


バブル崩壊後から長らく業績が低迷していたマツダ。しかし、2000年代に入ると数々の変革活動
が奏功し業績は大きく回復。この復活劇を最前線で指揮してきた金井誠太氏が、一連の変革を成
功に導いた秘訣を解説した。

10年後の「ありたい姿」を
実現するための秘訣とは？

金井 誠太 氏（元マツダ会長）

　マツダには、きらりと光る「記憶に

残るクルマ」の成功例が数々あります。

例えば、世界初の本格的量産型ロー

タリーエンジンを搭載した「コスモス

ポーツ」（1967年発売）、1980年の第

1回日本カー・オブ・ザ・イヤーを受

賞した「ファミリア」、1989年の発売

から現在に至るまで世界中でヒット商

品となった「ロードスター」などです。

その一方で、経営は浮沈を繰り返して

きました。大手に追い着くことを目標

に掲げていたがために急ぎ過ぎたし、

背伸びをし過ぎたのだと思います。

「マツダ地獄」から脱却へ
　会社の調子が良くなると一気に投資

して、商品ラインアップと販売網、生

産能力を拡大してきました。生産はほ

ぼ計画通り能力を拡大できたものの、

開発や営業は全ての商品、全てのお店

を魅力的にするほどの力がなく、苦労

が続くという状態に陥ったのです。経

営計画通りに売らないと投資回収でき

ないというプレッシャーから、営業は

数合わせのために値引きに走ります。

これは麻薬のようなもので、値引きを

すると売れる台数が増える。しかし、

だんだん売れなくなるので、さらなる

値引きをするようになります。

　バブル崩壊後の1990年代には「ブラ

ンドは地に落ちた」といっても過言で

はないような状況でした。「マツダ地

獄」という不名誉な言葉もありました。

値引き幅が大きいのでマツダ車を買う

と、他のメーカーに買い替えたくても

下取りが安くなるので、マツダで買い

替えざるを得ないという状況を揶揄

（やゆ）した言葉です。

　このときに救いの手をさしのべてく

れたのが、資本提携していた米フォー

ド・モーターです。この当時、フォー

ドは世界的にM&A（合併・買収）を展

開しており、マツダを含めて8つのブ

ランドを持っていました。これらの

ブランドの差異化・再定義が始まり、

2000年にマツダのグローバルブラン

ド戦略「Zoom-Zoom」が策定されまし

た。「子どもの時に感じた、動くこと

への感動」をクルマを通してお客様に

提供することを意味するものです。
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ゴールドラットジャパンが主催する「TOC クラブ」で講演する金井誠太氏



