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経済・産業／トピックス人材／人材育成の視点

上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第12回）

日産改革の視点と教訓
―「特別講演」企業経営とリーダーシップ―
中央大学大学院客員教授　楠美 憲章 氏　講演録
企　　　　　画：MOTチーフディレクター　宮木 宏尚
記 録 ・ 写 真 ：山崎 阿弥（フリー・ライター）

中央大学大学院客員教授（元日産自動車株式会社代表取締役副社長）

楠美 憲章（くすみけんしょう）
1963 年中央大学法学部卒業、同年日産自動車（株）入社、1991年同社取締役、1995年常務取
締役、1998年代表取締役副社長、2002年中央大学大学院客員教授。この間、日本経団連理事、
経済同友会幹事、日本自動車工業会理事兼常任委員長など。主な著書に『リーダーのための企
業変革論』中央大学（2005）、『21 世紀日本企業の経営革新①、②、③、④』共著　中央大学
（2004、2005、2006、2007）、『これからの「日本のかたち」』 共著　ダイヤモンド（2000）。

宮木 宏尚（みやきひろひさ）
東レ経営研究所特別研究員MOTチーフディレクター
東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師
1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。13 年間合繊原
料工場において合成繊維原料・エネルギープラント等設備の計画・管理担当の後、全社の技
術戦略企画、新事業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002 年 12 月退社。
2003 年 3 月より東レ経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤講師。
現在、ミヤキ（株）代表取締役社長、国立音楽大学評議員、（社）化学工学会経営システム研
究委員会委員長、日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員　など。

山崎 阿弥（やまさきあみ）
フリーランス・ライター

繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門
学校講師、企業グループが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌での
ライティング、各種デザインのクリエイティブ・ディレクターのほか、企業のブランディン
グに関わるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。2006 年から「戦略的技術マネジメ
ント研修」の講義記録を担当。

Point
1 失敗にこそ学ぶところが多い。サクセスストーリーの内容を見ると、最後の顕在化した表層の一部
分だけのことが多く、ヒントにはなるが学ぶところは意外と少ない。

2 抜本的な企業変革を考える際には、まず徹底した敗因分析を行うことが重要。この後、これに基
づき大戦略、大戦術を立て、実現に向けて実行することが求められる。

3 多くの場合、企業経営の失敗は現場のパフォーマンスによるのでなく、トップのマネジメントに
よることが多く、これが勝ち組と負け組を分ける。この場合は、マネジメントが良くなれば、勝
ち組に復帰できる。

4 従来のマネジメント方式と決別する“戦時の変革”のためには、信頼できる新たな人材に全てを
任せる覚悟が重要である。

5 単なる意識改革や気合で、抜本的な企業変革はできない。目標管理制度や評価制度といった意識
改革を支える具体的な仕組みを用意し、変革が後戻りしないようにしなくてはならない。
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このシリーズは東レ経営研究所が主催する上級

