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日本語版発刊にあたり

「製造業における国際競争力の取り組み」に関する米国競争力協議会（＊）との協働の一環として、
デロイトは製造業界のエグゼクティブへのアンケートを基に、継続的な調査研究を実施していま
す。本レポートは、この調査研究を基にグローバル製造業をパフォーマンスの高い企業と、そうでな
い企業に分類・比較し、何がその違いを生んでいるのかを解説しています。

日本の製造業もグローバルな競争の中で生き残りをかけた変革を続けていますが、その中でもや
はりパフォーマンスが高い企業とそうではない企業が存在するのはなぜでしょうか。日本のマー
ケットの特異性、企業の改革および意思決定のスピード差、テクノロジーの進化に対する適応能
力、グローバル人材の育成など、様々な要因やビジネス環境に左右されるため、原因を特定する
のは単純ではありません。また、アメリカの大統領選やEUのBrexitに見られるように、専門家を
もってしても世の中の流れを予測することが困難になってきています。

しかしながら、本レポートでは優れた企業のエグゼクティブが、時代のトレンドに流されない、企業
の根本的な領域で差別化を図っていることが、改めてわかりました。つまり、エグゼクティブは明確
なビジョンを持ち、長期的な戦略の中で自社の優位性がどこにあるかを分析すること、そしてその
優位性が将来も有効であり続けることはないということを理解し、常に次世代製造業に向けたケ
イパビリティの開発に注力しなければならない、ということです。

ビジネスの環境と共に企業が持つ優位性が常に変化する中で、我々が定義する「高パフォーマンス
企業」となることは、容易ではありません。それでもなお私は、日本の製造業のエグゼクティブが強
固な意志をもって自社をより優れた企業とするため、継続的な変革を行うことにより、昨今の予測
不能なビジネスの流れにおいても勝ち抜いていくことができると信じています。本レポートが、日
本の製造業エグゼクティブにグローバルな競争の中での変革を考えるきっかけとなることを期待
します。

三輪 耕司
Deloitte Asia Pacific Regional Consumer and Industrial Products Industry Leader
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員

（＊） 米国競争力協議会は、企業のCEO、大学総長、労働組合指導者、および国立研究所長から成る超党派のリーダー
組織で、世界経済での米国の競争力を高め、全米国人の生活水準を引き上げることを使命としています。

デロイト インダストリー インサイト センターについて

デロイト インダストリー インサイト センター（Deloitte Center for Industry Insights：DCII）は、デロイトの消費財／産業用
製品セクターの研究機関です。

DCIIは、消費者向けビジネスおよび製造エコシステム全体のステークホルダーに対し、最新トレンドや課題、ビジネスチャン
スなど、ビジネスに欠かせない重要な諸問題に関する情報提供を行うことを、その目的としています。綿密な一次調査と厳
密な分析を通じて、DCIIは独自の視点をもたらし、お客様にとって重要で信頼性の高い情報を、タイムリーに提供できるよう尽
力しています。

詳細は、www.deloitte.com/us/cb または www.deloitte.com/us/manufacturing をご覧ください。
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にもかかわらず、同業他社を圧倒する高いパフォーマンスを
あげ続けている製造業が存在する。（補足記事「なぜ高パ
フォーマンス製造業を研究するのか」を参照。）いったいどう
したら、そんなことができるのか。そうでない企業は、自分た
ちのパフォーマンスを上げるために、これらの優れた企業か
ら、何を学ぶことができるのか。本レポートでは、高パフォー
マンス企業になるために企業は現在そして未来において何
をしなければいけないのか、企業のエグゼクティブの指針と
なる明確な方向性を示す。

高パフォーマンス企業が他の企業とどこが違うのかを明らか
にするべく、我々は25年以上にわたり製造業について研究
を行ってきた。そこから、高パフォーマンス企業が自社を差別

化して市場で成功するために、特定かつ最新のケイパビリ
ティを入念に選び、それらの開発に重点的に取り組んでいる
ことが分かった。これらのケイパビリティを複数組み合わせ
ることによって、競合他社が容易には真似することができな
い技術的強みが生まれる。また、これらのケイパビリティを
使ってうまく事業化を行えば、顧客ロイヤリティを生み出し、
市場シェアを拡大し、高い利益性を実現することにより、長
期的な競争優位性を確立することができる。

高パフォーマンス企業の特性について、より深く掘り下げる
ために、2016年にデロイトは米国競争力協議会と協力し
て、500件を超える製造業のエグゼクティブを対象にグロー
バル調査を実施した。
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高パフォーマンスを続ける製造業は、
何が違うのか？

今さらだが、製造業では自社の差別化を図り、競争に勝ち抜くことが年々難
しくなってきている。急速なグローバル化、技術の進歩、消費者の嗜好の変
化、政策の進展によって、製造業界は変容を迫られており、飛躍的に加速す
る競争のスピードは、企業が求められるパフォーマンスの水準を高め続けて
いる。
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本レポートは2016年調査の結果に基づいているが、2010
年および2013年にも実施された同様の調査からさらに分
析を積み重ね、次世代の製造業の競争力についていっそう
掘り下げた内容となっている。

高パフォーマンス企業であっても、ダイナミックに変化を続け
る製造業界の中で勝ち続けることはたやすいことではない。
そうした中で、本研究は「どこで勝負し、どう勝つのか」を決
定するうえで役立つフレームワークを提供してくれる。高パ
フォーマンス企業になるためには、必要なケイパビリティを
明確に見極め、その獲得に注力する必要がある。しかも、必
要なケイパビリティというものは時とともに変わるばかり
か、その企業が勝負の場としてどこを選ぶかによっても異
なってくる。つまり、どの市場で、どの顧客・どの消費者を対
象として、どのような流通経路を選び、どの製品カテゴリー
やサービスで競争したいのかによって異なるのである。どう
すれば勝てるのかを決定するために、企業のリーダーは、ど
のケイパビリティを獲得すれば自分たちが独自の価値を創
り出し、競争相手の製品やサービスとは一線を画するような
方法で独自の価値を一貫して顧客に提供することができる
ようになるのかを検討しなければならない。

