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１．はじめに

　良品廉価な製品の開発を目指す企業にとって原価企画は重要なツールの１つ

である。それは製品開発と一体化して取り組まれるものであり，取り組むのは

主にエンジニアたちである。したがって，エンジニアが原価企画をどのように

受け止め，何を糧に目標原価の達成に努めるのかを知ることは，原価企画研究

の１つの方向性として当然あって然るべきだと思われる。ところが実際には，

エンジニアの視点で原価企画を捉えた研究はほとんどないと言って良いだろう。

　エンジニアの視点で原価企画を捉えると，新たにどんなことが分かると期待

されるだろうか。第１に考えられるのは，エンジニアをどのように動機づける

べきか，という点である。目標原価の厳しさの度合いや目標付与の方法によっ

て動機づけの効果に差があるのなら，最適なレベルや方法を見出す努力をする

べきであると思われる。

　第２に，エンジニアの疲弊はどうすれば防げるか，という点である。エンジ

ニアの疲弊については原価企画の逆機能の代表的な問題として，これまでも研

究されてきた（加登（1993），吉田（2003）ほか多数）。しかしエンジニアが何
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に対して疲弊するのか，当事者の意識を知ったうえでその対策を検討すること

には，従来のアプローチとは別の意義があるはずである。

　そして第３に，原価企画の効用を最大化する組織設計の在り方にヒントを得

られる可能性があるということである。エンジニアが原価企画をどのように受

け止めて何を糧に努力するのかを知ることは，組織間の最適なインタラクショ

ンの在り方や，コンフリクトを協働に変える仕掛けについて考える一助になる

と思われるからである。

　これらはいずれも，原価企画におけるエンジニアの生産性を最大化するため

の運用にまつわることである。本稿では，エンジニアの視点で原価企画を捉え

ることによって得られることが期待される上記の３点について，トヨタ自動車

株式会社（以下，トヨタ）の事例を基に考察する。それにあたり，まずトヨタ

の原価企画や製品開発の実態について記述し，そのうえで上記３点についての

考察を試みたい。

２．トヨタの原価企画－①原価企画の変遷

２．１　トヨタの原価企画の概要

　トヨタでは原価企画を「顧客に受け入れられる販売価格で利益を確保できる

目標原価を設定し，サプライヤを含むすべての関係者の協働によってその目標

原価の達成を図る活動」と定義している。これは創業以来の基本的な考え方を

表す次の式を説明したものである。

「予定販売価格」－「目標利益」＝「目標原価」

　販売価格は市場原理によって決まる。目標利益は中長期経営計画に基づいて

決める会社の意思である。つまり左辺の２項はともに与件であって，努力すべ

きはそれらの差で求められる右辺の目標原価の達成だということになる。

　目標原価は慎重な検討を経て決められたのち，関係者の協働によって達成を

目指すことになる。その「達成を目指す活動」が原価企画の真骨頂と言っても
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よい。「企画」とはいうものの計画を立てて終わりではなく，達成活動こそが

重要なのである。その活動は大きく５つのフェーズに分けられる。CP 段階⑴

と開発決定・目標審議・達成報告・号試フォロー⑵の各フェーズである。

　CP段階ではチーフエンジニア（以下，CE）の考える企画をコスト面から

チェックする。この段階では仮に定めた目標原価に遠く及ばないことが常であ

る。むしろこの段階で目標原価に収まっていたら，委縮した企画であることを

疑わないといけない。

　開発決定フェーズでは，設計構想に基づいてCP段階よりは精度の高い見積

りを行う。近年，達成可能な目標原価であるかどうかを議論する「成立性検証」

というイベントが，このフェーズのなかで実施されるようになった。詳細は後

述する。

　目標審議フェーズでは見積りの精度を上げつつ原価低減に励んで，部品ごと

に，また設計室ごとに達成の目処付けを行う。その結果を持ち寄って目標原価

を確定させる。

　達成報告フェーズでは SE図⑶を使って見積り，目標原価を達成しているこ

とを確認する。目標に未達であれば金型製作に着手できないルールになってい

るため，達成を目指して一層の原価低減に励むことになる。

　号試フォローフェーズでは正式図を使って見積り，目標原価を達成している

ことを再確認する。達成報告以降にも設計変更が入るので，達成状態が維持さ

れているか確認する必要があるのである。

　ここまで原価企画の活動をフェーズごとに説明してきたが，原価企画は製品

─────────────────
⑴　コンセプト・プランニングの段階。マーケティングの情報などを基に，チーフエンジニアが商品
の企画を立案する。
⑵　「号試」は「号口試作」というトヨタの用語で，量産開始直前の試作をいう。その段階で目標原
価の達成状況を再確認するため「フォロー」と呼ぶ。
⑶　SEはサイマルテニアス・エンジニアリングの略。SE 活動は，生産技術・製造・品質管理など，
後工程の要件をすり合わせる活動で，その結果を織り込んだ図面が SE図である。
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開発と一体的に進められる。製品開発と原価企画の時間的な関係を示すと図表

１のようになる。

　製品のコンセプトが企画されたあと開発決定の運びとなり，目標審議を経て

設計者がSE図に着手する。無事達成報告がなされると金型に着手し，号試フォ

ローの結果をもって生産を開始する，というプロセスを辿る。

２．２　原価企画の発祥

　トヨタは原価企画の社内教育で，まず1937年の「原價計算ト今後ノ予想」と

題した豊田喜一郎のメモ（図表２）から教える。このメモは簡単に言えば，価

格競争力の観点から販売価格を決め，それで利益が出るように原価低減に努め

る，という考えを示したものである。このときは既に販売を始めた「AA型」

の原価についての活動であって，開発時点での原価企画活動ではない。しかし

その考え方が原価企画の基本に通じるため，原価企画教育の最初にこれを示す

のである。そしてトヨタの原価企画はこの喜一郎のメモが起点になっている

と，社内では考えられている。

　一方，主査制度のもと，開発プロジェクトで原価企画活動を実施した記録⑷

図表１　製品開発と原価企画の時間的関係

＜製品開発＞

企画

CP段階
開発
決定

目標
審議

達成
報告

号試
ﾌｫﾛｰ

デザイン

評価

生産準備 生産

＜原価企画＞

金型着手★

設計 SE図★ 正式図★

（出所：筆者作成）
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としては，長谷川龍雄⑸が主査になった1959年の初代パブリカの３次試作が最