MOT 短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で

ご協力いただいている講師の方々へのインタビュー

や講演録をお届けするものです。

今回は、元日産自動車代表取締役副社長で、現

在は中央大学大学院客員教授の楠美憲章先生の講演

記録です（2008 年 7 月 5 日、キャンパスイノベー

ションセンター〔東京・田町〕にて）。楠美先生は

1998 年に日産自動車の代表取締役副社長に就任、

対外活動（渉外・広報・総務・法務など）の責任者

として「日産改革」構築の中核を担い、ルノーとの

提携ではカルロス・ゴーン氏と最初に接触した方で

す。「企業経営とリーダーシップ」というテーマの

下、「日産改革の視点と教訓」についてお話いただ

きました。

日産の課題
21世紀を生き抜く企業として

日産の企業改革についてお話しするにあたり、

まずは次の 2点を心に留めていただきたいと思い

ます。

まず第 1 点は、日産改革は成功例ではなく、

むしろ失敗物語であるということです。だからこ

そ学ぶところがあるのです。いわゆるサクセスス

トーリーというものは、ヒントにはなっても学ぶ

ことは少ないものです。

第 2 点として、日産の改革というと、「イコー

ルゴーン改革」として語られますが、彼の改革だ

けでは私の定義するところの日産改革は語ること

ができないということです。それより 1年前に本

質的な改革はスタートしていました。

そこで本日は、世に言うゴーン改革前夜の日

産がどのような状況にあったか、そして、その後

ゴーン氏によって日産の経営や企業文化にどのよ

うな変化がもたらされたのかをお話ししたいと思

います。

さて、わたしが定義する日産改革を語るには、

今から 10 年前に遡って、当時の状況から始めな

ければなりません。20 世紀が終わりを迎えよう

とする 1998 年ごろ、世界の自動車メーカーは大き

な試練を迎えていました。クルマは国際商品ですか

ら、より競争が激化することが明白でしたし、社会

や消費者からの要求―今日顕在化している環境問題

や安全確保への対処―が一段と強まり、メーカー

は大幅な技術開発とお金を必要とすることが予測

されていました。

この熾烈な競争を戦い抜き、かつ研究開発

（R&D）を進めるには、企業の規模を大きくして

一定の利益率を上げることが求められます。そ

れを可能にするには一定の売上規模が必要です

が、当時言われていたのは「数量にして 400 万

台、金額で 10 兆円」の規模でした。当時この規

模を満たしていたのは GM だけです。そこで同

じ課題を抱える自動車メーカーは、業界内で手

を組み互いに補完し合うという再編劇に打って

出ました。

その中で、最も業界に衝撃を与えたのが 1998

年 5 月のベンツとクライスラーの電撃合併です。

また時期は前後しますが、フォードがボルボとジ

ャガーを傘下におさめましたし、GMはスズキ・
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富士重工・いすゞの三社に対し持ち株比率を上げ

て抱え込みを始めました。トヨタがダイハツ、日

野を子会社化したのもこの時期です。

このような世界的な合従連衡が進む中で、日

産は相対的に劣化していただけでなく、深刻な経

営不振という固有の難問も抱えていました。日産

の車が“ダサい”ということから販売不振に頭を

悩ませていたのです。品質が格別に悪いとか、安

全上の問題を起こしたわけでもありません。失わ

れた 10 年の真っ最中のこのとき、国内では普通

の乗用車は売れなくなっていました。「パジェロ」

等の RV 車やシティータイプの「オデッセイ」な

どに注目が集まり、1 台の車でレジャーにも家庭

サービスにも使え、街でおしゃれに乗ることもで

きるようなタイプの車が人気を博していたので

す。しかし、プロダクトアウトの側面が強すぎた

日産には、顧客の視点が抜け落ちており、生活の

変化によって変わる顧客の趣味嗜好に対応した自

動車が作られていなかったのです。

また、同時期、日産は海外事業で大きな失敗

をしました。1997 年には米国で大赤字を出し、

国内やヨーロッパの稼ぎで埋め合わせても、最終

的には赤字となりました。原因は細かくは述べま

せんが、マネジメントの問題だったのです。

更なる悩みの種として、当時の日産は大きな

有利子負債を抱える企業として、財務体質の悪さ

を外部からかなり指弾されていました。エコノミ

ストや格付け機関から、事業会社の中で多額の負

債が目立つ存在として日産とダイエーが槍玉にあ

げられました。

今まで当たり前のように行ってきた「間接金

融」という経営手法への評価が一変したことに気

付かされました。

当時、日本を席巻していた「金融ビッグバン」

がその大元にあり、そこから「メインバンク制」

が揺らぎ出したことが大きな背景にあります。

日産の挫折と変革の方向

このような状況の中で、抜本的な対策を考え

なければならないという認識から、当時の副社長

以上が塙社長の下に集合し、約半年にわたり毎日

変革のための協議を始めました。企業改革は徹底

的な自己分析から自分たちの弱さをどれだけ深掘

りできるかにかかっています。この初期段階の認

識が浅いと改革内容も浅く、得られる効果も小さ

なものになってしまいます。

この会議で認識された問題点は、顧客ではな

くライバル企業を見ることによって起こった商品

■ダイムラー・クライスラーグループ 

■GMグループ 

■フォードグループ 

■トヨタグループ 

■フォルクスワーゲン・グループ 

■ルノー/日産グループ 

 クライスラー、メルセデス、スマート、三菱 

 GM、スズキ、スバル、いすヾ、サーブ、フィアット 

 フォード、マツダ、ボルボ、ランドローバー、ジャガー、アストンマーチン 

 トヨタ、ダイハツ、日野 

 VW、アウディ、セアト、シュコダ、ベントレー、ランボルギーニ 

 ルノー、日産、ルノーサムソン、日産ディーゼル、ダチア 

【参考】自動車業界再編の結果（2000 年当時）
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力の低下、海外事業の経営を現地に任せっきりに

