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この度、ビジネスモデル学会の名誉会長とし

て、マイケル・クスマノ教授をお迎えしたことをご

報告致します。クスマノ教授は、MIT（マサチュ

ーセッツ工科大学）スローン経営大学院教授であ

り、同時に、東京理科大学のアントレプレナーシ

ップ・イノベーション教育推進をミッションに副学

長（2016-2017、2014-2016 は顧問）を務めて

いらっしゃいます。以下、クスマノ名誉会長の就

任に際し、ショートインタビューを掲載致します。 

 

－ クスマノ教授はこれまで、日本を代表する

大手企業へのコンサルタント活動や、最先端

の技術経営に関する邦訳書籍も出版されて

いらっしゃいます。先生が日本企業の研究を

始められたきっかけと、現在の活動について

教えていただけますか。 

 

 1978年になりますが、ハーバード大学の博士

課程在籍時に、日本的経営の研究を開始しまし

た。また、同時に、私はフルブライトフェロー

として東京大学に 3年間在籍もしました。テー

マは「日本的技術経営」。まずは自動車産業にお

ける生産管理について、トヨタ自動車や日産自

動車と、米国の GM・フォード・クライスラー

などとの比較を題材に、研究を深めました。こ

の研究テーマは私の博士学位論文かつ初の書籍

となる『The Japanese Automobile Industry: 

Technology and Management at Nissan and 

Toyota (Harvard University Press, 1985)』に

まとめられました。 

 

1984-86年の間、私はハーバード・ビジネス・

スクールに籍を置き、博士研究員としてオペレ

ーション・マネジメントの研究を重ねておりま
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したが、1986年にMITスローン経営大学院に

移籍し、MBA 学生に対し戦略論の教鞭を取り

始めました。その際に、選択科目として「日本

的技術経営」を立ち上げています。 

 

その間、研究対象をハイテク産業に移しまし

た。日立製作所、東芝、富士通、NTTなどの日

本企業を題材に、『called Japan’s Software 

Factories (Oxford University Press, 1991)』/邦

訳『日本のソフトウェア戦略―アメリカ式経営

への挑戦』(三田出版会, 1993)  に考察をまとめ

ています。 

 

その後、私の興味は、マイクロソフトやネッ

トスケープといったアメリカのソフトウェア開

発企業にも移りました。これらの研究結果のう

ち幾つかは日本でも邦訳として出版されていま

す。（以下本文中に紹介）。 

 

2014年になりますが、ご縁があり、東京理科

大学に招かれました。2 年間の顧問活動の後、

2016 年 3 月より副学長を拝命しております。

東京理科大学での私の主なミッションは、経営

学研究科の現代化と定員倍増（2016年より）、

MOT（技術経営）プログラムの再設計（2018年

4 月より）、 Tokyo Entrepreneurship and 

Innovation Center の立ち上げ（2016 年より）

などのプログラムに加え、アントレプレナーシ

ップ養成に向けた講義・実習の拡充です。また、

東京理科大学は、2015 年から 2 年間、MIT 

REAP (Regional Entrepreneurship Accelera-

tion Program)のステークホルダーとなりまし

た。本 2年プログラムでは、イギリス、ノルウ

ェイ、イスラエル、サウジアラビア、チリ、タ

イ、中国そして日本と、世界中のコホ－トと協

働します。 

 

－日本企業研究に研究者としてのルーツがお

ありなのですね。では、日本企業研究から米

国企業ソフトウェア企業の戦略研究に、いつ

どのようにシフトされたのでしょうか。 

 

 90年代に入り、PCとインターネットの普及

にも後押しされ、ソフトウェアをベースとした

競争力の高い新しいビジネスモデルが、アメリ

カで起こりつつあることを見出しました。そこ

で、当時新興企業であったソフトウェア企業の

戦略に注目、研究をはじめました。当時、マイ

クロソフトをはじめとした幾つかのアメリカの

PC・ソフトウェア企業は、「マス向けソフトウ

ェアビジネス」を創り上げました。メインフレ

ームソフトウェア企業が、カスタムソフトウェ

ア開発サービスやハードウェアとソフトウェア

のバンドル販売に走っていたのとは対照的なビ

ジネスモデルです。加えて、マイクロソフト、

インテル、グーグルやアップルなどの企業は、

テクノロジー・プラットフォームを中心とした

新しいビジネスモデルを確立していました。新

しいモデルとは、周辺ソフトウェアやサービス

の開発を通じ、コアとなるテクノロジー・プラ

ットフォームの価値を高めていくビジネスモデ

ルです。この新しい戦略とビジネスモデルは、

『マイクロソフト シークレット―勝ち続ける

驚異の経営 (日本経済新聞社, 1991)』や『食う

か食われるか ネットスケープ vs.マイクロソフ

ト (毎日新聞社, 1999)』、『プラットフォーム・
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リーダーシップ―イノベーションを導く新しい

