開発チー

ムは、百名といわれている。アップルの開発体制の特長は、

社長が直接開発目標と事業化の方針を決定して関係社

員に徹底していることである。社長が決めた目標に対し、

その達成手段はグループの担当者に任されている。しか

し、定期的な社長直轄の開発進捗会議でその結果を厳し

く吟味され、達成できない社員は解雇されるという厳しい

ルールになっている。所謂日本の開発現場で行われる目

標未達時の「割り切り」は許されない。Jobs の決めた目標

は、絶対で未達者はＢクラスと認定されアップルを追い出

される。アップルで働くためには常にＡクラスの結果をだし

続けなくてはならない。 

 

図 1	 iPod	 開発体制	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、プロジェクトの進捗会議は、企画、設計、デザイン、

購買、マーケテイング、広報などプロジェクトの関係者が

一堂に会して各部門の進捗状況を同時並行的に社長に

報告して、課題を整理、共有化し連帯して問題点の早期

解決を図らせる仕組みになっている。 

プロジェクト関係者はこの進捗評価会を通じて社長の

思いを正しく理解し、プロジェクトの全体像を把握し、互い

に協力して共創が活発になり、連帯責任でチームとして納

期、性能、コストを達成するようになる。社長も部下の情報

が伝わりやすくなり、トップが現場を正確に把握して即断

即決が出来る。これが、短納期で完成度の高い新製品を

開発するアップルの秘訣である。Jobs は、このほかに飛び

込みで担当者の席を訪ねて彼らの仕事の進捗状況の把

握と課題解決の議論を行っている。 

iPod 開発リーダのうち、Jobs が復帰する以前からアップル

在籍メンバーは、シラーとアイブの二人である。iPod を開

発したファデルは、プロジェクトが起きてからルビーがヘッ

ドハンテイングし、6ヶ月で製品を完成させた。iTunesを開

発したロビンは SoundJam の開発者でＭ＆Ａにより iPod

チームに参加し製品を完成させた。サプライチェーンマネ

ージメントで目覚ましい改革を短時間で達成したＴ．クック

も Jobs にヘッドハンテイングされチームに加わり、現ＣＥＯ

を務めている。このように、日本企業では考えられない、

中途採用の社員軍団でしかもアップルの中にはこれまで

なかった製品や技術あるいは管理技術を短時間でア 

ップル化させ、これまでなかった製品や企業文化を短期

間で作り上げる、Jobs の人の使い方は卓越している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          業務 Ｌ 製品在庫６０日を２日に 

       Ｔ．クック 製造期間４月を２月に 

          

           直営店設計 
プロトタイプの開発 

       Ｒ．ジョンソン 

          

           iTunes Stor L 音楽会社の説得 

       
S.Jobs 

アーテイストの説得 

       違法対策：片側通行 

ＣＥＯ          

Ｓ．Jobs        マーケテイング Ｌ 
スクロールホイール開発 

        Ｆ．シラー 

妻           

ロリーン         デザイン Ｌ 
Ｓｉｍｐｌｅデザイン 

     開発 Ｌ    Ｊ．アイブ 

   
Ｊ．ルビ

ー 
      

       音楽プレーヤーＬ ポータル・プレーヤのＭＰ3 

       Ｔ．ファデル をＭ＆Ａし改良設計 

          

        iTunes L ＳｏｕｎｄＪａｍ買収し、改良 

      Ｊ．ロビン して iTunes 開発 
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4.  Jobs の経営理念と経営者像 

 Jobs は、Liberal Arts と Technology の交差点に自分を

置き、新製品とビジネスを考え続けた経営者であった。視

野が広く、時代の流れ、社会の動き、人の心を感じとること

ができた。育ての父親の影響で技術大好きで世界のトッ

プレベルを追求したが、技術独走して人間を忘れることは

なかった。人々の教養や向上心を強くする願望を持って

いた。音楽や芸術を楽しみ製品に芸術性を求めた。高い

社会性と倫理観を持っていた。ヒューマニテイが脈打って

いた。広告やプレゼンテーションの言葉に品性と魅力を際

立たせた。 

 サンフランシスコで知野弘文禅師（日本人）から禅の教

えを習い「Simple」の教えを会得する。観察力と直観力に

優れ、 高にうるさいユーザーであった。顧客の預言者

Jobs が「自分が欲しいものを作ったから使ってみて下さ

い」との思いで製品を開発し世に問うてきた。ヒット商品の

アイデアは彼自身の中にあった。壮大な構想力と身近な

些細なことに拘る彼の性格は、一流企業家の大事な資質

である。彼の信念「必要さえあれば技術に不可能はない」

が彼の部下の潜在能力を引だし、画期的な新製品を共創

させる大きな力になった。「君ならもっとできる」という Jobs

の言葉で不可能を可能にした部品メーカーの社長や社員

が何人もいる。Jobs は、役員が集まって行う経営会議や数

字を眺める業績審議会を嫌い、個性や創造性の限りをつ

くして新製品を開発し直接顧客に販売する以外の無駄な

活動に時間を使わない経営者であった。そして、新製品

開発活動は、常に野球で言えば直球１本の真剣勝負であ

った。160 キロを超える剛速球を投げ続ける Jobs、これを

必死で打ち返す社員と協力工場の人々。こうしたプロ集

団だからこそ、歴史に残る画期的な新製品が開発されヒッ

トしたのである。今日、日本の一部の社長が企業の命運を

左右する製品の情報を直接把握せず、人に任せることは

大問題である。 

 