していた本社のマネジメントの甘さ、財務体質の

問題にしても、金融ビッグバンを切っ掛けに急速

に世の中が変わっていく潮目を読めなかったこと

など、いずれもトップのマネジメントの拙さによ

るものだという認識に至りました。

当時の日産の技術や商品が特に劣っていたわ

けでもなく、販売の現場が急速に弱くなったわけ

でもなく、つまりこれらの問題は、「現場」の問

題ではなく、「本社」のマネジメントの問題であ

るということを認識したわけです。このことは、

企業変革の上で重要な意味を持っています。現場

に問題がある場合は深刻ですが、現場がしっかり

している場合には、マネジメントさえ良くなれば、

再び“勝ち組”に戻れるということです。この点

で、もっとも顕著な成果をあげたのは、今日振り

返ってみれば、日産と松下だったといえます。

日産の敗因分析をした結果、次の点が浮かび

上がってきました。1 つ目は、日産社内にはセク

ショナリズムが強く、物事がすべて部門最適で進

められ、コーポレートレベルでの最適解になって

いなかったことです。2 つ目は、すべての面で意

思決定が弱かった、甘かったということです。3

つ目は、実行力が弱かったということです。つま

り、計画通りに実行できたかどうかの問題です。

これら 3つの弱点は、われわれが気が付いていな

かったわけではなかったのですが、色々なしがら

みや、摩擦回避を続けた結果、大きな問題となっ

てきたわけです。

日本が右肩上がりの成長をしていた時代には、

これらのマネジメントの取りこぼしは大きく負に

働かず、どの業界でも企業規模に応じてそれなり

の利益を得ることができました。しかし、バブル

以降は全体需要が頭打ちになる中で、利益を上げ

る強い企業であるためには、商品そのものの性能

や価格、すなわち開発力や販売力といったものだ

けでは読み解けなくなっていることに改めて気付

きました。

このような日本型マネジメントの問題は、日

産に限ったことでなく、多くの日本の企業が抱え

る問題ですが、特に日産では顕著であったという

ことです。そこで、われわれトップとしては、本

社のマネジメントを抜本的に建て直す、もっと言

えば日産の経営風土を変える、とどのつまりは

「日本型経営との決別」が急務と認識したわけで

す。

このような深掘りした自己分析を徹底的にや

れるかどうかで、本当の企業変革ができるかどう

かが決まります。

国際提携へ
なぜ、ルノーだったのか？

そして、半年の議論の結果、その解決方法と

して「国際提携」の道を選択することになりまし

た。つまり、海外の同業との戦略的なアライアン

スによって、量的に不足している「企業サイズ」

を拡大すると同時に、相手のよきマネジメントを

導入することで質の面での「経営力」を強化する

という、2面同時作戦です。

早速私たちはパートナーを探し始めました。

ベンツ、フォード、ルノーと同時平行で交渉をス

タートし、検討の結果、ベンツとフォードは日産

の狙っていた提携とは合わないことが分かりまし

た。一方、最初は相手にもしていなかったルノー
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が、この提携方針に照らし合わせると良い提携相