初である。長谷川は立川飛行機で実施していた重量企画を原価に応用して原価

企画と名付けた。具体的には，主査が不測の事態に備えて何％かの持分（ポケッ

トマネー）を持った上で，残りの予算を部品毎に割り付けたのである。この方

法は60年が過ぎようという今でもなお実施されている。

　それ以前はどうだったのか。1987年に豊田英二会長（当時）が協豊会⑹・栄

豊会⑺合同大会で行った講演録によれば，通産省の国民車構想が報道された直

後から，既に開発が始まっていた初代パブリカの試作車をいかに安く造るか，

「安くできるような車を先ず設計すべきであるということから始めた」という

図表２　豊田喜一郎「原價計算ト今後ノ予想」

（出所：中日新聞社経済部（2015），225頁）

─────────────────
⑷　トヨタ自動車（1987），371頁。
⑸　1916年生まれ。東京帝大卒業後，立川飛行機に入社。「キ94」の設計主務などを務める。1946年
トヨタ自動車工業に入社。初代パブリカ，初代カローラ，初代セリカ・カリーナ等の主査を歴任。
2008年没。
⑹　トヨタへ自動車部品を納入する企業で構成された団体。1943年発足。
⑺　トヨタへ設備を納入する企業，及び物流を担う企業で構成された団体。1962年発足。
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（豊田英二（1987），29-30頁）。1955年のことである。とはいえ，どの程度現在

の原価企画に近い活動をしていたかは，残念ながら明らかになっていない。

　一方，1956年の松下電器，1957年の日本コロムビア，1958年の久保田鉄工な

どの企業が，原価企画と同等の活動をしたことが記録されている（丸田

（2011），49-50頁）。つまり，記録上はトヨタが原価企画と同等の活動を最初に

実施したわけではないということである。

２．３　差額から絶対額へ

　トヨタでは長く「差額原価企画方式」を採ってきた。これは次期モデルにつ

いて，現行品からの変更分（差額）のみ見積り，その分に目標原価を付与する

方式である。そうすることで手間が省けるし，精度も高くなる。

　しかしこの方式が成り立つのは現行のサプライヤが次期モデルでも続く場合

に限られる。トヨタは1980年代に部品の現地調達を伴う海外生産を本格化さ

せ，1990年代には海外生産車の原価企画を開始した。日本以外の国ではモデル

チェンジの度にサプライヤを決め直さないといけない⑻。加えて，グローバル

で価格競争力を得るために，現行品と同じ設計の部分についても原価低減を試

みる必要に迫られた。このような事情によって，トヨタは1990年代の終わり頃

から，絶対額，すなわち現行踏襲分を含めた全費目を対象とする「絶対値原価

企画方式」を採用することとなった。

　絶対値原価企画方式を10年ほど続けた頃，今度はその弊害も問題にされるよ

うになった。１つは設計者が努力を怠る恐れである。差額原価企画方式の下で

は図面の変更分だけが原価企画の対象であったため，設計者は自らの責任にお

いて目標原価を達成する必要があった。それに対して絶対値原価企画方式では

変更しない部分も対象になるので，その部分の原価低減は調達部門やサプライ
─────────────────
⑻　調達部門の説明では，日本でもモデルチェンジの度にサプライヤを決め直しており，その結果，
前モデルと同じサプライヤに決まることがたまたま多いということである。
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ヤにも責任が発生する。設計者はそれをいいことに最大限の努力を払わなくな

るのではないか，と上層部は考えた。

　もう１つは設計原価が高くなることを許容する弊害である。差額原価企画方

式では直課分である設計原価だけが対象だったのに対し，絶対値原価企画方式

では配賦分である諸費用⑼も対象になる。すると仮に設計原価は現行より高く

なっても諸費用が安くなることで，全体として目標原価を達成できる可能性が

生じる（図表３）。配賦分は企画台数で割って１台当りの原価を算出するため，

企画ほど販売が伸びなければ，達成したつもりの目標原価が実は達成できな

かった，という事態になりかねない。

　このように絶対値原価企画方式にも弊害があることが認識されたのだが，そ

れに対してトヨタがどう対応したのか，次項で説明する。

２．４　現在のトヨタの原価企画方式

　先ほどの２つの弊害のうち，設計者が努力を怠る恐れについては，設計と調

達の間で成果を切り分けることを試みた。設計者が努力を怠るとそれが顕在化

─────────────────
⑼　広告宣伝費，無償修理費，及び一般管理費が含まれる。

図表３　設計原価が高くなっても目標原価が達成できるケース

現行品 次期ﾓﾃﾞﾙ

（出所：筆者作成）
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するのであれば，どの設計者も最大限の努力をするはずだと考えたのである。

