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本稿は，平成 21年 3月7日に県立広島大学に於いて開催された文部科学省科学研究費補助金

による企業経営シンポジウム「今，企業経営を考えるーグローパルマーケットでいかに生き残る

か-Jの内容を纏めたものである。シンポジウムは，基調講演 (r自動車産業における企業の境

界」京都大学 武石彰)， 3つの研究報告(r韓国の自動車部品調達と日本からの示唆」京都橘大

学李在鏑韓国ハイニックス半導体の再生」県立広島大学菱判国， r台湾AcerlWistron社の

再生を通じた競争優位の再構築」九州国際大学 陳韻如・京都産業大学井村直恵)および，パ

ネルデ、イスカッションで構成された。

本稿では，これらのシンポジウムの内容の中で 1基調講演と Eパネルデ、イスカッションの内

容について記載する。

I 基調講演

自動車産業における企業の境界

1 .はじめに

京都大学大学院経済学研究科教授武石彰

(記録・文責:九州国際大学陳韻如，県立広島大学平野実)

本日，基調講演という場で話をさせていただき，本当にお礼を申し上げたい。講演の問題意識

l 研究代表者と基調講演は別にして，研究報告の発表順である。
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は，今回の科研費プロジェクトのテーマとどこまで整合性を取れるかはわからないが，そこにつ

なげながら話を聞いていただきたい。

自動車産業は裾野の広い産業であり，自動車メーカー単独では産業としては成り立たない。さ

まざまな裾野の広い部品メーカー，素材メーカー，販売会社といった外部企業と協力しながら，

産業を動かしていく。そのような企業と企業の関係をどう考えるのかということは，私の一貫し

た研究テーマの一つである。

本日のテーマとしては二つある。一つは，イノベーションへ向けての知識マネジメントであ

り，もう一つは系列サプライヤーの役割についてである。企業と企業の分業は何のためにあるの

か。分業の目的には大きく 3つある。一つ日は効率のためであり，要するに安く作る，速く作る

ことである。二つ目は競争に勝つためである。これは効率のための分業の営みとは違う。さらに，

競争といっても，現在の技術の体系やビジネスの仕組みを前提とした競争と，技術・ビジネス体

系・マーケットそのものを変えていきながら競争していくものがある。後者はいわゆるイノベー

ションである。イノベーションに向かつて，企業と企業の分業をどのようにマネジメントしてい

くかというものがある。すなわち，効率，競争に勝つ，そしてイノベーションという 3つの異な

る目標によって，企業の分業のマネジメントの仕方が違ってくる。

イノベーションは常に挑戦を受ける。現在，グローバル企業としてイノベーションを率先して

やっていかないと，世界の厳しい競争に勝てない。また，仕事が厳しくなってくる時代を乗り越

えるために，イノベーションに向かつて，企業と企業の分業を大切にしていく必要がある。イノ

ベーションに向けての企業の分業に関連し，特に日本の企業，あるいは自動車産業の場合は系列

という問題になるため，系列サプライヤーの問題を二つ自のテーマとして取り上げる。

2. イノベーションへ向けての知識マネジメント

(1) 競争優位にむけての分業のマネジメント

自動車産業は日本の代表的な産業であり，その規模も大きい。しかし，自動車産業は実に特殊

な産業であるため，自動車の話はすべての産業に通用するとは限らないということに注意を払う

必要がある。自動車産業は，自動車の完成車メーカーと部品メーカーが協業して新しいものを

作っていかないとうまくいかないという特徴を持つ。そのような特徴を持たない業界もある。例

えば，パソコンや自転車，オーディオの場合，デバイス・メーカーが特定の部分だけを作ればビ

ジネスとして成功する。

自動車メーカーと部品メーカーがお互いの力を出し合って，新しいものを作っていく，そのよ

うな取り組みが自動車産業では重要である。取り組みとして必要なのは，知識のマネジメントで

ある。図 1は，日本の自動車産業を題材にし，部品メーカーと自動車メーカーにアンケート調査

を行い，得られたデータによって統計的に分析した最終的な結果を要約したものである。最終的

に，自動車メーカーと部品メーカーが一緒になって新車を開発していく。車の新しいモデ、ルや，

買い換える，あるいは新しくて良い車を開発して発売していくことは自動車産業の競争と成長に

非常に重要なことである。自動車メーカーは関係のある部品メーカーにさまざまな協力をしても

らい，部品設計も合めて一緒に新車を開発する。部品メーカーと一緒に開発する際，作った新し

い部品がより良いものでないと，完成車としては良いものにならず，結局競争に負ける。図 lで

は，新車向けの良い部品の開発に，プラスとマイナスに働いている要因について分析してきた。
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図 1 競争優位にむけての分業のマネジメント
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(2) プロジェクト特性によって異なる知識分担のあり方

自動車メーカーの設計を担当する方は，部品メーカーに開発を委ねる部品について，どの程度

知識を持っているかが，最終的に良い部品を開発できるかどうかに非常に重要な影響力を持つ。

自動車業界は新車に限らず，様々な場面で何かを誰かに任せるという問題に直面する。任せるこ

とについて，任せる側は知っていれば知っているほど，任せれば良いものが出てくる。当然のよ

うなことであるが，実際データ分析を行った結果，自動車メーカーの技術者の知識のレベルに

よって最終的に成果が変わってくるということが確認できた。問題はここからである。知識が大

事だと分かつていれば，その知識を高め，あるいは技術力をつけてくるはずである。しかし，な

ぜ，自動車メーカーには差があるのか。この差の背景には何があるのかについてもう少し分析し

たい。

自動車の部品を開発していくための知識として重要になってくるものには，大きく二つの種類

がある。一つは部品そのものについての知識であり，この部品に関する技術，作り方，材料，値

段などに関する知識が含まれる。もう 一つは自動車というものに関する知識である。部品単独で

は価値を持たず，様々な部品が組み合わされて最後に完成車になって商品としての価値を作るこ

とができる。一つの部品が同じ車の中で搭載される他の部品との関係がどうなのか，どのように

調整されていくのか。また，その部品は最終的に完成車メーカーの工場で組み付けられるが，組

みつけられるラインがどうなっているかによって，部品の設計の仕方の良し悪しが反映される。

車の組立ラインは工場によってまったく異なるため，生産ラインに応じて組み付けやすさも異

なってくる。あらゆる面で部品が合致するようにしておかないと，最終的に車としていい商品が

出ない。ここで，部品間の関係，組みつけられる方法などを同時にまとめていく知識を統合知識

と呼ぶ。

表 1はプロジェクト特性によって異なる知識分担のあり方を示すものである。普通の新車開発

プロジェクトの場合には，自動車メーカーはまとめる知識を持っているが，部品についての知識

はそれほど、持っていなし¥。つまり，部品メーカーは部品に長けているため，専門家に専門のこと

を任せればいい。部品の知識について，自動車メーカーが持っている知識の多寡は，最終的に完
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表 1 プロジェクト特性によって異なる知識分担のあり方