今年の調査結果から、高パフォーマンス企業には他の企業
とは異なるいくつかの共通の特徴があることが示唆された。

 • 高パフォーマンス企業にとって、現在と将来の競争力を高め
るうえでの最優先課題は「ブランドと顧客認知度」である。

 •「人材」は今も高パフォーマンス企業が重視するケイパビリ
ティだが、その中でリーダーシップに関しては、高パフォー
マンス企業と他の企業との差は縮小してきている。

 • 高パフォーマンス企業は価格競争力を高めることを重視し
つつ、新規市場および新規顧客の開拓に目を向けている。

 • 高パフォーマンス企業は、先進的なテクノロジーを積極的
に応用してイノベーションの推進を図ると同時に、サイ
バーセキュリティを中心とした知的所有権の保護を、将来
の競争力における重要な差別化要因としている。

高パフォーマンス企業が 
自社を差別化して 
市場で成功するために、 
特定かつ最新のケイパビリティを
入念に選び、それらの開発に 
重点的に取り組んでいることが
分かった。

なぜ製造業は重要なのか：
経済全体における製造業の役割

製造業はインフラ開発や雇用創出に多大な影響を及ぼし、GDPや一人当たりGDPへの貢献も大きいことから、強力な
製造セクターは、経済全体の繁栄へ明確な道筋をつけてくれるものであるといえる。2015年、米国製造業は他のどの
セクターよりも多くの雇用を生み出し、1,230万人を直接雇用し、さらに間接雇用や派生雇用により5,660万人の人々
の生活を支えてきた1。また、製造セクターは高所得雇用を生んでいる。2015年、製造業以外の産業の従事者の平均所
得は63,830ドルであったのに対し、一般的な製造業従事者の平均的な所得は、81,289ドルであった2。

Tier 4

純利益率

売上高総利益率

EBITマージン

+398％
（5.0倍）

+357％
（4.6倍）

+340％
（4.4倍）

+145%
 （2.4倍）

EBITDAマージン
+217%
 （3.2倍）

+121%
 （2.2倍）

+96％
（2.0倍）

Tier 1総資産利益率 （ROA）

資本利益率 （ROC）

株主資本利益率 （ROE）

図1　Tier 4の企業に対するTier 1の財務実績（2004～14年）

注記：本グラフは、Tier 4の平均に対するTier 1の企業グループの平均を示している。
出典：CapitalIQ から得たデータに基づきデロイトが分析。

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com

なぜ高パフォーマンス製造業を研究するのか？

高パフォーマンス企業は、収益実績のさまざまな側面において他の企業を大きく引き離している。高パフォーマンス企業になること
の重要性を理解するため、デロイトは世界の製造業を対象として詳細な財務分析を行った。世界最上位の製造業（2014年度売上
高に基づいて上位2,000位まで）を、2004年から2014年にかけての平均売上高総利益率に基づいてTier 1からTier 4に分類し、
Tier 1とTier 4のグループを7つのカテゴリーの財務指標で比較した。

7つのカテゴリー全てにおいて、Tier 1（高パフォーマンス企業）の方が、Tier 4の企業に比べて、はるかに利益性が高く、優れたリ
ターンを実現していた（図1）。

本分析において高パフォーマンス企業と他の企業との違いは明白である。高パフォーマンス企業は、製造業の将来に大きな影響を
及ぼすと予測される強みを生かして事業を展開している。高パフォーマンス企業が、自社の現在の競争力、そして将来の競争力に
とってどのケイパビリティが重要と捉えているのかを理解することにより、全ての製造業にとっての戦略的強みとなりうる事柄を学ぶ
ことができるだろう。
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ドミナント・ケイパビリティは、高パフォーマンス企業が同業
他社よりも高い競争力を持ち、将来の競争力においても同
業他社より重視しているケイパビリティである。つまり、高パ
フォーマンス企業は他の企業に比べてドミナント・ケイパビリ
ティを（現在と将来の競争力を二軸にとったグラフの）より右
寄り、より上方に位置づけているということを意味する。アド
バンテージ・ケイパビリティは、現在の競争力に関して、高
パフォーマンス企業と他の企業とでは実質的な違いは見ら
れないものの、将来における重要性という点では高パフォー

マンス企業の方がはるかに重視しているケイパビリティ分野
である。チャレンジド・ケイパビリティは、高パフォーマンス
企業が現在競争優位を有しているものの、将来における重
要性という点では高パフォーマンス企業と他の企業との間
であまり違いがない。最後のクオリファイアー・ケイパビリ
ティは、高パフォーマンス企業と他の企業との間で、現在の
競争力および将来における重要性のいずれの点でも、統計
的に有意な違いが見られない。

高パフォーマンス企業の戦略を真に理解するためには、その
企業がどうやって競争力となるケイパビリティを開発してい
るのかを深く掘り下げて理解しなければならない。そのため
に我々は、本調査に参加している企業のエグゼクティブに対
し、35項目のケイパビリティについて、一番近いグローバル
ライバルと比較した場合の自社の現在の相対的競争力を評
価するようお願いした。さらに、同様の35項目のケイパビリ
ティについて、将来における重要性についても評価しても
らった。これをもとに、企業の規模や地理的位置について回
答を正規化したうえで、各ケイパビリティのスコアを10から
100までのスケールに変換した。こうすることで、高パフォー
マンス企業および他の企業からの回答や戦略を、三段階の
フレームワークを活用して比較することができる。

