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2013年の日本産業を読み解く
10のキーワード
—この底流変化を見逃すな—

Point
❶  本稿では、年頭に当たり、2013 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 10 個選定し、解説してみたい。
❷  キーワード選定に当たっては、マクロ景気や業種別の動向よりも、広く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、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狙いとしている。

❸  2013 年の 10 のキーワードを列挙すると、以下のとおりである。
 　1. 産業空洞化 2. ASEAN
 　3. スマートシティ 4. 地熱発電
 　5. インフラ需要 6. ビッグデータ
 　7. デジタルものづくり革命 8. グローバルニッチトップ（GNT）企業
 　9. シニア市場 10. モノからコトへ

1．産業空洞化

加速する企業の海外進出
日本企業の海外進出が一段と加速している。人

口減少下で内需の成長に限りがある中、日本の製
造業は新興国など海外の需要を取り込むために、
海外生産シフトを積極的に進めている。

海外への生産移転が活発化している背景には、
①安い人件費を求めてコストダウンを図る、②円

高が長期化する中、為替相場に左右されない生産
体制を構築する、③ FTA（自由貿易協定）締結が
進んでいる国に生産・輸出拠点を設けて関税ゼロ
の恩恵を受ける、④製品が消費される場所（顧客
の近く）で生産する「地産地消」（＝ 2012 年日本
産業キーワード）の体制を築いて拡販を図る、な
どの理由がある。

2011 年のキーワードで取り上げた「逆輸入」1

の動きも加速している。日産自動車は、2010 年発

1   筆者は 2 年前に本誌に寄稿した「2011 年の日本経済 ･ 産業を読み解く 20 のキーワード」で、日本企業は世界共通仕様のローコ
スト製品については国内市場向けであっても新興国で生産し、日本に逆輸入する動きが広がると指摘した。
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売のマーチに続き、2012 年夏に発売した新型
「ティーダラティオ」もタイ生産に切り替えた。三
菱自動車も国内市場向けの小型車「ミラージュ」
をタイからの逆輸入に切り替えている。

国内生産を維持している場合でも、そこに使わ
れる部品や素材を国内生産から海外製に切り替え
る動きが幅広い業種で広がっている。従来は国内
立地が当然だった高付加価値製品の生産拠点を新
興国に設ける企業が増加するなど、日本企業のグ
ローバル生産における海外生産と国内生産の境目
はあいまいになってきている。

高まる空洞化懸念
こうした状況の中で、日本国内の産業空洞化を

懸念する声が強まっている。しかし、今起こって
いる事の本質を理解せず、ムード先行で空洞化に
おびえ、うろたえるのは有害無益であろう。

まず押さえておくべき点は、人口減少下で今後
内需の縮小が予想される日本において、企業が、
輸出であれ、対外直接投資であれ、海外ビジネス
を推進して、新興国市場の成長を取り込むことに
活路を見いだすことは自然の流れだということ
だ。企業の海外シフトは当然の動きであり、これ
を阻止することは難しいし、阻止すべきでもない。

海外に生産拠点を移転する日本企業は、空洞化の
犠牲者ではなく、自ら事業構造を転換し、産業の進
化に関わる主体的な存在と考える発想が必要だ 2。

企業の海外進出が増えると国内雇用が増加する
では、その上で国内の空洞化を回避するために

は何をなすべきなのか。一言で言えば、「日本企業
が海外進出を積極的に行い、新興国需要を取り込
み、海外で稼いだ収益を国内に還元して国内でも
事業を拡大する」ことを目指すべきだろう。

最近では、政府の産業政策のスタンスもこの方

向に変化している。かつては、企業の海外展開が
空洞化を招くとして、これを抑制しようとしてい
た国や地方自治体が、最近では企業の海外進出を
支援することを通じて空洞化を回避するという考
え方に転じている。

例えば、2012 年 8 月 30 日に施行された「中小
企業経営力強化支援法」には、海外進出意欲があ
る中小企業を所管大臣や知事が認定して支援する
仕組みが盛り込まれている。認定企業には融資の
保証限度額を引き上げる特例を適用するほか、進
出先の子会社が現地金融機関から融資を受けやす
いように、日本政策金融公庫による保証が付 
く 3。また、地方自治体が海外進出セミナーの開
催や海外工業団地視察ツアーの企画などにより、
地元企業の海外展開を支援する事例が、2011 年以
降増えてきている。

こうした政策が登場した背景には、「企業の海外
進出が増えると、国内は空洞化するどころか、投
資収益増加等を通じて中長期的には国内の雇用も
増加する」という考え方が、近年経済論壇で主流
になってきたことがある。最近の多くの実証研究
で、海外進出を活発に行った企業の方が国内の雇
用を増やしていることが明らかにされている。

このような常識とは逆のことが起こる理由とし
ては、①海外での事業展開が進めば、国内におい
て海外ビジネスに関する企画立案部門や、海外拠
点を後方支援する本社機能などを拡充する必要が
生じ、国内でそれらの部署の雇用が増える、②海
外拠点で最終製品の生産が増加すれば、日本国内
でしか生産できない部品や素材の生産が拡大する、
などが考えられる。

前提条件が崩れれば空洞化の危機
しかし、政府がこのロジックを頼りに企業の海

外進出をただ促すだけでは空洞化回避策としては

2  天野倫文『東アジアの国際分業と日本企業−新たな企業成長への展望』
3   日本政策金融公庫が中小企業の海外展開に融資する「海外展開資金」の利用企業は、2012 年度上期に 466 社と、前年同期の 2 倍

