新事業展開型

株式会社キラ・コーポレーション

老舗メーカーの「更なる発展への布石」
を集中支援
名門工作機械メーカーが、開発した戦略製品の営業戦略への取り組みと生産管理システ
ムの導入を支援した。その結果、個人の能力への依存度が高かった仕事の進め方が改善
され、組織力を向上させるシナジー効果が高まりつつある。

中部支部

統括プロジェクトマネージャー

榊原

郁夫
当社は、
このショックの影響で、

企業名

株式会社
キラ・コーポレーション

業

種

金属工作機械製造業

所在地

愛知県西尾市吉良町
富好新田中川並39−1

売上が7割も減少するという創業
84年の歴史ある工作機械メー

以来の未曾有の危機に直面した。

カーが、発展途上国等の海外メー
カーの追い上げを受けつつある最

資本金

75百万円

中に、リーマンショックが発生し

設

昭和19年2月

て売上が激減した。
この体験から、

3,079百万円

事業の見直しを加速させ、顧客ニ

そのような状況のときに、当社

ーズを分析し、これに蓄積してき

社長は、地域の異業種交流で親交

た技術ノウハウを総結集して「高

のあった企業の社長から「中小機

速・高精度微細加工機」を開発し

構の経営実務支援で、的確かつ丁

た。中小機構・中部支部では、新

寧な支援を受け、多くの経営課題

製品による事業拡大を目指して、

が解決しつつある。
」
・・と聞いた。

提案型を基本とした営業力強化

折しも、リーマンショックの影

や、開発設計力の迅速さ・信頼性

響を受けて売上低迷に悩んでいた

の向上、又、それらを側面的にバ

ことから、中小機構に相談が持ち

ックアップする生産管理システム

込まれた。
（平成21年10月）

立

売上高

（平成23年12月期）
従業員

126人（正社員126人）

主力商品
（マシニングセンター）

SuperMill-2m

中小機構との出会い
【クチコミによる出会い】

の導入を複合的に支援した。

プロジェクトマネージャー
企業概要
【未曾有の危機を体験】
大竹社長よると、設備や機械分
加工事例

本社
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の視点と支援課題の設定
【当社を取り巻く「外部環境」の分析】
1）国内自動車市場の長期展望

野でも発展途上国の技術向上がめ

国内自動車市場の縮小や海外で

ざましく、もはや汎用工作機の製

の生産能力の著しい増大等によっ

造だけでは、競争優位を維持でき

て、当該分野の国内生産の縮小傾向

ないとの不安が、リーマンショッ

は、今後も避けられないと思われる。

クを契機として確信に変わったと

2）工作機械生産の海外移転

のことであった。

老舗メーカーの「更なる発展への布石」を集中支援

自動車生産と同様に、汎用的な

一般工作機械についても、国内生

売上高と経常利益

産が減少し、海外での生産に移行
することが避けられないと思われ
る。

【当社の『弱み』と『強み』】
・・・翻って、当社が持つ経営
資源に注目すると、次のような『弱
み』があることがわかった。
1）過度な自動車依存
株式会社キラ・コーポレーション