新戦略第一弾を成功に導く
　話はさかのぼりますが、1980年代

の始めにドイツの高速道路「アウト

バーン」で技術者のプライドを粉々に

される体験をしました。そのときに

乗っていた車は、欧州に輸出していた

「カペラ」です。時速170キロは出せた

ものの、音はうるさいし、車体が震え、

ハンドルやブレーキの操作にはものす

ごく神経を使い、文字通り手に汗を握

りました。しかし、ドイツ製のプレミ

アム車だと、時速200キロで走っても、

すごく気持ちがいい。ずっと運転して

いたいと感じました。この歴然とした

差にショックを受けたとともに、これ

こそが自分の技術者人生の目標を自覚

した瞬間でした。

　1999年に、この目標に挑戦するチャ

ンスが訪れます。Zoom-Zoom戦略に

基づいた最初の製品となる初代「アテ

ンザ」の主査を私が務めることになっ

たのです。余りの大役に尻込みもし

たのですが、「マツダの復活を賭けた

Zoom-Zoom戦略車第一弾」を形にする

責任も感じました。当時の会社の経営

はとても厳しい時期で、2001年に実

施した早期退職制度で10％以上の社

員が会社を去りました。

　初代アテンザの開発には会社も総

力を結集してくれたおかげで、2002

年に発売すると世界中でヒット商品

となりました。会社の業績も回復し、

2001年を底に増収増益に転じました。

そして、2005年には開発全体の責任

者を命じられました。

高度な技術革新で全モデルを一新
　この当時は、Zoom-Zoom戦略に基

づいた製品と景気の好転によって足

元は何とか復調していましたが、将

来に向けての準備が不十分だと考え

ていました。中でも、2012年から欧

州でCO2規制が始まるなど、世界的に

厳しくなる環境規制に対して、十分

な技術見通しを得ていないという自

覚と焦りがありました。幸い、経営

環境には余裕がある。それなら今こ

そ、長期戦略を立案するべきだと考

えました。

　そう考えていたときに、ちょうど

経営企画から「10年先の2015年のビ

ジョンを作ろう」という話が持ち上が

りました。私にとっては渡りに船で

した。2006年から本格的に議論を開

始しました。チームのメンバーに対

して「マツダは10年後に、どんなブ

ランドになっていたいかを考えてみ

よう」と投げかけました。まずはロマ

ンを語ろうと思ったのです。

　この議論の結果が、2007年に公表

し た「 サ ス テ イ ナ ブ ル“Zoom-Zoom”

宣言」です。この宣言の骨子は「マツ

ダ車をご購入いただいた全てのお客

様に『走る歓び』と『優れた環境安全性

能』を提供する」というものです。

　ただし、大きな方針は決まったも

の の10年 後 の「 あ り た い 姿 」と 当 時

の実力には大きなギャップがありま

し た。 こ の ギ ャ ッ プ を 埋 め る た め

に、今ある制約は全て忘れて世界一

の車を実現するためのアイデアを議

論しました。そこから「すべての基

幹ユニットに高度な技術革新を織り

込んで全く新しく造り替える。これ

を短期間に全モデルに展開する。さ

らに普及のために極めて厳しいコス

ト目標を達成する」という大方針が

見えてきました。この方針に基づい

て、エンジンやトランスミッション、

車体、足まわりといった全てのベー

スユニットをゼロから見直して、理

想の姿を考え抜いた技術群が、現在

の マ ツ ダ を 支 え て い る「SKYACTIV 

Technology」です。

「モノ造り革新」始動
　2012年からの6年間で9車種の市場

導入、それも全車種の全基幹ユニット

を一新するというマツダ史上最大の

チャレンジは、これまでのやり方では

絶対に達成することはできません。こ

の計画の実現に向けた変革活動が「マ

ツダ モノ造り革新」です。

　この取り組みの大きな狙いは、モデ

ルごと、仕向け地ごとに最適化された

多品種・少量生産のユニットを、少品

種・多量生産に匹敵する経済効率で開

発・製造することです。同じようなコ

ンセプトの活動は過去にも数多くあり

ましたが、どれも長続きしませんでし

た。改革の対象や参加部門が部分的

だったり、多くの制約を残したまま

だったりしたためです。また世界一の

車を作ろうという高い志もありません

でした。これに対してモノ造り革新は、

志が高く広げた風呂敷がやたらと大き

いこと、そして会社の未来が託されて

いること――このようなロマンを開発

や製造の人たちが共有して何カ月も議

論した点が過去の活動との大きな違い

です。

　モノ造り革新には4つのキーファク

ターがあります。1つ目が「一括企画」

で、2015年時点で生産する全モデル

の主要諸元と盛り込む技術を一括して

企画することです。2つ目が「コモン

アーキテクチャー」です。これは部品

の共通化ではなく、設計思想や基本特

性を共通化することです。3つ目が、

最新のNC（数値制御）技術を活用して、

同じ工程で異なる品種を連続して生産

する「フレキシブル生産」です。

　4つ目が10年以上先の競争力を担保

するための「技術革新」。この実現には、

設計も生産も小出しの改善ではない思

い切った技術革新に取り組む必要があ

ります。そしてサプライヤーさんを含
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議論ということになります。ブレーク