1. 第一段階は、二つの基準に対するケイパビリティ群の位
置分析である。二つの基準とは、各ケイパビリティに関
し、(a)自社の現在の競争力と(b)そのケイパビリティが将
来の自社の競争力にとってどの程度重要だと考えてい
るか（つまり、そのケイパビリティの将来における競争力
を高めることに現在どの程度重点を置いているかを意
味する）である。図2は、この第一要素の二つの基準をそ
れぞれ縦横の二軸に図示したものである。横軸（x軸）
は、個々のケイパビリティに関する自社の現在の競争力
を表わしており、縦軸（y軸）は、そのケイパビリティが将
来の自社の競争力にとってどの程度重要だと考えてい
るかを表わしている。高パフォーマンス企業を一つのグ
ループとして捉え、高パフォーマンス企業群が各ケイパビ
リティに対して付けた評価を、二軸に対してプロットして
みた（図4）。さらに、高パフォーマンス企業の戦略につい
て明確なイメージをつかむため、図4から論理的なグ
ループないしケイパビリティのクラスターが見出せない
か試みた（図5）。

2. 第二段階は、差別化要因となるケイパビリティの四クラ
ス分類である。上記の個別のケイパビリティを二軸に対
してプロットした位置分析も、ケイパビリティのクラス
ター分析も、高パフォーマンス企業の戦略について多く
を教えてくれるが、高パフォーマンス企業の戦略が他の
企業の戦略と同じなのか、それとも違うのかについては
何も教えてはくれない。この点を明らかにするため、各
ケイパビリティを分析して、高パフォーマンス企業とその
他の企業との間でケイパビリティの位置付けに統計的
に有意な違いがあるのかを調べた。その結果、四つのケ
イパビリティクラスが浮かび上がった。(a)ドミナント、(b)
アドバンテージ、 (c)チャレンジド、(d)クオリファイアーで
ある。図3は、これら四つのクラスの定義と、それぞれの
クラス別に35項目のケイパビリティを分類して示してい
る。また、図4は、今回の調査対象中の高パフォーマンス
企業にとっての各ケイパビリティの位置付け（現在の競
争力（x軸）と将来における重要性（y軸）に対してプロッ
トしたもの）と、その所属するクラスを示している。

高パフォーマンス企業を 
分析するためのフレームワーク

高パフォーマンス企業の戦略を 
真に理解するためには、 
その企業がどうやって 
競争力となるケイパビリティを 
開発しているのかを 
深く掘り下げて理解しなければ 
ならない。

図2. 高パフォーマンス企業を分析するためのフレームワーク
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出典：デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび米国競争力協議会
Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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統計的に見れば、クオリファイアー・ケイパビリティに対する
扱いには、高パフォーマンス企業と他の企業との間に差はな
い。いってみれば、現在も将来においても、勝負に参加する
全員が用意している手持ちのかけ金のようなものと考える
ことができる。

3. フレームワークの第三段階は、変化指標である。変化指
標は、あるケイパビリティが、上記二軸グラフの対角線か
ら統計的に有意な偏差を示すことにより特定される（図
6）。あるケイパビリティが、図6に描かれている太い対角
線よりも上方に逸れた位置にプロットされている場合、
そのケイパビリティは、企業の現在の競争力と比較して
将来における重要性の方が大きいと考えられる。さら
に、対角線よりも遠く上側に逸れれば逸れるほど、その
ケイパビリティは、現在の競争力に比べて将来における
重要性がいっそう大きいということになる。逆に、あるケ

図3. ケイパビリティの4つのクラス

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com

出典：デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび米国競争力協議会、2016世界製造業競争力指数

出典：デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび米国競争力協議会、2016世界製造業競争力指数
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各ケイパビリティ分野における高パフォーマンス企業 その他企業

定義： 高パフォーマンス企業が現在圧倒的にリードしており、今後もリードし続ける
と考えられるケイパビリティ。

このクラスに含まれるケイパビリティ
• ブランド力
• 熟練労働力の供給
• グローバルセールスとマーケティング
• グローバルロジスティクス
• 新規市場への浸透
• 強固なバランスシート
• サイバーセキュリティおよび知的財産保護

定義： 高パフォーマンス企業が、現在とりわけ優位であるわけではないが、その他
の企業に比べて将来において非常に重視しているケイパビリティ。

このクラスに含まれるケイパビリティ
• イノベーションを促す社風
• 新製品の市場投入の速さ
• 先進的なデータアナリティクス
• リスクマネジメント
• 総発生コスト
• 原材料費

定義： 現在も将来においても、高パフォーマンス企業とその他の企業とで有意な違
いがないケイパビリティ。いってみれば、現在も将来においても、勝負に参加
する全員が用意している手持ちのかけ金のようなものと考えることができる。

このクラスに含まれるケイパビリティ

定義： 高パフォーマンス企業が現在は大きくリードしているものの、その差をその他
の企業が埋めることにより、高パフォーマンス企業のリードが失われる可能
性のあるケイパビリティ。

このクラスに含まれるケイパビリティ
• リーダーシップと経営
• 顧客が認識する価値
• 営業力
• 製造プロセスと生産能力
• 強固なサプライヤーネットワーク
• 低価格
• サステナビリティの取組み

• リーダーシップの継承
• 提供スピード
• 顧客ニーズを理解するためのテクノ
ロジー活用

• 研究開発能力
• 革新的な製品設計
• 先進テクノロジーの活用
• ビジネスITリソース

• エネルギーコストと管理
• 従業員の定着
• M&A能力
• 財務会計
• サプライヤーの協力
• 高付加価値
• 労働コスト構造
• 間接費

図4. 高パフォーマンス企業の競争力マップ
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ケイパビリティの9つのクラスター分類
高パフォーマンス企業にとっての競争力となるケイパビリ
ティを探るため、図4の競争力マッピングを見ると、最初は、
様々なケイパビリティがランダムに散在しているように見え
るかもしれない。しかし、より注意深く見ていくと、一定のパ
ターンが見えてくる。35項目の個別のケイパビリティは、大
まかに九つのクラスターに分かれていることが見えてくるは
ずだ。これらのクラスターは、高パフォーマンス企業が重視し
ている分野を明らかにするうえで役立つ （図5）。グラフ内に
おける各クラスターの位置は、高パフォーマンス企業が現在
および将来の競争力にとって何が重要と認識しているのか
を示している。全体としてみると、これらのクラスターは、高
パフォーマンス企業のケイパビリティの全体像と戦略的に重
視している分野について、貴重な洞察をもたらしてくれる。