知識分担 自動車メ カ 部品メ カ

既存技術 明確な専門化した知識領域
統合知識 部品知識

プロジェクト (効率的)

統合知識 部品知識
新規技術 重複する知識領域

+ + 
プロジェクト (冗長)

部品知識 統合知識
~ 

成車の良し悪しに影響しないということも統計的に確認できた。自動車メーカーの役割は，部品

メーカーが作った様々な部品を車として完成させることであり，部品に関する知識はなくても良

いというのが一つのパターンである。

ところが，自動車メーカーも部品についての知識を持っていたほうが良い場合もある。それは

新しい技術を使って部品を開発していく場合である。自動車はパソコンや携帯電話に比べ技術の

進歩はそれほど速くないため，これまで、使われていなかった部品技術を使う場合，慎重に判断し

ながら新しい技術を導入しなければならない。その際，自動車メーカー側も部品の中身を知るか

否かによって，成果として大きく変わってくる。一方，様々な調査で、分かつたことであるが，部

品メーカー側も同様である。部品メーカーは新しい技術を新しい部品に取り込む時には車の中へ

の組みつけられ方や他の部品との関係といったまとめる知識についても持っていると，良いもの

を開発しやすい。

(3) イノベーシヨンへの協業:OEMの課題

以上の二つの知識があるかないかということは最終的な成果の良し悪しにどのぐらい影響する

かについて，その影響の度合いの強さを示したのが図 2である。左側にあるのが，従来の技術を

使った新車の開発である。右側は新しい技術を導入しながら部品を開発して新車に取り込む場合

である。全般的に新しい技術を使う際，新しい知識の重要性が高くなる。内訳を見ていくと，普

通のプロジェクトの場合は，自動車メーカーにとってはまとめる知識が重要で、あり，部品の知識

の影響はない。ところが，新しい技術を導入する際，知識の重要さが逆転する。まとめる知識も

重要であるが，それ以上に部品の中身を知らなければならない。以上について，図 2ではその差

が比較できる。

実際，自動車メーカーと部品メーカーがそれぞれ携わる業務はほとんど変わらない。通常の分

業においては，自動車メーカーは部品メーカーに発注して作ってくれたものを受けとめて車とし

てまとめていく。部品メーカーは発注されたものについて，開発し，試作し，評価してもらい，

量産して自動車に納入する。しかし，通常のプロジェクトの場合と新しい技術を導入する場合で

は，求められる知識の範囲が異なる。通常の場合では，自動車メーカーと部品メーカーそれぞれ

自らの専門分野に特化し，やっている仕事と必要な知識はほとんど重ならない。ところが，イノ

ベーションを起こす場合には，お互いに重複しあう。イノベーションは，新しい知識を組み合わ

せていくものだという議論がある。新しいことをやろうと思うと，お互いの業務に入り込んで

いってさまざまな知識を駆使して組み合わせて作っていくことになる。そのため，イノベーショ

ンの際により幅広い知識を総合的にまとめていかなければならない。
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(4) r部品の知識」と「まとめる知識」のトレードオフ
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つまり，イノベーションを目指す自動車メーカーは統合技術と部品の知識の両方を持つことが

重要になるが，実は二つの知識を持つことは簡単なことではない。図 3は「部品の知識」と「ま

とめる知識」の関係を示すものである。縦軸はまとめるほうの知識，横軸が部品に関する知識の

度合いを表す。この図は多くの OEM先と取引のあるサプライヤーを対象に，サプライヤーが

OEM各社のエンジニアの知識(技術)のレベルを評価してもらうというアンケート調査から得ら

れた結果である。

図3 サプライヤーからみる OEM各社のエンジニアの知識(技術)のレベル
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(出所)多数の OEMと取引があるサプライヤ-9社 (45プロジェクト)

への質問票調査(1997)データの分析結果より

この図から見ると，部品の知識が高いと，まとめる知識が低い。逆の現象も見られる。つまり，

まとめる知識と個別の知識は両立しない。深い専門知識とまたがる幅広い知識という T型知識を
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持っていることが重要であるが，それは簡単ではないことがこの図で示された。そのため，イノ

ベーションを行う際，自動車メーカーにとっては両方の知識を持っていったほうが重要である

が，両方を持つことになるとコストがかかる。

もう一つ問題がある。部品の知識や，イノベーションに必要な技術・人など，すべて自分でで

きる会社はそれほど存在しない。自分の会社が持っていないものに関しては，必ず誰かの協力が

必要である。しかし，外部に任せると，その技術を蓄積することは大変難しい。図 4は，アウト

ソーシングの程度によって自動車メーカーと部品メーカーの役割分担の仕組みの違いを示すもの

である。左側では，自動車メーカーの役割が重要であることに対し，右側に行くと部品メーカー

の役割が大きくなる。貸与図，承認図，市販品という 3つのアウトソーシングのやり方を比較す

ると，自動車メーカー側の知識のレベルには差があることが明らかになった。部品メーカーに渡

している役割が大きければ大きいほど，自動車メーカ-側の知識が低くなる。つまり，自分で開

発しないで、外に任せて，その程度が高くなると，知識を維持することは難しくなる。手を汚さな

いという言い方をするが，技術の中で，結果を見て，また関連教科書・論文を読めばある程度理

解できる技術もあれば，実際の設計生産に携わらないまま得られない知識もある。手を汚さない

限り，得られる知識も限られているということがこの図で示されている。

興味深いことに，まとめる仕事は常に自動車メーカーが担当しているが，部品を外部に任せれ

ば任せるほど(手を汚さぬ程度が高い)，まとめに関する知識にも限界が訪れる。それは，推測で

はあるが，自動車の場合は部品の知識とまとめる知識と密接に絡んで、いるため，部品の中身に関

する知識を持たないと，まとめるほうの知識もやや落ちている。特に自動車産業はこのような特

徴を持っているが，そうではない分野もある。

図4 アウトソーシングにともなって減衰する知識

5 

a

a

T

q

』

弓

&

自
動
車
メ
l
力
ー
の
知
事
レ
ベ
ル

固まとめる知書
白書品知重

貸与国 最露国 市販畠

(出所)サプライヤー153社への質問票調査 (1999) より

以上まとめると，自動車産業ではイノベーションを起こす際，知識のマネジメントには大きく

3つのジレンマある。まず，短期的な効率(1まとめる知識」のみ)とイノベーションのための蓄

え(1部品の知識」も必要)の違いがある。次に， 二つのタイプの知識(1まとめる知識」と「部

品の知識J)の聞にトレードオフ関係が存在する。なおかつ，実際の設計生産に携わらない(手を

汚さぬ)まま知識を維持することが難しい(leamingwithout doing)。自動車メーカーはイノベー
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ションを行う場合，部品について高い知識を持つほど，良いものができることは誰でも理解でき