　しかし成果の切り分けは極めて困難で，関係者の間がギクシャクするように

なって断念した。絶対値原価企画方式を採用して以来，設計者と調達バイヤー

は協働して原価企画を推進してきた。どの活動についても双方が関わるため，

成果を切り分けることは事実上不可能だったのである。

　このことは実は梶田（1997，77頁）で報告された欧州日産の事例と全く同じ

だった。筆者を含めて不勉強だったトヨタでは誰一人そのことに気付かず，ム

ダな時間を費やすことになった。

　次に，設計原価が高くなることを許容してしまう問題については，配賦分を

原価企画の対象から外し，直課分だけを対象に目標原価を設定することとし

た。したがって原価企画が扱う利益は営業利益ではなく粗利益になり，対応す

る原価の範囲は総原価ではなく「粗利原価」になった⑽（図表４）。車両１台

当りの目標原価は現行モデルより粗利原価を何％下げるかという示し方にな

り，目標設定に差額の考え方が復活したという言い方もできる。

図表４　総原価と粗利原価の関係

広告宣伝費
無償修理費
一般管理費
配賦研開費
直課研開費

工場費用

購入部品費

素材費

粗利原価

仕切価格
営業利益

粗利

総原価
物流費

（出所：筆者作成）

─────────────────
⑽　「粗利原価」という用語はトヨタの造語であろう。
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３．トヨタの原価企画－②原価企画の体制

３．１　関係部署と役割

　原価企画に関わっている部署は多岐にわたる。全社的な活動なのだから当然

ではある。その中でも深く関わる５つの部署について，その役割を説明する。

　原価企画活動を実践する立場にあるのは設計である。設計者は製品開発のな

かで品質を確保し性能目標を満足させ，原価企画のなかで目標原価に収めるこ

とを目指す。製品開発と原価企画は同時に進行しており，設計の活動は全体と

して「良品廉価」を実現する活動だと言える。

　その設計者を束ねて製品企画を牽引するのが CEである。CE はマーケティ

ングの結果などから商品コンセプトを立案し，大勢の開発部隊を率いてその実

現を目指す。そのなかで製品としての目標原価についても達成の責任を負う。

CEの直属の部下は少人数であり，CEの片腕として実務を担う。

　調達部門には２つの機能がある。１つはバイヤーで，仕入先を決定し値決め

交渉をする。担当は品目ごとに分かれており，一人のバイヤーが複数のプロ

ジェクトの原価企画に関わっている。もう１つはプロジェクトマネジメント

で，CEや車担（下記）と密接に連携して原価企画を推進する。

　原価企画車両担当（車担）という機能は，いわば原価企画の旗振り役であり，

CE とは別の部署ながら原価企画に関しては極めて近い立場にある。目標原価

を達成に持ち込むために，原価企画の日程管理，VE検討会等の主催，目標原

価指示書の発行，達成状況の可視化などを担当する。

　そして経理部門である。トヨタでは経理部門のなかに原価企画を担当する部

署を作ってきた。彼らはプロジェクトの目標利益と目標原価を決定するほか，

工場費用や物流費の取り纏めを担当する。また５つのフェーズのうち，最後の

号試フォローについては車担に代わって旗振り役になる⑾。
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３．２　委員会活動

　トヨタでは古くから組織横断的な特別活動を実施してきた。それぞれの特別

活動には「〇〇委員会」という名前が付けられ，そのような活動を委員会活動

と呼んできた。コストに関する委員会活動は車種別の活動であることが常だっ

たが，初めて全社的な活動となったのが2000年に始まった「CCC21委員会」

である。

　CCC21委員会は「21世紀における世界No.１の価格競争力を持ったクルマ」

を目指し，設計・生技・調達・仕入先が「四位一体」となって，主要173品目

について３年間で３割のコスト削減を目標に活動した（トヨタ自動車（2012））。

　次いで2005年には，設計素質の劇的な改革によって通常のVEを超えるイノ

ベーションを実現することを目指す「VI 委員会」が発足した。VI 委員会は

CCC21と違って技術部門が主導する活動であった。

　2010年からは「RR-CI 委員会」が始まった。「RR」は良品廉価を意味する。

仕入先と一体となって世界最安値を目指した点は，CCC21委員会の方向性と

共通する。加えて RR-CI 委員会では，どの車種にどのアイデアが適用できる

か特定して進め，実現可能性を高めた。

３．３　３次元組織

　トヨタの製品開発は，CE を中心とした車両軸と設計領域別の部品軸とから

成るマトリクス組織で遂行される。製品開発と一体的に行われる原価企画につ

いてもその体制は概ね同様だが，上述の委員会活動を第３の軸と捉えれば，原

価企画は３次元組織で遂行される，と考えることができる。VI 委員会までは

委員会活動が部品軸の一部と見ることもできたが，RR-CI 委員会では部品に加

えて車両の視点も入っているため，どちらにも跨る第３の軸と考えるのがより
─────────────────
⑾　カンパニー制導入の一環として，2017年４月から，経理部門の原価企画実働部隊は車担のグルー
プに吸収された。
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妥当である。

　原価に関わる委員会活動は RR-CI 委員会だけではなく，部品標準化を担う

「部品シナリオ委員会」や，生産中のプロジェクトの原価低減を図る「全社

VA活動」も並行して実施されている。つまり原価に関わる活動は図表５のよ

うな体制で遂行されており，そのうち原価企画に直接関わる委員会活動が

RR-CI 委員会だということである。

３．４　各部署の意識

　筆者は2014年から2015年にかけて，トヨタで原価企画に携わる主要５部署の

従業員にアンケートとインタビューを実施した（小林（2017），83-122頁）。そ

の結果をかいつまんで述べると次のようになる。

　設計者は製品開発や原価企画に関して必ずしもCEに隷属している意識がな

く，どちらかと言えばCEよりも上司の意見を尊重し，更にはまず自らの意思

に従うという傾向が見られた。一方でプロジェクトへの帰属意識は高く，目指

す方向はCEと共有していることも浮き彫りになった。目標原価に関しては，

図表５　３次元組織
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（出所：Kobayashi（2014），p127）
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設計的な根拠がないと不満が強くなり，納得できれば達成に向けて頑張るとい