現在の競争力を横軸、将来における重要性を縦軸としたグ
ラフでの各クラスターの位置付けは、高パフォーマンス企業
が何を優先課題としているのかを明確に示している。高パ
フォーマンス企業は「ブランドと顧客認知度」「人材」「リー
ダーシップとその継承戦略」の分野を重視していることが分
かる。

また、高パフォーマンス企業は新たなグローバル市場や顧
客、価格競争力の向上、新製品や製造プロセスに関わる先
進的なテクノロジーやイノベーションを追求している。各ク
ラスターを構成する他のケイパビリティを詳細に見ていくと、
さらに興味深いことが分かってくる。

高パフォーマンス企業のケイパビリティ・クラスターの分析を
通じ、以下の注目点が浮かびあがってきた。

高パフォーマンス企業にとって、現在および将来の
競争力にかかわる最優先課題は「ブランドと顧客
認知度」

ブランド力や評判の低下が、製造業の収益にどれほど有害
な影響を及ぼしうるかは歴史が証明しており、「ブランド力」
がドミナント（現在も将来も高パフォーマンス企業が圧倒的
にリードしているケイパビリティ）とみなされているのもうな
ずける。高パフォーマンス企業の方が、現在も将来において
も、他の企業に比べてこのケイパビリティを重要視している
からだ。このクラスター内の他のケイパビリティを見ていくと
「提供スピード」「顧客の認識する価値」「営業力」もグラフ内
で高い位置を占めており、製造業のエグゼクティブは、これ
らもまた現在および将来の競争力にとって重要なケイパビリ
ティであると認識していることが分かる。

このクラスターに含まれるケイパビリティに関してさらに高
パフォーマンス企業と他の企業との違いを見ていくと（図4）、
さらに興味深いことが分かってくる。「提供スピード」は、クオ
リファイアー（最低限の資格として求められるケイパビリ
ティ）として分類されており、一方の「顧客の認識する価値」と
「営業力」は、チャレンジド（将来高パフォーマンス企業の優
位性が失われる可能性があるケイパビリティ）に分類され
る。ここから、これらのケイパビリティに関しては、他の企業
が高パフォーマンス企業との差を埋めつつあることが見えて
くる。

いてはあまり重視していない）ケイパビリティ分野を示
す。言い換えれば、戦略的に重視しているケイパビリティ
の「変化」を示しているといえるのである（図7）。（一方、
対角線の帯の内側に位置しているケイパビリティは、現
在の競争力と比較して将来どの程度重要になるかにつ
いては、正確な判断を行うことができないため、変化指
標とは特定されない。）

イパビリティが太い対角線よりも下側に逸れた位置にプ
ロットされている場合、そのケイパビリティは、企業の現
在の競争力に比べて将来における重要性の方が小さい
と考えられる。高パフォーマンス企業群についてのケイ
パビリティのプロッティングから特定された変化指標は、
高パフォーマンス企業が現在よりも将来において、いっ
そう力を入れようと考えている（あるいは逆に、将来にお

高パフォーマンス企業が戦略的に
重視している分野

全体としてみると 
これらのクラスターは、 
高パフォーマンス企業の 
ケイパビリティの全体像と 
戦略的に重視している 
分野について、貴重な洞察を 
もたらしてくれる。
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くの製造業がグローバル化の波に乗って利益を増やそうとし
ているが、そうした企業の中でも高パフォーマンス企業は、
新たな地域や新たな顧客に対応するため、また先進国の成
熟市場における経済の停滞や需要低迷の影響を緩和する
ためにも「新規市場への浸透」と「グローバルセールスおよ
びマーケティング」ケイパビリティの拡大をドミナント・ケイパ
ビリティとしてとりわけ重点を置いている。そして新規市場
への浸透を図り、新規顧客開拓を促進するうえで欠かせない
「グローバルロジスティクス」もこのクラスター内のドミナン
ト・ケイパビリティに挙げている。

また、高パフォーマンス企業は新規市場への浸透を図り続け
ると同時に、競合他社に比べて「総発生コスト」を将来的に
重視する意思を明確にしており、価格競争力をも武器にしよ
うとしていることがうかがわれる。高パフォーマンス企業は
「高付加価値」の創出にも重点を置いているが、このケイパ
ビリティによって差別化を図るのは将来的には困難になって
いくことが調査結果から示唆される。

高パフォーマンス企業は、先進的なテクノロジーを
積極的に応用してイノベーションの推進を図ると
同時に、サイバーセキュリティを中心とした知的所
有権の保護にも取り組んでいる

製造業は、差別化された製品やサービスを次々と世に送り
出すことによってより高い市場シェアと利益率を実現し、グ
ローバルな競争の中で勝ち抜こうと努力を続けている。しか
し、テクノロジーやイノベーションを通して差別化を図らな
ければ（付加価値の高いビジネスではなく）コスト重視の大
量生産品ビジネスになってしまう可能性が高いことを高パ
フォーマンス企業はよく理解しているが、それでは長期的に
成功するのは難しい。それに対し、先進テクノロジーによっ
て実現する製品やサービスには、大きな可能性が秘められ
ており、多くの企業の将来的成長戦略の中核を占めている5。

高パフォーマンス企業は「先進テクノロジー・イノベーショ
ン・サイバーセキュリティ」クラスターに含まれるケイパビリ
ティ、しかも他の企業がまねをするのは困難と思われるよう
なケイパビリティに力を入れることにより差別化を図ってい
る。例えば「サイバーセキュリティおよび知的財産保護」「イノ
ベーションを促す社風」「先進的なデータアナリティクス」「新
製品の市場投入の速さ」などは全てドミナントまたはアドバ

