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Ⅰ　序章

1．研究の目的

本研究では、日米鉄鋼業のマネジメントと技術競争力を比較することで、日本企業のイ

ノベーションについての考察をし、長期的な視点に立ったマネジメントと技術競争力の関

連性とその重要性を示すことを目的とした。

2．イノベーションの定義

本研究におけるイノベーションは、ティッドらが提唱した「機会を新しいアイデアへと

転換し、さらにそれが広く実用に供せられるように育てていく過程である」1 という概念

を定義とする。イノベーションによる利得については、企業の競争優位性の獲得であると

する 2。

3．仮説

本研究を進めるにあたって、「日本企業においては長期的な視点に立ったマネジメント

が重要であり、それによってイノベーションがもたらされ、技術競争力を高めてきた」と

いう仮説を設定した。

4．問題背景

日本企業に関する最近の研究などにおいて、長期的な視点の重要性を示唆するものがあ

る。新原は『日本の優秀企業研究』3 において、長期的視点に立った研究開発や設備への
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1  ジョー・ティッドほか（2005）p49 参照。
2  M. E. ポーターは、イノベーションによる利得を、「産業内での新しく優れた戦い方を知るか発見して、

そのやり方を市場にもち込むことで、企業は競争優位を創造するのだが、それは結局イノベーションの
行為である。」としている［ポーター（2004）p66 参照］。

3  新原（2003）p192─193 参照。
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投資が、企業の長期的な成功を導く要因であることを述べている。また、日本人の持つ粘

り強さとイノベーションについては、キャノンの御手洗会長も、終身雇用制をベースにし

た長期の人材活用が息の長いイノベーションを生み出す源泉になっており、粘り強く 1 つ

の技術開発を追及できる環境を整えることが、日本に適したやり方であることを述べてい

る 4 。このような背景から、長期的視点に立ったマネジメントと技術競争力の関係を研究

テーマとした。

5．研究の手順と業界選定の理由

本研究は日米の鉄鋼業に関するケース分析を行い、仮説を検証することにした。鉄鋼業

にフォーカスしたのは、その産業の歴史が長く、日本の鉄鋼業は世界的にみて技術力が高

いといわれているからである 5。

Ⅱ　鉄鋼業界のケース分析

1．日本の鉄鋼企業に関する先行研究および調査からの考察

特許庁による調査 6 では、高級鋼材 7 の特許数から日本がこの分野で高い技術力をもつ

ことが示されていた 8。また伊丹ら 9 による研究では、日本企業の長期的な雇用の安定性

と研究・技術開発、設備などへの長期的な投資、そして高炉メーカーの高い技術力につい

て 1990 年代前半までの状況が報告されていた。いずれも、日本の鉄鋼企業の高いイノベー

ション能力を示す内容であった。

2．米国と日本の鉄鋼企業に関する先行研究

日本の鉄鋼業のマネジメントと技術競争力を分析する上で、その比較対照として米国の

鉄鋼業を選定した理由は 3 つある。第 1 に、経営システムが対照的であること 10、第 2 に

 4  日本経済新聞社「日本を磨く　もっと強く　文化に根ざす革新力を」、日本経済新聞、2006 年 5 月 29 日。
 5  鉄鋼新聞社「月曜インタビュー　岩瀬正則京大大学院教授に聞く」、鉄鋼新聞、2004 年 10 月 25 日。
 6  特許庁技術調査課技術動向班（2001）p12─13 参照。
 7  ステンレス鋼、電磁鋼板、薄板、厚板。
 8  例えば 1978 年 7 月から 2000 年 11 月までの特許件数としては日本が一番多く、その合計が約 1700 件

であるのに対し、2 位の米国は約 50 件であった。
 9  伊丹ほか（1997）p127 参照。
10  一般的に日本的経営の特徴は終身雇用、年功序列制度、企業内労働組合などと長年いわれてきたのと

は対照的に、米国の企業経営は株主を重視し、短期収益性に視点を置いた合理的な意思決定で、従業員
の解雇をはじめとしたリストラを頻繁に行っているものと考えられている。日本的経営については、ア
ベグレン（2005）p117─118 を参照。
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アメリカは粗鋼生産量において 1980 年以降順位を落とし、日本に抜かれてしまったとい