る。ところが，以上のようなジレンマがあるため，高い知識を持つのは難しい。ところが，難し

いが上手にできる会社と，できない会社がある。だからこそ，差が付いた。知識の差は成果の差

につながる。

できる会社は何が違うのだろう。上述した 3つのジレンマに対し，ある会社は様々な工夫や努

力を通じて，ある程度上手に乗り越える。この場合，その会社はあまり上手に乗り越えられない

会社に比べて全般的に知識のレベルが高い。上手に乗り越えている自動車メーカーはどういうこ

とをしているのだろうか。分析は断片的であり，やや荒い議論になるが，ジレンマを克服するた

めに様々な努力と工夫が行われていると考える。時間が限られているのでごく一部だけ紹介する

が，一つの工夫として，時間をかけて両方の知識を高める重要な人材を育成することである。具

体的に，エンジニアのローテーシヨンが挙げられる。ある部品について，何年間を経験しても

らった後，今度は違う部品の経験をするということである。部品同士はある程度関係しているた

め，この部品について知っていれば，部品聞の関係も分かつてくる。これを短期にやろうと思う

とコストもかかり，難しいことでもあるが，時間をかけることによって，このトレードオフを克

服していく。しかし，時聞がかかるため，人材を育成している途中で技術者が辞め，または経済

危機によって組織変更せざるをえないことになると，知識の蓄積が中断されてしまう。

このような状態においては，後継ぎの人が知識を持たない場合，効率が落ちる。しかし，上手

にやっている会社は，前任者と後任者の聞の経験の伝授をきちんと行うことによってそのような

問題を克服する。これは当たり前のことだが，実行するのは実に難しい。将来自分の後を継ぐ人

のために，今自分がやっていることを上手に伝える努力をしないといけない。

知識のマネジメントをめぐるジレンマは自動車メーカーに共通して存在するが，こうした努力

をする会社とそうではない会社があって，ジレンマを少しでも乗り越える会社とそうでない会社

があるわけである。ジレンマを克服するためにもう一つ重要なやり方は，部品メーカーに任せな

がら相手と非常にいい信頼関係を築くということである。これは系列というものであるが，詳

しくは後述する。

(5) アウトソーシングにおける知識のマネジメント (3つのジレンマをいかに克服するか)

以上の話をまとめると，ポイントは以下のようにまとめることができる。外部の企業と分業を

行っていく目的は 3つある。効率，競争優位，イノベーションのどれを目指すかによって話が異

なってくる。イノベーションに関わるような業務を外部に任せながら，一緒にうまくやっていく

ことを考えれば，ジレンマを克服した知識のマネジメントが必要である。

前述した努力やジレンマの克服の仕方によって，知識のマネジメントが上手になり，イノベー

ションもできるようになるが，所詮コストがかかる。例えば，人材のローテーシヨンや学習の態

度などによってコストが発生するのである。これらのコストは，イノベーションを行わない普段

は必要ないが，普段必要でないことを行うということがイノベーションであるため，普段必要で

ないことのために蓄えておかなくてはならない。

ところで，イノベーションを行わない会社もある。このタイプの会社は，他社で開発された新

しいものを使って，出来上がったものを低価格で勝負する。結果的に，将来のために現在の投資

を行う会社は，イノベーションを行わない会社に比べ研究開発面のコストがかかる。開発費用を

かけたからには，かけたものを回収していかない限り回らなくなる。そのうえで，イノベーショ
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ンには蓄えが必要で，その蓄えにはリターンを投資しているわけであるが， リターンを得るため