う意識が見られた。また設計者の使命は良品廉価な製品の開発である，との認

識が広く共有されていることも明らかになった。

　一方 CEは，関係者が CEを中心とした開発体制を受容し，CE に協力的で

あると認識している。設計者がプロジェクトへの高い帰属意識を持っているこ

ともよく理解している。しかしその中にあって原価企画に限っては，設計者は

「やらされ感」を持って対応しているだろうと想像していることが分かった。

　車担はまず，RR-CI 委員会での理詰めの目標設定を歓迎していることが特徴

的だった。理詰めの目標設定については，設計にはまだ浸透していないことが

窺えたのとは対照的な結果となった。また原価企画の問題点として，労力を掛

け過ぎているとの指摘が複数の回答に見られた。ともに原価企画を牽引する部

署である経理部門については，現場の苦労を理解しないという不満の声が目

立った。

　経理は原価企画の仕組みに誇りを持っており，目標設定もうまくいっている

との認識が一般的だった。一方で，車担と同様に時間が掛かり過ぎるとの意見

も見られた。車担に対する評価では，もっと大所高所からの視点を持ってほし

いとの注文がついた。

　調達は立場上，設計との距離と経理との距離がほぼ同等であることを反映し

たかのように，目標設定などに対する意識や意見が，設計と経理の中間的にな

る傾向が見られた。

４．トヨタの原価企画－③原価企画の実務

４．１　細分割付

　ありがちな目標原価の設定方法であるコストプラス方式は，原価企画では否

定される。Ⅱ－（1）で述べたように，原価企画の基本式は，

「予定販売価格」－「目標利益」＝「目標原価」
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である。原価企画では，この基本式に基づいて製品１台当りの目標原価が設定

される。

　製品１台当りの目標原価は，設計室別，部品別に細分割付されていく。その

際，目標を付与する側である車担の合言葉は「低め一杯のストライク」である。

設計者（やサプライヤ・生技担当者など）の頑張りを引き出すためには。最大

限の努力を払って何とか達成できるレベルに目標を置くことが望ましい。甘い

目標であれば簡単に達成でき，それ以上の努力をしなくなるだろうし，厳しす

ぎれば初めから諦めて努力をしない恐れがあるからである。

　図表６に示すように，製品１台当りの原価のうち広告宣伝費・無償修理費な

ど間接費を除いた分が製造原価であり，そこから更に内製加工費と物流費を除

いた分が設計原価と定義される。目標原価が設計室別に割り付けられるのはこ

の設計原価の範囲である。そして設計室別目標原価は各設計室の担当部品ごと

に割り付けられる。設計室別目標原価は車担が割り付け，部品別目標原価は担

当設計室が設計室別目標原価に収まるように自ら割り付ける。

　しかし部品別目標原価を設計室別目標原価に収まるように設定するのは容易

図表６　目標原価の細分割付

製造原価
設計原価

（材料
費、
研開費）

物流費

加工費

諸費用

…
…

設計室C
設計室 B
設計室A

設計室D

部品1
部品2
部品3
部品4
部品5
部品6

部品n-1
部品n

・広告宣伝費
・無償修理費
・一般管理費

・溶接費 ・塗装費
・組立費 ・成形費 等

…
…

（出所：筆者作成）
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ではない。相場に基づいて設定した担当分の部品別目標原価を合計すると，与

えられた設計室別目標原価を超えてしまうのが常である。

　どのプロジェクトにも多かれ少なかれ新規技術が織り込まれる。新規技術は

得てして割高なものだが，そのまま価格に転嫁することは難しい。かといって

新規技術に関わる部品だけに極めて厳しい目標を付与しても到底達成できな

い。そこで新規技術の割高分を広く浅く負担する必要が生じる⑿。こうして設

計室別目標原価は，相場に基づく部品別目標原価の総和に比べて慢性的に厳し

くなるのである。

４．２　部品別目標原価の検討

　一方，トヨタは部品別目標原価を理詰めで設定しようとしてきた。設計者は

理屈のない目標を嫌う。一律〇％低減，などの目標を与えられると強く反発す

る（小林（2017），202-208頁）。

　CCC21委員会が発足した頃，部品別目標原価を理詰めで設定するためのツー

ルとして「CCグラフ」が導入された。これは横軸にCVI，縦軸にコストをとっ

て最安値線を見出し，その線上の点を目標原価とするものである。ここでCVI

は Customer Value Index（顧客価値指数）の頭文字であり，顧客にとっての

その部品の価値を表す指標である。顧客から見えない部品を含め，すべての部

品についてCVI を定義する。

　すると，ある部品についてトヨタの各車の CVI とコストの値がグラフ上に

プロットできる。それらの打点と原点を結ぶ直線のうち，傾きが最も小さくな

る線が目標線となる。その部品の次期開発車のCVI を求めて目標線上に置き，

その縦軸の値を読めばそれが次期開発車の目標原価になる。

　ところが前述のように，こうして理詰めで決めた部品別目標原価の総和より
─────────────────
⑿　プロジェクト全体が新規技術の塊のようなプロジェクトでは，原価企画自体を行わないという判
断がなされることもある（初代プリウス，MIRAI 等）。
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も，車両の目標原価から割り付けられた設計室別目標原価の方が厳しくなるの