「人材」に関わるケイパビリティ・クラスターが競争力マップ
に占める位置、さらに「熟練労働力の供給」がドミナントとし
て特定されていることからも、今日の高パフォーマンス企業
の多くは人材を戦略的に重視していることが分かる。実際、
これらの分析結果はデロイトと米国競争力協議会が行った
別の調査の結果とも一致している。その調査結果によると、
製造業のエグゼクティブは、各国の製造業競争力を推進す
る要因として人材を最重要の要因に挙げているのだ3。

この先、熟練労働力の不足がますます深刻になるにつれて、
人材がいっそう重要な競争力要因となる可能性が高い。
2015年から2025年にかけて、熟練労働者の不足から米国
内で200万人分もの製造業職が埋まらない可能性があると
予想されている4。高パフォーマンス企業は、今後の製造業お
よびテクノロジーの高度化により「熟練労働力の供給」に対
するニーズが高まっていることを認識している。だからこそ
高パフォーマンス企業は、このドミナント・ケイパビリティに
注力することにより現在および将来にわたり差別化を図り
続けようと計画している。一方で、「従業員の定着」はクオリ
ファイアー ・ケイパビリティに分類される。これは、高パ
フォーマンス企業も他の企業も技能労働者の不足や新しい
優れた才能を呼び込むことの難しさに対して懸念を抱いて
おり、現在および将来の重要度に有意な差が見られないか
らだ。

ベビーブーム世代が定年を迎え、長年にわたる知識の蓄積
とリーダーシップとを備えた集団がごっそりいなくなるという
状況に直面する中で、全ての製造業は「リーダーシップの継
承」が将来の競争力にとってますます重要性を帯びてきてい
ることを感じている。優れたリーダーシップは、激動の時期の
中で製造業が難しい決断を効果的に行い、困難な状況を乗
り越え、市場での優位性を確立するうえで重要なケイパビリ
ティである。だが、高パフォーマンス企業は現在のところ「リー
ダーシップと経営」を他の製造業よりも重視しているが、その
将来的重要性に対する認識の差は縮まってきている。

高パフォーマンス企業は価格競争力を高めること
を重視しつつ、「新規市場および新規顧客」の開拓
に目を向けている

新規市場および新規顧客の開拓クラスターにはドミナント・
ケイパビリティが三つも含まれており、高パフォーマンス企業
がこのクラスターに強い関心を向けていることがわかる。多

「ブランドと顧客認知度」のケイパビリティは、現在および将
来の両方において高い戦略的重要性を持ち、しかも、高パ
フォーマンス企業と他の企業との間の差が狭まりつつあるこ
とから、この先の製造業界の競争情勢において極めて重要
な役割を果たすであろうことが予見される。

「人材」は今も高パフォーマンス企業が重視するケ
イパビリティだが、その中でリーダーシップに関して
は、高パフォーマンス企業と他の企業との差は縮小
してきている
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差別化要因となるケイパビリティの 
四クラス分類
図5に示した九つのケイパビリティ・クラスターが、現在の競
争力および将来における重要性という二つの基準に対して
高パフォーマンス企業の戦略を浮き彫りにしている一方で、
図3で説明し、図4で高パフォーマンス企業における位置付
けを示した差別化ケイパビリティの四つのクラス分類は、高
パフォーマンス企業のケイパビリティが、それ以外の製造業
のケイパビリティとどう違うのかを描き出すのに役立った。ど
のケイパビリティが、これら四つの差別化分類のいずれに分
類されるのかを精査することによって、以下の問題に対する
答えが見えてくる。

1. ドミナント：現在そして将来における圧倒的な競争優位
性を生み出すために、高パフォーマンス企業はどのケイ
パビリティを差別化要因として用いているのか。

「ブランド力」によって価値を生み出したり、その強さを活用
して「新規市場への浸透」を図るなど、ドミナントに分類され
るケイパビリティ分野においては、高パフォーマンス企業は、
現在も同業他社を圧倒しており、かつ、将来においても他社
より力を入れると予想される。また、高パフォーマンス企業は
「グローバルセールスおよびマーケティング」や「グローバル
ロジスティクス」など、他のドミナント・ケイパビリティを使っ
て自社ブランドのグローバル化を推し進めている。さらに
「熟練労働力の供給」や「強固なバランスシート」の維持に関
連するケイパビリティを使って競争力を築き、優位性を実現
している。加えて、高パフォーマンス企業は「知的財産を保
護」する必要性を強く認識している。最も貴重な資産を守り、
現在そして未来も際立ったパフォーマンスを維持するため
に、強力な「サイバーセキュリティ」を構築している。

2. アドバンテージ：高パフォーマンス企業は、将来に向け
て新たな競争優位性を生み出すために、自分たちを今
後どう位置付けようとしているのか。

高パフォーマンス企業は、上記のドミナント・ケイパビリティ
をさらに補強するものとして、革新的「新製品の市場投入の
速さ」の短縮、「イノベーションを促す社風」の醸成、そして
「先進的なデータアナリティクス」を応用して深い知見を得る
ことにより競争優位性を生み出すことが、将来的に力を入

れるべき分野であるとしている。と同時に、競合他社に対し
コストないし価格面での優位性を築くため「総発生コスト」
を低く抑えることも模索している。さらに、高パフォーマンス
企業は、競合他社よりも、将来の競争力を強化するために
「リスクマネジメント」ケイパビリティに力を入れている。