以上に急増している。
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不完全で、危うい面がある。なぜなら、「企業の海
外進出を促すことで国内の空洞化を回避する」と
いう政策が成功するためには、2 つの前提条件が
必要だが、それらが今後も満たされる保証はない
からである。

第一の前提は、日本企業の海外工場での製品の
生産が増えるほど、それを賄う先端部材の日本か
らの輸出が増加するという国際分業形態が今後も
維持されることである。

この点については、最近では先端部材でも海外
への生産移転が進み、海外生産拠点における部材
の現地調達比率が高まっている。日系現地法人の
仕入れ高に占める現地・第 3 国調達の比率は多く
の業種で上昇傾向にあり、輸送機械では 76％

（2010 年）まで高まっている。このため、海外生
産が拡大しても日本から現地向けの部材輸出が以
前ほど増えなくなっている。

第二の前提は、海外進出した企業が本社機能や
研究開発部門を国内に残し、海外で稼いだ利益を
国内に還流させて国内で投資することである。

日本企業が本社を海外に移す事例は今のところ
少ないとはいえ、シンガポールや香港に本社機能
を移す企業が散見されるようになっている 4。研
究開発拠点についても、日本政策投資銀行の「企
業行動に関する意識調査」（12 年 8 月発表）によ
ると、中期的に海外での研究開発を強化するとの
回答が製造業の 51％に達し、前年（31％）より大
幅に増えており、海外シフトの兆しが見られる。

海外利益の国内への還流については、2009 年 4
月以降、自社の外国子会社から受け取る配当を原
則非課税とする「外国子会社益金不算入制度」が
導入されたことで、日本企業が海外で稼いだ資金
を国内に還流するのをためらう税制上の障害は除
去されている。この成果が現れ、日本企業の海外
子会社が海外で得た収益は 2011 年以降増加し、
2012 年は月平均 3,692 億円と過去最高を更新した

（図表 1）。ただ、気になるのは海外収益を国内の

本社に還流した金額が頭打ち（2012 年は月平均
1,998 億円と 9 年ぶりの前年比減少）となってい
る一方で、内部留保（現地での再投資）が増加傾
向（2012 年は同 1,666 億円と、過去最高だった
2008 年に迫る水準）を示していることである。

アジア諸国が日本企業の拠点の誘致競争を活発
に展開していることも忘れてはならない。韓国や
台湾は、土地の賃料の免除、法人税・地方税の減
免などの手厚い優遇措置や魅力的な環境を提供し
て、日本企業に熱いラブコールを送り続けている。

図表 1　日本企業の海外収益の国内還流の状況
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（注）月平均。2012年は1～10月の平均。
出所：財務省「国際収支統計」より作成

国内の投資環境の整備こそが王道
これらを勘案すれば、企業の海外進出促進が空

洞化回避につながるための前提条件が今後も満た
される保証はなくなっている。したがって、政府
が企業の海外進出を支援するだけでは、企業は強
くなっても、国内の空洞化回避には必ずしもつな
がらない。

政府による海外進出支援を空洞化回避策として
機能させるために何が必要か。それは、日本国内
の投資環境やビジネス環境を企業にとって魅力の
あるものに整備することにほかならない。これな
しでは、空洞化回避のシナリオは絵に描いたモチ
になる。企業が海外に羽ばたいて稼ぐことを政府

4   HOYA は 2011 年、CEO オフィスをシンガポールに移転した。三井化学は 2011 年、タフマーの本社機能をシンガポールに移転。
雑貨店「フランフラン」を運営するパルスは 2012 年に本社そのものを香港に移転している。
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が支援することは、企業にとって有り難いことに
違いないが、企業が海外での稼ぎを国内に還元、
再投資するかどうかは、経済合理性次第である。

結局のところ、企業が国を選ぶグローバル化の
時代の国家経営は、国内を魅力ある投資環境に整
備し、その国土で企業に存分に活動してもらい、
雇用を生み、税収をあげる努力なしには成り立た
ないのだ。

2012 年 12 月 26 日に発足した安倍新政権は、
経済政策の司令塔として経済財政諮問会議を復活
させると同時に、内閣府に日本経済再生本部を新
設する方針である。自民党の公約をみると、成長
戦略としてアジア新興国需要の取り込みなどを重
視している点は評価できるが、気になるのは TPP

（環太平洋経済連携協定）参加に消極的な姿勢を見
せている点である。世界で拡大する FTA（自由貿
易協定）網から日本が取り残されれば、企業の生
産・輸出拠点としての国内立地の魅力が大きく損
なわれ、国内の空洞化が現実のものとなりかねな
い。FTA 推進へとスタンスを修正できるかどうか
が最大の注目点となろう。

2．ASEAN

高まるASEANの存在感
ASEAN（東南アジア諸国連合）は、欧米先進

国が低成長にあえぎ、中国、インド経済が減速す
る中、着実な発展を遂げている。

それぞれの国は小さいが、ASEAN10 カ国 5 の
域内人口は 6 億人（2010 年推計）にのぼる。国
連の人口予測によれば、2030 年には 7 億 3,517 万
人に達する見通しである。