が常である。その差は「一律〇％減」という形で設計者に押し付けられがちで

あった。CC グラフによって理詰めで設定した目標から，結局は更に一律での

低減を求められたのである。

　この弊害を是正するべく，RR-CI 委員会で「原価ポテンシャル」という概念

が導入された。これは，目標線上の原価から更に，考えられる低コスト化技術

をすべて織り込むことができたときに，幾らまで低減できるかを予測した値の

ことである。

　そして更に「成立性検証」という仕組みを導入し，原価ポテンシャルを基に

算出した部品別目標原価の総和が車両の目標原価と乖離しているなら，車両の

目標原価を見直すことも辞さないようにしたのである。

　このことは従来厳しく運用する方向にばかり進んできたトヨタの原価企画

が，大きな方向転換を示したことを意味するものだった。

４．３　達成の重層構造

　成立性検証が導入されたとはいえ，車両の目標原価は関係者一同が最大限の

努力を続けてようやく何とか達成できるレベルであることに違いはない。その

ような目標原価が大半のプロジェクトで達成されてきた背景として，「達成の

重層構造」ともいうべき仕掛けがある。

　部品別目標原価を達成できない部品はどのプロジェクトでも幾らか発生す

る。しかし残る未達は僅かであることが多い。そして多くの部品は目標を達成

し，その際僅かに過達することが少なくない。すると設計室単位で見れば，未

達分を過達分が上回って，達成することが多くなる。

　とはいえ，中には設計室単位でも未達になる場合がある。その場合も過達し

た設計室と相殺して，設計領域内では達成するのが常である。

　まれに設計領域として未達になることがある。その場合は全領域で達成すれ
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ば良いのだが，未達になりそうな設計領域の領域長は特別体制の下に何とか達

成に持ち込もうとする。こうして大半のプロジェクトが全体では達成するので

ある。

　新たな法規への対応が急に決まるなど，達成報告直前に未達に転じることも

皆無ではない。そうした場合はCEが中心となり全社を挙げて原価低減に取り

組み，ラインオフ時点では何とか目標を達成する。かくして，原価企画の厳し

い目標も，何とか達成し続けてきたのがトヨタの実情である。

４．４　原価低減手法

　原価低減はどのように取り組まれるか。外注部品であればトヨタにとっての

コストがサプライヤにとってはプライスであって，そこには幾らか交渉の余地

がある。しかしサプライヤに見積りの詳細を開示してもらって，トヨタとサプ

ライヤが協働して原価改善に取り組むことを志向するトヨタでは，交渉といっ

ても見積りの正しさの検証が大半であって，「政治的に」決着することはまず

ない。

　原価低減の主たる手段はVE活動である。VEは価値工学であってVE活動

は価値の向上のために，機能を高めるかコストを下げるか，である。しかし機

能を高めることには限界がある。クリステンセンの「イノベーションのジレン

マ」（Christensen 著，伊豆訳（2001））が示したように，機能を高めていくと

そのうち顧客の要求を超えてしまう（図表７）。したがって現実的なVE活動

は，機能を保ちつつコストを下げることになる。

　トヨタは「VE四十八手」というツールを持っている。材料，構成品，形状，

処理，加工，機能，共通化，その他という分類に，それぞれ数点から10数点の

着眼点を示すものである。合計は48点を超えるが，四十八手と言い慣わされて

いる。VE提案を立案するエンジニアにはこれらが頭に入っていて様々な角度

から原価低減のチャンスを探る。頭に入っているつもりではあっても，行き詰
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まれば改めて四十八手を眺めてみたりもする。

　VE活動は設計者とサプライヤや生技担当者との間で日常的に行われるほ

か，開発決定の後や SE図を出図したタイミングなどでは，プロジェクトを挙

げて行われることが多い。

５．トヨタの製品企画・製品開発

５．１　原価企画の守備範囲

　原価企画の守備範囲のトヨタにおける認識は，学界の定説と些か異なる。日

本会計研究学会（1996，23頁）の定義はこのようになっている。「原価企画とは，

製品の企画・開発にあたって，顧客ニーズに適合する品質・価格・信頼性・納

期等の目標を設定し，上流から下流に及ぶすべてのプロセスでそれらの目標の

同時的な達成を図る，総合的利益管理活動である。」

　これを図示すると図表８のようになる。原価企画は品質・価格・信頼性の目

標を達成しつつ利益の確保を図る活動で，それらの活動に納期は付き物だとい

うことである。このうち品質を商品性と捉えれば価格と合わせて製品企画が中

心的な役割を果たす領域であり，信頼性は品質の一部の概念とともに設計が中

心的な役割を果たす領域だろう。すると原価企画は製品企画よりも守備範囲が

広いことになる。

図表７　CCグラフで見る「イノベーションのジレンマ」

（出所：筆者作成）
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　これに対してトヨタでは，「原価企画とは，顧客に受け入れられる販売価格

で利益を確保できる目標原価を設定し，サプライヤを含むすべての関係者の協

働によってその目標原価の達成を図る活動である」と考えている。

　これを図示すると図表９のようになる。製品開発と原価企画は一部重なりつ

つ両輪のように実施され，原価企画は利益の確保に直結している。どちらも納

期は付いて回る。それらを包含するのが製品企画である。したがって，原価企

画の守備範囲は製品企画よりも狭いことになる。

　当然のことながら多くの先行研究は定説に従って「原価企画によって品質・

コスト・納期が同時に達成される」という立場を採る（梶田（1997），68頁，

図表８　原価企画と製品企画の包含関係－学界の定説

納期

原
価
企
画

信頼
性

品質

価格
利益

製品企画

（出所：筆者作成）

図表９　原価企画と製品企画の包含関係－トヨタの定義

納期

製
品
企
画

製品…
開発…

原価
企画

利益

（出所：筆者作成）
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岡野（2010），74頁，ほか多数）。対してトヨタは「原価企画は品質と納期を制