うこと（図 1 参照）、第 3 に政府株式所有による主要鉄鋼企業の政府支配要素がないから

である 11。『Made in America』12 においては、日米鉄鋼業の比較分析の結果、アメリカ

の技術革新については、その優位性を失っており、労使関係においては、財務状況悪化の

ためにレイオフが行われていた実態を示唆する内容が報告されている。さらに、アメリカ

の総合大手鉄鋼メーカーは、研究活動を縮小し、売り上げの 0.5％以下しか研究開発に支

出していなかったという現実から、研究開発への積極性に欠けており、そのようなマネジ

メント・スタイルが日本との技術競争力の差に繋がったのではないかと考えた。

図 1　主要国の粗鋼生産の推移

Ⅲ　分析の視点

1．分析視点

先行研究から得られた知見から、長期的な視点に立ったマネジメントの分析視点につい

て検討をした。ポイントは 2 点挙げられ、人材の内部留保性と長期間の研究開発投資であ

る。日本企業は長期的な雇用の安定性をベースにして、企業内で技術の蓄積や技能の醸成

を促してきた。また、長期間にわたり継続的で積極的な研究開発投資を行ってきたことが、

米国企業との比較研究から分かっている。

11  戸田（1987）p58─59 参照。1986 年の時点で、世界の主要製鉄国で政府株式保有支配のない国は日本
とアメリカのみである。

12   M. L. ダートウゾスほか（1996）p379─391 参照。
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2．研究課題の抽出

ここで、本研究の課題を抽出した。先行研究 13、14 などを参考にして、長期的な視点に立っ

たマネジメントを考察するために次の 2 つの課題を抽出した。1 つ目は、長期間にわたる

企業組織の存続と退出（撤退）の観点からの研究であり、2 つ目は研究開発費の経時的変

化と技術競争力の比較である。

Ⅳ　日米鉄鋼業の比較

1．課題 1：存続・退出動向調査

（1）データと分析方法について

本研究では日米鉄鋼メーカーの組織再編動向と事業所数、そして大型高炉数と従業員数

の変遷を調査することで、企業存続と退出という観点から分析を行った。

（2）分析結果と考察

表 1 に日米主要鉄鋼メーカー数の推移を示した。1969 年の時点で、日本企業の大手高

炉メーカーは新日本製鉄他計 5 社 15 であり、米国は United States Steel（現 US Steel）

他計 8 社であった。NKK と川崎製鉄が 2003 年に対等合併による経営統合をしたので、

2005 年の時点で日本は 5 社から 4 社体制に変更になった。米国においてはこれまでに企

業買収が盛んに行われ、最終的に U. S. Steel Group、A. K. Steel、そして現世界最大手の

Mittal Steel（蘭）の 3 社に再編されている。米国企業の変遷は、経営状態が悪化した連

邦破産法第 11 条適用申請会社 16、17 を大手が買収し再編を行うといった特徴を示していた。

日本国内においてはこのような経営破綻や企業買収などの動向はみられず、M&A に関し

ては、筆者が調査した限りではその他に目立った事例は見当たらなかった。次に日米鉄鋼

企業の事業所数と大型高炉数、そして従業員の変化を示した（図２─図５参照）。これらの

グラフには、事業所、設備、人員の大型リストラが行われた様子が示されている。

13  伊丹ほか（1997）。
14  M. L. ダートウゾスほか（1996）。
15  新日本製鉄、川崎製鉄、NKK（旧日本鋼管）、住友金属工業、神戸製鋼。
16  連邦破産法第 11 条適用会社
  鉄鋼新聞社（2002）p203 頁によると、1998 年 9 月から 2002 年 6 月までの米国の主な会社更生法（第

11 条）申請事例は 23 件に及んだ。また、米国政府は 2002 年 3 月に鉄鋼セーフガード（緊急輸入制限）
を発動している。

17  服部（2006）p180─181 を参照。
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表 1　日米主要鉄鋼メーカー数の推移

図２における日本の鉄鋼企業の事業所数の変化をみると、もともと日本企業は 1970 年

代末から過剰設備と過剰雇用への対応としてリストラを主なっていたが、2 度目のリスト

ラ期といわれる 1991 年以降のバブル景気崩壊後の時期、そして 90 年代末からゴーン・

ショック 18 のあった 2000 年以降は段階を追ってグラフの傾きが急になっている。これは

70 年代末から何回かに分けて事業所閉鎖によるリストラが増していった状況を反映して

いる。したがって、米国と比較すると、日本の方が事業所の減少率が高いことが分かった。

図 2　日米鉄鋼企業の事業所数の変化 

（The number of establishments）

18  ゴーン・ショック
  日産自動車のゴーン元最高執行責任者は、2000 年 1 月高炉各社にコスト削減を柱にした新しい鋼板

の調達方法を内示した。その結果、新日鉄のシェアは、28％から 60％近くに倍増、川崎製鉄（現 JFE
スチール）は横ばいで、NKK（現 JFE スチール）は半減、神戸製鋼所は一ケタ台を確保したが、住友
金属工業はゼロとなった。この件が引き金となり、2003 年には川崎製鉄と NKK による経営統合によっ
て JFE スチールが誕生したといわれている（日本経済新聞社「守るも攻めるも CEO 最高経営責任者」、
日本経済新聞、2001 年 5 月 29 日）。
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次に図３、図４に 2,000 立米以上の大型高炉数の変化を示した。高炉に関しても事業所