ASEAN の日本との貿易総額は 2011 年で 2,473
億ドルにのぼり、日本の貿易相手としては中国に
次ぎ、米国を上回る規模となっている。

これまで日本企業にとって ASEAN は安価な労

働力を得られる生産拠点として重要な役割を担っ
てきた。このため、日本企業の ASEAN への進出
歴は長く、ASEAN に対する日本企業の直接投資
額は 2011 年末までの累計で 9 兆円弱と、中国へ
の累計投資額（7 兆円弱）を大きく上回っている。
2011 年の日本企業の ASEAN への投資額も、東日
本大震災という危機に見舞われたにもかかわらず、
1 兆 5,491 億円と、日本の対外直接投資全体の
17％を占める規模になっている。

生産拠点としても市場としても魅力
近年、ASEAN は製造拠点としての魅力だけで

なく、高めの経済成長が持続する中で着実に中間
層が増加しているため、有望な消費市場としての
魅力も高まってきている。

2015 年には ASEAN 経済共同体が発足する予
定で、実現すれば域内関税が原則ゼロになること
も大きい。ASEAN は他の国・地域との FTA にも
積極的なため、アジアにおける製造・輸出拠点と
しての優位性が一層高まる傾向にある。

年齢構成をみると、ASEAN は若者の人口が相
対的に多い。各国の人口の伸び率と高齢化率のグ
ラフをみれば（図表 2）、ASEAN 諸国は平均年齢
が若く、人口が伸び盛りの国であることがわかる。

5   ASEAN の発足（1967 年）当初の顔ぶれは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの 5 カ国。その後、
経済の自由化を進めるブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアが加盟した。1993 年には多国間 FTA の 1 つであ
る AFTA（ASEAN 自由貿易地域）を締結している。

図表2　アジア主要国と日米欧の人口増加率と高齢化率
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チャイナ・プラスワンの最有力国
加えて、最近では中国における人件費上昇と日

中関係悪化を背景に「チャイナ・プラスワン」の
有力な対象国として、ASEAN が日本企業の投資
先として大いに脚光を浴びている。ASEAN は概
して親日的な国が多いことも、日本企業にとって
魅力である。インドネシアをはじめ ASEAN の自
動車市場では、総じて日本車のシェアが高いとい
う特徴がある。

国別にみると、ASEAN 最多の人口（2 億 3,764
万人）を抱えるインドネシアに対しては、多くの
日本企業が有望な市場として商機を見いだしてい
る。インドネシアはモータリゼーションが始まる
目安とされる 1 人当たり GDP3,000 ドルを 2010
年に突破し、2011 年には自動車販売台数が 89 万
台と、タイを抜いて ASEAN 最大の市場となっ
た。

タイは、厚みのある部材産業の集積、恵まれた
物流インフラなどが評価され、「東南アジアの工場」
としての評価が急速に高まっている。2011 年、タ
イを襲った大洪水で被害を受けた日系企業は 449
社にのぼるが、そのほとんどがタイに残留して操
業を再開したほか、日本企業の新規の投資も増え
ている 6。製造業を中心に裾野の広い産業が集積
しているタイは、生産拠点として他に替えがたい
魅力を備えているとの指摘が多い。大企業だけで
なく中小企業でもタイに進出する動きが加速して
いる。

すり合わせ型の帝国を築け
日本の製造業にとって、ASEAN は生産ネット

ワークの中で質的に格別に重要な役割を担う地域
となっている。ものづくりの性格（設計思想）は、
モジュラー型（組み合わせ型）とインテグラル型（す
り合わせ型）に大別される 7。図表 3 は松島大輔
氏（タイ王国政府政策顧問として日本政府より出

向中）が各国・各地域のものづくり設計思想の得
手不得手をもとに描いた産業世界地図である。日
本はすり合わせが得意な国だが、ASEAN にはタ
イを中心に日本企業が多数進出したことによって、
日本と同様のすり合わせ型ものづくりが定着しつ
つある。したがって、日本企業は ASEAN、イン
ドを含む地域で現地化を進め、工程間分業ネット
ワークを構築することで、主導権をとりながらす
り合わせ型の帝国を築いていくことができると松
島氏は指摘する。

今後も、日本企業にとって、投資先としての
ASEAN の重要度は一層高まっていくことが予想
される。ただし、タイなどでは限られた労働市場
を各社が奪い合っているため、人材の確保が困難
になりつつある。人手の確保を狙いとする企業は、
ミャンマー、カンボジア、ラオスなどの周辺国に
生産を移管する動きが強まるだろう。

図表 3　2つのものづくりの設計思想
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（注）藤本隆宏・東京大学大学院教授資料より適宜加工して作成
出所：松島大輔『空洞化のウソ−日本企業の「現地化」戦略』

3．スマートシティ

世界中でプロジェクトが始動
スマートシティとは、スマートグリッドなどの

新たな技術や手法により、市民生活の質や利便性
を高めながら、エネルギー効率の改善や低炭素社
会の実現を目指す都市づくりのことである。幅広

6   2012 年 1 〜 10 月の日本からタイへの直接投資件数は前年同期比 45％増の 638 件と、2011 年の大洪水後も人気は衰えていない。
7   モジュラー型は、おもちゃの「レゴ」のように部品を組み合わせて製品を完成させるようなもの。インテグラル型は、複数の部

材をすり合わせて機能と構造を調整しながら製作するもの。
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い業界の多数企業が取り組みを始めており、日本
経済再生への突破口になりうると期待されている
ため、スマートシティを 2012 年に続き、2 年連続
で日本産業キーワードに選定することとした。

世界中でスマートシティ化の取り組みが進行し
ており、世界の事業計画を積み上げると、2030 年
には総計 4,000 兆円近い金額になるとの試算 8 も
ある（図表 4）。