経営戦略 (有斐閣, 2005)』などに詳述していま

す。 

 

一方で、当時の日本企業は、プロセスオペレ

ーションに強みがあり、ソフトウェアやプラッ

トフォームを中心とした新しいビジネスモデル

への変化の対応は後手にまわりました。数少な

いプラットフォームとして確立された NTT ド

コモのプラットフォーム(imode)ですらも、海外

輸出には失敗しています（『プラットフォーム・

リーダーシップ』参照）。基本的には、日本企業

は、高品質のプロダクト（モノ）を生産するた

めの製造技術・オペレーションを磨くことで勝

負していました。この対比は、長期的に競争力

を維持できている企業を研究した『君臨する企

業の「6 つの法則」―戦略のベストプラクティ

スを求めて (日本経済新聞社, 2012)』にまとめ

てあります。 

 

－ ネットの普及を捉え、ビジネスモデルを開

発・進化させ成功させたのが米国のソフトウ

ェア企業というわけですね。さて、本学会で

扱う「ビジネスモデル」ですが、各所で、様々

な定義が議論されています。教授は、ビジネ

スモデルをどのように定義されていらっし

ゃいますか。 

 

シンプルに捉えています。即ち、「企業がどの

ように売上げ、利益を創出するか、その方法論」

がビジネスモデルであると考えます。また、そ

の方法論とは、戦略とエグゼキューションのコ

ンビネーションです。 

 

－戦略とエグゼキューションの議論でいうと、

昨今の日本企業、特にネット系ベンチャー界

隈では、戦略は重要ではなく、実行（エグゼ

キューション）を重視すべきという意見も散

見されます。そのような論調を、教授はどの

ようにご覧になっていますか。 

 

 言わずもがなですが、エグゼキューションが

伴わない戦略は意味がなく、戦略なきエグゼキ

ューションは博打になります。双方必須である

というのが大前提です。しかしながら、多くの

日本企業はオペレーションマネジメント、即ち

エグゼキューションを重視しており、戦略を強

みとしてきませんでした。戦略の弱さは特に IT

企業に顕著ですね。従って、日本企業に関して

いえば、戦略軽視は賢明ではありません。 

 

一方で、日本国外の一般論では、戦略立案能

力よりも、エグゼキューション能力を身につけ

る方が難しいと考えております。エグゼキュー

ションの難しさは、多岐に渡るテーマを扱いう

ることにあります。たとえば、組織、サプライ

チェーン、テクノロジー、プラットフォーム等々。

そして、各々の課題におけるエグゼキューショ

ン能力の習得も一朝一夕には儘なりません。企

業は、中長期的な展望を持ち、時間をかけ、ど

のようなエグゼキューションスキルを身につけ

るか見極めた上で養い、ケイパビリティとして

身につけていかねばなりません。 

 

－ エグゼキューションスキル（ケイパビリテ

ィ）の習得がボトルネックとなり、ビジネス
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モデルのオプションの幅を規定するわけで

すね。 

 

 中長期的に競争力を維持できる企業は、現時

点で具体的にどのように活かせるかが明確では

なくとも、将来的に主力となる新商品・サービ

スの開発・提供のベースとなるスキルを見出し

ています。これを”capability led strategy”と

呼びます。2つの事例をご紹介します。 

 