の場合と同様に、日本企業は米国より減少率が高い。特に日本のリーダー企業である新日

本製鉄は特徴的な動きを示しており、2005 年における大型高炉数は 1978 年の 2 分の 1 で

あった。事業所数と高炉数のこれまでの結果は、日本企業が、景気や経営状態に合わせて、

事業所数や大型設備の調整を行ってきたことを表していた。

図 3　日本の鉄鋼企業の大型高炉数（2,000m3 以上）の変化

図 4　米国鉄鋼企業の大型高炉数（2,000m3 以上）の変化
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一方、従業員の推移については、どうであろうか（図 5 参照）。まず、長期的な視点で

みると日本企業においては、1967 年から現代までの鉄鋼業における従業員の減少率を比

較すると、グラフの傾きから日本企業の方が従業員の減少率が低かったといえる。また、

筆者の計算によると日本の従業員数の 1981 年から 1991 年までの減少率は 20％であるが、

1991 年から 2004 年までは 39％の減少率であり、2 倍増加していることになる。これは鉄

鋼業界における戦後 2 度目の大きなリストラ期であったのだが、『日本の鉄鋼業 1994』19

によると、日本企業における従業員のリストラは、長引く不況に対して従来から取り組ん

できた新規採用を抑えるという雇用調整に加え、雇用調整助成金制度 20 を活用した教育・

出向・休業の実施などによる雇用の維持に配慮した諸施策 21 を行うというマネジメント

方法で人員削減 22 を行ってきたのである。米国企業については、2000 年以降は従業員数

が急激に減っている。この動向は、M&A に牽引されたリストラによるものと予想される。

これまでの検討から、日本と米国の企業では経営環境の変化への対応が異なることも明

らかになった。不況などの影響を受け経営難に陥った場合には、米国企業は M&A によ

る企業再編で対応してきたのだが、日本企業は事業所や設備の閉鎖、そして先述の雇用維

持に配慮したリストラを行いながら企業組織を維持し、人材は内部留保性しておくという

特徴がみられた。

図 5　日米鉄鋼業の従業員の変化 

（The number of paid employees）

19  日本鉄鋼連盟、日本の鉄鋼業 1994、p16。
20  当該保険料は全額事業主負担。
21  雇用の維持については、新規多角化事業への出向、あるいは外注加工請負なども含まれる［伊丹ほか
（1997）p45 参照］。

22  早期退職も含まれる［伊丹ほか（1997）p45 参照］。
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2．課題 2：研究開発費の過去の動向と技術競争力調査

（1）データと分析方法について

日米鉄鋼企業の研究開発におけるマネジメントを考察するために、売上高に対する研究

費比率および技術の輸出入に注目し、比較検討を行った。

（2）分析結果と考察

図 6 に日米鉄鋼企業の売上高に対する研究費比率の経時変化を示した。

図 6　日米鉄鋼業における売上高に対する研究費の比率

日本企業の推移をみると、バブル景気崩壊後の 1990 年以後は研究費比率を落としては

いるものの、1980 年以降から現在まで米国企業における研究開発費の 2 倍以上の比率、

最大のピークである 1991 年においては 3 倍以上の比率を研究費に充てており、長らく不

況下でも長期にわたって積極的に研究開発に投資し続けてきたことが分かった。

次に、日本の鉄鋼業が高い技術力をどのように活用していったのかという点について、

技術の輸出入や技術提携の状況に着目し、技術競争力の分析を行った。図 7 に示した技術

の輸出入の状況をみると、最近の日本の鉄鋼業は技術輸出が主体である。また、日本企業

は自社の高い技術力をもって海外企業との合弁会社設立や戦略的提携事業を頻繁に行って

おり、日本鉄鋼連盟情報管理部ライブラリーの調査結果 23 によると、日本企業は米国に

限らず中国、韓国、台湾など非常に多くの外国企業と提携しグローバルな展開をしている。

一方、米国企業については、低下してしまった自社事業を再構築するために日本企業と

合弁事業を行っていたのであるが 24、近年の米国企業による技術輸出や他国企業との合弁・

23  非公開資料のため掲載せず。
24  児玉光弘（1994）p90 参照。
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提携事業などについては、筆者が調査した限りでは目立ったものが存在しなかった。