日本はスマートシティの取り組みが欧米より遅
れていたが、東日本大震災以降、再生可能エネル
ギー普及に向けた政策が進展し、復興関連の事業
構想として官民によるスマートシティづくりの動
きが活発化している。

世界でスマートシティ化をリードしている企業
は米 IBM や GE などだが、最近は日本でも日立製
作所や東芝がスマートシティに注力している。こ
のほか、電機、IT、自動車、住宅、不動産、建設、
金融、コンサルティングなど多岐にわたる業種の
企業がスマートシティに関する組織を立ち上げて
事業の創出に取り組んでいる。

日本の取り組み−技術や内容は最高水準
日本における官民連携プロジェクトとしては、

2011 年に「次世代エネルギー・社会実証地域」と
して 4 カ所で実証実験が始まったほか、2012 年に
は環境・エネルギーだけでなく、高齢化対策も盛
り込んだ「環境未来都市」構想がスタートし、全
国で 11 都市が指定を受けている。この 2 つの大
型プロジェクト以外にも数多くのプロジェクトが
始動し、総数 200 超（重複あり）の都市で取り組
みが進んでいる。

このほか日本では、東日本大震災以降、家庭内
で創エネ、蓄エネ、省エネを連携させる「スマー
トハウス」の取り組みが世界に先駆けて進んでい
る。住宅の屋根に太陽光パネルを設置し、好天候
の時に発電し、家庭の電力を賄う。余った電気は
蓄電池に貯めて、悪天候の時に利用する。家庭用
燃料電池も併設し、通信機能や家電の管理機能を
備えたスマートメーターで使用電力が効率的に自
動制御されるといった先進住宅である。

こうしたスマートシティに関連した技術では、
日本は世界の最高水準にあると言っていい。例え

8  日経 BP クリーンテック研究所が『世界スマートシティ総覧 2012』をもとに推計。

図表 4　スマートシティの市場規模予測
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（注）『世界スマートシティ総覧2012』より、日経BPクリーンテック研究所調べ
出所：望月洋介『スマートシティ・ビジネス入門』
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ば、スマートシティに不可欠な代替エネルギーに
関する技術開発は、特許データを見る限り、日本
が最も進んでいるようだ。また、2011 年にスペイ
ンのバルセロナで開催されたスマートシティ・エ
キスポ・ワールド・コングレス 2011 では、世界
のスマートシティの中から優れた取り組みを表彰
する「スマートシティ・アワード」のシティ部門
を横浜市が受賞するなど、スマートシティ構想の
質という点でも日本は高いレベルにある 9。

このように、日本にはスマートシティ関連の技
術力では世界最高の水準にある上、政策の後押し
も始まったことから、「スマートシティは日本の成
長戦略の 1 つになりうる」「日本の新たな輸出アイ
テムとしてアジア新興国などに売り込んでいける」
といった期待が高まっている。本稿で日本産業
キーワードに挙げた理由もまさにここにある。

ビジョンやソリューションの提案がない日本
しかし、ここで注意したいのは、日本はスマー

トシティ関連の技術や先進的な取り組みでは先行
しているが、事業化や産業化では世界をリードし
ているとは言いがたい点である。むしろ、世界中
で進行するスマートシティ・プロジェクトの中で
日本のプレゼンスは低いとの指摘が多い。

日本の新たな成長産業、輸出分野に育てるに
は、実証実験から事業化に移行する必要があるが、
現状では事業化に向けてのビジネスモデルが見え
ないほか、スマートシティの産業化を主導する事
業主体も見えていない状態である。

日本勢の最大の問題点として内外の関係者が指
摘するのは、日本メーカーは電池や発電所といっ
たモノの話ばかりに終始し、それで街や人々の生
活がどのように変わるのかを提案していないとい
う点だ。つまり、日本のスマートシティ提案は、

モノ（ハード）売りにとどまり、ビジョンやライ
フスタイル、市民や自治体のニーズを先取りした
ソリューション等を示せていないのである。

モノではなく経験を売る
世界のスマートシティ開発をめぐる国際競争

で、今後、日本のモデルを売り込んでいくために
は、この弱点を修正し、克服することが極めて重
要である。そうでないと、日本勢はスマートシ
ティという期待の新分野においても、「技術で勝っ
て事業で負ける」といういつか来た道をたどり、
巨大な新市場をつかみそこねる恐れがあろう。

世界に売り込むべきは、モノではなくコト（ソ
リューション）である。日本には過去に深刻な公
害問題を乗り越えてきた歴史がある。経済成長と
インフラ整備、環境問題のバランス実現という新
興国が直面する課題を過去に克服した実績のある
日本が経験に根ざした街づくりの提案をすれば、
顧客に響くはずである 10。そうした経験の輸出に
モノ売りが付随していくような提案が望ましい。

日本版スマートシティが、事業化、産業化に向
けて提案力、発信力を強化していけるかどうかは、
今後の日本産業の行方を左右する重要な問題にな
るだろう。

4．地熱発電

日本に向いている地熱発電
エネルギー関連では、2012 年 7 月に施行された

再生可能エネルギーの「固定価格買取制度」を取
り巻く動きが活発化している。日本では再生可能
エネルギーの中で太陽光発電が突出して普及が進
んでいるが 11、実は日本で有望なのは地熱発電と
洋上風力発電である。このうち洋上風力発電は、