約条件として，原価の最小化を目指す」活動であると考える（小林（2017），

18頁）。言い換えれば，原価企画は決められた納期のなかで品質の確保を大前

提に，目標原価の達成を目指す活動だということである⒀。

５．２　製品企画

　トヨタの製品企画は，CE がマーケティングの情報を基にプロジェクトの構

想をまとめ，開発陣を牽引して目標性能や目標原価などを達成し，生産に持ち

込む活動である。開発陣はCEの企画を実現するべく，製品開発と原価企画に

邁進する。

　トヨタの開発体制はCEが牽引する「車両軸」と，設計者を中心とした「部

品軸」とからなるマトリクス構造である。CE は開発全体に責任を持つが，設

計者などの上司ではない。

　CEの権限と責任範囲は幅広い。日常的に会話をする部門は設計のほかにも，

営業，調達，経理，生産技術，工場，品質保証，販売，サービスと多岐にわた

る。また時間軸においても，商品企画の段階から発売後のマスコミへの露出ま

で，長きにわたる。

　このようにCEは幅広い権限と責任を持っているが，いずれの部門の上司で

もない。ではCEの求心力はどこからくるのか。その源泉は，広範な知識と深

い専門性（酒井（2016），167-168頁）であり，また情熱と信念と説得力（安井

（2015），31頁）であるとの説明も可能だろう。

　しかし設計者へのアンケートからは，それらだけではないことが窺える。設

計者の多くは専門分野での知識に自信を持っており，CE の意見よりも上司の

意見や，更には自らの信ずるところを尊重する傾向にある。またCEの人柄に
─────────────────
⒀　一方，トヨタにおける製品開発は，決められた納期のなかで目標原価の達成を大前提に，品質の
最大化を目指す活動だと言える。
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惚れて付いていくという思いを述べた設計者は少数だった。一方で，CE の目

指すものと設計者の目指すものとが乖離することはそれほど頻繁にあるわけで

もなく，また設計者のプロジェクトへの帰属意識は極めて高いことが示された

（小林（2017），130頁）。

　これはつまり一種のクランが形成されているということではないか。Ouchi

（1979，p837）の示したクランとCEを中心とした開発体制（いわゆる主査制度）

とを比べると，重要な点で共通している。すなわちクランにおいても主査制度

においても，価値観や信条への合意が形成されており，各個人が高いレベルで

コミットする一方で，個人への評価は曖昧であり，成果のスタイルにも幅広い

違いを許容する。必ずしも共通しない点があるとはいえ，主査制度はクランと

考えると説明がつく部分が多いのである（図表10）。

５．３　製品開発

　トヨタの製品開発は，商品企画に始まって，CE 構想・意匠・設計・試作・

評価・生産準備と続く活動である。酒井（2016，26-28頁）で示されたように，

図表10　クランと主査制度の比較

クラン 共通度 主査制度

価値感や信条への合意 ◎ 「もっといいクルマづくり」，
「良品廉価」

各個人の高いレベルでの
コミットメント ◎ 設計者の品質・原価・質量等への

コミットメント

個人への評価が曖昧で緩慢 ○ CEは人事評価せず

成果のスタイルに幅広い違いを許容 ○ 成果が上がれば過程は問わない

少数精鋭の人材を選抜 △ CEは少数精鋭，設計者は多数

行動もアウトプットも測定不能 △ アウトプットは測定可能

総　合 ○

（筆者作成）
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トヨタの利益に最も貢献しているのはトヨタ生産方式（TPS）ではなく，この

製品開発システム（TPD）である。それは工場費用が総原価の３割程度にす

ぎないということ以前に，そもそも売れる製品になっているかどうかがTPD

の段階で決まるからである。

　かつての日本の製造業では先進国と同じモノを如何に作るかが課題だった

が，今では売れるモノを如何に開発するかが最大の課題である。したがってモ

ノづくりの今日的意味は設計情報の創造だということになる。それはもちろん

簡単なことではあく，トヨタでも成功するプロジェクトがあれば失敗に終わる

プロジェクトもある。

　製品開発の中心的な業務は，設計品質の確保と性能要件の達成である。設計

品質とは品質のうち，設計によって左右されるものをいう⒁。設計品質確保の

ための業務はまず市場不具合の情報から始まる。市場で不具合が発生すると部

品を回収して原因を突き止める。至急その対策を実施するとともに再発防止策

を練る。その対策は生産中のモデルに反映されるだけでなく，開発中のプロ

ジェクトにも織り込まれる。こうして市場から学びながら設計品質を向上させ

ていくのである（図表11）。

　求められる性能は多岐にわたるため，性能要件の達成方策は一言では言い表

せない。近年では試作品を作らずシミュレーションで評価できることも増えて

きたが，衝突安全性能など実物での評価を必要とするものも少なくない。

　トヨタではこのような製品開発を「ラグビー方式」で実施している。ラグ

ビー方式は各部署が少しずれながら並行して業務を進める方式で，バトンを渡

していく「リレー方式」に比べて一つひとつの工程は長くなるが，全体の開発

期間は短くなるという利点がある（図表12）。

　ラグビー方式は開発期間が短縮される効果のほかに，部署を超えた協働が促

─────────────────
⒁　設計品質に対する言葉は製造品質である。
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されるという利点もある。同時に進むということは互いの意見を調整しながら

業務が行われるということであり，全体最適を保ちながら開発が進むことにな

る。しかしそれだけ時間が掛かるし神経も使うことになって，担当者の負担は

大きい。また，常に最適解を求めると突出したアイデアが通りにくくなるとい

う弊害もある。

図表11　設計品質を確保する活動

（出所：岡野・小林編（2015），120頁）

図表12　リレー方式とラグビー方式

企画 デザイン 設計 評価 生産準備 生産

企画

デザイン

設計

評価

生産準備 生産

＜リレー方式＞

＜ラグビー方式＞

開発期間が短い

（出所：筆者作成）
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６．エンジニアの視点で捉える原価企画

