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2014年の日本産業を読み解くキーワード
—この底流変化を見逃すな（後編）—

Point
❶  本稿では、2014 年の日本の産業を読み解く上で重要と思われるキーワードを筆者なりに選定し、

解説してみたい。
❷  キーワード選定に当たっては、個別セクターの動向よりも、幅広い業種の企業経営や産業全般にか

かわるテーマを中心に選んでいる。また、巷
ちまた

でよくある「今年のトレンド予測」や株式市場で材料
となる一過性のテーマ探しとは一線を画し、現在日本の産業の底流で起こっていて、企業の経営に
影響を与えそうな構造変化や質的変化をとらえることを重視している。

❸  2014 年のキーワードを 10 個挙げると、以下の通りである。本号ではこのうち 6 ～ 10 を取り
上げる。

  1． エネルギーのスマート化 < 再生可能エネルギー、スマートシティ >

  2． 水素社会
  3． 次世代自動車 < 次世代環境車、テレマティクス、自動運転車 >

  4． ポスト・スマホ < ウエアラブル端末、脱スマホ依存 >

  5． M2M（マシン・ツー・マシン）
　　　　＊以上は前号（「経営センサー」2014 年 1・2 月号）掲載

  6． インフラビジネス
  7． 介護ロボット
  8． 物流
  9． 訪日外国人
  10． 高度製造業 < 米国製造業の国内回帰、先進国の製造業強化策 >

6．インフラビジネス
世界中で拡大するインフラビジネス

世界各国でインフラビジネスの市場が拡大し続
けている。新興国では人口増と都市化の進展で新
規インフラの需要が膨らんでいる。一方、先進国
では 1960 年代、70 年代に造られた老朽インフラ

の維持管理・更新が待ったなしの課題となり、老
朽インフラを低コストかつ効率的に補修、刷新し、
安全を維持する技術が求められている。つまり、
世界中にインフラビジネスのチャンスが転がって
いるといえる。

日本政府は、インフラ輸出（海外でのパッケー
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ジ型インフラビジネス）を成長戦略の重要な柱の
一つに位置づけており、日本企業による海外イン
フラの受注規模を現在の約 10 兆円から 2020 年に
約 30 兆円まで拡大することを目指している。

このところ、日本勢は海外インフラの受注で成
果を上げつつある。東南アジアでは、13 年、三井
住友建設がインドネシア初の地下鉄工事を現地企
業との共同企業体（JV）で受注した。ベトナムで
は、11 年、大成建設がハノイ郊外の国際空港旅客
ターミナル工事を受注したほか、13 年、五洋建設・
東亜建設の JV が港湾工事を受注した。トルコで

は、11 年、三菱電機が国営衛星通信会社から 2 基
の通信衛星を受注した。先進国でも、12 年、13
年と日立製作所が英国の高速鉄道車両を受注して
いる。

老朽インフラ対策の優先度が高まる
老朽インフラの維持管理・更新については、こ

こにきて政策の優先度が上がっている。日本では、
1964 年の東京オリンピックのころに整備されたイ
ンフラが一斉に老朽化し、今後 20 年間で建設後
50 年以上経過する施設の割合が急速に高くなる

（図表 1）。老朽インフラの維持管理・更新に戦略
的に取り組むための体制として、13 年 1 月、国土
交通大臣を議長とする「社会資本の老朽化対策会
議」が設置され、同年 3 月、社会資本の維持管理・
更新に関し当面講ずべき措置（図表 2）が閣議決
定された。

13 年秋の臨時国会で国土強
きょう

靭
じん

化基本法が成立
し、今後起こりうる自然災害に対し、平時から事

今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について（課題と方向性）
○国民の命を守るため、以下の事項を一体的に実施していくことにより、戦略的な維持管理・更新を推進。
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【課題】 【方向性】
現状

○非構造部材、地盤も含め社会資本の安全性の総点検の実施　　○点検結果を踏まえた老朽化対策の実施
・各施設の特性に応じ、築年数、社会的影響度等の観点から
　必要性の高い施設について安全性の総点検を実施

○基準・マニュアル等の改善、見直し
・施設の特性に応じた適切な管理水準の設定
・点検対象、手法、頻度等の見直し（総点検の結果や新技術を反映）

○予算の確保
・戦略的な維持管理の推進に係る安定的な予算の確保

○法令等の整備・見直し
・法令等の改正（施設等の維持・修繕に関する基準の位置づけの明確化等）

○長寿命化計画等の策定推進等
・ 点検に基づき、施設の健全度を把握した上で、対策の内容や時期等を施設の特性に応じて長寿命化計画として策定。
・ 計画に基づき優先順位を定めて対策を実施することで、施設の長寿命化を図り、トータルコストを削減。

○体制の充実
・人材の確保・育成
・建設産業における担い手確保のための対策
・入札契約制度のあり方

・地域の多様な人材（ボランティア等）、
　民間活力（PFI／PPP等）の活用

○点検技術の見直し ○新技術の開発
 （安全性向上やトータルコスト
　縮減等に資する技術）

○新技術の導入、普及と共有化
○ITの活用等、インフラ維持管理の
　イノベーションの推進

・既存技術の活用、改善

○維持管理情報の把握
 （点検・修繕履歴など）

○維持管理・更新費の推計（各施設の状況等を的確に反映）

○情報の充実、蓄積 ○情報の共有化や利活用

○総点検の実施
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・日常点検、定期点検では把握されていない
　要対策箇所の発見

○基準・マニュアル等の改善、運用
・管理者間の点検手法等のばらつきの改善
・新技術のマニュアル等への反映

○施設状況等のデータ整備
・建設年度等の維持管理情報の蓄積、活用

○維持管理・更新費の推計
・各施設の状況等の的確な把握とそれに基づく推計

○維持管理・更新の新技術導入
・技術開発の推進とその成果の共有

○予算
・維持管理・更新費の推計を踏まえた計画性の確保

○体制
・受注者・発注者双方の人員、技術力等の不足等

○法令等
・維持管理に関する基準等の位置づけの明確化等

○長寿命化計画等の策定
・施設や管理者間に存在する長寿命化計画の
　策定状況等のばらつきの改善

課題1

課題2

課題3

課題4

課題5

○長寿命化計画の策定
（例） ・道路橋【76％（H23）→100％（H28）】
 ・下水道【51％（H23）→100％（H28）】
 ・河　川【3％（H23）→100％（H28）】