まずはドイツの自動車部品メーカーである

BOSCHです。1992年のことです。ある日、研

究開発部門の役員から電話を受けました。「ソフ

トウェアエンジニアカンファレンスを開催する

ので是非とも先生にはその場で講義をして欲し

い」と。私は驚きました。当時の BOSCHは典

型的なハードエンジニアメーカー、ソフトウェ

アとは程遠い企業であったからです。しかし、

当時 BOSCH は、「自動車産業はソフトウェア

産業になる」という将来展望を有していました。

25年も前の話です。そして、そのような世界で

は「プログラミングスキルが KSF(成功要因)に

なる」と確信していました。BOSCH の展望通

り、自動車の制御系は徐々にソフトウェア化が

進み、BOSCH はそのトレンドにおいて中心的

な役割を担い続けています。（ちなみに、あまり

よくない例ですが、フォルクスワーゲンの会社

経営を大きく揺るがした排ガス規制回避のシス

テムの多くの部分に、BOSCH のソフトウェア

が使われていました。） 

 

2つ目は、中国のHuaweiのエピソードです。

2005年のことです。当時Huaweiは、通信事業

者向けに通信インフラ装置（ハードウェア）を

製造販売していました。ある日、私は Huawei

でソフトウェア開発のヘッドとなる経営幹部よ

り電話を受けました。「先生に中国に来て頂き、

ソフトウェア戦略を講義して欲しい。我々はソ

フトウェア企業に進化するつもりだ。新たにソ

フトウェア開発部を創り、4,000 名の人員を配

置した。ソフトウェア企業への進化の仕方をメ

ンバーに学ばせるため、4,000 人全員にクスマ

ノ教授のソフトウェア戦略に関する書籍を配布

している」。15 年も前のことです。狙いは、プ

ラットフォームテクノロジーを構築することで、

決して、（当時のチャイナ・モバイルのように）

新商品・サービス開発の手段としてのソフトウ

ェアを創ることではありませんでした。 

 

BOSCH も Huawei も、将来的に KSF とな

るスキルを見据え、時間とコストをかけてエグ

ゼキューション能力を磨いていました。その結

果、優位な戦略オプションを執ることができ、

更にその戦略の確実なエグゼキューションも遂

行できているようです。 

 

－日本企業の事例が挙がっていないのは残念

にも思います。さて、今回名誉理事としてご

参画頂く、当ビジネスモデル学会に対して、

教授はどのような期待をお持ちでしょうか。 

 

 2 つあります。まず、日本の経営人材教育へ

の貢献です。前述の通り、日本企業は戦略構築、

そして、戦略とエグゼキューションへの協調が

得意ではありません。ビジネスモデル学会は、

ビジネスモデル研究を通じて、日本企業が、ど
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のようなケイパビリティを身につけ、どのよう

な戦略を描き、どのようにエグゼキューション

につなげるか、その効果的な方法論の構築に資

するべきと考えます。 

 

もう一つは、グローバルの経営学術界への貢

献です。これまでの日本の経営学者たちは、欧

米の論文をよく勉強するものの、日本から世界

の学術界へ発信することは必ずしも多くはあり

ませんでした。欧米では、ビジネスモデル研究

は 、 Strategic Management Society や

Management Scienceの strategy sectionなど

の総合経営（戦略）学の一部として扱われてお

り、ビジネスモデルにフォーカスを当てた本学

会はユニークな切り口といえます。ビジネスモ

デル学会が、海外の学術界との連携を深め、そ

のユニークな洞察を世界に発信し、グローバル

の学術界へ貢献することを期待します。 

 

－ まさに、クスマノ教授をお迎えした今、グロ

ーバルとの連携を深める、これ以上なく有意

義な第一歩ですね。本学会はアカデミアのみ

ならず実業の最先端にいるメンバーも、交え

活発な議論を展開しています。今後共、ご指

導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。 

 
マイケル・クスマノ教授（Professor Michael A. 

Cusumano）のご略歴 

 

MIT（マサチューセッツ工科大学） スローン経営

大学院 教授 、東京理科大学 副学長。経営戦略

や技術経営に関する世界的権威。主にハイテク産

業分野における数々の大手企業のコンサルタントを

努め、またこれまでに数社の役員を歴任。 

著書は「ソフトウェア企業の競争戦略」、「君臨する

企業の『6 つの法則』―戦略のベストプラクティス」な

どを含む 13 冊、最新作は「Strategy Rules: Five 

Timeless Lessons from Bill Gates, Andy Grove, 

and Steve Jobs（戦略のルール：ビル・ゲイツ、アン

ディ・グローブ、スティーブ・ジョブズから学ぶ永遠の

レッスン）」プリンストン大学より学士号、ハーバード

大学より博士号を取得。 

 