６．１　原価企画を心理学的見地から扱った先行研究

　先行研究について述べる前に，原価企画をエンジニアの視点で捉えたときに

明らかになることが期待される３つの点を，改めて整理しておきたい。

　第１に，エンジニアをどのように動機づけるべきか，という点である。目標

原価の厳しさの度合いや目標付与の方法によって動機づけの効果に差があるの

なら，最適なレベルや方法を見出す努力をするべきであると思われる。

　第２に，エンジニアの疲弊はどうすれば防げるか，という点である。エンジ

ニアが何に対して疲弊するのか，当事者の意識を知ったうえでその対策を検討

することには，従来のアプローチとは別の意義があるだろう。

　第３に，原価企画の効用を最大化する組織設計の在り方にヒントを得られる

可能性があることである。組織間の最適なインタラクションの在り方や，コン

フリクトを協働に変える仕掛けについて考える一助になることが期待される。

　さて，原価企画を心理学的見地から扱うことの重要性に言及した研究として

真っ先に挙げられるべきものは，加藤（2014）であろう。原価企画は目標原価

の達成活動であるから達成に関わる人間の心理が重要であり，活動に取り組む

人間の心理的影響が原価企画の成功を左右すると主張する。

　加藤（2014）ほど明示的ではないものの，目標原価の設定についてエンジニ

アの心理に関わる指摘をした研究もある。梶田（1997，74頁）は欧州日産での

経験から「目標原価のレベルは，必死に努力すれば何とか手が届きそうな程度

の厳しさ」であるべきだとし，林（2009，38頁）はトヨタでの経験から「目標

原価は『低めいっぱいのストライク』でなければならない」とした。

　逆に，革新的なアイデアの創造のためには，あえて手が届きそうにないほど

厳しい目標原価を付与するべきだとの主張もある（谷（1997），15頁，林（2009），

38頁）。これは心理学的にはアンカリング効果またはツァイガルニーク効果と
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して説明されるという（加藤（2014），26-27頁）。

　また，原価企画の逆機能についての研究として，設計者やサプライヤの疲弊

を扱ったものは少なくない。梶田（1997，82頁）は「日本の活動にはそこを何

とか頑張れ，というような精神論的部分が随所にある」と指摘し，吉田（2007，

60頁）は「行き過ぎた原価低減圧力により品質管理レベルが低下」する危険性

に言及した。

６．２　目標原価の厳しさと動機づけの関連

　筆者は2014年から2015年にかけてトヨタ自動車の従業員400名余にアンケー

トまたはインタビューを実施した。その中で目標原価の付与について次の２つ

の質問をした。１つ目は「目標原価のあり方として，頑張れば達成できるレベ

ルが望ましいとする意見がある一方，あえてそれよりも厳しい目標を設定して

イノベーションを促すべきだとする意見もあります。あなたは全体としてそれ

らのどちらが，原価低減により効果的だと思いますか」という質問である。こ

れに対して「頑張れば達成できるレベル」を選択した人が40％，「より厳しい

目標」を選択した人が32％，「どちらとも言えない」を選択した人が27％とい

う結果だった（図表13）。

図表13　アンケート１．原価低減に効果的な目標レベル

頑張ればできる
ﾚﾍﾞﾙ 40%

より厳しい目標
32%

どちらとも言えない
27%

（出所：小林（2017），192頁）
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　仮に「あなたにとって好ましい目標レベルはどちらですか」と聞いたのであ

れば「頑張れば達成できるレベル」を選択する人がもっと多かったのではなか

ろうか。そうではなく「原価低減により効果的な目標」を聞いたのである。そ

の結果がほぼ三分されたということは，設計者は客観的に考えれば必ずしも厳

しい目標を否定しない，ということであろう。

　２つ目の質問は「厳しい目標原価が与えられたとき，次のどちらの説明が受

け入れやすいですか。a）粗利改善目標を達成するためには，この原価を達成

しないといけない。b）市場で受け入れられる販価を実現するためには，この

原価を達成しないといけない」という質問である。この質問は原価企画の主要

５部署に聞いた。その結果，どの部署も bを選ぶ人が多かったが，その中で a

を選んだ人が最も多かったのは設計だった（図表14）。

　この質問の背景には林（2010，67頁）の指摘がある。そこでは，厳しい目標

原価が与えられるとき設計者には利益の確保のためという理由を言っても納得

されない，市場の論理を持ち出す必要がある，と主張されている。上記アンケー

トの結果からは，市場の論理を持ち出した方が納得され易いのは設計に限った

ことではなく，設計はむしろ説明の仕方による差が比較的少なかった。

図表14　アンケート２．受け入れやすい目標原価の説明

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CE 設計 PCL 原改 調達

a
b

（出所：小林（2017），209頁）
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　上記２点のアンケートのほかに，「あなたは原価企画をどのように評価しま

すか」という，自由意見を記述してもらう機会も設けた。目標原価に限った質

問ではなかったが，目標原価の厳しさに言及する意見が目立った。主な意見は

次の通りである。「原価目標の決め方がロジカルでなく，やらされ感が大きい」

「一律－〇％などと決められる目標は，達成できないことが分かっているので

やる気がでない」「その原価目標の妥当性を説明するなど，しっかりした動機

づけが必要」「目標について公平感がない」「技術論を逸脱した原価目標の提示

はモチベーションの低下に繋がる」等々（小林（2017），99頁）。

　これらは目標原価が厳しいこと自体を批判しているのではない。その目標原

価が理詰めで設定されていないことに強い不満を持っているのである。裏を返

せば，目標原価が論理的に決められ妥当で公平であれば，受け入れるというこ

とである。

６．３　論理性・妥当性・公平性の確保

　目標原価を論理的に設定するためのツールが CCグラフである。CC グラフ

は図表15のように，各車種の CVI とコストの実績をプロットし，各点と原点

を結ぶ直線のうち傾きが最小の線を目標線としたグラフである。

　ある部品について次期開発車の CVI を算出し，目標線上のコストを読むこ

とによって，その部品の次期プロジェクトでの目標原価を論理的に設定するこ

とができる。その目標原価は，現在のトヨタの実力を余すところなく発揮した

ときに達成される値になっている。

　ここで留めれば論理性に加えて妥当性も公平性も確保できるのだが，実際に

はここから妥当性や公平性を損なう運用が行われがちであった。CC グラフの

目標線上のコストを積み上げた理詰めの目標値では，前述のように新技術の割

高分を賄うことができない。そこで目標線から一律10％減というような，設計

者の間で極めて評判の悪い運用をしがちだったということである。
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　その対策として「原価ポテンシャル」という概念が考え出された。原価ポテ

