
ＣＭＣリサーチウェビナー【ライブ配信】※当該ウェビナーは 6 月 18 日開催予定のセミナーが変更になったものです

自動車市場の激変を前にした
内燃機関系自動車部品メーカーの成長戦略
講師：浪江 一公氏 ベクター・コンサルティング(株)代表取締役
今、自動車産業は、エンジンの EV 化、自動運転の急速な普及、そして外部からの参入者のコア価値の獲得という激変の中

にあります。それは、自動車部品メーカー、特に内燃機関系部品メーカーにとっては、大きな脅威です。したがって、自動車
部品メーカーはこの脅威に対し、これまでの戦略を再考し、新たな成長シナリオを考える必要に迫られているという現実があ
ります。しかし、これらの市場の激変は、機会を提供してくれるものでもあります。なぜなら、自動車関連業界は、これまで
ハードウェアである自動車とその部品・材料を中心に展開してきたわけですが、今後は、その自動車部品単体の事業を超えて
様々なサービスやそれを支える他のハードウェアを提供する機会が生まれ、その市場規模は自動車単体の規模を超え、大きく
拡大していくことは確実です。

また、日本の自動車部品メーカーは、長年に渡り、極めて要求の厳しい日本の自動車メーカーを顧客とすることで鍛えられ
た、ものづくりや技術に関わる強靭の強みや自動車産業の深い理解があり、それを今後大きく変化する自動車関連市場や他の
非自動車分野へ活用・展開することができるからです。この自動車産業の激変の時代において、自動車部品メーカーがしなけ
ればならないのは、まさに自社の強み、そしてもちろん弱みも正しく認識し、その強みをより広い視野から捉え、自動車市場、
そしてその他分野への適用を戦略的に考えることです。

本セミナーにおいては、日本の自動車部品メーカーの強みと弱みを明らかにし、その強みを戦略的に非自動車分野も含め、
活用する視点を複数の機会を対象に議論をしていきます。同時に、その際に自動車部品メーカーが持たなければならない重要
な思考に関しても提示します。

【講師経歴】大手電機メーカー、アーサー・ D ・リトル、フュージョンアンドイノベーションなどを経て、現在ベクター・コンサ
ルティング㈱ 代表取締役社長、経営コンサルタントとして 30 年の経験を有す。日本工業大学 大学院技術経営研究科（MOT）教授を
兼任、技術マネジメント、マーケティング関連書籍・寄稿多数北海道大学工学部（機械工学）、米国コーネル大学経営学大学院
（MBA）
【活動】（専門分野）事業戦略・マーケティング戦略（新規事業提案・事業化支援、研究開発テーマ事業化支援等）-テクノロジー
マネジメント（技術資源分析、ステージゲート・プロセス導入、研究開発テーマ創出、ポートフォリオマネジメント、技術広報等）
（著書）「プロフィット・ピラミッド『超』高収益を実現する 14 のシンプルな原則」（同書は韓国・中国でも出版）「高収益革命
のデザイン」「製造業の高収益革命」「全図解 戦略参謀マップ」（翻訳）「ステージゲート法―製造業のためのイノベーション・
マネジメント」原著タイトル：Winning at New Products （Robert G. Cooper 著）「エマソン 妥協なき経営」原著タイトル：
Performance Without Compromise （Charles F. Knight 著）

開催日時 2020 年 6 月 18 日（木）10：30～16：30 ※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール
「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなりま
す。推奨環境は当該ツールをご参照ください。
後日、視聴用の URL を別途メールにてご連絡い
たします。詳細は裏面をご覧ください。受 講 料

45,000円 + 税 ※ 資料付
＊ メルマガ登録者 36,000円 + 税（20％OFF）

＊ アカデミック価格 24,000円 + 税
アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。

★【メルマガ会員特典】通常の特典（2名目無料、3名目以降半額）は適用外となりますが、定価の20％引きでご参加いただけます。
★【セミナー対象者】技術企画、経営企画などの部門の方々で、来たるべき自動車市場の激変を前に今後の長期的な自社の事業戦略・技術
戦略の策定を担当されている方。同様の環境の中、新たな研究開発テーマの創出を期待されている方等★【得られる知識】今後の自動車業
界の激変から生まれる内燃機関系自動車部品メーカーにとっての機会と脅威 当該機会等を踏まえての中長期の戦略オプションの内容