・予防保全も含めた維持管理
・計画的な更新

○長寿命化対策の実施

出所：国土交通省「社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措置」（2013年3月21日）

図表 2　社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措置（工程表の課題と方向性）

図表 1　建設後 50 年以上経過する社会資本の割合
2012年 3月 2022年 3月 2032年 3月

道路橋
（橋長2m以上） 約16％ 約40％ 約65％

トンネル 約18％ 約31％ 約47％
河川管理施設
（国管理の水門等） 約24％ 約40％ 約62％

下水道管きょ 約2％ 約7％ 約23％
港湾岸壁
（水深－4.5m以深） 約7％ 約29％ 約56％

出所：国土交通省「国土交通白書2013」
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前の備えを行い、防災・減災を図る政策が推進さ
れることも、老朽インフラ更新の動きを加速する
要因となる。

さらに、20 年の東京五輪開催に向けて国土強靭
化の取り組みが強化されることも、老朽インフラ
の更新需要を後押しする。首都圏では、3 環状道
路の整備、首都高速道路の老朽化対策、電線の地
中化構想などが 20 年までに前倒しで実行される
公算が高まっている。

負の遺産が商機に転化
これらの政策を受けて、これまでは財政の圧迫

要因として先送りされがちな「負の遺産」だった
老朽インフラ問題が、産業界にとって商機に変わ
りつつある。国と地方の財政状況が厳しい中で、
莫
ばく

大
だい

なインフラの維持管理費や更新費を捻出でき
ないという現実がある中、コストを抑制しつつ、
課題を解決する知恵を出すのは、民間企業の出番
である。

技術力に定評のある日本企業が、これまで人手
に頼っていた点検作業を効率化するための技術（検
査や監視の定量化、自動化）、長期にわたり建造物
を監視しながら異常の発生を発見する技術、老朽
化したインフラの検査・メンテナンス計画を最適
化する管理ツール、インフラ更新のための新素材
や新工法等の開発などを加速させている。

「使用しながら」維持管理・更新する技術に注目
インフラの維持管理・更新の切り札の一つとし

て注目されるのは、「インフラを使用しながら点検
や補修工事ができる」技術であろう。このタイプ
の技術の代表事例としては、積水化学工業が開発
した下水道管路更生（リニューアル）の独自工法

（SPR 工法）が挙げられる。同工法は、下水管の
開削が不要で、流路を遮断することなく（下水を
流したまま）、老朽化した管の内側に樹脂膜を張っ
て修復するもので、低コストで長寿命化を実現で
きる。

このほか、計測検査（株）（北九州市八幡西区）

が三菱電機と共同開発したトンネル天井部を点検
する専用車両も類似事例である。時速 50km で走
行しながらレーザーを照射して 3 次元計測する機
能を備え、交通規制を行うことなく長大なトンネ
ルを短時間で計測できる。また、橋梁工事で業界
トップクラスのピーエス三菱は、建築物を使用し
ながら外部からの補強で耐震補強工事を行う工法

（PCaPC 外付けフレーム耐震補強工法）を手がけ
ている。

センサーを活用した老朽化対策を輸出商品に
インフラ老朽化対策には IT（情報技術）の活用

が欠かせない。とりわけカギとなるのはセンサー
の活用である。インフラの老朽化問題の解決には、
前号で取り上げた 5 番目のキーワード「M2M（マ
シン・ツー・マシン）」の技術の活用が期待されて
いる。

政府が IT 戦略として 13 年 6 月に閣議決定した
「世界最先端 IT 国家創造宣言」の中でも、「劣化・
損傷箇所の早期発見、維持管理業務の効率化につ
ながるセンサー、ロボット、非破壊検査等の技術
の研究開発・導入を推進する」「20 年度までに国
内の重要インフラ・老朽化インフラの 20％につい
てセンサー等の活用による点検・補修を行うとと
もに、世界共通の課題となりうる社会インフラの
老朽化対策について、わが国がフロントランナー
となれるよう、課題解決の成功モデルを構築し、
国際展開を図る」と表明された。

上記表明の末尾でうたわれているように、日本
企業が持つインフラ保全・維持の技術を国内の老
朽化対策や国土強靭化に役立てると同時に、産業
としてこれからの日本を支える強い輸出商品に育
てていく発想が重要であろう。

7．介護ロボット
国の支援策が動き出した

人類がかつて経験したことのないスピードで高
齢化が進む日本では、13 年に 65 歳以上の高齢者
が総人口に占める割合が 25.1％に達し、今後介護

経済・産業
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1  社会保障国民会議が 2008 年に行ったシミュレーション結果による。
2   自動排泄処理装置の介護保険の適用が 12 年度に購入からレンタルに変更されたことにより、ユーザーの負担が軽減されたことで、

在宅介護での需要が拡大した。
3  経済産業省と厚生労働省が 12 年 11 月に共同発表した「ロボット技術の介護利用における重点分野」に基づく事業となっている。

需要の急拡大が見込まれる。「団塊の世代」が全員
75 歳以上になる 25 年には、212 〜 255 万人程度
の介護職員が必要になるとされ 1、介護人材不足
が深刻化する懸念がある。この課題の解決策の一
つとして、世界最高水準といわれる日本のロボッ
ト技術を活用することが期待されている。

さらに、政府も介護ロボットを新たな輸出産業
として育成するため、積極的な開発支援に乗り出
しており、「日本再興戦略」（13 年 6 月）でも「ロ
ボット介護機器開発 5 カ年計画」の実施が重点政
策の一つに盛り込まれた。これらを受けて、介護
ロボットの開発や普及が今後進展することが期待
される。