図 7　日本鉄鋼業における技術の輸出入

3．長期的視点に立ったマネジメントと技術競争力

図 8 に売上高に対する純利益率の経時変化を示した。日本の鉄鋼業は米国企業と比較す

ると、純利益率の振れ幅は狭い。また、全データの平均値を計算すると、日本企業は 1.31％、

米国企業は -0.32％であり、日本企業においては長期にわたり安定した経営が行われてい

ることが示された。

図 8　売上高に対する純利益の比率
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ここで、さらに考察を加えることにする。日本企業の技術力はどのように収益へ結び付

けられたのかという点である。ティッドら 25 は、保有する技術から得られる商業的利益

を確保する能力に影響を与える 9 つの要因 26 を提示したが、そのフレームワークの中で

関連性の高い要因を取り入れて、技術競争力と収益化について検討した。

①蓄積された暗黙知・学習曲線

日本企業は長期雇用を前提としているので、製造プロセス技術や研究開発のノウハウの

形成が行われ、暗黙知が蓄積され技術が醸成される土壌となっている。

②アフターサービスと製品の複雑性

鉄鋼製品だけでも 10 万種類もあり、多品種小ロット生産 27 に対応してプロセスを設計

できるのは日本の高炉メーカーの特徴であるといわれている 28。日本の鉄鋼業において大

手の顧客は自動車メーカーであるのだが、ユーザーからの要求は多様且つ高レベルである

ので、取引後の求められるアフターサービスがしっかりとしていることは当然である。日

産自動車は、1999 年 10 月に発表した「リバイバルプラン 2000─2002」において、鉄鋼メー

カーに対して購買コストを 20％削減するという日産の目標達成に貢献できるような取引

条件を提示し、価格切り下げを推奨し 29、大手鉄鋼メーカーはその要望に対応したという

ことも 1 例として挙げられる。

③補完的な資産、先駆的で革新的な新製品

日本企業の高級鋼材開発技術は、研究開発費のような補完的な資産がなければ成しえな

かったものと考えられる。その結果、例えば住友金属工業が得意とするシームレス（継ぎ

目なし）パイプ 30 などの先駆的で革新的な新製品が生まれたのである。

④特許保護の強み

日本は高級鋼材分野において、特許を取得している 31。その強みを技術提携や合弁事業

などに発展させることで、技術の付加価値向上を行い、収益化に結びつけた。

以上、日本の鉄鋼企業は①～④までの項目に述べたような形で、技術競争力の収益化を

図ってきたのである。

25  ジョー・ティッドほか（2005）p122─127 参照。
26  商業的利益を確保する能力に影響を与える9つの要因。1.企業機密　2.蓄積された暗黙知　3.リード・

タイムとアフターサービス　4. 学習曲線　5. 補完的資産　6. 製品の複雑性　7. 規格・標準化　8. 先駆的
で革新的な新製品　9. 特許保護の強さ。

27  伊丹ほか（1997）p232 参照。
28  業界関係者へのヒアリングによる。
29  植草（2004）p245─246。その他にも価値分析（VA）、価値工学（VE）が推奨された。
30  住友金属工業は油田開発に使う高級シームレスパイプでは世界トップである。（日経新聞社「買収脅

威　日本勢で対抗　住金社長に聞く」、日本経済新聞、2006 年 5 月 5 日）
31  特許庁技術調査課技術動向班（2001）p12 参照。
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Ⅴ　結論

本研究は長期的視点に立ったマネジメントと技術競争力に関する研究について、日米鉄

鋼企業のマネジメントとパフォーマンスを比較分析することでアプローチした。筆者は本

研究の中で、「日本企業においては長期的な視点に立ったマネジメントが重要であり、そ

れによってイノベーションがもたらされ、技術競争力を高めてきた」という仮説を立て、

日米鉄鋼業の事例分析を行い長期的な視点に立ったマネジメントとその結果示されたパ

フォーマンスを調査し考察を加えた。その結果、少なくとも鉄鋼業界においてはこの仮説

が証明されたことになる。なぜなら、日本の鉄鋼業は長期的視点に立ち、組織の持続性と

人材の安定性を維持し、それを基盤として長期にわたり研究開発投資を粘り強く行ってき

た。その結果、企業内において技術が蓄積しイノベーションが創造された。そして現在、

日本の鉄鋼企業は世界で最高の技術レベルに達し、蓄積された暗黙知、顧客対応、先駆的

で革新的な新製開発品、特許保護の強みなどを最大限に活かし技術競争力の収益化を行い、

長期間にわたって安定的な収益を上げているからである。

         以上
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