リーマンショック前の自動車市
場の拡大期には、当社売上の9割
が自動車部品加工用の工作機械で
あった。当時の生産は、活況を呈
していたが、リーマンショック後

とが可能である。ただし、残念な

【1.戦略製品のマーケティング

の国内自動車生産の落ち込みの影

がら顧客データベースは整備され

戦略構築を支援（平成22年4月

響は、相当に大きかった。

ておらず、分析もされていない。

2）
「待ちの営業」と「守りの設計」

2）技術の蓄積が豊富

〜平成23年3月）】
かねてから次世代戦略製品とい

自動車市場が拡大しつつあった

さすがに、老舗の工作機械メー

う位置付けで、九州大学や豊橋技

ころの営業担当者は、受注を「捌

カーなので技術ノウハウの蓄積が

術科学大学等と共同研究を続けて

く」ことに多くの時間を割かざる

豊富である。

いた「高速・高精度微細加工機

をえず、「攻めの営業」や「提案

これらの技術シーズを活かし、

（SuperMill−2m）
」が完成した

型営業」を進めることが難しい状

最近では九州大学や豊橋技術科学

ので、この製品のマーケティング

況であった。

大学等と連携して、将来の目玉製

営業と同様に、設計担当者も、顧

品となる「高速・高精度微細加工

客の多様なカスタマイズ要求のため

機（SuperMill−2m）
」を開発した。

の業務が急増し、多忙を極めていた。

3）「変わらなければならない」という意識

そのため、新製品開発や設計業務の

戦略構築の支援を提案した。
（提案の理由）
当該テーマを提案したのは、次
の理由による。

リーマンショックという未曾有

1）
「自動車オンリー」からの転身

標準化への対応に遅れをとった。

の経験をしたことで、
全社員に
「変

リーマンショックで体験したよ

3）個人完結型の業務遂行

わらなければならない」という意

うに、特定市場のみに依存するこ

識が芽生え始めた。

とのリスクは大きい。

営業や設計業務を効率的に行う
ためには、最も効率の良い
「個人完

社長自身は、このことをショッ

そのため、自動車市場をベース

結型」
の業務スタイルが好まれた。

ク以前から社内に訴えてきたが、

としつつも、当該市場と異なった

そのため、組織的な取り組みや

そのことの正しさを社員が、やっ

市場分野への進出に取り組むこと

連携プレーを重視した仕事のやり

と理解できるようになってきた。

が望ましい。

かたができなくなり、チームプレ

新開発の「高速・高精度微細加

ーによる相乗効果が期待しにくい

工 機（SuperMill−2m）
」 は、 小

状況であった。
・・・一方で、当社には次のよ

支援内容と支援成果

型精密部品の加工を想定した機械

当社への支援は、新製品をモデ

なので、ロボットや医療機器とい

うな『強み』があることがわかった。

ルにしたマーケティング戦略構築

う成長産業の市場に進出するきっ

1）多くの顧客を持つ

と共に、同時進行で設計力向上と

かけになり得る。

生産管理力向上のための支援を行

2）
「提案型営業」が重要

当社は、84年以上の業歴がある
企業なので、国内外に多くの顧客
を持ち、そのチャネルを活かすこ

うことを提案した。

今後の成長市場や優良顧客に食
い込んでいくためには、自社の技術
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力を活かして開発した新製品を顧客

3）設計者も巻き込んで、組織的

に積極的に提案していくという営業

で提案型を重視した営業スタイル

スタイルに変えていく必要がある。

を修得することができた。

今までの「待ちの営業」から「攻

（今後の課題）

に増加した。
そのことで、
設計工数が膨張し、
図面納期遅れや設計変更、割り込
み等が日常化してきた。この改善

めの営業」へ体質転換をはかるため

1）派遣期間中に実際の営業活動

のため、機械部位毎の標準化設計

には、新規に開発した「高速・高精

の試行や検証まで取り組むことが

（＝基本設計）と、それら標準化

度微細加工機（SuperMill−2m）
」の

できなかった。今回の成果を活か

した部位を組み合わせて、新規設

売り込みをモデルとして取り組むこ

した実践的な「提案型営業」を推

計箇所を最小限とする設計（＝編

とが最適であると思われる。

進し、実績をあげることで、成果

集設計）を分離して、「設計の標

（専門家継続派遣事業による支援）

の検証や手法の改善を行う必要が

準化」を進めるべきである。

アドバイザーとしては、中小機

ある。
（平成23年11月末現在で、
「高

2）
「部品構成の基本ルール」
の作成

構の前身の中小企業総合事業団の

速・高精度微細加工機（SuperMill

「設計の標準化」を効率的に進

頃からマーケティング専門家とし

−2m）」を2台受注でき、5台が受

めるためには、
「部品構成表」の構

て活躍していただいているベテラ

注確実である。受注の2台は、非

造をシンプルなものにする必要が

ンを派遣することになった。

自動車市場であった。
）

あるので、この基本ルールを明確

当該アドバイザーは、企業側プ

2）自動車市場が回復してきた。

ロジェクトチームと共に、内外環

そのため、従来スタイルの営業や

境の調査・分析や市場の絞り込み、

設計業務が多忙になり始め、非自

に、わかりやすくする必要がある。
（経営実務支援事業による支援）
アドバイザーとしては、大手自
動車メーカーで自動車開発の経験
豊富な元設計技術者を派遣するこ
とになった。
このアドバイザーは、企業側プ

榊原

郁夫

中部支部

今回の取り組みで、個人の能力ばかりに

ロジェクトチームと共に、現状の

依存することの限界を知り、組織力を活

設計工程を分析し、課題を抽出し

かすことで企業パワーが何倍にも大きく

たうえで、標準化すべき部位の分

なるというシナジー効果を実践で学んだ

類や、基本設計と編集設計のあり

統括プロジェクトマネージャー

方や役割分担、更に部品構成表の
構造について、短期間ながら熱心

更には、提案営業の導入等の具体

動車市場への関心が薄らいでくる

に取り組み、以下のような成果を

的な営業活動プロセスの検討、計

ことが懸念される。

達成することができた。

画、実施、検証に至るまで熱心に
取り組み、以下のような成果を達

【2.基本設計と編集設計区分に

成することができた。

よる効率的で信頼性の高い設計

得た。

への支援（平成22年7月〜平成

1）設計プロセスを新規設計（＝基

22年11月）】

本設計）と流用設計（＝編集設計）

（支援の成果）
1年間にわたる取り組みの結果、
以下のような成果を得た。
1）当該戦略製品の基本コンセプト
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（支援の成果）