現状は、価格が高いことなどから、国内におけ
る介護現場での介護ロボットの使用は、排

はい

泄
せつ

支援
機器など一部に限られている 2。

だが、国の支援策が動き出している。13 年度に
は、経済産業省の ｢ ロボット介護機器開発・導入
促進事業 ｣ の第 1 次採択事業 24 件が決定してお
り、国家プロジェクトとして 15 年度までに最終
製品化を目指すことになっている。同事業の特徴
は、作り手の立場からロボットをみる経済産業省
と、使い手の立場からロボットをみる厚生労働省
との協力関係が成立していることである 3。

経済産業省は 14 年度から介護施設での介護ロ
ボットの大規模な試用実験を始め、実用性の検証
を進める予定である。また、13 年度補正予算を原
資として、介護ロボットの購入を希望する介護事
業者に対し購入費用の 2 分の 1 以上を助成する制
度が 14 年に創設される予定である。

さらに、15 年度に予定されている介護保険制度
の見直しにおいて、介護ロボットの介護保険適用
製品が増加すれば、導入負担が減り、介護現場へ
の普及に弾みがつくと予想される。

多様な企業が介護ロボット開発に参入
調査会社の矢野経済研究所の予測によれば、国

内の介護ロボットの市場規模（出荷額ベース）は、
12 年度は 1 億 7,000 万円にすぎないが、15 年度か
ら本格的に市場が立ち上がり、20 年度には 349 億
8,000 万円に拡大する見通しである（図表 3）。

介護ロボットは、その用途や機能によって、①介
護者支援型（高齢者のベッド移動、車いすへの移
乗、入浴・排泄などの介護業務の負担を軽減する）、
②自立支援型（歩行・リハビリ・食事・読書など、
介護される側の自立を支援する）、③コミュニケー
ション・メンタルケア型（高齢者と交流、会話し、
セラピー効果や見守り機能をもつ）、などに分類で
きる。

介護ロボット市場には多くの企業がビジネス
チャンスを見いだしており、ロボット製造を手が
ける機械メーカーのほか、電機メーカー、自動車
メーカー、独自技術をもつ中小企業など、幅広い
業種の企業が介護ロボットの開発に参入している。

また、オリックス・リビングやツクイなどの介
護サービス事業者の側が、介護ロボットの研究開
発に自ら取り組む事例が増えてきた。介護職員の
不足への危機感を背景に、「将来的には、介護現場
の担当者の負担軽減などのために、ロボットの手
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出所：矢野経済研究所「介護ロボット市場に関する調査結果2013」

図表 3　介護ロボットの国内市場規模の推移と予測
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4  13 年度設備投資計画の前年比は、自動車が 8.4％、電気機械が 2.1％で、運輸業、不動産業はこれらを大きく上回っている。

を借りるしかない」と考えて、介護ロボットの開
発・導入に主体的に関わるようになったのである。

国際標準を狙う動きも進展しつつある。介護ロ
ボットは人が直接身につけて使うことが多いため、
高い安全性が求められるが、従来は統一の安全基
準や安全性を認証する仕組みがなかった。企業の
研究開発や量産体制の整備を促進し、国際競争力
を確保することを狙って、政府は日本が主導して
策定した安全規格を国際標準化機構（ISO）に採
択されるよう働きかけ、国際基準に沿った安全認
証を国内で取得できる体制の整備を進めている。

事業化で先行する欧州市場
このように、「高齢化先進国」日本で、社会を支

える新たな産業として介護ロボットへの期待が高
まり、国の支援策強化を背景に、介護ロボットの
実用化に向けて動き出す企業が増えている。

とはいえ、この分野の実証・実用化に向けた政
策支援では日本は欧州に後れをとっていることを
認識する必要がある。先行して介護ロボット事業
に取り組む日本企業では、早期に事業化が可能な
欧州市場を優先して実用化を目指す事例が目立つ。

例えば、歩くのが不自由になった人の歩行を助
けるロボットスーツ「HAL」を開発したサイバー
ダインは、13 年 8 月に欧州の安全要求に適合して
いることを示す CE マークを取得したほか、同月、
ドイツにおいて医療機器としての認証を取得し、
公的な労災保険の適用が決まり、HAL を使った治
療を既に始めている。

高齢化先進国としての「地の利」を生かせるか
介護ロボットを開発する国内企業にとっては、

早期に事業化でき、投資回収ができる海外市場で
先行して事業に取り組むことは当然の選択であ
る。日本が高齢化先進国としての「地の利」を生
かし、新たな成長産業、競争力のある輸出商品と
して介護ロボット市場を拡大させていくためには、

政府が、医療保険の対象認可にかかる時間の短縮、
安全リスクを担保するための保険制度の確立、開
発・事業化を担う企業が活用しやすい、柔軟性の
ある医療環境の整備などに戦略的に取り組むこと
が必要だろう。

8．物流
活況を呈する大規模物流施設

インターネット通販の急拡大を背景に、首都圏
など都市部周辺の地域を中心に、大規模な（延べ
床面積 10,000 ㎡以上の）物流施設への需要が高
まっている。需要の拡大を見越して、近年、三井
不動産、三菱地所などの大手不動産企業が一斉に
大規模物流施設の開発、供給を強化している。

足元の利用状況をみると、首都圏のマルチテナ
ント型と呼ばれる賃貸型の大規模物流施設の空室
率は低下傾向にあり、13 年第 4 四半期には対前期
比 0.3 ポイント低下の 4.0％となった（不動産サー
ビス大手、シービーアールイー（CBRE）の調査
による）。大型供給が相次いだにもかかわらず、需
要が堅調なため、需給は引き締まっている。