【本セミナーのプログラム】 ※適宜休憩が入ります。
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※表面より続く。お申し込みは表面をご覧ください。

2020 年 6 月 18 日（木）開催

自動車市場の激変を前にした
内燃機関系自動車部品メーカーの成長戦略
講師：浪江 一公氏 ベクター・コンサルティング(株)代表取締役

【本セミナーのプログラム】 ※適宜休憩が入ります。

1.はじめに

「日本の自動車部品メーカーの強みと弱みは何か？」＜グ

ループディスカッション＞

2.日本の自動車部品メーカーの強みと弱み

(1)日本の自動車部品メーカーの『強み』と『弱み』(2)し

てはならない思考と展開-他社と同じ事業・製品を追いか

ける-失敗のないような容易なテーマを選択

3.自動車部品メーカーが直面する機会と脅威とそこへの

対処の方向性

(1)モビリティ革命-モビリティ分野で起きつつあること

乗用車・タクシー分野/運輸分野/その他分野-モビリティ

市場の劇的変化と成長-移動・輸送の制約解消による６レ

ス＊モビリティの実現＊：コストレス、ライムレス、リス

クレス、ドライブレス、シームレス、ストレスレス-広範

に亘る新たな様々な価値の創出-モビリティ需要の劇的拡

大(2)内燃機関車両の減少と EV の台頭-一部の自動車メー

カーでは.-世界の現実-環境問題の企業へのインパクトの

大きさとスピード-モビリティ革命の EV 化へのインパク

ト-EV vs. 燃料電池車（βvs. VHS 戦争のアナロジー）-

自動車部品メーカーへの意味(3)新たなプレーヤーの出現-

他業界からの新たなプレーヤーの参入とそのポジション-

スマートフォンのインパクトのアナロジー-自動車部品メ

ーカーもインサイダーになる！-金鉱堀りではなく、ジー

ンズメーカーになる！(4)自動車部品メーカーが直面する

機会と脅威への対処の方向性

4.自動車部品メーカーが持たなければならない基本姿勢

と視野

(1)前向きな思考-否定的思考を考えがち-ある自動車部品

メーカーの例-解決策を考える-新しい思考を妨げる 3 つの

要素-現状に基づく固定的思考の存在を強く意識（ダイソ

ンの例）(2)顧客ではなく広義の市場を見る-「市場」の共

通的なニーズを捉える！（イノベーションのジレンマ）-

『広義の市場』の構成者(3)金鉱堀りではなくジーンズメ

ーカーになる

5.自動車部品メーカーの 5 つの戦略オプション

(1)自動車部品メーカーの 5 つの戦略オプション(2)なぜ市

場：新分野×技術：新分野を狙うべきではないのか(3)自

社の強みを広く定義して展開戦略を考える

6.戦略オプション 1：残存価値徹底追求戦略

(1)残存価値追求戦略とは？(2)なぜ残存価値追求戦略が成

り立つのか？(3)残存価値追求戦略の例-マツダ/ナガオカ/

蒸気タービンメーカー(4)当該戦略追求で注意すべきこと

7.戦略オプション 2：既存市場での徹底した「価値づく

り」戦略

(1)自社の提供物の本質-顧客価値(2)ドリルメーカーは顧

客に何を売っているのか？(3)顧客は QCD だけで買うので

は決してない(4)顧客価値拡大モデル：VACES シマノの自

転車部品/日東電工の偏光板/東洋電機のパンタグラフ/３Mの

自動車内装用ファスナー/コマツの無人ダンプトラック/パナ

ソニックの EV 開発支援ソフトウェア/日本ペイントの塗装シ

ステムの例

8.戦略オプション 3：変化するモビリティ市場での新価値創

出機会追求戦略

(1)自動車部品メーカーにとっての新たな製品供給機会(2)６

レス移動・輸送向け車輌・設備・機器の整備-ラスト 10 メー

ターの機器・設備-モノだけでなく人も-建物の構造・設備の

大きな変化-車両を固定設備としても利用(3)移動・輸送時間

の有効利用-自宅・家庭内の活動の車載化-オフィス（事務）

の活動の車載化-産業・公共サービスの各機能 2の活動の車載

化-発生する製品・サービス需要・車両サイド/家庭サイド/オ

フィスサイド/訪問先サイド/目的地サイド/センターサイド

(4)スパークによる新価値創出-A 地点と B 地点が隣接すること

に よ り 起 こ る ス パ ー ク - 移 動 ・ 輸 送 を 妨 げ る も の

（stickiness）

-従来移動させなかった設備・機器を移動させる-従来人間が

やっていた作業を分身ロボット・設備・機器で代替させ、そ

の分身ロボット・設備・機器を移動させる