9   横浜市のスマートシティは、世界銀行が選考する、環境に配慮しつつ持続的成長を目指す「Ecology × Economy」の都市にも選
出されている。

10   この点において、北九州市が公害問題の解決策で中国を支援しているほか、環境・公害問題でタイと包括契約を結ぶなど、先進
的な取り組みをしている。

11   2012 年 4 月〜 11 月の期間に日本で 144.3 万 kW の再生可能エネルギー発電設備が導入されたが、そのうち 97％の 139.8 万 kW
が太陽光発電となっている。
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2012 年の日本産業キーワードで解説したので、本
稿では地熱発電を取り上げたい。

地熱発電は、数ある再生可能エネルギーの中
で、立地優位性、発電の安定性、経済活性化など
の観点から、日本に最も向いていると考えられる。

地熱発電はマグマの地熱によって地下水から蒸
気を発生させ、その蒸気でタービンを回して発電
する方法である。火山列島である日本には、地熱
発電に適した場所が豊富にある。日本は世界第 3
位の地熱資源保有国で、その埋蔵量は 2,347 万
kW と推定されている。

地熱発電の最大の利点は、再生可能エネルギー
の中では随一、天候に左右されず、「24 時間・365
日安定した発電」ができる点である。「計算できる
電力」として「ポスト原子力発電」としての期待
が高まっている。また、地熱発電は燃料費が不要
である上、CO2 の排出量も極めて少なく、環境問
題の解決にもなる。

さらに、地熱発電に関連する市場の拡大は、日
本経済の長期的な発展に寄与する可能性が高い。
地熱発電設備の中核である発電タービンでは、日
本企業 3 社（三菱重工、東芝、富士電機）が世界
シェアの 7 割近くを占めている。市場規模は小さ
いものの、太陽光発電や風力発電と比べると、日
本企業の国際競争力が強い産業分野である。

地熱にも追い風が吹き始めた
現状、日本には 1966 年に運転を開始した松川

発電所（岩手県）を第 1 号として、18 基の地熱発
電所があり、総発電能力は約 54 万 kW だが、こ
れは埋蔵されている地熱資源の 2％にすぎない。

これまで日本では、①地熱発電に適した場所の
ほとんどが国立・国定公園の中にあり、自然公園
法による規制で発電所の建設ができないこと、②
発電コストの高さ、③投資リスクが大きくファイ
ナンスが難しいこと、④近隣の温泉事業者からの

反対、などがネックとなって開発が停滞していた
が、東日本大震災以降、風向きが変わった。2012
年 3 月には国立・国定公園内での地熱開発が条件
付きながら認められるようになった。さらに、
2012 年 7 月にスタートした固定価格買取制度で地
熱発電も対象となったことは、発電事業者の開発
意欲を高める要因となっている 12。これを受け、
福島県や北海道など全国各地で新規の開発計画が
動き出している。環境省は、2012 年 8 月末、地熱
発電を 2020 年に 107 万 kW に倍増し、2030 年に
は 388 万 kW に増やす計画を打ち出した。

しかし、前述した障害や課題を克服して、今後
日本で地熱発電所の建設が進むためには、さらな
る政策の後押しが必要だろう。地熱発電の普及は、
環境問題やエネルギー問題の解決と同時に、日本
の産業振興に寄与するという観点から、官民挙げ
て地熱発電の開発に注力することが望まれる。

普及が日本企業の競争力につながらない太陽光
最後に、太陽光発電について言及しておきた

い。太陽光発電は、固定価格買取制度において
2012 年度内に設備認定を受ければ、20 年間にわ
たり 1kW 時当たり 42 円という、発電事業者に
とって十分な経済性が得られる高水準の買取価格
が設定されたことで、異業種から数多くの企業が
発電事業に参入し、急速に普及しつつある。しか
し、日本市場におけるこうした普及促進策の結果、
技術の汎用化が進み、中国など海外からの低価格
の輸入品の流入を助長し、日本の太陽電池関連企
業の国際競争力の低下を助長することが懸念され
ている。

2013 年 4 月には買取条件の見直しが予定されて
おり、買取価格が引き下げられれば、発電事業者
の採算が悪化し、メガソーラーの需要が減少する
恐れがある。一方、買取価格が高値で維持されれ
ば、買取コストを負担している電気利用者からの

12   大規模な地熱発電による電力は 1kW 当たり 27.3 円で電力会社が買い取ると定められた。ただし、地熱発電の開発は、地熱発電
は短期間で開発できるものでなく、黒字化するのに数十年かかる例が多いため、固定価格買取制度とは相性がよくないとの指摘
もある。
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批判が高まる。2013 年は日本の固定価格買取制度
が、難しいかじ取りを迫られる年になるだろう。

5．インフラ需要

都市化と老朽化で新規・更新需要とも拡大
今、2 つの面でインフラ需要から目が離せない。

1 つは日本勢によるパッケージ型インフラビジネ
ス（2012 年日本産業キーワードで選定）が動き出
したこと、もう 1 つは国内でインフラの老朽化と
いう問題が顕在化してきたことである。

前者は、政府が 2010 年 6 月に閣議決定した新
成長戦略で「パッケージ型インフラ海外展開の推
進」が 21 の国家戦略プロジェクトの 1 つに位置
付けられて以来、注目されるようになった。

世界を見渡せば、今後中長期的に、新興国では
都市化の進展に伴い、巨額のインフラ需要が発生
するほか、先進国では老朽化した道路や水道の更
新投資需要が増大する。こうした世界で拡大する
インフラ需要を取り込もうというのが、パッケー
ジ型インフラビジネスである。