日本政策投資銀行が実施した 13 年度の設備投
資計画調査（13 年 8 月発表）の業種別の伸び率を
みると、運輸業が前年度比 16.8％増、不動産業が
同 31.2％増と投資意欲が旺盛である 4。前者では
物流施設整備への投資、後者では商業物流施設へ
の投資が大幅に増加したことが押し上げ要因と
なっている。

ネット通販市場拡大が需要を押し上げ
最近の大規模物流施設は、荷物の保管だけを目

的とする倉庫とは異なり、高度な荷さばきや仕分
けを効率的に行う機能を備えたものが多い。荷主
企業の側で低コストかつ迅速な配送への要求が高
まっており、物流業務を包括して物流業者にアウ
トソーシングする形で、これらの高機能な施設を
活用する動きが広がっている。
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5   木川眞・ヤマトホールディングス社長は、「製造前後の物流コストや在庫コントロールには改善できる余地が多い」「そういう意味
では、日本の製造業の成長原資になるのは、ロジスティクスの改革だ」「企業の物流機能を一括して担う 3PL（サード・パーティー・
ロジスティクス）に根こそぎ外部に委託できるのは物流量の多い企業だけ。3PL がカバーできていない中小企業では物流改革は進
んでいない。そこで、この領域に入ろうと決断した」と語っている（出所：『日経ビジネス』2013 年 9 月 16 日号、36 頁のインタ
ビュー）。

高機能な大型物流施設に対する需要が増大して
いる背景には、インターネット通販市場の拡大を
背景に（図表 4）、複数事業者の商品の一括取り扱
いや多頻度で迅速な小口配送へのニーズが高まっ
たことがある。ネット通販業者にとって倉庫の確
保や発送業務は多大な労力とコストがかかるもの
だが、出店店舗向けに倉庫貸しや発送代行をする
物流大手に物流機能を委託することにより、中小
企業でも集客や販売を伸ばすことが可能になる。

このほか、東日本大震災以降、耐震・防災への
意識が高まり、老朽化した物流施設から高機能な
施設にシフトする動きが生じたことも高度な物流
施設の需要を後押ししている。

ヤマト運輸、大型物流ターミナル建設の狙い
宅配便事業最大手のヤマト運輸を核とするヤマ

トグループは、13 年、東京大田区の羽田空港隣接
地に日本最大級の物流ターミナル「羽田クロノゲー
ト」（敷地面積約 9.9 万㎡、延べ床面積約 19.8 万
㎡）を開業したほか、神奈川県愛甲郡にも大型物
流ターミナル「厚木ゲートウェイ」を稼働させた。
15 〜 16 年には中部と関西にも大型物流ターミナ
ルを建設する予定である。

同社がこれらの大型物流施設を建設する狙い
は、一つは時間軸の短縮（「止めない物流」の実現）
である（同社はこれにより三大都市圏での当日配
達を可能にする計画である）。

もう一つの狙いは、荷物が流れる間に付加価値
をつけることである。大型物流ターミナル建屋は、
異なる荷主から集荷した荷物を発送先別に集荷し
同
どう

梱
こん

する作業や、機器の修理、組み立て、最終検
査などができる機能を備えており、これらの付加
価値を顧客に提供できる。これは、同社がこれま
で未開拓だった製造業などの企業間物流の領域に
乗り出す取り組みといえる 5。

IT と物流の接点に商機あり
企業誘致に取り組む地方自治体も、誘致対象と

して物流に熱い視線を向けている。かつて工場が
立地した工業団地が物流拠点の集積地に変貌する
現象が、全国各地で起こっている。大型の物流施
設は雇用創出効果が見込まれるほか、内需型であ
るため、工場と違って海外に移転してしまうこと
はない。このため、企業を誘致する自治体の側で
も、物流施設の立地を歓迎する動きがみられる。

人口減少社会の日本では物流施設への需要も減
少すると考えがちだが、実際はその逆である。人
口減少社会だからこそ、企業は 1 人当たり労働生
産性を上げる必要があり、そのために人や物の流
通を効率的にする物流施設への需要が伸びると考
えられる。

また、IT の進化は物流需要を拡大させると同時
に、物流に IT を活用することで新たな価値を創
出することが可能になっている。実際、IT と物流
の接点に商機が潜んでいることに目をつけ、近年、
さまざまな業種や業態で、国内外の多くの企業が
IT を活用した物流機能の強化に取り組んでいる。

外資では、ネット通販の巨人、アマゾンの動向
から目が離せない。同社は日本国内にも巨大な物
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出所：�経済産業省「電子商取引に関する市場調査報告書（2012年度）」
より作成

図表 4　 日本の消費者向け電子商取引（BtoC-EC）
市場規模
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流ネットワークを構築しており、配送以外の全て
の業務を自前で行っている。

13 年 12 月、アマゾンのジェフ・ベゾス CEO
は、無人ヘリコプターを使って 30 分以内に小さ
な商品を顧客に配送するという驚くべき構想をぶ
ち上げ、話題を呼んだ。これは単なる話題づくり
ではなく、宅配業者に頼っている最後の配達（い
わゆる「ラスト・ワンマイル」）の部分で、商品を
いかに効率的に顧客の自宅に届けるかといった課
題に対する一つの解決策を提案したものととらえ
るべきであろう。

9．訪日外国人
過去最高を更新した訪日外国人数

日本を訪れる外国人数はこのところ大きく増加
しており、13 年は前年比 24％増の 1,036 万 4,000
人と、初めて 1,000 万人の大台に乗り、これまで
過去最高だった 10 年を上回った（図表 5）。

訪日外国人の地域別の構成比をみると、韓国、
台湾、中国などの東アジア（構成比 64.9％）、タ
イ、シンガポールなどの東南アジア（11.1％）の
両地域で全体の 76％を占め、以下、北米（9.2％）、
欧州（5.1％）と続いている。対前年伸び率が高かっ
た国は、香港（前年比 54.8％）、台湾（50.8％）、
タイ（74.0％）、ベトナム（53.0％）、マレーシア