ンシャルは，部品主査⒂が CCグラフと最新の低コスト化技術を基に，そのプ

ロジェクトが生産を開始する時点で獲得できているであろう知見をすべて投入

しても，これ以上は低減できないという原価のレベルを算出したものである。

原価ポテンシャルが示されることによって，妥当性が確保されることになった。

　更に，原価ポテンシャルは RR-CI 委員会で審査されることによって，公平

性も担保される。実際には RR-CI 委員会の本会議の前に，原価企画の事務局

が横並びを見て，特定の部品の原価ポテンシャルが甘すぎたり厳しすぎたりし

ないことを確認するのである。これは部品主査間のレベル合わせの意味合いを

持っている。

　RR-CI 委員会のお墨付きを得た原価ポテンシャルは，これ以上の原価低減は

無理だというレベルになっている。したがって，それを積み上げた車両の目標

原価がなおも予定販売価格と目標利益との差で求められる目標原価を満たせな

いようでは，そのプロジェクトの企画が成り立っていないことを意味する。

図表15　CCグラフ

CVI

ｺｽﾄ

目標原価

（出所：筆者作成）

─────────────────
⒂　個々の部品について，技術開発・品質・原価を統括的にまとめる立場の設計者。
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　近年トヨタは，開発決定の前に上記の点でプロジェクトの企画が成り立って

いるかどうかをチェックする「成立性検証」というステップを導入した。これ

は創業以来守ってきた原価企画の基本式の頑なな運用を修正したという意味

で，トヨタにとっては歴史的な決断だったと言えよう。

６．４　コンフリクトを協働に変える仕掛け

　原価企画に限らず，部署間のインタラクションが盛んであればあるほど，多

くの課題が検討され，全体最適となる解が見出される確率が高くなる。また，

検討のサイクルが早まって最適解が見出されるまでのリードタイムが短くな

る。したがって，組織の設計にあたってはインタラクションが盛んになるよう

に工夫することが肝要であり，マトリクス組織はその代表的な解の１つである

と言われる（Simons（2005），邦訳120-130頁）。３次元組織であれば尚更イン

タラクションの機会は多くなる。

　しかし部署間のインタラクションがコンフリクトを生むのでは意味がない。

インタラクションは協働の場でなくてはならない，ということである。

　原価企画では設計室別目標原価を巡って発生する，車両軸（CE）と部品軸

（設計者）との間のコンフリクトが典型的である。設計者が「限界を超える厳

しい目標だ」と主張し，CEが「証拠を示せ」と迫る構図である。

　この事態を RR-CI 委員会が未然に防ぐ役割を果たすようになった。前述の

ように RR-CI 委員会では原価ポテンシャルを審査し，お墨付きを与えて，設

計者がそれ以上の原価低減を要求されないようにしている。そして原価ポテン

シャルの積上げによって，予定販売価格・目標利益・目標原価の関係が成り

立っているかを確認する成立性検証の仕組みが導入された。原価企画にまつわ

る異軸間のコンフリクトは大きく減り，インタラクションが協働の場になって

きたと言える。
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７．まとめ

　本稿を書いている2018年５月は，国会で働き方改革の法案審議が行われてい

る最中である。そんな折，5月13日付けの中日新聞に「『働き方改革』は必要？」

と題した社説が載った。そこでは福井県の染色メーカー「ウエマツ」の経営姿

勢が紹介されている。

　高い技術力で右肩上がりの経営を続ける秘訣を聞かれた社長は，「タイム

カードもなければ残業もありません。心がけているのは社員が仕事を好きにな

る環境づくりだけ」と答えたという。ウエマツでは社員に各部署を一通り経験

させてみて，自分に向いていると思う仕事に就かせる。社長は更に「経営者の

仕事は人件費を増やすこと」だと言い，育児休暇や手当などの支援を手厚くし

ている。そうした配慮を意気に感じた社員は，他社がまねできないような多品

種・スピード処理といった高い生産性で応えているという。

　原価企画に真摯に取り組めば取り組むほど，設計者をはじめとした関係者の

疲弊を招き生産性が落ちていくことを，トヨタの原価企画担当者は感じてい

た。RR-CI 委員会が牽引する原価ポテンシャルと成立性検証の仕組みは，原価

企画の進むべき方向性を示す結果になったと言えるのではないだろうか。

　筆者が管理会計の授業で教科書として使わせて頂いている『現場が動き出す

会計』（伊丹・青木（2016），287-289頁）では，研究開発管理については「きっ

ちりした仕組みを作り，ゆるく運用する」のが最善であると結論付けている。

これは筆者も全く同感である。

　トヨタは恐らく，きっちりした原価企画の仕組みを持っている代表的な企業

の１つであろう。そして近年，きっちりした仕組みをきっちり運用することで

の弊害に気付き運用を幾らか緩めるために導入したのが，本稿で述べてきた原

価ポテンシャルというツールと成立性検証という仕組みである。

　原価企画に取り組むのは主としてエンジニアであるから，彼らの視点で原価
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企画を捉える意義は小さくない。ともすれば経理の視点から，エンジニアの希

望を聞いていたら厳しい目標原価を与えられなくなって原価企画が成り立たな

い，と考えられがちであったが，それはきっちりした仕組みを導入するまでの

話ではなかろうか。原価企画の仕組みが定着したら，今度はエンジニアの視点

に立って，生産性が最大化されるように運用を工夫するべきだということであ

る。今後エンジニアの視点に立った原価企画研究が拡がっていくのであれば，

きっちりした仕組みを緩く運用することの効用を含む，生産性の最大化の工夫

について活発に論じられることを期待したい。
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