スルーとは、この斜め線を右上に押し

上げることにほかなりません。こうす

れば縦軸と横軸の特性の双方を高いレ

ベルに引き上げられます。エンジニア

の仕事の本当の付加価値は、斜め線を

右上に押し上げることです。バランス

点を探ることではないのです。モノ造

り革新の狙いも、これと同じです。共

通性と多様性という両方の特性を高い

レベルに引き上げたのです。

10年後の「ありたい姿」を描く
　ブレークスルーの実現に最も重要

だったのがバックキャスティング、す

なわち「2015年にどうありたいか」を

みんなで考えて計画に落とし込んだこ

とです。マツダでは通常のモデルチェ

ンジが5年、新車開発期間は約3年で

す。当初は「10年後を考えろ」といっ

ても、どこから手をつけていいのか分

からないので何も出てきませんでした。

　このとき、40を超えるチームを作っ

て議論してもらいました。各チームに

ヒアリングした際、私は「まだまだ志

が低いなぁ、それで世界一になれるの

か」「まだまだ制約にとらわれている

な」「これまで誰もやったことがない

工夫がどこにあるんだ」と、大半のア

イデアをつっかえしました。

　制約を外せといってもなかなか外れ

ません。制約を知っていることが自分

の技術力だと思い違いしている人が多

いのだと感じました。なかには「ノウ

ハウ」という名前の付いた制約もあり

ます。なぜそうするのか、つまり「ノ

ウホワイ」を理解していないノウハウ

は始末が悪いものです。

　このようなコミュニケーションを繰

り返していると、そのうちに、現実か

ら離れて夢を語り始めます。そして夢

みたいな話がだんだんと希望に変わ

る。さらに希望が意志になり、意志が

計画になって、どんどん目が輝いてく

る。こうして醸成されたロマンは簡

単に部門の壁を越えて共有化されて、

チームが一つになってくる。ゴールが

はっきりイメージできるようになる

と、克服すべき課題も明確になります。

「どんな犠牲を払ってでも、この障害

を乗り越えよう」という覚悟ができて

くるのです。

　世の中には、改革を実現するために

危機感をあおるマネジャーも少なくあ

りません。しかし、危機感から生まれ

たエネルギーを超えるもの――それ

は、世界一になるチャンスだというロ

マンとパッションです。だからこそ、

モノ造り革新は成功したのだと確信し

ています。マツダでは、今でも10年後

の「ありたい姿」を描く活動を経営レベ

ルから細かいユニットレベルに至るま

めて、これらの要素をみんなで一緒に

考えて創り上げていく「共創：コラボ

レーション」も欠かせません。

　2010年前後の数年間はリーマン・

ショックや東日本大震災で苦しみまし

たが、SKYACTIV技術の開発やモノ造

り革新は全くぶれることなく進捗して

いきました。なぜなら、どう考えても

この計画の完遂に勝るリスク対応は

出てこなかったからです。2012年に

SKYACTIV技術が全てそろった「CX-5」

を市場投入してから業績は急回復して

いきます。

マツダが考えるブレークスルーとは
　一連の変革活動のなかには、これま

での取り組みの延長線上にないブレー

クスルーがあります。ここでブレーク

スルーに対する考え方をお示ししま

しょう。コストと品質のように、こち

らを立てるとあちらが立たずといった

関係にありがちな特性がたくさんあり

ます。このような場合、180度に相反

する関係と捉えると、すぐにどこでバ

ランスさせるかという議論になってし

まいます。

　しかし、それぞれの特性を縦軸と横

軸の関係だと考えるとどうなるでしょ

う。相反の関係は斜めの線で表せるこ

とになります。バランス点を考えると

いうのは、この斜め線上を行き来する
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で各階層で定期的に実施しています。