（35.6％）、インドネシア（34.8％）、シンガポール
（33.1％）などである。

訪日外国人数増加の背景には、①円安進行によ
る旅行費用の割安化、②タイやマレーシアなど
ASEAN5 カ国のビザ（査証）の発給要件の緩和（13
年 7 月）、③東アジアを中心とした LCC（格安航
空会社）就航の増加によるフライト座席供給量増
加・航空運賃低下、④アジアにおける中間所得者
層の増加に伴う旅行需要の拡大、などの要因が影
響していると考えられる。

もっとも、1,000 万人は通過点にすぎない。政
府が制定した観光立国推進基本計画（12 年 3 月閣
議決定）では、20 年までに訪日外国人旅行者数を
2,500 万人、30 年に 3,000 万人超にするという高
い目標が掲げられている。

消費の現場で高まる訪日外国人の存在感
訪日外国人の増加は、観光業のみならず、広く

日本経済にプラスのインパクトを及ぼす。日銀が
13 年上半期の暦年換算値をもとに行った試算 6 に
よれば、訪日外国人による消費額により誘発され
る生産額は約 3 兆円、うち粗付加価値額は約 1.6
兆円（名目 GDP 対比 0.3％程度）、誘発される雇
用者数は 20 万人強（雇用者総数対比 0.3％程度）
とされる。

このように、マクロ経済全体に与える影響はま
だ限定的といえるが、特定の分野や業種では、相
応のプラス効果を及ぼし始めている。

日銀の分析によれば、宿泊業では、訪日外国人
消費のウエートが 6 〜 7％に達しているほか、飲
食業、旅行運送業でも 1％台半ば、相対的に大き
くなっている。13 年 4 〜 9 月期に JR 東海など鉄
道大手 10 社が純利益で過去最高益を更新した背
景には、景気回復に加えて、訪日外国人の増加が
寄与している。鉄道会社という内需産業の代表的
存在の企業にも、訪日外国人増の恩恵が及んでい
ることに注目すべきであろう。

実際、最近の国内消費の現場では、随所で訪日
外国人の存在感が高まっており、これを反映して、
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出所：日本政府観光局（JNTO）資料をもとに作成

図表 5　訪日外国人旅行者数の推移

6  日本銀行「日銀レビュー」2013 年 11 月「最近の訪日外国人増加の背景とわが国経済への影響」。
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内閣府「景気ウォッチャー調査」の判断理由集の
コメントにも訪日外国人増加に関するコメントが
散見されるようになっている。

「海外から来た内需」を取り込む動き
こうしたなか、外国人消費という「海外から来

た内需」の取り込みに注力する企業が増えてきた。
例えば、イスラム圏からの訪日外国人が急増し

ていることに対応して、ハラル（イスラム法で許
された項目）認証の取得に動く企業が増えている。
これまでは食品関連の大企業がイスラム教徒の多
い東南アジア等での生産を始める際に、現地でハ
ラル認証を取得するといったケースが大半であっ
た。しかし最近では、国内でハラル対応の製品、
ツアー、レストラン、サービス等を開発・整備す
る動きが活発になっている。

今や世界の人口の約 4 分の 1 がイスラム教徒
で、2030 年には世界人口の 3 割に達するといわれ
ている。この巨大市場を商機につなげようと、食
に関する宗教的な配慮に関する環境整備に乗り出
す企業が増えているのである。

官民挙げてMICEを誘致
訪日外国人増加の経済効果の恩恵を得ようと、

最近、国や自治体、企業が注力しているのが
「MICE」の誘致である。MICE とは、Meeting（会
議・研修）、Incentive Travel（報奨・招待旅行）、
Convention（国際会議・学会）、Exhibition / Event（展
示会・見本市・イベント）の頭文字をとった略称
である。これらは企業や業界団体、学会などが主
催するために、予算が潤沢で、参加者は会議や宴
会後に伴侶とともに観光も楽しむことも多い。
MICE 参加者の 1 人当たり消費額は一般の旅行者
の約 7 倍といわれる。1 万人程度の国際会議が開
催された場合、約 39 億円の経済波及効果がもた
らされると推計されている 7。

かつてアジア・太平洋地域での MICE は日本が

圧倒的なシェアを誇っていたが、近年は競合する
シンガポールや中国の台頭に押され、日本のシェ
アは低下している。13 年 6 月の「日本再興戦略」
では、30 年までに MICE 誘致でアジア首位の地位
を取り戻すことが明記された。

13 年の国内の国際会議開催件数は、円安の追い
風に加え、政府や自治体の誘致活動強化が功を奏
し、前年比約 1 割増え、過去最高水準になった模
様だ。

伸びしろの大きい訪日外国人数
外国人旅行者を呼び寄せる魅力の高い観光コン

テンツに恵まれながら、現状日本の観光産業は未
成熟である。外国人訪問者数の国際比較（12 年）
では、日本は世界で 33 位、アジアでも 8 位と低
位にとどまっている。日本を訪れる外国人訪問者
数はフランスの 10％、ドイツの 27％にすぎな
い。日本の旅行収支（受取）の対名目 GDP 比も
0.2％と、主要国の中で最も低い。これは裏を返せ
ば今後の伸びしろが大きいことを意味する（図表
6）。

また、観光立国を目指す日本の強みとして「お
もてなし」を挙げる日本人が多いが、現状、外国
人からは日本の「おもてなし」がそれほど高く評
価されていない。世界経済フォーラムが 13 年に
まとめた世界 140 カ国を対象とした「外国人旅行
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出所：IMF資料より作成

図表 6　旅行収支（受取）の対名目 GDP 比（2012 年）

7  観光庁の経済波及効果の簡易測定ツールによる試算。

2014年の日本産業を読み解くキーワード



経営センサー　2014.3
1212

者に対する国民の態度」のランキングでは、日本
は 74 位にとどまっており、決して高くない 8。こ
の点でも改善の余地が大きいといえよう。

20 年の東京五輪開催が強い追い風となって、訪
日外国人数の増強や消費喚起に向けた官民の取り
組みが一層強化され、個人消費の下支え要因に
なっていくことが予想される。