-適用分野 生産、アフターサービス、設備メンテナンス、社

会・環境監視等(5) 6 レス移動・輸送インフラの整備・構築-車両ステーション：充電、洗車・清掃、修理、車上自動販売機製品充填、等-道路維持・向上インフラ設備・「地図情報」整備・メンテナンス/「道路情報」整備・メンテナンス/「道路」整備・メンテナンス・道路自体が大きく変わる

9. 戦略オプション 4：コア技術を核とした他分野展開戦略

(1)自社技術を活用しての製品・事業アイデア創出ニーズの存

在(2)自社技術を他用途に展開した例(3)自社技術の用途を探

すことの難しさ(4)自社技術で実現できる機能を明らかにする

(5)コア技術戦略(6)技術機能展開図のイメージ(7)技術機能展

開のフレームワーク(8)当該戦略の重要な意味:従来の展開の

180°の転換

10. 戦略オプション 5：部品・製品の生産・設計受託事業展

開戦略

(1)分業・専門化の進展（EMS や ODM 等）(2)メカトロへの展

開：沖電気の例(3)自動車部品メーカーの得意分野の自動車部

品以外への展開(4)『バリューチェーン上の機能』を売る：下

請けではない！

(5)顧客のバリューチェーンのシームレス化を実現している例

11.事業展開における武器としてのオープンイノベーション

(1)オープンイノベーションの発端(2)オープンイノベーショ

ンの現状(3)オープンイノベーションにおける獲得物

12.最後に

(1)新しい製品アイデアは拒否されるものという教訓を心に刻

む

(2)人間の欲望はとどまる所を知らない

ぶん



ＣＭＣリサーチウェビナー【ライブ配信】

講師：浪江 一公氏
ベクター・コンサルティング(株)代表取締役

当該セミナーは、ライブ配信のウェビナー（オンラインセミナー）です！

【ライブ配信対応セミナー】

・本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。

・セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。

・事前配布資料は、当日までに届くように事前に郵送をいたします。開催日時に間に合わない場合には、後日郵送する

などの方法で対応いたします。

・講師に了解を得た場合には資料を PDF で配布する場合もございますが、参加者のみご利用に限定いたします。他の方

への転送、WEB への掲載などは固くお断りいたします。

・開催日時にリアルタイムで講師へのご質問も可能です。

・タブレットやスマートフォンでも視聴できます。

・「Zoom」についてはこちら↓をご参照ください。

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

【お申込み後の流れ】

・開催日時前に、ウェビナー事前登録用のメールをお送りいたします。

お手数ですがお名前とメールアドレスのご登録をお願いいたします。

・事前登録完了後、ウェビナー参加用 URL をお送りいたします

※参加用 URL はご登録者様専用のため、他の人との共有はできません。

【注意事項】

・本セミナーの受講にあたっての推奨環境は「Zoom」に依存します。受講者の方のお手元の PC などの設定や通信環境

が受信の状況に大きく影響いたしますので、ご自分の環境が対応しているか、お申し込み前の確認をお勧めいたしま

す。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-

Linux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6

・インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。また、状

況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合がありますが、予めご了承ください。

・万が一、当社や講師側（開催側）のインターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止した場合には、

受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2020 年 6月 18 日（木）開催

自動車市場の激変を前にした
内燃機関系自動車部品メーカーの成長戦略
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