にはイノベーションが必要になる。

イノベーションの出現はそれ自体大変難しいことであるが，イノベーションから収益を得られ

るかどうかはまた別の次元のことになる。イノベーシヨンが利益に直結しない場合は多くある。

重要なのは，新しいことをきちんとして，利益も出していく。利益を得られたことによって，次

の蓄えになる。このように，短期的な無駄(投資)をイノベーション，経営成果に結びつける戦

略と仕組みによって，イノベーションを回していく。いわば，健全な自転車操業である。漕ぎ続

けないと止まってしまう。

日本企業は従来，下り坂で追い風の中で自転車を漕いできた。国内市場が成長し，またやり方

については欧米の会社が教えてくれたため，何をすれば良いかが分かつた。それより上手くやる

ことによって，勝負で、勝ってきた。商品を作れば作るほど，海外に輸出し，世界で売れるように

なった。生産現場も国内で一番効率のいい工場にすべて集中すればいい。その際，蓄えるという

ことは難しいことで、はなかった。ところが，現在，向かい風が強い勢いで吹いている。またこれ

から何をすれば良いかについて自ら道を切り開いていくしかない。日本企業は現在暴風の中で，

上り坂を自転車を漕いで、いくという状態にあるといえる。このような状態で，蓄えるのはもはや

無理であり，前に進むためにできるだけ身を軽くしたい。身を軽くしているとイノベーションが

生じなくなるため，これから日本企業は向かい風，上り坂でいかに蓄えていくかが重要な課題に

なる。

3. 系列サプライヤーの役割

次のテーマはサプライヤーの役割についてである。自動車産業が系列というものを持っている

ことは非常に良く知られ，世界的にも注目されている。自動車メーカーは資本関係を合め，深い

関係を持っている重要なサプライヤーと長期的な関係で結びつき，非常に重要な仕事をサプライ

ヤーに任せている。マツダだけではなく， トヨタ，日産もそうである。欧米の自動車メーカーの

場合，特に系列を持たず，外で任せる場合には，任せている部品メーカーと特に深い関係を持た

ない。多くの優秀なサプライヤーは独立系サプライヤーとして色々な自動車メーカーと付き合っ

ていく。

日本では系列の役割が重要である。系列の実際の動きと変化について紹介する。図 5は2002年

日本の OEMの部品調達における系列取引の構成比を表すものである。 200ぐらいの部品から 54

品目を選び，どれぐらいの量をどこから買ってきたかについて整理して単純に金額ベースで平均

をとった。この平均金額は本当の金額ベースと異なり，また部品の数も 54の部品に絞るという

限定的なデータである。図に示したメーカーのうち， 2002年時点，トヨタは 7割近くの系列を持

つ。内製が 1割前後 7割近くが系列から購入し，残りは独立系の部品メーカーである。系列と

内製を合わせた比率を内製に近いということで，準内製として呼ぶことにする。準内製の比率は，

概ね自動車メーカーの生産規模にやや比例している。

内製，自社系列，独立系，他社系列の比率を 1984年から 2002年までのデータ軸に合わせて，

自社系列のデータを抽出しグラフ化したのが図 6である。この図では大きな変化があることを示

している。 2002年になって，全体的に系列からの調達率が減少している。最も大きく減らしてい

るのは日産である。ご承知の通りカルロス・ゴーン氏が社長に就任した後，調達政策を大幅に変

えた。集中発注，系列の所有株を売却し資本関係からの撤退など，系列関係を見直した。マツダ
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図5 日本の OEMの部品調達における系列取引の構成比 (2002年， 54部品単純平均)
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図 6 日本の OEMの部品調達における系列取引の構成比の推移 (54部品単純平均)
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もフォードとの資本関係によって系列関係の見直しが行われたと推測できる。ただし，系列から

の調達率が減るということは，調達先を変えたことを意味していない。調達先はそれほど変わら

ないが，自動車メーカーが系列から独立したという意味で，系列との関係が変わったというほう

がより正確である。よって，調達先の質がそれほど変動したわけではないと推測される。

ほかの自動車メーカーに比べ， トヨタは一貫している。 84年から 2000年にかけて 65%という

非常に高い数字を維持している。トヨタの場合， 99年頃にそれぞれ内製 10%，トヨタ系列は 63%

を占めている。表2はサプライヤー別に見て，ある系列のサプライヤーはそれぞれどこに納めて

いるのかを示すものである。この表から見ると， トヨタ系列はトヨタに最も多く納めているが，

他の自動車メーカーにも結構納めている。例えば，スズキに 3割を納入している。ダイハツも概

ねトヨタ系列といえるが，マツダにも 8%弱をトヨタ系列と取引している。このように， トヨタ
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表 2 サプライヤー別に見る納入先の構成比

1999年 サプライヤー トヨタ 日産 ホンダ マツダ スズキ ダイハツ 富士重工業 加重平均

内製

トヨタ系列 8.8% 7.6% 29.4% 41.4% 9.1% 32.5% 

日産系列 3.1% 5.4% 4.2% 2.0% 21.9% 12.1% 

本田技研系列 1.2% 3.2% 0.8% 5.7% 8.0% 

マツダ系列 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 2.8% 

スズキ系列 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 

ダイハツ系列 0.1% 

富士重工系列 0.0% 

その他系列

独立系

海外メーカー

100.0% 100.0% 100.0% 1∞.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2002年 サプライヤー トヨタ 日産 ホンダ マツダ スズキ ダイハツ 富士重工業 加重平均

内製

トヨタ系列 10.4% 9.1% 31.8% 41.5% 10.4% 34.8% 

日産系列 2.5% 3.9% 3.5% 0.9% 14.4% 8.6% 

本田技研系列 0.9% 0.9% 2.3% 0.9% 6.2% 7.2% 

マツダ系列 0.0% 0.0% 0.0%警 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

スズキ系列 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 

ダイハツ系列 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 1.0% 

富士重工系列 0.0% 

その他系列

独立系

海外メーカー

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

(注)54部品の単純平均，最右欄は OEM別生産量で重み付けした加重平均
(出所)IRCデータより作成

系列のサプライヤーはトヨタだけではなく，他の自動車メーカーにも納入しているため，サプラ

イヤーの中でシェアが高いといえる。

99年の状況と 2002年と比較すると，日産は系列を失ってしまったことで，日産系列は大きく

シェアを落としている。同じくホンダとマツダ系列のシェアも下落している。それに対し，逆に

増えているのはトヨタ系列と独立系のサプライヤーである。多くの系列会社は関係を切られた

後，独立系になったのである。トヨタ系列のシェアは，結果的に 2002年に最も変化を見せたが，

84年から 2002年までのシェアの推移を見ていくと，それまでは徐々にシェアを伸ばしていく傾

向であった。 トヨタ系列はトヨタを主要顧客としてトヨタとともに規模を拡大していったが，そ

れと同時に，他の自動車メーカーに対しでも徐々に浸透していった。ホンダの場合，系列の比率

を徐々に高めていったことが貢献し，系列のシェアが増えていったが，近年シェアが落ちている。

マツダ系列，日産系列のシェアもここに来て大きく、ンェアを落としている。

ただし，前述したようにサプライヤーがメーカ一系列から変わったが，会社として違うことを

しているかどうかは別問題である。このカテゴリから別のカテゴリに移ったという場合もかなり

多い。 5つのカテゴリで見ていくと，独立系の部品メーカーのシェアの変化は緩やかで、あった

が，ここに来て一気にシェアが高まった。

日本では，系列が長年重要な役割を果たし，完成車メーカーと安定した関係を築いてきたが，

99年日本の自動車産業の危機の際，トヨタ以外のメーカーは系列関係を大きく見直した。結果と

して，トヨタ系サプライヤーが独立になっていることを合めて，独立系のサプライヤーも増えた。
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トヨタとトヨタ系サプライヤーの関係が密接なのに，その他の自動車メーカーとの関係はオープ