10．高度製造業
米国製造業に国内回帰の動き

日本よりも早い時期に生産拠点の海外移転が進
み、国内の製造業が空洞化した米国で、最近、製
造業の生産拠点の国内回帰の動きが報じられ、リ
ショアリングの進行が喧

けん

伝
でん

されている。リショア
リングとは、オフショアリング（生産の一部を海
外に移管すること）の反対語で、生産拠点を自国
内に回帰させることを意味する 9。

最近、米国企業の間で、リショアリングの事例
が増えつつあるのは確かである 10。キャタピラー
は 11 年、大型ショベルの製造ラインを日本から
テキサス州の工場に移した。GE は 12 年、閉鎖寸
前だったケンタッキー州ルイビルの工場を再生し、
中国やメキシコから白物家電の生産を戻した。
フォードは 15 年までに国内で時間工 1 万 2,000 人
以上を雇用し、中国やメキシコなどから米国への
生産移管を行う計画である。また、アップルはこ
れまで中国や台湾などに製造委託していたが、13
年秋、パソコン「Mac Pro」の生産をテキサス州
内の企業に切り替えたほか、14 年、アリゾナ州で
部品生産を開始する。

 
米国でなぜリショアリングが進んだか

米国でリショアリングが進んだ背景には、①進
出先である中国などアジア新興国における賃金の

大幅上昇、②オフショアリングの弊害（品質悪化、
迅速なニーズ対応の困難化、知財流出等）への反
省、③ものづくりの革新（3D 工作機器、ロボッ
ト技術、自動化ラインの進化等）による、少ない
労働力での効率的な生産方法の実現、④ FTA（自
由貿易協定）の整備の進展による輸出拠点として
の米国の魅力向上、⑤シェール革命に伴う国内の
インフラ需要増大と原燃料価格低下、などがある。

ボストン・コンサルティング・グループが米国
に本社を置き、海外に生産拠点を持つ売上高 10
億ドル以上の企業の幹部を対象に実施したアン
ケート調査（13 年調査）によれば、対象企業の
54％が「リショアリングを計画または検討中であ
る」と回答した。この比率は 12 年の前回調査に
おける 37％から大きく上昇しており、現実に米国
に製造業の拠点が戻りつつあることが分かる。

一方、米国で製造業の国内回帰が本格的に進ん
でいるとまではいえないとの指摘も多い。米国の製
造業雇用者数は、90 年代後半から減少傾向となり、
12 年には 1,192 万人と 98 年の 1,756 万人から約
500 万人も減っている。10 年以降は心もち回復の
兆しが見られるものの、明確な増加傾向に転じたわ
けではない。これは、米国におけるリショアリング
の動きは一部の企業にとどまり、全体的なトレンド
になっていないほか、工場は戻っても新規雇用をわ
ずかしか生まない事例が多いためと考えられる。

また、米国で起こっているリショアリングの中
には、企業がグローバルな生産拠点の最適配置を
進める中で、旺盛な需要がある国で生産する「地
産地消」を実行した結果であるケースも含まれ、
必ずしも製造業の国内回帰と呼べないものもある。

注目すべき米国の製造業強化策
このように、米国で製造業の国内回帰と呼べる

8  首位はアイスランドとニュージーランド。東アジアでは、タイ（13 位）、シンガポール（16 位）が高順位となっている。
9  類似の用語として、生産に最もふさわしい経済的条件を備えた場所を国内で新たに探すことを「ニアショアリング」と呼ぶ。
10   米国への生産移転の動きは米国企業だけではなく、他国企業にも広がっている。独シーメンス（ガスタービン生産、ノースカロ

ライナ州）、英ロールスロイス（ジェットエンジン部品、バージニア州）、中国レノボ（タブレット端末等、ノースカロライナ州）
等が、米国に生産拠点を移している。
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構造的変化が実際に生じているか否かについては、
慎重に分析して判断する必要がある。

ここで注目したいのは、米製造業の国内回帰の
背景には、上記①〜⑤のほかに、米国が国策とし
て明確に製造業強化策を打ち出しているという要
因があることである。

オバマ政権（第 2 期）は、「16 年までに 100 万
人の製造業雇用創出」を公約に掲げ、14 年度予算
教書の中で、法人税引き下げや研究開発税制の拡
充などの税制優遇策、工場閉鎖地域など特定地域
における製造業の投資喚起・雇用創出策、などの
実行を表明している。

新興国企業の台頭や米国の産業競争力低下への
危機感を背景に、オバマ政権は 11 年ごろから製
造業再生策に取り組んでおり、2 本柱としてリショ
アリング促進策と製造イノベーション政策を推進
している。製造イノベーション政策では、「先進製
造業」11 を米国内に根づかせ、輸出拡大・雇用創
出を図ることを目指している。「先進製造業」を重
視するのは、それが比較的高い報酬をもたらす良
質な雇用を生むためである。

今後こうした政策の効果が発現し、米国の「製
造業ルネサンス」に拍車がかかるかどうか注目さ
れる。

欧州諸国も製造業強化に動いている
製造業強化策に取り組んでいるのは米国だけで

はなく、欧州の先進国でも同様の動きがみられる。
例えば、ドイツ政府は「Industry4.0」12 と呼ば

れる、製造業高度化のための産官学連携プロジェ
クトを推進している。同プロジェクトはドイツで
11 年に開催された産業機器の展示会「Hannover 
Messe 2011」で発表され、2 年後の「Hannover 
Messe 2013」でワーキンググループの最終報告が
発表された。IT を活用してネットワークに接続さ

れた工場内外のモノやサービスがつながることで、
新しい価値やビジネスモデルを生み出すことを狙
いとしている。

また、英国政府は金融経済依存から脱却しよう
と、製造業強化に舵

かじ

を切り、11 年 12 月から 2 年
間の「製造業の将来」プロジェクトを推進した。
同プロジェクトの狙いは、50 年までの製造業の在
り方を展望して、長期的視点で将来の環境変化に
対応できる体制を整備することにある。ハードだ
けでなくソフト面との融合、機能以外の付加価値
がますます重視されるようになると展望している。