5.  Windows 版開発の経緯 

 iPod 開発の経緯と販売が軌道に乗るまでを振り返って

みたい。iPod 開発の狙いは、すでに述べたとおり MAC を

販売するために Windows と差別化する狙いで MAC の周

辺機として MAC 環境下でのみ稼働する音楽プレーヤー

を開発した。しかし、2001 年発売した iPod は、会社を救済

するほどの販売台数にはならなかった。そこで、圧倒的に

市場に普及している Window 搭載のパソコンで iPod を使

えるようにし、業績向上を図る企画が持ち上がった。Jobs

は、永遠のライバルであるビル・ゲイツの販売支援となる

Windows 版の事業化に反対したが、業績不振を挽回する

ために渋々開発を承認する。この決定により、事業の主軸

が MAC 販売から音楽プレーヤー販売に方針転換される

ことになった。 

当時 Windows 環境下で音楽をコピーできる製品として

「music mach」が販売されていた。この製品はＣＤの楽曲を

ＭＰ3 プレーヤーへコピー出来、楽曲のライブラリーを自

動的に作成してくれた。方針変更後直ちに「music mach」

を買収し iTunes の Windows バージョンを開発した。 

iPod 発売から 9 ヶ月後、2002 年 7 月記憶容量を 4 倍に

した iPodⅡと Windows 版 iPod が発売された。これによりウ

ｵールマートが懇願していたマイクロソフトの音楽プレーヤ 

ー事業のチャンスが消滅してしまった。 

Windows 版発から 9 ヶ月後の 2003 年 4 月第三世代の

iPod 発売 と iTunes Music Store が開設された。第三世代

の iPod は、30Ｐのドックコネクターが新設されこのコネクタ

ーでインターネットと接続するとインターネットを介して自

分のお気に入りの楽曲を購入できるようになった。アップ

ルは、顧客の音楽購入を早く簡単にするために、当時の

音楽プレーヤー30 倍の高速データー転送速度を有する

「Fire Wire」を商品化し千曲の楽曲を録音するのに 10 分

でできるサービスを提供した。これは実用上ほとんど瞬時

に自分の購入したい音楽をパソコンから自分の音楽プレ

ーヤーに録音できる性能であった。これによってそれまで

ソニーをはじめ販売していたフラッシュ・メモリー型の音楽

プレーヤーは、競争力を喪失し iPod の独壇場になる。 

 

6.  iPod 開発の経緯まとめ 

第一ステップ：iPod 開発 

 ＭＡＣを拡販するために iPod を開発する。千曲をポケット

に!! 

・キーパーツは外部調達：1.8 インチＨＤＤ、Ｌｉポリマー電

池、小型液晶パネル 

・iPod 本体の開発リーダをヘッドハンテイング 

・M&A で人と技術を入手し iTunes を開発 

・Apple Store のプロトタイプを Jobs が開発 

・Ｔ．クックを採用しＳＣＭの改革 

第二ステップ：Windows 版開発 

事業の狙いがＭＡＣ販売から音楽プレーヤーの販売

に変わる 

・	 ミュージック・マッチをＭ＆Ａし、Windows 版 iTunes を

開発 

・	 マイクロソフトやデルの音楽プレーヤーのビジネス

機会消滅 

第三ステップ：楽曲のインターネット販売 

世界 大の音楽販売会社に 

・	 Jobs 自身で音楽会社やアーテイストを説得 

・	 片側交通で著作権問題を解決 

・	 iTunes Store を開設 

・	 一曲 99 セントの価格設定 

第四ステップ：iPodをモバイルへ（スマートホン業界利益の

6 割を確保） 

スマホのトップ企業に 

・	 iPod に携帯の機能を追加：スマートホン 

・	 ラジオ・テレビの受信 

・ゲームソフトの販売 

・映画の販売・電子書籍の販売・ナビゲーションサービス 

 

8、iPod の実績 

 インターネットから顧客の好きな楽曲を音楽プレーヤー

にコピーする事業を成功させるには、使いやすい音楽プ

レーヤーの開発と販売に合わせて、レコード会社の保有

する楽曲をインターネットのデーターベースに提供させな

くてはならない。またプロのミュージシャンからの協力も必

要である。Jobs は「皆が喜ぶ様に！」という錦の御旗を打

ち立てて音楽協会やプロのミュージシャンを説得し多くの

楽曲を iTunes Music Store へ提供させることに成功した。 
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iTunes Music Store 開設時の保有楽曲数は 20 万曲、発売