（提案の理由）
当該テーマを提案したのは、次

を明確にし、具体的で明確なターゲ

の理由による。

ット市場を絞り込むことができた。

1）
「設計の標準化」の推進

支援の結果、次のような成果を

に分けて、各設計にかかわる概略
の「設計手順（案）
」を作成した。
2）
「設計の標準化」のモデルとして
カバー扉 と クーラント装置

2）各ターゲット市場への営業方

自動車市場が活況の時に、多く

を取り上げ、設計手順の妥当性を検

針や、具体的なアプローチ手法の

の顧客から「特注仕様」の注文が

証し、概ね良好との結論に至った。

修得、販促ツールの準備等を行う

入り、都度設計を行ってきたので、

3）標準化を進めるための「部品

ことができた。

製品の種類や部品の品目数が急激

構成表」の適切性についても検討

老舗メーカーの「更なる発展への布石」を集中支援

し、部品構成の体系化や品番付与
の基本ルール等を決めた。

な成果を達成することができた。
（支援の成果）

（今後の課題）

次のような成果を得た。

ニケーション力が高まった。
（今後の課題）
当社は、今回の取り組みで、個

1）新規分野への進出を進めるた

1）当社の現状の課題を整理し、

人の能力ばかりに依存することの

めの

あるべき業務プロセスを「IT戦

限界を知り、組織力を活かすこと

組織的に強化する必要がある。

略企画書」にまとめた。

で企業パワーが何倍にも大きくな

2）まだまだ個人プレーの傾向が

2）パッケージソフトウェアを前

るというシナジー効果を実践で学

強いので、設計部門内のみならず

提とするも、当社が必要とする

んだ。

営業や製造部門も巻き込んだ

IT仕 様 を 明 確 に し て「RFP（ ＝

企画機能

が脆弱であり、

の深耕が

必要である。

今後は、派遣計画のとおり、実際

提案依頼書）
」としてまとめあげ、

の情報システムの導入（試運転、デ

複数のベンダーからの提案を受け

ータ作成及び移行、検証、評価）段

ることができるようにした。

階を、引き続き支援する予定である。

【3.正 確 で 迅 速 な「MRPシ ス

3）全部門を横断するプロジェク

テム」と「製造進捗管理」を実

ト活動を通じて、社内的なコミュ

株式会社キラ・コーポレーション

務コミュニケーション

業

現させるためのIT化を支援（第
1期 ＝ 平 成23年1月 〜 平 成23
年9月）（第2期＝平成24年1月
〜平成24年9月予定）
】
（提案の理由）
当該テーマを提案したのは、次
の理由による。
1）自動車市場が活況のときに、
製品の種類や部品の品目数が急激
に増え、更に特急納期や設計・仕
様変更等が多く、部品調達や組立
現場が相当に混乱している。
2）従来の情報システムは、自社
が独自に開発したもので、機能に
限界がありメンテナンスも困難な
状況にある。
（戦略的CIO育成支援事業による支援）
アドバイザーとしては、大手
ERPベンダーで生産管理等のソリ
ューションを多く担当してきたIT

経営者のことば
中小機構の専門家派遣制度を活用し始めたの

専門家を派遣することになった。

は、リーマンショックの後遺症で売上が激減し

このアドバイザーは、全社全部

ていた時期でした。それ以前からも、高機能で

門から選抜されたプロジェクトチ

高性能な工作機市場への進出に取り組んでいま

ームと共に、現状の情報システム

したが、当該ショックを機に、各分野の専門家

や業務を分析し、課題を抽出した

のアドバイスをいただきながら取り組みを加速

うえで、目標とすべき業務を明確

することにしました。今期は、景況の回復や営

にしたうえで、
「IT戦略企画書」
や「RFP（＝提案依頼書）」にま
とめ、短期間ながら、以下のよう

業努力等でV字回復の売上が見込めるようにな

代表取締役

大竹

健二社長

ってきましたが、これを継続的で確実なものに
するために、今回の取り組みを活かした実践的な活動を推進していきた
いと考えています。
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