日本の製造業は国内回帰するか
これまで述べた米欧の動向を踏まえ、日本経済

への示唆を考えてみよう。
まず、日本で製造業の国内回帰が起こる可能性

はあるだろうか。米国で製造業の国内回帰が進ん
だ背景に挙げた①〜⑤の 5 項目のうち、⑤の
シェール革命の要因は日本には当てはまらない。
また、移民の流入で人口増加が続く米国と比べて、
人口減少が続く日本は成長市場としての魅力が低
い点では不利である。しかし、前述の①〜④の四
つは、いずれも日本でも当てはまる。したがって、
日本でも国内回帰が進む可能性はあると考えら 
れる。

人口減少で国内市場が縮小し、主戦場が新興国
など海外市場となっているなか、日本企業は需要
のある国で生産する「地産地消」を目指すため、
全体として海外生産シフトの流れは続くだろうが、
特定の分野や工程では生産の国内回帰が進んでも
おかしくない。日本よりはるかに早く製造業の空
洞化が進んだ米国で製造業回帰の動きが進む中、
日本での生産が本当に不利なのかどうかをあらた
めて問い直す企業が増えることが予想される。

現に、日本でも安い人件費だけを求めて生産拠

11   先進製造業とは、①情報、自動化、ソフトウエア、センサー、ネットワーク構築等を活用するもの、かつ（または）、②物理学・
生物科学が生み出す最先端の素材や能力を活用するもの、と定義され、新たな製品および製造工程を含む概念とされている（出所：
PCAST（大統領科学技術諮問委員会）「Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing」2011 年 6 月）。

12  機械化（第 1 次）、電力活用（第 2 次）、自動化（第 3 次）に続く、第 4 次の産業革命と位置づけられている。
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点を移す安易な発想ではなく、トータルコストを
勘案して、新興国での生産より国内生産の方が有
利との判断から、生産拠点を国内に戻す事例が散
見されるようになっている。

どの技術や工程を国内に残し、どの技術や工程
を海外拠点に置くのかという戦略を持つ必要があ
る。そこでは、コストの観点だけではなく、米国
が製造業強化策で重視しているように、イノベー
ション促進にとって不可欠かどうかという視点か
ら生産拠点の立地を考えることが重要であろう。

その際の判断材料の一つとして参考になるの
は、図表 7 に示したマトリックスである。これは
米国の経営学者のゲイリー・ピサノとウィリー・
シーが提示したもので、国内の R ＆ D 拠点と製造
拠点とを切り離して立地させた場合に企業のイノ
ベーションにどのような影響が出るかを判断する
ポイントとして、「R&D と製造の相互の自律度」
と「製造プロセス技術の成熟度」という二つの軸
に着目したものである。

製造プロセス技術は成熟化していても、プロセ
スを微妙に変更しただけで製品特性に予測のつか
ない変化をもたらす可能性があるケースでは、設
計と製造を切り離すべきではない。また、製造プ
ロセス技術の成熟度と、R&D と製造の相互の自律
度が両方とも低い場合、重要なプロセス・イノベー
ションが進展し、付加価値の大きい製品が生まれ
る可能性があるため、やはり R&D と製造を切り
離すべきではないと考えられる。

日本でも必要な製造業強化策
米欧の製造業強化策の背景には、国力の維持、

イノベーションの促進、良質な雇用確保のために
は、製造業を強化し、その生産拠点を国内に持つ
ことが重要という認識がある。

良質な雇用の創出が喫緊の課題となっている日
本においても、産業政策として国内に高度な製造
業の立地を促進することは重要であろう。

製造業が衰退しても、サービス業への労働移動

製造プロセスの成熟度が高く、製品設計と製造を密接に連携さ
せる意義は小さい。したがって、製造をアウトソーシングする
ことが合理的である。

【具体例】
デスクトップ・コンピュータ、家電製品、医薬品有効成分、汎
用半導体

純然たる製品イノベーション
プロセス技術は成熟しているとはいえ、依然として製品イノ
ベーションと切っても切れない関係にある。したがって、プロ
セスに微妙な変更を施しただけで、製品特性に予測のつかない
変化が生じる可能性がある。それゆえ、設計と製造を切り離す
わけにはいかない。

【具体例】
工芸品、高級ワイン、高級アパレル、熱処理した金属加工品、
先端素材の加工品、特殊化学品

プロセス一体型の製品イノベーション
高

低

低 高

プロセス技術が長足の進歩を遂げているが、製品イノベーショ
ンとの関連性は低い。したがって、製造拠点の近くで設計する
必然性はない。

【具体例】
先端半導体、高密度フレキシブル回路

純然たるプロセス・イノベーション
重要なプロセス・イノベーションが足早に進展しており、製品
に大きな影響を及ぼす可能性がある。したがって、R&D と製造
を緊密に連携させる意義はきわめて大きい。それゆえ、両者を
切り離した場合のリスクはきわめて高い。

【具体例】
バイオ医薬品、ナノ素材、有機ＥＬや電気泳動ディスプレー、
超微細組立品

プロセス主導型の製品イノベーション

製
造
プ
ロ
セ
ス
の
成
熟
度
（
プ
ロ
セ
ス
の
進
化
の
度
合
い
）

自律度　（製品設計に関する情報と製造プロセスの分離に関する許容度）

出所：ゲイリーP.ピサノ、ウィリーC.シー「アメリカ製造業復権のシナリオ」、『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』2012年6月号