パッケージ型インフラ輸出の取り組みが進展
パッケージ型インフラビジネスは、機器類を開

発、設計、製作し、全体のシステムを組み立て、
試運転を行い、改良を重ねつつ運用のサービスを
行い、ユーザーの要求にこたえるサービスを提供
するといった営みの総合体である。これは日本の

苦手分野と言える。日本がこれまで得意としてき
た単品型のものづくりとは全く性格が違うビジネ
スであるためだ。また、日本のインフラ関連企業
は、技術力は高いものの、過去の政府開発援助に
よる海外インフラ・プロジェクトへの参画の経験
が尾を引き、自らインフラ案件の形成に参画して
国際競争力を磨く機会がなかったという事情もあ
る。

しかし、図表 5 に示したように、最近になって
日本勢によるパッケージ型インフラの海外展開が
実を結び始めている。

これら海外のインフラ関連ビジネスで成功を収
めている企業の特徴は、現地化が進んでいること
である。海外インフラビジネスで稼ぐためには、
日本企業はヒト、モノの現地化を進めることが不
可欠と言えよう。

最近の傾向として、日本のインフラ輸出で地方
自治体の活躍が目立つようになっている。例えば、
上下水道プロジェクトで日本の自治体が新興国の
自治体と提携する事例が出ている。

顕在化したインフラ老朽化問題
次のインフラ需要のもう 1 つの側面である、イ

ンフラ老朽化について見てみよう。2012 年 12 月
に山梨県の中央自動車道・笹子トンネルで起きた
天井板の崩落事故は、インフラの老朽化という課
題をあぶり出した。

また、2012 年 12 月に開通 50 周年を迎えた首都

図表 5　2012 年に日本企業が受注・合意した海外大型インフラビジネスの例
国 案件内容 受注企業 事業費

インドネシア ジャカルタに新設するMRT（大量高速交通システム）
の地下工事。 清水建設、三井住友建設 370億円

インドネシア ジャカルタの都市開発計画（道路、鉄道など）で日本
とインドネシア両政府が合意。

事業調査に三菱商事、日立製作所、首都高
速道路会社、東京メトロなど11社が参加。

約1兆円の受注
を目指す

ブルガリア

同国で水道管工事を手がけるパートナーと共同で、首
都ソフィア市から下水道管路の更生工事を受注。同国
シューメン市では同社子会社が上水道の管路更生プロ
ジェクトを受注。

積水化学工業 －

トルコ トルコのイズミット湾横断橋（高速道路プロジェクトの
一部、全長約3,000mの世界有数のつり橋）の建設工事。 IHIインフラシステム、伊藤忠商事 約900億円

オーストラリア イクシスLNGプロジェクトを受注。 日揮、米KBR社、千代田化工建設のジョイ
ントベンチャー 約1兆1,500億円

英国 英国運輸省主導のPPP事業で、都市間高速鉄道（IEP）
の車両596両の製造と27年半の保守事業を一括受注。 日立製作所 約5,500億円

出所：各種報道より筆者作成
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高速道路も、総延長約 300 キロ中 5 割の区間が開
通から 30 年以上経過しており、老朽化対策が現
在検討されている。

このように、高度経済成長期に集中的に整備さ
れたインフラの老朽化が今後急速に進行する。こ
れらを効率的かつ計画的に維持管理・更新してい
くことが重要な課題となっている。

建設後 50 年以上経過したインフラの割合を
2010 年と 2030 年で比較すると、道路橋は 8％が
53％に、河川管理施設である排水機場・水門等は
23％が 60％に、下水道管きょは 2％が 19％に、港
湾岸壁は 5％が 53％に急増する（出所：国土交通
白書 2012 年度版）。

市民の安全を重視して一斉に老朽化を食い止め
ようとすれば、巨額の費用がかかる。2011 年度の
国土交通白書の推計によれば、道路、港湾、空港
などの維持管理・更新にかかる費用は 2010 年度
の 4.2 兆円から 2056 年度には 10.5 兆円に膨ら
む。新規投資を含めたインフラにかかる年間費用
を 2010 年度実績の 8.3 兆円から横ばいとすると、
2037 年度には新規投資する余裕はなくなり、その
後は必要な更新費用すら賄えなくなると試算され
ている（図表 6）。

図表 6　	インフラを従来通りの維持管理・更新を	
した場合の推計
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2037年度以降、新設
ゼロでも足りなくなる
維持管理・更新費

出所：国土交通省「国土交通白書2012」より作成

老朽インフラ対策は商機でもある
「老いるインフラ」問題にどう対処するか。直視

しなければならない現実は、すべてを補強して寿
命を延ばすことは不可能で、インフラの「選択と
集中」が必要不可欠ということである。延命をあ
きらめるインフラを選定することは避けられない。

安倍首相は、政権奪取前の野党時代に、10 年間
で 200 兆円の公共投資を投じる「国土強靭化計画」
を発表した。首都圏直下地震や東海・東南海・南
海地震などを想定した防災・減殺のためのインフ
ラ整備の必要性に加えて、笹子トンネル事故を受
けてインフラ老朽化対策が叫ばれるようになった
ことで、国土強靭化計画推進の動きが加速するこ
とが予想される 13。公共事業が肥大化し、歳出膨
張圧力が一段と強まるのは必至の情勢である。

財政悪化を放置した場合、信用不安から国債が
暴落し、資金を調達できなくなることは、ギリ
シャに端を発した欧州債務危機で明らかになっ
た。日本は財政健全化に向けた道筋を示すことが
できるのかを、世界の金融資本市場や投資家から
試されていることを自覚する必要がある。