ンになっている。自動車メーカーと系列との関係が二分化していることがこの数年の一つの大き

な変化である。

4. まとめ

系列の役割を前半のテーマで、あるイノベーシヨンのための知識マネジメントにつなげると，ど

のような意味を持つだろうか。系列に関する議論は様々であるが，イノベーションを行う際，お

互いに持っている知識を出し合って新しいものを作っていくということが個人的に非常に重要だ

と思う。そういう時のために，系列はある意味重要な役割を果たしている。普段は別々の会社と

して特化した仕事をし，ほかのメーカーにも部品を販売している。新しいものを作るに当たって，

系列は信頼関係のもと，まだ先の分からないことについても賛同して協力してくれる，という役

割を持ちうると考える。

そのため，知識のイノベーションのジレンマを克服する一つの重要な方法として系列がある。

自動車メーカーとして，部品の知識を高めていく一つの方法として，自社エンジニアを部品メー

カーに行かせて部品の設計をしてから戻ってもらうというものがある。会社としては，その仕事

をやらないが(手を汚さぬ)，人を派遣する(社員に手を汚させる)ことによって知識を得られ

る。社員が社内に持ち込んだ知識はイノベーションの際に使える。しかし，自社社員を部品メー

カーで仕事をさせてもらうためには，特別な関係がないとできない。系列のようなある特殊な関

係を築くことによって初めて企業を超えた人のローテーションが可能になる。

そうすると，イノベーションを考える際，自動車メーカーにはお互いに信頼し合う戦略的な

ノtートナーが存在し，普段出せないものまで出し合っていくということは非常に重要になってく

る。 トヨタにはトヨタ系のサプライヤーがいるが， トヨタ以外の自動車メーカーはどうするかに

ついても非常に問題になる。現在の厳しい状況の中では難しいかもしれないが，将来的な成長を

戻していくために，イノベーションが必要とすれば，苦しい時に大切なパートナーと一緒にいか

に努力できるかということは，系列の課題として考える必要がある。

これまで自動車メーカーの立場に立って話をしてきたが，サプライヤーの立場から見ても大変

なことである。 GMやクライスラーのように自動車メーカー自身が大損の状態になると，サプラ

イヤーの状況も厳しい。また，サプライヤーは自動車メーカー以上には目立たないが，恐らく自

動車メーカー以上に厳しい状況になっている。自動車部品メーカーには一人でやっていけない側

面がある。自動車の場合は，あくまでも完成車メーカーと一緒になってやらなければならないた

め，誰と組むのかということはきわめて大切である。自動車メーカーとしては優れた部品メー

カーと手を組みたい一方，部品メーカーとしても優れた自動車メーカーにパートナーになっても

らえる。お互いに良い相手になれるように力をつけていく。力をつけるために，暴風の中で上り

坂でも我慢するという志を以って努力しないといけない。

自動車産業は努力が報われる産業だと思われる。なぜなら，この産業では技術の蓄積を続けな

ければならない。情報通信分野の場合，蓄積をしていても，現在できることが 5年後何の価値を

持たなくなる可能性が高い。自動車産業は蓄積というものが意味を持つ業界であり，努力すれば

必ず報われるとは言えないが，報われる可能性が高く，努力しないとより厳しくなるのではなか

ろうか。イノベーションについてお互いに理解し，認め合うパートナーがいることは重要になっ

てくる。トヨタは一つの例であるが，圏内同士に限らず世界的なレベルで、お互いに切瑳琢磨して，
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お互いが持っている知識をぶつけあってイノベーションを作っていくというようなスタンスが重

要ではないかと考える。
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E パネルディスカッション

ロ会

京都産業大学准教授井村直恵

パネリスト

京都大学教授武石彰

京都橘大学准教授李在鏑

県立広島大学教授萎判国

九州国際大学准教授陳韻如

マツダ株式会社執行役員人事本部長光田稔

県立広島大学准教授平野実

県立広島大学学長・マツダ株式会社監査役赤岡 功

井村

それでは，ディスカッションを始めさせていただきます。まず初めに，パネリストの先生方を

紹介させていただきます。こちらから基調講演をしていただきました京都大学・武石先生，先

ほど研究発表いたしました李先生，萎先生，陳先生。その隣がマツダ株式会社執行役員人事本部

長の光田先生，そして県立広島大学・平野先生，そして本科学研究費研究課題における研究代表

者である赤岡先生です。本日は，マツダ株式会社執行役員人事本部長の光田稔様にお越しいただ

いておりますので，簡単にまず光田様のご略歴を紹介させていただきます。光田様はマツダ株式

会社に入社後，予算管理，経営管理をご担当された後，人事部門に移動されました。人事部では，

昇進昇格，異動の人事制度の設計などをご担当されたのち， 89年北米マツダにご出向されまし

た。北米マツダに駐在中は，人事，労務，購買，総務など管理部門を担当し，当時は北米ビジネ

スをサポートしていらっしゃいました。フォードとの提携により，北米ビジネス展開の整理，統

合をご担当された後，人事部長として人事全般をご担当になり， 2006年から労務を含む人事，労

務のすべてを担当する人事本部長としてご活躍中でいらっしゃいます。

本日のシンポジウムでは，今後の企業の経営課題について検討し，いくつかの事例を通して，

一度苦しくなってしまった企業がいかにして再生するかという処方実について考えてまいりまし

た。現在，多くの企業が難しい問題に直面している状況下でございますので，これらの事例を通

じて，再生に効いてくるような条件をそれぞれいくつかを取り上げていただければと思います。
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武石