3. チャレンジド：その他の企業が、高パフォーマンス企業に
追いつき始めている分野はどこか。 

高パフォーマンス企業は「営業力」、製品やサービス全体に
対しての「顧客の認識する価値」、「低価格」などのケイパビリ
ティ分野において、他の企業からの追い上げを受けている。
加えて、他の企業が「強固なサプライヤーネットワーク」や
「製造プロセス」の強化を図ったり、「サステナビリティ」への
取り組みに力を入れたりするようになってきていることから、
これらの面でも高パフォーマンス企業の優位が危険にさらさ
れている。最後に、 「リーダーシップ」関連のケイパビリティで
は、その他の企業が急速に伸びてきて追いつきつつあり、高
パフォーマンス企業との差が縮まっている主要分野となって
いる。

4. クオリファイアー：昨日まで差別化要因であったケイパ
ビリティは、高パフォーマンス企業の将来の成功をもた
らす主要要因として今でも十分通用するのか、それと
も、もはや陳腐化してしまったのか。

高パフォーマンス企業とその他の企業との間に存在していた
現在の競争力および将来の重点課題における絶対的な差
は、過去三年の間に大きく減少してきている。例えば、高パ
フォーマンス企業にとって、「財務会計」や「ビジネスITリソー
ス」といったバックオフィス分野における競争優位を維持す
ることは以前よりはるかに難しくなってきている。また「労働
コスト構造」、「間接費」、「高付加価値」といった分野も陳腐
化してしまっている。しかしながら「研究開発能力」、「革新的
な製品設計」、「先進テクノロジーの活用」、「顧客ニーズを理
解するためのテクノロジー活用」など、高パフォーマンス企業
もその他の企業も含めたほとんどの企業が、将来に向けて
戦略的に重点化を図ろうとしている分野もある。とはいえ、
やはり、ますます多くのケイパビリティが陳腐化している今日
にあって、高パフォーマンスを出すために差別化を図ること
は難しくなってきているということは間違いない。

造業界の競争情勢においては勝負に参加する全員に必須
の資格とみなされるようになってきている。「先進テクノロ
ジーの活用」と「顧客ニーズを理解するためのテクノロジー
活用」の二つは、変化指標と考えられており、製造業が、今
後重点的に取り組むと予想される分野として注目される。

ンテージのケイパビリティとして分類されており、競合他社
に比べて高パフォーマンス企業はこれらの分野に重きを置
いてきたか、今後置くつもりであることが分かる。一方「研究
開発能力」や「革新的な製品設計」といったケイパビリティは
本来、製造業にとって決定的に重要なものだが、今では、製

図6. 競争力分析のためのフレームワーク

出典：デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび米国競争力協議会

*当該対角線の幅の内側にプロットされた変数は、現在および将来のスコアの間に差異が認められない。対角線より上の変数は将来のスコアが高く、
対角線より下の変数は現在のスコアが高い。
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変化指標の特定
前述の通り、変化指標とは、ケイパビリティをプロットしたグ
ラフの対角線から統計的に有意に逸脱しているケイパビリ
ティである（図７）。変化指標は、高パフォーマンス企業が将
来の命運をかけて重点的に取り組んでいる分野に関して、
僅かではあるが、重要な変化を検出するうえで役立つ。また、
場合によっては、盲点が生じてきていることを示している。

対角線より上側：あるケイパビリティが、グラフの対角線より
大きく上側に逸れた位置に記されている場合、高パフォーマ
ンス企業の間でそのケイパビリティに対する重視度が高まっ
ていることを示す。図7に示す通り、高パフォーマンス企業は
「新製品の市場投入の速さ」、「先進テクノロジーの活用」、
「顧客ニーズを理解するためのテクノロジー活用」などのケ
イパビリティへ戦略の重心を移しつつある。これらのケイパ
ビリティを合わせてみると、高パフォーマンス企業は、革新的
な新製品やサービスを開発し、市場に迅速に供給するため、
さらにグローバルな市場や顧客と密接な結びつきを築いて
いくために、ますます先進テクノロジーやデータアナリティク
スを積極的に取り入れていくということが見えてくる。 

対角線より下側：逆に図7で、あるケイパビリティが、グラフ
の対角線より大きく下側に逸れた位置に記されている場合、
高パフォーマンス企業の間でそのケイパビリティに対する重
視度が低下していることを示す。調査結果から、高パフォー
マンス企業は、競争力の強化につながる新しいケイパビリ
ティの開発を非常に重視していることが分かっているが、他
の企業と同様に、高パフォーマンス企業であっても、注力で

きるケイパビリティの数には限りがある。このため、クオリ
ファイアーやチャレンジドに分類されるケイパビリティの多く
が、対角線より下側に位置してしまっている。このことから、
将来は、これらのケイパビリティが、競争上の弱みに転じて
しまう可能性が示唆される。高パフォーマンス企業のエグゼ
クティブの多くは、これら対角線の下側に位置するケイパビ
リティの多くは、既にほとんどの企業が備えたケイパビリティ
であり、将来の競争においては武器にならないと考えている
かもしれないが、高パフォーマンス企業がそのケイパビリティ
に関心を払わなくなってしまえば、その他の企業にとっては、
競争上のチャンスを提供するものとなるかもしれないのだ。
例えば「強固なバランスシート」は、現在は高パフォーマンス
企業にとってドミナント・ケイパビリティであるが、高パフォー
マンス企業は、この先あまり重視する意向を示していない。
同様に「リスクマネジメント」 も、現在は高パフォーマンス企
業にとってアドバンテージ・ケイパビリティであるが、現在の
競争力の強さに比べて、将来はあまり重きを置いていない。
貸借対照表の強さやリスク管理は、事実上の盲点となるか
もしれない。高パフォーマンス企業は、戦略的優位をもたら
す重要な強みとは認識しておらず、したがって、将来の頼み
の綱と考えていないものの、実は、おおいに強みを発揮すべ
き、あるいは発揮できるはずの分野なのかもしれない。一
方、他の企業も調査結果によれば、この分野での差を埋め
ようと、これらのケイパビリティに力を注ぐつもりは、現在の
ところなさそうである。それでもやはり、盲点は一定の懸念
材料となりうる。パフォーマンスが低い企業でも、じわじわ
と、いつの間にか高パフォーマンス企業との差を縮めて、こ
れらの分野での力関係を容易に逆転させてしまうことも可
能だからである。