後顧客が購入した楽曲数は百万曲であった。iPod の目覚

ましい普及スピードと iTunes Music Store で顧客が購入す

る楽曲の大きさを注目したレコード会社、音楽協会、プロミ

ュージシャンらはアップルのビジネスモデルを信頼し、彼

等から提供される楽曲数は、2012 年 3 月時点で保有楽曲

数 2800 万曲、顧客の購入楽曲数は 2011 年 10 月時点で

160 億曲とアップルは、世界 大の音楽販売企業になっ

た。 

図２ Apple 売上げ製品別構成 

 

2003 年 4 月第三世代の iPOd が発売され、 iTunes 

Music Store が開設されると、その年の 10 月末には、音楽

プレーヤー市場の 70％を iPod が占めるようになった。

2003 年クリスマス商戦は、iPod が大ヒット商品になり、翌年

2004 年は iPod が飛躍的に成長した。しかし、売上数字で

業績に貢献するのは 2005 年度からである。2001 年から

2012 年までのアップルの売上高の推移と商品構成を図 2

に示す。今日アップルの販売に も寄与しているのは

iPhone であるが、iPhone の成功は iPod の成功が基盤にな

っている。 

2007 年 6 月 iPhone が発売されるが第二世代の携帯電

話の機能を搭載していたため、大きな販売台数にはなら

なかった。2008 年７月に発売された第三世代の iPhone か

ら本格的なスマートフォンの販売が始まり、業績に大きく

貢献することになるが、2005 年から 2008 年まで iPod がア

ップルを支えてきたことは確かである。 

 宇宙をへこます様なエキサイテイングな音楽プレーヤー

を作ろう！皆が喜ぶ様な新たな音楽のビジネスモデルの

構築を目指した Jobs の新製品開発は、見事に大成功を

収めたといえる。 

 

9、iPod 成功の要因分析とベンチマークポイント 

 iPod 成功の第一の要因は、社長である Jobs が陣頭指揮

して製品を開発し、iPod を販売するための事業インフラを

構築したことである。特に製品開発に関しては、製品の企

画意図を社長が明確に示したこと。「千曲をポケットに」、

「Simple, Exciting, Perfect」を徹底的にこだわり、開発の

手段は、担当者に任せ、開発結果を厳しく評価したこと。

これによって、チームの共創意識が高まり、画期的な製品

開発を引き出した。 

 第二の要因は、自社にない技術は M&A により人材を獲

得し、彼らに新しいコンセプトの製品開発をやりきらせてい

ること。日本企業では、こうしたマネージメントをして成功し

ている事例が少ない。 

 第三は、アップルストアーの設計開発を社長自ら陣頭指

揮して推進したり、楽曲を提供してもらうため、社長が直接

音楽協会のトップと交渉して合意を取り付けるなど、事業

インフラをトップが構築したこと。 

 第四は新しい事業を正当化する大義名分を掲げ、関係

者を説得したこと。 

 

 iPod の事例から、企業発展のドライビングホースは、画

期的な新製品開発力とこれを保証するコア技術の開発力

であることを再認識させた。また、デジタルネットワークの

時代は、日本が得意であった、個別事業ごとの製品開発

では、画期的な新製品は開発されず、全社の総意を結集

し、自社の強みを発揮し、競業を打倒する事業コンセプト

の構築と、組織の壁や個人の言い訳を許さない、企業トッ

プの不退転の新製品開発と事業推進こそが、成功のカギ

を握っていることを示唆している。 

デジタルネットワーク時代の顧客ニーズの分析と新製品開

発活動を部下任せにしている社長が経営する企業に明

日はない。逆に社長が真剣に新製品開発に取り組めば、

Apple の様に、短期間に企業業績を飛躍的に向上させら

れる。iPod の事例から、このことを日本企業の経営者たち

は、学ぶ必要がある。 

 また、情報家電はハードでは、儲からないという日本人

の経済学者やマスコミの論調に対し、iPod の事例は、ハ

ードでしっかり儲けられることを証明し、日本の経済学者

たちの経営分析の誤りを事実で検証したという点でも今後

の日本企業における、経営のやり方のベンチマークポイン

トになると思う。ハードで儲けるために賢くソフトを使ってい

るところが Apple の味噌である。 

 iPod のキーデバイスやこれを加工するための生産技術

は、多くが日本製である。これらの優れた要素技術を活用

して画期的な新製品を企画する構想力とエレキのハード

とソフトそれにコンピュータと通信技術を統括した製品設

計と評価のできるゼネラリストの育成が求められている。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

                              （了） 
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表ー4 iTunes Music Store の利用状況 

年・月 
保有 

楽曲数 

購入 

楽曲数 
顧客数 

03 年 4 月 20 万曲 １００万曲 ＮＤ 

12 年 3 月 2800 万曲 160 億曲※1 4 億人 

 ※1 2011 年１０月時点の数字を示す 
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