手として見えてきました。

何度目かの交渉のときにルノーのシュバイ

ツァー会長から「日産の抱えていた問題点がかつ

てのルノーと似ている。ついては、それを建て直

した人物に、プレゼンテーションをさせたい」と

の話がありました。半月後に会長が私たちにひき

会わせた人物のプレゼンテーションの内容とその

手腕、情熱に大きなショックを受け、これならば

日産を再建できると確信を持ちました。

その人物こそがカルロス・ゴーンだったので

す。フォードやベンツといった世界企業のトップ

と話すと、彼らはグローバル戦略やブランド戦略、

キャッシュフローなどについて語るのですが、ゴー

ンは一切そんなことを口にしませんでした。3 時

間にもわたる熱弁の中では、社員から知恵を出さ

せてプログラムを組み、自分が鬼になって指揮を

とったという数年間の経緯が、“コミュニケーショ

ン”や“チームワーク”といった言葉を交えなが

ら語られたのでした。彼の手法は、日産はもとよ

り日本の企業文化に合致する可能性を感じさせま

した。

更に交渉の中で実務ベースでのメリットを検

討してみても、2 社の強み・弱みがうまく補完さ

れることが分かりました。海外進出においては、

互いの進出先が重なっていないためカバーし合う

ことができ、2 社とも進出していない地域（ロシ

ア等）には共同で事業展開できるなど、補完性が

高い。また、日産の大きな課題だったデザインや

財務戦略についも、ルノーに一日の長がありまし

た。半面、日産の開発力や生産技術、さらに、日

産のグローバルな拠点展開はルノーにとっても魅

力あるものでした。

今日、日本でも数多くのM&Aが実施されるよ

うになりましたが、失敗に終わる場合が多いのは、

提携の実務ベースでの効果をきちんと検証せず、

資本力やイメージだけで決めてしまうことが多い

ためです。この点、日産とルノーの提携は、徹底

した協議によって、マネジメントの強み・弱みを

補完できるなど、実務ベースでの効果を確認し、

提携を決意し、成功させたと評価されています。

ゴーンの見た日産

提携協議の最終段階で、マネジメント改革を

一気にかつ徹底して推し進めるために、ルノー側

に「ゴーンを貸してほしい」と申し出ました。当

初シュバイツァー会長は承諾しませんでしたが、

その後「3年間ゴーンを貸す」と言ってきました。

そこで、日産はゴーンを迎え、彼に会社のオペレー

ションをすべて任せることしました。これによっ

てゴーン自ら日産の再建にあたることになりまし

た。1 人の人間に、すべてを任せることは、“戦

時の改革”にはとても大事なことです。

彼はまず正式な就任前の 3 カ月間に世界中の

日産の拠点を視察しました。その結果、4 つのこ

とをわれわれ経営陣に指摘しました。

第 1 点は「顧客よりもライバル企業を見てい

る」、第 2 点は「セクショナリズムが強い」、第 3

点は「収益志向が無さ過ぎる」、第 4 点は「目先

の問題にとらわれ過ぎて挑戦的な課題に挑戦しな

い」でした。これは、われわれ日産のトップが一

年前に反省した点と大きく重なっていました。

続いて、彼は世界中の全社員に自ら次のこと

を伝えました。まず、「あらゆることをビジネス

ライクに行おう」＝インフォーマルで情緒的な

体制からの脱却。商売とは売れるか売れないか、
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至極簡潔明瞭なことだと認識する。次に「事前

に答えを用意しない」＝言い訳をしない。「答え

は社内にある」＝コンサルタントを入れず、自

ら課題を設定し、自ら答えを見つける。そして

「来年解決できるような課題は課題ではない」＝

ストレッチ＆スピードのある課題設定を行う。

（「ストレッチ（stretch）」：思い切り体を伸ばし

て届くような目標を設定し、達成へ向かって最

大限の努力を行う。高すぎず低すぎない課題設

定が必要。）

日産リバイバルプラン発表へ

このような改革の準備を経て、1999 年 10 月、

「日産リバイバルプラン」（NRP）が発表されまし

た。具体的には、5 工場閉鎖、2 万 1,000 人のリ

ストラ、選択と集中による本業回帰、強烈なコス

トダウンなどが大きな柱です。

この内容が世間では非常に厳しいプランだと

受け取られました。当時は厳しいリストラ計画は

むしろ評価を受け株価上昇に寄与することも少な

くありませんでしたが、あまりの厳しさに「やり

すぎではないのか」「非日本的だ」との批判の声

が上がりました。

しかし、実際のところは、たとえば人員削減

にしても、売却事業の場合には従業員の全員移管

を前提にするとか、閉鎖工場の場合には従業員を

別の工場との間で調整するなどしました。そうい

う意味ではいわゆる“生首”を切るようなことは

行なわれなかったのです。この点は、ゴーンが外

国人経営者ということもあって、過剰反応や誤解

があったことは否めません。

ここで、リストラについて付言しておきます。

リストラには「守りのリストラ」と「攻めのリ

ストラ」があります。このときの日産のリスト

ラは「守りのリストラ」で、新製品や販売拡大

に頼らず厳しいコストダウンや資産の削減を中

心とするものでした。このため、痛みを伴うの

で、何年もやり続けるわけにはいきません。足

早に成果を出して、次の「攻めのリストラ」に

向かわなければなりません。かといって、中途

半端なかたちで、途中で止めればただの縮小均

衡に過ぎなくなります。

NRP は当時“日本の産業史上最大のリストラ”