再生という視点で研究をやったことがないので，思いつきの話しかできませんが，再生の条件

として， 10年前以上前に調査した一つの事例を紹介します。

日産自動車の再生の事例ですが，ゴーンさんが来られて，経営を再生していくという事例の中

で，サプライヤーとの関係をどうしたらいいかというのが問題になりました。インタビューを数

回しただけなのであまり深い話ができるわけではありませんが，先ほどのエイサーの話ではない

ですが，順番があるのかなという気がします。ひとまず危機から乗り越えるために色々なことを

整理し，財務的に立て直していくことをするのが初期の段階ですね。そのことによって失ってし

まったものがあるかもしれません。しかしそれは次の段階として取り組んでいくのじゃないかと

思います。そこは，私は研究していないのでよく分からないですが，そういう順番はもしかした

ら，あるのかなと思います。後ですね，今日はあまりお話しできなかったのですが，日産が部品

メーカーとの関係を立て直していて，あまりよそでの研究ではやられていなくて，僕の事例研究

で注目したのは社内の仕組みを変えることです。日産の例で有名なのは系列を切るとか，特定の

ところに発注させて，絞り込んでそこに発注量を増やして，コストを下げてもらったという話で

す。その辺は特に系列の資本関係を切ったところが一番目立つたんです。実は，外との関係を変

えるのではなくて，サプライヤーと協力しながら，コストをカットするために，サプライヤーか

らの提案を会社がきちんと受け止めるということが大切なんですね。外にいろんなことをお願い

するわけです。お願いしたことをきちんと受け止める側が受け止められないと，いかに外が自分

の会社のために協力してくれでも，それは成果につながらない。内側で受け止めるための組織改

革を日産はかなり力を入れてやりました。その時，どうしたらいいかというアイディアは，実は

社内から出てきたんですね。前からやりたかったのだけれども，なかなかできなかったというこ

とがあって，あれだけの危機になったことによって，ゴーンさんの後押しもあったのかもしれま

せんが，それが実行できた。日産の改革というのは，イメージとしてはゴーンさんが来て，今ま

でできなかったことをゴーンさんが指示してやったというものだと思いますが，少なくともサプ

ライヤーとの関係において，それだけではなくて，中の組織を変え，そのアイディア自身は内か

ら出てきた。もともと日産社内である内部の人，その期間に実行する人たちがいたわけです。特

に系列を切るというのは，世話になった先輩が系列の会社にいるわけですから普通ではできな

い。自分の先輩との関係を切るというのは日本の会社の人はなかなかできない。それがやっぱり

ゴーンさんが来られてできたんですけが，その一方，社内の人のアイディアで社内の人がやりた

かったことをやるというのは再生していく時のエネルギーになります。

再生というのは，先ほどの菱先生の話になりますけど，順番を考えるとか，あるいはモチベー

ションをいかに維持していくという問題が重要なことかもしれないかなというのが，ひとまず感

想です。但し，先ほど言ったようにあまり再生の研究はやっていないので，根拠があるかどうか

は疑問です。

李

韓国のサプライヤーシステムの再生の要因は，次の 3点に集約できると思います。第一に，財

務コストの健全化ということで，本日のご報告でも申し上げましたが，経済危機直前の 97年にお

ける韓国サプライヤーの平均負債率は約 550%に上っておりました。それが 2001年には 140%に

までダウンしましたが，その過程で，外資導入，外資誘致が一定の役割を果たしたと思われます。
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第二に，海外市場環境が有利で、あったという点でございます。当時は北米を中心として，グロー

パル自動車市場は健在だったという点でございます。第三の要因としてはコア・コンビタンスの

改善があります。主に品質の向上にフォーカスをおいた企業努力がありました。強力なメーカー

のリーダーシップの下で品質改善の努力が功を奏し， 2000年から 2005年の聞に，現代自動車の

初期品質は大幅に向上しています。

菱

企業のターンアラウンド，再生を実現するためには何よりも先ほど武石先生がおっしゃったよ

うに強力なリーダーシップが必要だと思います。いままでマンネリ化されてきた経営者のもと

で，経営がそのまま引き継がれれば革新は起こりにくいと考えます。今までの状況から断ち切る

強力なリーダーシップが必要であると思います。

それにステークホルダーの積極的な協力が必要で、す。巨大な負債を抱えている企業がそれを免

れるためには，企業が現在持っている競争優位の要素，コア・コンビタンスとかコア・プロセス

などをはっきり示して，企業の再生可能性をステークホルダー達に訴え，その企業の再生の可能

性に関してステークホルダー達が共感して苦しみを分かち合う時，再生は可能になると思います。

先に私の発表で事例として取り上げましたハイニクスの場合は，非常にはっきりしたコア・コ

ンビタンス，ブルーチップの生産技術の開発を示しました。古い半導体ラインで新しい半導体

チップを生産できる技術を開発し，膨大な設備投資なしで新製品開発の可能性を示しました。そ

れに加えハイニクスはコア・プロセスを改善しました。それは，アメリカの半導体チップに関す

る高い相殺関税(関税障壁)を回避するために，ハイニクスの閉鎖されていたアメリカの現地工

場を活用して現地生産に取り組んだことです。そのようなコア・コンビタンスとかコア・プロセ

スが企業の競争優位としてステークホルダーに認められ，企業再生の可能性が共感されたので巨

大な負債を免除され，それによってハイニクスのターンアラウンドも実現されたと思います。

陳

台湾エイサーの事例から見ますと，先ほどの話をもうちょっと簡単にまとめさせていただきま

す。まず，再生戦略には順番があるのではないかと思います。確かに組織改革は非常に有効的な

手段かもしれないですが，エイサーの場合は最後に行いました。戦略の可能性を見出したらこれ

で実行するということが見られます。実は，スライドには出していませんでしたが，新生エイ

サーの場合，最初に組織改革でスタートしました。組織改革などの戦略は再生戦略としてよく取

り上げられますが，その順番も考える必要があるのではないかと思います。

次に 2つ目ですが，新生エイサーとウィストロンは結果的に違う会社になったわけで、，その

後の社風は異なる方向に歩んできました。それぞれの会社では最初から， rうちはもう違う会社で

すよ」と，従業員に意識させ，そしてモチベーションをあげ，一番根本的な精神面のところを立

て直しました。 3つ目に，人事考課制度のサポートも必要になってきます。ウィストロンの場合

は，スピードとコストを厳重に管理する体制へ変更するためには，従業員の精神も変えなければ

いけないで、す。そのために，賞罰分明の人事制度に変えました。一方，新生エイサーの場合は成

果に合わせてボーナスを多く与えるというような人事制度に変わりました。両社とも最初から人

事考課制度の重要性を意識したと言えます。この 3点がエイサーの事例からの示唆だと思います。
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光固