それでもやはり、盲点は一定の懸念材料となりうる。 
パフォーマンスが低い企業でも、じわじわと、 
いつの間にか高パフォーマンス企業との差を縮めて、 
これらの分野での力関係を容易に逆転させてしまうことも 
可能だからである。

図7. 変化指標の特定

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
出典：デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび米国競争力協議会、2016世界製造業競争力指数

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

現在の競争力

将
来
に
お
け
る
重
要
性

現在における
重要性が高い

将来における
重要性が高い

M&A能力低価格

先進的なデータアナリティクス

新規市場への浸透

労働コスト構造
原材料費

間接費

顧客ニーズを理解するため
のテクノロジー活用

エネルギーコストと管理
先進テクノロジーの活用 ビジネスITリソース

グローバルロジスティクス
リスクマネジメント

財務会計
サステナビリティの取組みサプライヤーの協力

強固なサプライヤーネットワーク

従業員の定着

高付加価値

提供スピード

イノベーションを促す社風

研究開発能力

総発生コスト
革新的な製品設計

サイバーセキュリティおよび知的財産保護

新製品の市場投入の速さ

グローバルセールスとマーケティング

熟練労働力の供給

リーダーシップと経営
強固な

バランスシート

顧客が認識する価値

ブランド力

製造プロセスと生産能力

営業力リーダーシップの継承

ドミナント

アドバンテージ

チャレンジド

クオリファイアー



1716

High-performing manufacturers 高パフォーマンスを続ける製造業の共通項

結論を言えば、今日の自分たちの競争力を支えるケイパビリ
ティが、将来も自分たちの強みであり続けるとは、思うこと
ができないし、思うべきでもないということである。本レポー
トで紹介した三段階のフレームワークは、製造業のエグゼク
ティブが、自社のケイパビリティを分析するのに役立つだけ
でなく、評価・調整・実行という三つのステップからなる比較
的簡単な戦略を実施する指針ともなる。このような分析に
基づく戦略の実施は、高パフォーマンス企業が引き続き卓越
したパフォーマンスを残すうえでも、また、他の企業がパ
フォーマンスと競争力を改善するうえでも有用である。

評価
自社のケイパビリティの評価を行い、一つひとつのケイパビ
リティについて、現在の競争力そして将来における重要性の
両面から位置づけを行う。さらに、高パフォーマンス企業と
の比較において自社の相対的位置を評価する。こうすること
で、以下の問いに対する答えが見えてくる。

 • 勝ち組となるためのビジョンとは何か？　ビジョンは、理
想とする将来の姿である。それには、会社の活動分野の大
まかな定義が含まれる。つまりは「どこで勝負し、どう勝つ
のか」を決めるのである。ビジョンは、時とともに変化し、
洗練を重ねていくものであるが、毎日のように変わってゆ
くものでもない。自社の活動に一貫性を持たせ、一つの理
想像に向けて調整・統合していく指針として存在するもの
だからである。

 • どこで競争するのか？　エグゼクティブは、勝負の場を明
確に選定すべきである。具体的には、どの市場で、どの顧
客・どの消費者を対象として、どのような流通経路を選び、
どの製品カテゴリーやサービスで競争したいのかを決定
するのである。

 • どう勝つのか？　どう勝つかは、選定した勝負の場で、企
業が成功するための方法・レシピである。

 • どのケイパビリティの獲得・強化を行うか？　エグゼクティ
ブや各部署のリーダーは、自社が勝負の場として選んだ
セグメントで、また、選んだ方法で競争に勝つために必要
となるケイパビリティの種類やその構成を特定しなければ
ならない。

 • どのような管理システムが必要となるか？　エグゼクティ
ブは、上記で選択したケイパビリティや戦略を実現するた
めに必要なシステム、構造、手段を保有しているのか判断
しなければならない。

調整
企業のビジョンを浸透させ、統一を図っていくため、幹部は
巨視的・長期的な視点に立ち、この先10年後、20年後まで
に製造業界がたどるであろう長期的展望を描き出して見せ
るべきである。そのうえで、自社が目指すケイパビリティの理
想的な状態を決定し、そこへ向けてケイパビリティ整備の
ロードマップを作成するのである。

 • 戦略的焦点を絞る。　重要な差別化要因となる特定の戦
略的ケイパビリティに資源を集中させることに関しては、
あいまいにせず、明確な方針として示す必要がある。会社
組織の構造、諸機能、インセンティブが、戦略的目標の達
成を確実に強化する形に組まれていること、また、最高の
人材を惹きつけ、志気を高める仕組みとなっていることを
確保する。

 • ポートフォリオを適切に管理し、それに応じたリスクプロ
フィール戦略も作成する。　短期のニーズと、長期的なビ
ジョンとのバランスをとり、それに従って戦略、リスクプロ
フィール、投資を計画する。

製造業にとっての意味高パフォーマンス企業と他の企業との差は狭まっていると、エグゼクティブは認識している

2013年と2016年の調査結果を比較して、ケイパビリティの種類やその位置づけの変化（さらに変化の度合い）を分析してみたとこ
ろ、過去3年の間に、高パフォーマンス企業と他の企業とのケイパビリティは、大幅に縮まっていることが分かった。このことは他の企
業が、差を縮めるための努力に拍車をかけてきたということを表わしている。実際、誰もが備えているクオリファイアー・ケイパビリ
ティの数が増加し、一方でドミナントの数が、今年の調査では減っていることがその証拠である。競争力を維持するためには、高パ
フォーマンス企業は、手を緩めず、今後も努力し続けなければならないことを意味している。現在の競争優位にあぐらをかかず、満
足してしまうことの無いように注意しなければならない。以下にいくつか注目すべき分析結果をあげる。