問題を未然に防ぐPDマネジメント
　最後にマネジメントスタイルの話を

しましょう。ビジネスにおいてPDCA

（計画・実行・検証・改善）サイクルを

回すことが重要なことは誰しもご存じ

でしょう。このサイクルのうち、世の

中のマネジャーの多くが、CAの段階

を重視しています。実務にたけていた

人がマネジャーになるケースが多いの

で、納期間近で問題が発覚しても自ら

挽回してしまうのです。すると、当人

は「やっぱり俺がいないとダメだなぁ」

と自己満足に浸ります。

　PとDを「やっとけ」と丸投げ・放置

するCAマネジメントでは、多くの場

合、チェックの段階で問題が発覚しま

す。そして発覚する工程が後になるほ

ど、問題が重大になるし、解決も困難

になります。納期が遅れることも頻発

するでしょう。車のリコールと同じ

で、工程が後になるほど問題の発見は

容易になりますが解決は困難になるの

です。

　本当に優秀なマネジャーはPとDの

フェーズを重視します。PDマネジメ

ントであれば、重大な問題を未然に防

げる可能性が高くなるからです。仮に

後工程で問題が発覚しても、ほとんど

が軽微な修正で済むことになります。

　それにもかかわらず、世の中には

CAマネジメントのマネジャーが多い

のではないでしょうか。その理由は、

マネジャーにとってはCAマネジメン

トの方が楽だからです。最初にしっか

りとしたプランを立てるのは気力もエ

ネルギーも必要になりますが、後から

ケチをつけるのは簡単なのです。ま

た上からの評価が高くなる傾向もあ

ります。

　問題が発覚してから上に報告し、そ

れを自ら解決する人のほうが目立つ

し、上の人も「あいつは優秀だ」と思い

がちです。しかし、これは実は能力の

低いマネジャーを甘やかしているので

はないでしょうか。
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業績が安定しない状況から脱却して、成長基調の経営環境を構築できた
【結果】

図3 ●イノベーションを成功に導くためのリスキー・プリディクション

図2 ●PDCAとマネジメント（赤字はエネルギーを注ぐところ）

リスキー・プリディクションとは ?
自然科学は「論理的である」ことと、「反駁を受け入れる」という考え方を備えている。「科学
的である」とは、置かれた「前提」とそのときにとる「行動」、そして結果が引き起こされる「理
由」の 3 つをセットにすることで、必然的に生じる「結果」が予測できることをいう。これら
を可視化したものが、リスキー・プリディクションである。

みんなが 望ましいと思う
ゴールがイメージできると

「どん な 犠 牲 を 払ってで
も、この障害を乗り越えよ
う」という覚悟ができるから

既存の制約を外すことを
前提として、みんなで議
論して「未来のありたい
姿」を描く

志が低い上に部分的な改
革しか実施してこなかった
ため、経営の浮沈を繰り
返している

【理由】 【行動】 【前提】

　これに対してPDマネジメントでは、

そもそも問題の発生が少なくなるので

上に報告する機会が圧倒的に減りま

す。このため、会社の中では活躍ぶり

があまり目立たないのです。

　後の方の工程で発覚した問題に対し

てマネジャーが陣頭指揮、エース級の

人材が対応にあたる――。これを続け

ている職場は、いつまでたっても忙し

さから解放されることはないでしょう。

プロジェクトの初期にマネジャーが強

い関心を示して、エースを投入して問

題を予測して素早く意思決定すること

が大切です。こうすることによって、

ビジネスの効率は飛躍的に高まります。

　 マ ツ ダ で は2007年 こ ろ か ら、 全

体 最 適 の プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン

ト「CCPM（Critical Chain Project 

Management）」を導入しましたが、こ

れは組織的にPDマネジメントを実践

していくための有効なツールだと思い

ます。また、今回の話に出てきたバッ

クキャスティングや一括企画も、長い

スパンのPDマネジメントだと考えて

います。

CAマネジメント

計画提示なしで部下に丸投げ しっかり話し合って、具体的な作業
計画を立案

途中で関心を示さずに放置 日々計画と対照し、必要なら
指導するが、実行は任せる

納期直前に目標との乖離を発見 節目で計画との差を再確認

短期間で自分が直接片づける 必要に応じて軽微な修正行動

PDマネジメント
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