一方、明るい側面もある。インフラ老朽化問題
は待ったなしの状況だが、これを低コストかつ効
率的に補修、刷新し安全を維持するための技術（新
規の素材や工法等）は、日本だけでなく今後世界
中で需要が拡大する可能性がある。老朽インフラ
問題解決策には大きなビジネスチャンスが眠って
いることに注目したい。

6．ビッグデータ

ビッグデータが注目される背景
IT（情報通信技術）の進歩により、さまざまな

種類の膨大なデータの収集、可視化、蓄積が容易
になり、低コストで処理、分析し、ビジネスに活
用できるようになったことで、ビッグデータへの

13   笹子トンネル事故を受けて、本来取り組むべき政策は、国土強靭化計画強化ではなく、「選択と集中」による効率的な老朽化対
策である。しかし、政治的にはインフラ関連の公共事業の膨張につながりやすい。
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関心が高まっている。
ビッグデータとは明確な定義はないが、従来の

技術では記録や保管、分析、可視化が難しかった
巨大なデジタルデータの総称である。具体例とし
ては、インターネット上に蓄積される大量の文字・
写真・動画、ツイッターやフェイスブックなどの
ソーシャルメディア、スマートフォンの GPS（位
置情報）や各種センサーが検出し送信したリアル
タイム情報などが挙げられる。

ここにきてビッグデータに注目する企業が急増
した背景には、①データの分析・管理コストが低
下したこと、に加えて、②クラウドの普及に伴い
データ活用に対する意識が高まったこと、③通信
技術やセンサー技術の発展により多くの機械が
ネットワークにつながり、データの発信・交換が
可能になったこと、などの理由がある。

ビッグデータを収集、蓄積、分析することで、
消費者理解やトレンド予測が可能となり、企業の
経営戦略や意思決定、マーケティングなどに活用
できるという認識が高まってきたのである。

つまり、ビッグデータといっても、データサイ
ズの大きさ自体が重要なわけではなく、データを
分析し、そこに隠れている意味を読み解き、事業
に役立つ知見を導き出すことが、このキーワード
の最大の関心事と言える（図表 7 参照）。

広がるビッグデータ活用の動き
ビッグデータの具体的な活用例としては、大手

コンビニチェーンのローソンが、購入者のポイン
トカードによって性別や年齢、居住地、購入履歴
から購買行動を詳細に分析して販売戦略に役立て
ている事例がよく知られている。

最近では、日本最大の料理レシピサービス
「クックパッド」を運営するクックパッドは、2012
年 10 月、ニフティなどと提携して、最寄りの
スーパーで特売している食材を使ったレシピをス
マートフォンで閲覧できるサービスを開始した。
また、NTT データ、富士通は、ツイッター上の“つ
ぶやき” を分析する既存サービスを高度化した新
サービスを 2012 年 12 月に相次いで始めている。

急速に普及するビッグデータの活用には、光と
影の両面がある点に注意したい。幅広い業種で新
たな価値が創出され、大きな商機が生まれると期
待されるが、一方で企業などが集めるデータの中
には個人情報が大量に入っているため、流出すれ
ば深刻なプライバシー侵害につながる点に注意が
必要である。

また、プロモーションにビッグデータを活用すれ
ば、「個々人の目的や趣味・嗜

し

好
こう

に合った商品を絶
妙なタイミングで勧奨する」ことが可能になるが、
これを「気が利く」と喜ぶか、「気味が悪い」と不
快に思うかの境界線は明確ではない。データが勝
手に収集・利用されているという疑念を払

ふっ

拭
しょく

して、
顧客との信頼関係を築くことが重要となろう。

単なる流行言葉ではない
ビッグデータに関しては、「過剰な期待がみられ、

騒ぎ過ぎだ」「バズワード 14 にすぎない」といっ
た指摘も聞かれる。しかし、ビッグデータは実は
知らないうちにわれわれの生活の場に浸透しつつ
ある。既に話題先行期を過ぎて、これをいかにし
て企業競争力の向上につなげるかという実践的な
手法を論じる段階に移行しつつある。

14  一見、専門用語のようにみえるが、具体性がなく明確な合意や定義のない用語のこと。

図表 7　ビッグデータからの価値の創出

ビッグデータ 知 価値

キュレーション・
可視化 洞察と知恵の引出

クレジットカードの
不正利用履歴の分布Web情報

写真や動画
モノの
センサー情報

巨大な数値データ

遺伝的アルゴリズムの
計算過程

航空機周りの
気圧と流速

災害の分析や警告

多種多様な
分野での
価値創出

防災対策、
健康管理、
地球環境維持
改善など

（注）�可視化画像は、お茶の水女子大学　シミュレーション科学教育研
究センター（理学部情報科学科　伊藤研究室）のWebページから

備考：科学技術動向研究センターにて作成
出所：�野村稔「米国政府のビッグデータへの取り組み」、�

科学技術政策研究所『科学技術動向』2012年9・10月号
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米国政府もビッグデータへの取り組みを強化し
ている。オバマ政権は、2012 年 3 月、科学技術政
策の 5 つのイニシアティブを発表したが、そのう
ちの 1 つはビッグデータ活用に関するものだっ
た。ビッグデータから知識や洞察を引き出す能力
を高め、国家の喫緊の課題の解決に役立てること
を目標とし、6 政府機関に新規に 2 億ドル超の資
金を投じ、関連する研究開発投資を行う計画だ。