 • 2013年と比較し、2016年には多くのケイパビリティが陳腐化してしまった。高パフォーマンス企業と他の企業との間に存在し
ていた現在の競争力および将来の重点課題における絶対的な差は、2013年から2016年の間に大きく減少してきている。すな
わち、我々が調査で取り上げたケイパビリティに資源をつぎ込む企業がどんどん増えてきていることを意味しており、高パフォー
マンス企業がその競争優位性を維持するのはかつてより非常に難しくなっている。

 • ドミナントおよびアドバンテージ・ケイパビリティに分類されるケイパビリティの数が、2013年から2016年にかけて50 パーセ
ントも減少している。例えば「研究開発能力」「提供スピード」「サプライヤーとの協力」「革新的な製品設計」のいずれも、2013
年調査時点では、ドミナントまたはアドバンテージであったが、今では、クオリファイアーになってしまった。同様に「製造プロセ
スと生産能力」も、2013年にはドミナントであったものが、今では、チャレンジド・ケイパビリティとなってしまった。

 • ブランドと人材は、今でも極めて重要な要因である。「熟練労働力の供給」と「ブランド力」は、企業がより良い製品を生産し、忠
実な顧客基盤を築く支えとなり、ひいては、より高い利益率の実現に貢献する。これら二つのケイパビリティは、2013年から
2016にかけて、変わらずドミナントであり続け、人材とブランドとが際立った競争優位を築くうえで一貫して重要な役割を果た
し続けていることを印象付けた。

 • 「先進テクノロジー」「イノベーション」「サイバーセキュリティ」などの新しいケイパビリティのクラスターが、将来の競争力にとっ
て、ますます重要性を帯びてきている。2016年調査では、先進テクノロジーが競争力を形成するうえでどのような役割を果たす
のかを明確にするために、三つの新たなケイパビリティ—「先進テクノロジーの活用」、「顧客ニーズを理解するためのテクノロ
ジー活用」、「サイバーセキュリティおよび知的財産保護」が追加された。すると「サイバーセキュリティおよび知的財産保護」は、
早速、ドミナントに躍り出た。高パフォーマンス企業は、現在も将来においても、このケイパビリティが他社より優れたパフォーマ
ンスを上げるために有用であると考えていることが明らかとなったのである。しかし、驚くには値しない。スマート製品やモバイ
ルアプリ、産業制御システム、IT化した供給ネットワークの拡大などを介して、ますます多くの製造業が、互いにつながったエコ
システムの一員として接続されていく中で、サイバー攻撃から身を守る必要性も日増しに増大している。加えて、先進的な製造
業のエグゼクティブは、知的財産の保護をデータ保護上の最優先課題として挙げている。高パフォーマンス企業はまた「先進的
なデータアナリティクス」、「イノベーションを促す社風」、「新製品の市場投入の速さ」にも、将来の競争力を生み出すために、
いっそうの力を入れようと考えている。最後に、「先進テクノロジーの活用」と「顧客ニーズを理解するためのテクノロジー活用」
は、変化指標として特定されたが、これは、高パフォーマンス企業も他の企業も、この二つのケイパビリティを将来に向けて非常
に重視していることを意味する。実際のところ、先進的な技術全般に対する製造業の関心度は質的にも量的にも世界的に非常
に高い。先進技術によって何が変わるのか、どれほどのスピードで業界が変化しているのかについてもよく理解しており、将来の
製造業界の競争における主戦場になるとにらんで、この分野に重点的に取り組むという戦略に打って出ているのである。
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高パフォーマンス企業と他の企業を巡る物語は、この先も、
経済、財務、市場、技術などの面で破壊的な変化に見舞わ
れながら、展開を続ける。こうした変化は、これまでも競争
情勢に構造的転換をもたらしてきただけでなく、高パフォー
マンス企業と他の企業との格差を狭めてきた。成長の波に
乗りさえすれば、非効率な面があっても企業のパフォーマン
スが伸びた時代は終わった。現在の高パフォーマンス企業
は、優れた製品や際立ったサービスを提供することによっ

て、市場シェアを拡大し、利益性を上げるという形で成功を
手にする。そうやって高パフォーマンス企業になるのはたや
すいことではない。必要なケイパビリティを明確に見極め、
その強化に的を絞って注力する必要がある。しかも、必要な
ケイパビリティというものは、時とともに変わる。勝つことは
ゴールではなく、終わりのないプロセスであり、真のトップ企
業になるためには、長い時間勝ち続けなければならない。

実行
同時に、自社のケイパビリティの現状と目指すべき理想状態
との差を明らかにするために、一つひとつのケイパビリティ
を細かくクローズアップして検討することも必要である。本
調査で取り上げている35項目のケイパビリティを見直し、さ
らに対角線の上側・下側のクラスター別にも検討してみる。
自社では、どのケイパビリティを備えているのか、どのケイパ
ビリティにもっと力を入れる必要があるのかを明らかにす
る。その後、いくつかの重点分野で理想状態への取り組みを
加速するため、今後6～12か月の間に大きな影響を与える
ことができるような計画を二つか三つほど策定する。その
際、以下の点に留意する。

 • 顧客ニーズを先読みする。　明日の顧客は、現在よりもさ
らに便利で、コスト効率が高く、思い通りにカスタマイズで
き、ネットワークに接続された製品やサービスを求めるだ
ろう。

 • 伝統的な垣根を超える。　革新的な製造業は、より広範
なエコシステムとつながることで、新たな次元で顧客の
ニーズや希望に応えようと、様々なメカニズムを模索して
いる。

 • 不屈の努力は報われる。　失敗することを恐れる企業は、
革新的でリスク許容度が高い他社の後塵を拝することに
なる可能性が高い。成功への処方箋も、道のりも、一つで
はない。

結論を言えば、 
今日の自分たちの競争力を 
支えるケイパビリティが、 
将来も自分たちの 
強みであり続けるとは、 
思うことができないし、 
思うべきでもない。

製造業にとっての次の手は何か？
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