といわれましたが、それでも、安易に売上拡大な

どに頼ることなく、現存の生産・販売体制下の損

益分岐点を引き下げることに注力しました。また、

リストラ計画というものは、すべからく“経営版

のマニフェスト”でなければなりません。高い課

題設定とシナリオ性を前提に、誰がいつまでに行

うのか明記され、達成できない場合は責任を取る

ことを明らかにすることが肝要であります。現に

NRP の中で、ゴーンは強くこれを社内に求めま

した。

この守りのリストラを達成した 2 年後以降、

日産は「攻めのリストラ」へと転換しました。こ

の段階では、企業が筋肉質に変貌を遂げていたた

め、販売量が増加すれば、そのまま利益は増大す

るかたちとなりました。

この間社員の間で、最初は“やらされている”

という感覚が強かったものの、NRPによって初年

度から黒字転換し始めると、「ゴーン改革」を肯

定的に捉えるようになり、次年度からは積極的に

自分たちで考えて動くようになっていきました。

こういった動きが根付いていくと企業の変革力は

高まり、蓄積されるようになります。日産では今

日、最初の 5～ 6年で行ったことをすべてナレッ

ジ化・体系化して、「日産マネンジメントウェイ」

という組織のノウハウとして共有できるように努

力しています。

成功の秘訣

最後に、「日産改革」が成功した要因を改めて

整理しますと、1 つにはやはりゴーンの卓越した

リーダーシップがあげられます。ゴーンは自ら誰

よりも重荷を背負い、達成できなければ責任を取

って辞めるという強いリーダーシップで経営の指

揮をとりました。

そしてもう 1 つの要因は、NRP を仕事化する
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に当たって、色々と新しい仕組みを作ったことに

あると思います。

クロスファンクショナルチーム、コミットメ

ント経営、アカウンタビリティー（結果責任＝成

果主義）というような言葉で表される仕組みを用

意したことです。

意識改革や気合いでは会社を変革することは

できません。企業変革はそれほど易しいものでは

ありません。意識は大事ですが、その意識を根付

かせるために、仕組みで織り込んでいくことが重

要です。

本日の講演を通して、皆さんに日産の変革か

ら学んでいただきたいのは、企業の抜本的な変革

を行うためには、まず、徹底した敗因分析を行う

こと、第二に、大戦略を立てること（グローバル

な戦略提携）、第三に、大戦術を実施すること

（ゴーン改革）、そして実施計画に不退転の決意で

臨むこと、チームワークやコミュニケーションを

大切にすること、戦時の変革を経た後、平時に的

確な政策を立てること、企業が培った変革のメソ

ッドを体系化すること、といったことです。

日産の経験が皆さんの事業活動、企業変革の

一助をなることを望み、本日の講演を終わらせて

いただきます。ご清聴ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
＜チーフディレクターより＞
この特別講演では、色々な立場でリーダーを経験

された方々から直接経験談をお聴きすることによっ
て、リーダーとしての姿勢や考え方、意思決定の仕
方などを学ぶことを目的としています。
今回の日産改革は、「ゴーン改革」として広く知ら

れており、既に 10年近く前の話になりますが、楠美
憲章氏の経験された改革前夜とも言うべき“前段の
日産改革”の状況は、ほとんど知られていません。
しかし、この前段のルノーとの提携、ゴーン氏の

招聘に至る改革のプロセス無くしては、その後の日
産のV字回復はありませんでした。
楠美氏は、これは「失敗事例であり、失敗にこそ

学ぶところがある。」とお話しされています。それ以
前の企業経営の面では、確かに失敗であったかもし
れませんが、日産では、経営トップが自ら行ってき
た経営の敗因分析を徹底的に行い、明らかにトップ
のマネジメントが悪かったことを認め、戦略的に最
適解を導き出すことに成功したことは、結果として
立派なサクセスストーリーになったものと思います。
この時期、歴史ある大企業が同じように苦境に陥

り、破綻していった多くの例と比較すると、経営陣
に自浄能力が残っていたかどうかが、勝ち組と負け
組を分けたものと思われます。

リーダーの資質、意思決定の重大さを、改めて認

識させられた講演でした。
（MOTチーフディレクター　宮木　宏尚）