まず，私は， 1989年の 4月からアメリカに赴任することになりましたが，当時，マツダは，日

本のバブル景気のあおりも受けて，北米でも拡大戦略を取っていました。 87年，北米に工場をデ

トロイトの近くに作り，日本では当時カペラ(マツダ 6) と呼んでいましたが，マツダの生産技

術を現地で使って，日本から輸出していたものを現地で、作ったものに替えて北米で販売しまし

た。そして次は，現地で車の開発もしようということになり， R&Dセンターも別会社として

作ったりしましたし，ビジネスがどんどん大きくなるにつれて，システムもきちんとしておく必

要があるということで，システムの会社も別に設立しました。いわば，日本のバブルを受けて，

北米でも拡大戦略を取って，販売台数を伸ばし，現地で経営をしようということを目指していま

した。私が，赴任しました時には，そういうことを管理統括する会社の管理部門で仕事をしまし

たので，当然それらの会社の設立にも関わりましたし，そこで人も採用しました。

しばらくは順調にいっていたのですが，日本で、バブルが崩壊した後，本体の日本のマツダ自身

も，拡大戦略の下で， トヨタと同じような販売チャネル数を持とうと 5チャネルという過大な投

資をしていました。ですから，まず日本で、バブルがはじけて，日本でマツダ本体が窮して，当然

のことながら，アメリカにも金がいかなくなって，アメリカのビジネスも回らなくなったという

状態でした。

96年にフォードとの資本提携を発展的に拡大するということで，みなさんがご周知のように，

33.4%という資本比率になりました。その 33.4%の意味は，経営を主導するのはフォードという

ことなのです。 96年の 10月に，資本比率が変更になって，当時ウォレスという人がフォードか

ら社長として派遣されて来ました。当時の記憶では，正確ではないかもしれませんが，社長，そ

れから CFOが代表者，それからマーケティングセールス担当および開発担当の専務取締役が派

達されたわけですから，ものを作るところを除けば，基本的に経営のキーはフォード、が握ったこ

とになります。フォードがこれからマツダを再生改革するよということを宣言した形になります。

私は， 98年秋に日本に帰ってきましが，当時北米でどういうことが起こっていたかといいます

と，あまりに拡大しすぎたものを一つに集約するということを早急にやらなければならなくなっ

ていました。 96年の資本提携後，北米マツダのビジネスをどのように縮小し集約するべきか，と

いうことを考えました。当時は北米マツダのトップは日本人社長でしたが，この主導も，北米の

トップとしてフォードから派遣された人が社長として担うということになりました。プロジェク

トを組んで、，一年間でその整理統合をやりましたが，北米において私が参加したプロジェクトも，

北米の色々なビジネス，マーケテイング・セールス領域も，それから開発領域も，北米における

マツダプロパーの人たちとプロジェクトを組んで進めましたが，その方向性とゴールはフォード

から来たその代表者と CFOが示すという形でワークしました。

私が 98年の 9月に日本に帰ってきた時には，日本のマツダでは先ほど申しましたように， 96 

年の 10月から主要なポジションはフォードの人が入っておりまして，しかし当然マツダのプロ

パーの役員もおりましたので，人事の仕事を担当しながら感じた印象は「ケイオスj でした。ケ

イオスというのは，まだ改革，再生は強烈に進んではいないが，色々なものが動き始めていると

いう感じでした。それは，先ほど萎先生が「再生の 7要素」ということを説明されましたが，ま

さに今から振り返り整理してみればそうことをやったなというのが印象です。
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井村

ありがとうございました。 98年に帰ってこられた後はどのようにマツダが改革をしてこられた

か，コアになるものを 3つほどご紹介いただけますでしょうか。

光田

先ほど少し触れましたが，菱先生の話の「再生の 7要素」を今から振り返ればそういう整理が

できるかなと思います。いくつかあると思いますが，再生するときに，当時は「変革」という言

葉で呼んでいましたが，先ほど申しましたように社長， CFOそれからマーケティング&セールス

および開発のトップが変わるということは， リーダーシップが全部変わるということです。もと

もと日本人が担当していたポストに，能力があるとかないとかという話ではなくて，まったく違

うスタイルのリーダーシップ，しかも強烈で強力なリーダーシップがまず実行されたと思います。

このリーダーシップの変化こそがマツダが再生できた重要な要素の一つだったと d思っています。

当然のことながら，財務のリストラは，最初に手がつけられた領域です。当時，大きな負債が

ありましたので，まずその負債を減らすということ，それから，これは私が北米から帰ってから

の，今でもあまり良い思い出ではありませんが， 2001年の 3月におそらく日本の企業として初め

て2000人を超える大規模な希望退職を行いました。それ以前に，ちょうど私はアメリカで北米ビ

ジネスを統合するとき， 250人のレイオフを経験しましたが，その際，私自身も部下のアメリカ

人従業員に，なぜレイオフをするのか，なぜ仕事がなくなるのかという説明をした苦しい記憶が

ありました。日本でそれを検討しろと言われて，アメリカで経験したことをそっくり提案すると，

そのまま採用されてしまいました。つまり，希望退職をまさか実施できるとは私も d思っていませ

んでした。しかも，希望退職にセバレーション・パッケージをつけるというアメリカのやり方が

採用されるとは思いもしませんでした。というのは，退職金に数か月分のプラスアルファを出す

というのは，お金がかかる話ですから，当時の傷んでいた財務構造から本当にそれが承認される

とは予想もしていませんでした。でもそれができたというのは財務と同時にビジネス構造を変え

るという意味で画期的でした。

当時日本の企業の多くもそうだったように，私たちも非常に偏った年齢層の従業員構造を持っ

ていました。言葉はちょっと悪いかもしれませんが，特に 50代後半の方々の大きな構造を，いわ

ゆる団塊世代の構造を持っていました。私たちの人事管理，いわゆる賃金体系は，一般的な年功

序列的なものでしたので，高年齢層の世代を多く持つということは非常に多くの賃金を必要とす

るというか，労務費の負担を抱えるということでした。構造的な改革をしなければいけないこと

の一つに，この点が挙がっていましたのでそれに着手をしました。そういう意味では財務を合む

リストラをしたということです。

それから，再生プランという話が出たと思いますが，もう一つは，フォードと私たちが一緒に

やった改革は，明確に方向性，中期の計画を示すということでした。リストラをすると片方で言

いながら，当時色々な車を作っていました商品戦略で fZOOM-ZOOMJという言葉を使い，小型

車にフォーカスし，しかもマツダブランドをスポーツ系のブランドにし，それでビジネスを再構

築するという方向性を明確に示しました。そのための 5年間の中期計画を作るということ，そう

いう経営をするんだということをフォードから来た経営者はリードしてくれ，それを従業員に示

したということです。これが，再生上のもう一つの大きな要素だったような気がします。

もちろん，フォードから来た経営者のリーダーシップと同時に，社内でなんとか変革をしなく
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てはいけないという思いで，そのリーダーシッフ。について行ったマツダの人たちがいたというの