図表 7　製造業とイノベーションの関係（自律度と成熟度のマトリックス）
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がうまく進めば、望ましい産業構造の転換であり、
何の問題もないという考え方があるが、これには
落とし穴がある。日本の場合、製造業からサービ
ス業に就業構造がシフトすると、正社員の割合が
減って身分が不安定になる上、賃金水準が下がる
という現実がある。産業別の正社員数の割合は、
製造業では 79.1％であるのに対し、卸売業・小売
業では 51.7％、宿泊業・飲食サービス業では
37.3％、生活関連サービス業・娯楽業では 50.1％、
医療・福祉 66.3％にとどまっている（厚生労働省

「パートタイム労働者総合実態調査（2011 年調査）」
による）。また、産業別の月間現金給与額は、製造
業の 37.2 万円に対し、卸売業・小売業 27.1 万円、
飲食サービス業等 12.7 万円、生活関連サービス業
等 21.9 万円、医療・福祉 29.5 万円にとどまって
いる（厚生労働省「毎月勤労統計調査（2012 年確
報）」による）。

アベノミクスが成功するためには、これまで下
落を続けてきた賃金が上昇することが必要だが、
その実現のためには製造業が雇用の受け皿として
の役割をしっかり果たすことが求められる。

先進国に立地すべき高度な製造業とは
では、先進国で国内に立地を促進すべき高度な

製造業とはどのようなものであろうか。モノ単体
の技術の先進性、ハードウエアの高付加価値化だ
けを目指すものではないはずだ。新興国企業との
競争激化やコモディティー化の速度が速まってい
ることを踏まえ、事業として競争優位に立てる、
先進的な製造業の育成・強化を図る必要がある。

注目すべきは、先に見た米国、ドイツ、英国が
政策として指向する先進的製造業の姿に共通点が
見られることだ。いずれも、モノ（ハードウエア）
だけの高度化を目指すのではなく、IT を活用した
ネットワーク化やソフトウエア、サービスとの融
合が強調されている。

すでに先進的な製造業企業は、こうした方向に
舵を切っている。近年、事業構造の「製造業シフ
ト」を強化している米 GE は、12 年秋以降、「イ

ンダストリアル・インターネット」戦略を推進し
ている。同戦略は、産業用機器と IT の融合に関
するコンセプトで、航空機エンジンや医療機器な
どの産業機器に多数のセンサーを搭載し、イン
ターネット経由でビッグデータを収集・解析・活
用することで、運用効率の向上、新たな価値の創
出、新製品の改良等につなげることを目指してい
る。インダストリアル・インターネットの効果に
より、例えば航空部門では今後 15 年間で 300 億
ドル、医療部門では同 630 億ドルの価値が生み出
されると試算している（図表 8）。

GEの新戦略のモデルは日本にあり
だが、GE の「インダストリアル・インターネッ

ト」は、決して目新しいものではない。日本には
GE よりも早くから類似のビジネスモデルを確立
している企業が存在する。

日本の建設機械大手のコマツは、建設機械の中
に埋め込まれた GPS（全地球測位システム）やセ
ンサーによって車両の稼働状況などのデータを収
集・送信する「コムトラックス」と呼ばれるシス
テムを導入し、顧客のコスト削減や生産性向上に
つなげている。

また、血球計数検査分野で世界トップの医療機
器メーカー、シスメックスは、顧客の分析装置と
カスタマーサポートセンターをネットでつなぎ、

セグメント 節減の種類 15年間の予測価値
（B=10億米ドル）

産業

商業 $30B1%の燃料節減航空

ガス火力発電 $66B1%の燃料節減電力

システム全体 $63B1%のシステム
非効率性の削減医療

貨物

探査と開発

$27B

$90B

1%のシステム
非効率性の削減
1%の資本支出の

削減

鉄道

石油とガス

主要部門で実現可能となるパフォーマンス

（注）各部門で1％の効率化を15年間継続することを前提とした試算
出所：�GE「Industrial�Internet：Pushing�the�Boundaries�of�Minds�and�

Machines」

図表 8　 GE「Industrial Internet」による 
産業部門別の効果
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装置の状態をリアルタイムで監視し、顧客が気づ
く前に装置の異常を察知し対応する、独自のネッ
トワークサービスを提供している。

このような取り組みこそが先進国が目指すべき
高度製造業の姿と GE は見定めたわけであるが、
同じ認識をもつ日本企業の経営者は少なくないよ
うにみえる。三菱ケミカルホールディングス社長
の小林喜光氏は、「単に第 2 次産業の製造だけでな
く、第 3 次産業のサービス業的な要素を含めた製
造業を意味する “2.5 次産業” が今後の日本企業
の生き方だと考える」と語っており 13、同社が
2.5 次産業での新規展開の第 1 号案件として、ヘ
ルスケアの新会社で IT を組み込んだ医療を軸と
する独自のビジネスモデルを目指している。

製造業と ITの融合領域を注視せよ
本稿で筆者が選んだ「2014 年の日本産業を読

み解く 10 のキーワード」（前号および本号掲載）
の顔ぶれには目立った特徴がある。それは、製造
業（ものづくり）と IT との融合に関係するテー
マが数多く選ばれたことである。「自動車と IT の
融合」「自動運転車」「ウエアラブル端末」「M2M」
などがそれである。また、「インフラビジネス」「物
流」「高度製造業」についても、いずれも製造業や
リアルの産業が IT と接する領域に商機が広がっ
ていることに着目して選定したキーワードである。

あらゆるモノがネットワークでつながり、基本
ソフトなどの共有インフラが活用できるようにな
ると、参入障壁が低くなるほか、既存の製品やビ
ジネスが再定義を迫られることになる。例えば、

自動車は単体としての存在ではなく、ネットワー
クを構成する情報端末の一つという位置づけに変
わる。産業構造や業界秩序も大きく変わらざるを
得ない。

ものづくりと IT の融合が進む環境下で先進国
の製造業が繁栄を続けるためには、社会をつなぐ
新たな仕組みを活用して顧客価値を生み出す新し
いビジネスモデルを築くことが必須と思われる。
この意味で、本稿で取り上げたような製造業と IT
の融合領域の動向を十分に注視していく必要があ
ると考える。
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