も大きな財産でした。ついていった人たちというか，一緒にやった人たちについて，どういう手

だてをすれば良いかと言う意味で，人事制度もその後 2001年と 2003年に分けて変革をしていき

ました。

先ほどから再生の要素として，従業員のモチベーションと言う話が出ていますが，人事制度も

再生の大きな要素で，私もそのとおりだと思います。当時，一方で希望退職を行って要員構造を

変えながら，もう一方では次のビジネス構造づくり，将来のための手だてを打つということがさ

れていました。そのために，働く人をモチベートし，考え方を変える意識変革をやろうとしまし

た。その一つが人事制度の変革だったと思います。

当時は日本企業としてはごく普通でしたが，いわゆる年功型の人事制度，つまりずっと積み上

げていく人事制度でした。それは，仕事もそうですいそれに付随して支払うお金(給与)もそ

うでした。積み上げていくと言う制度は，いったん積み上げたら，もう下がることがなく，賞与

もそれに応じて払われるという仕組みでした。これを，今やっている仕事に対してお金を払うと

いう仕組みに変えました。これを私たちは時価主義と呼んでいますが，経験年数を積み上げたこ

とに対してお金を払うのではなくて，今やっている仕事のバリューにお金を払うという仕組みに

変えました。従来の日本企業は職能主義が主流で，私たちも職能主義を採用していましたが，

2001年に職務主義に変えました。つまり，今やっている仕事に対して今お金を払うということで

す。ですから，難しい仕事とか役割の大きな仕事には当然高いお金が払われます。したがって，

それができるように自分で能力を伸ばしてください。積み上げた能力そのものには直接的にお金

は払いませんという考え方にしました。これは，当時としては非常に大きな変革だったと思いま

す。一度に全従業員にそれを導入せず，まず管理職に職務主義を導入して 2年後に，社員に少

し変形して導入しました。

それと，これもフォードから学んだことですが，もう一つだけ紹介させていただきたいのは，

全員にできるだけ経営の情報を知らせるということです。これは全員のモチベーションをあげる

ことに関係しますが，私たちは， MBLD (Mazda Business Leader Development)という言い方で，

色々なところで社員に経営内容を説明しています。ごく一部の人が情報を占有して仕事をし，そ

の他の人はついていけばいいという，階層型のスタイルのビジネスではなくて，みんなが同じ方

向に向かつて目標を達成するために，情報のシェアをカスケードと言うやり方で行いました。

トップ，役員は，部長以上に説明をし，部長は，今度は自分の言葉で自分の部門の運営も合めて

マネジャーに説明し，マネージャクラスはグループごとに自分の部下に説明するこということ

を，現在も毎年 1回経営方針とか経営計画を含めて約三ヶ月かけてやっています。これが，もう

一つの大きな再生時の推進力だったと思います。今は，私たち自動車業界は，大変な不況に陥っ

ていますが，この MBLDはその克服に非常に有効に作用していると思います。

井村

実践からの貴重なご経験をお聞かせ下さりどうも有り難うございます。引き続きまして，グ

ローパル化の視点等も合めて，平野先生，赤岡先生お願いします。

平野

まず，武石先生の基調講演と光田先生の話を伺っていて，われわれがこれまでこの研究会で考
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えてきた企業再生の要件もしくは企業再生のフレームワークが少し変わってくるのかなと感じて

います。萎先生の報告の中で、あったスラッター&ロベットが指摘した再生の 7つの必須要素 7

っと言うのは，経営危機の安定化， リーダーシップ，ステークホルダーの支援，戦略的フォーカ

ス，組織改革，コア・プロセスの改善，財務リストラですが，この三年間，今日の報告で取り上

げられたケースやそれ以外のケースも分析してきて，今日のお話も伺って，再生の要素というの

は大体これら 7つに含まれる，つまり再生のために企業が打つ手はそんなに変わらないのかなと

思います。ただい武石先生がおっしゃった順番のお話，これはやはり重要ではないかと思いま

す。スラッター&ロベットの企業再生のフレームワークでも，再生の 7つの要素と再生の実行ス

テップ，ここまでの話はされているのですが，それをどのような順番でやるのかは明確にされて

いないように思います。その順番性のヒントは，今日陳先生が報告されたエイサーとウィストロ

ン社の再生の話にあると思います。この再生のプロセスには，かなりその順番性が見出せます。

この研究会の最終報告では，そこのところをもう少し強くして，それが企業再生のフレームワー

ク，新しいフレームワークになるのかなというのが一点です。

もう一つは，企業再生だけにかかわらず，武石先生の話と，われわれの企業再生の話を関連さ

せて考えた時に，萎先生の報告のケースであるハイニクス半導体は再生の過程で，既存の設備を

かなり改善して生産効率を上げました。ハイニクス半導体のライバルはサムソン電子ですが，ハ

イニクスはサムソンほどお金がない，その中で既存の生産設備の改善を一生懸命やりました。実

はこの生産設備の改善には，サムソンからかなり人が流れてきて生産効率の上昇に貢献していま

す。サムソンの人が入ってきて，再生が活性化したということです。このことと武石先生の知識

のマネジメントの仕方を関連させて考えてみると，武石先生のお話は自動車メーカーと自動車部

品メーカーとの聞の知識のマネジメントと協働の話だったと思いますが，協働の中で知識をどの

ようにマネジメントしていくかというのが，再生の一つのきっかけになるのではないかなと感じ

ました。われわれは今まで、知識のマネジメントと言う観点で再生をあまり見ていなかったので，

この点も参考にして最終的なまとめを工夫しなければならない。また，そうすることによって，

より実践的な企業再生への提案とアカデミックな再生のフレームワークが両方できてくると思い

ます。

赤岡

スラッターの企業の再生の 7つの必須要素ですが，武石先生のお話を聞きながらわかったので

すが，コアコンピタンスといっても，財務の危機の処理の仕方も業界とか状況によって多様なも

のがあるということ。それから，それを実行するのですが，それは大変難しい。

武石先生のお話で，知識には深い知識と幅広い知識がある。これは広さと深さですので rTJ 

であらわされる。そして，普通は深さと広さはトレードオフになる。しかし，広い知識と深い知

識を両方もてているという意味で， Tの上の方にいっている会社があるのですね。もし，そうな

ら，そういう会社は，しなければならないことを実行するときに実行できる可能性が強いのです

ね。ですから， Tになりたいのですが，それは，時間をかければできるのですが，しかしそれに

はコストもかかるのですね。それで、，志も問題になってくると思います。

企業再生のために，財務危機に対して，関係者に説明して，将来の損を避けるために現在の損

はある程度受け入れてくれるようにする内容の構成と説明力が興味深く，かつ重要だと感じまし

た。
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ありがとうございました。

再生ということを考えることができ，そして，再生を考えるのは企業発展を考えることにもな

るということだと思います。

武石先生のTのお話，系列との知識のすり合わせの話など大変参考になりました。また，光田

先生のお話で，カスケードですが，企業はオープンでひとつの方向にむかえればいいと思いまし

た。それに，パネラーの皆様，会場から貴重なご発言をいただいた先生方，そして，司会の井村

さん，ありがとうございました。こういうお話を生かして，私たちは明るい未来にむかつて進ん

でいけると思います。また，このような，研究会のようなシンポジウムを持ちたいと思います。

そのときは，またよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。

明るい未来をつくれるだろうと思います

ありがとうございました。

くその他フロアとの質疑応答において，以下の論点が議論された。>

第一に，外部環境条件として，各国における雇用制度や株式市場の圧力の相違が企業再生に与

える影響について議論された。

第二に，フォードとマツダの提携において，マツダがフォードから導入できた，もしくは導入

できなかった，さらに修正して導入できたマネジメントシステム等について議論された。