過去の米国政府による情報技術の研究開発投資
が、スーパーコンピューティングとインターネッ
トの劇的な進歩をもたらしたように、今回の米国
政府のイニシアティブも将来社会に普及し、大き
なイノベーションを起こす可能性があるため、そ
の動向からは目が離せない。

企業はどう対処すべきか
一般の企業はビッグデータにどう取り組むべき

だろうか。ビッグデータを収集、分析するシステ
ムを整備することより、それでどんなビジネスを
つくるのかという点に重点を置くべきであろう。
コストをかけてデータを蓄積、分析したのはいい
が、それを何に使ったらいいのかわからないとい
うのでは、本末転倒である。情報の中から新たな
価値を見いだし、ビジネスを創出することに注力
することが肝要である。

もちろん、ビッグデータの中から何らかの意味
を解析し、宝の山を見つけることは容易なことで
はない。だからといって、ビッグデータの活用に
背を向けるのは問題だ。競合他社がビッグデータ
を活用した施策を講じ始めれば、そこが競争のス
タート地点となり、それを導入しない企業がひど
く損をすることになりかねないからである。

7．デジタルものづくり革命

個人がものづくりで起業できる時代に
今、新たなデジタル革命の波がものづくりの世

界に押し寄せている。これまでの IT 革命は、
ウェブの世界、パソコンやスマートフォンのスク
リーン上といった 2 次元の世界で進んだが、これ
からは 3 次元、すなわち、ものづくりの世界で新
たな革命が始まる。そんな近未来論が注目を浴び
ている。

火付け役は、過去にも「ロングテール」「フリー」
などインターネット時代がもたらす経済社会の変
革を的確に予見してきたクリス・アンダーソン氏

（米国版『ワイヤード』誌前編集長）である。同氏
が 2012 年に出した著書『MAKERS』で、こうし
た新たなデジタル革命を提唱して話題になった 15。

誰でも、企業でなくて個人でも、ものづくりに
参入できる（作り手となりうる）世界へのパラダ
イムシフトが生じているとアンダーソン氏は指摘
する。個人が設計者となって自分の机の上でもの
づくりをしたり、製造専門会社に委託してメー
カーになったりできる時代が到来した。つまり、
個人がハードウエアのものづくりで気軽に起業で
きるようになったのだ。

実際に、そうしたものづくりベンチャーが世界
的に増加しつつある。個人の起業といえば、従来
はサービス業かソフトウエアが中心だったが、こ
こにきて個人によるものづくりの起業が新たな主
役になりつつある。

デジタルものづくり革命の背景
こうした新たなデジタル革命が起こった背景に

は、ものづくりでの起業を支援する環境が整備さ
れてきたことがある。デジタル技術により、さま
ざまな工作機械が小型化し、安価になった。例え
ば、設計データをもとに樹脂や金属をインク
ジェットで吹きつけて固めて、立体の現物をつく
る 3 次元（3D）プリンターなるものがある。板
などに模様を描くレーザーカッターもある。パソ
コンで使う 3 次元設計ソフト（3D CAD）も安価
で使いやすくなり、これで自分のアイデアを形に

15   デジタル技術の進歩が製造業を変えるという洞察はアンダーソン氏のオリジナルではなく、2000 年代半ばに米マサチューセッ
ツ工科大学（MIT）のガーシェンフェルド教授が既に提示していた。
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してデジタルデータ化することが可能になった。
特に、アンダーソン氏が四種の神器と呼んでい

るのは、3D プリンター、CNC 装置、レーザーカッ
ター、3D スキャナーであり（図表 8）、これらを
使えば、誰でも工場なしでものづくりができる。
また、これらの機器を個人で利用できる工作ス
ペース（ファブラボ）が次々と誕生している。

ネットを使って、多くの人がアイデアを交換し
ながら共同で電子機器などの試作品を開発する仕
組み（オープンソース・ハードウエア）もある。ネッ
ト経由で設計データを送れば、希望のデザイン通
りに立体造形物を作成してくれるサービスも登場
した。製品開発に必要な資金を広く一般から募集
するクラウド・ファンディングという仕組みを使
えば、個人でも資金調達が可能である。

これらのツールが利用できるようになったこと
で、これまで企業にしかできなかったものづくり
が、一般の個人にもできるようになった。今やア
イデアさえあれば、誰でも製造業に参入できる環
境が整いつつある。つくりたい製品と情熱さえあ
れば、個人でもものづくりで起業できる時代に
なったのである。

ものづくりの姿はどう変わるのか
ものづくりは従来からデジタル化の洗礼を受け

て変化してきた。家電や IT 機器では、デジタル
技術による設計と製造の分離、電機メーカーによ
る製造の外部委託、電子機器受託製造サービス

（EMS）の急成長といった現象が進んでいる。
この波が大企業だけでなく、個人にまで押し寄

せ、個人でも製品を設計、製造できる時代が来た
というのが、今起こっている現象である。

これがもたらす産業の変化として容易に予想さ
れることは、既存のものづくりの一部が、資本集
約型の大量生産から個人起業や小企業によるニッ
チな「新・家内工業」に回帰することである。大
量生産には向かないが、個性が強く趣味的で、低
価格競争とは無縁な製品をつくるベンチャーであ
る。目の肥えた消費者だけのために、新しいアイ

デアを盛り込んだ商品をつくる小規模企業が今後
多数増殖することが予想される。

起業しないにしても、数年後には一家に一台
3D プリンターが普及し、誰もがデザイナーに
なって、趣味や実用のために自分の好きなものを
自作することができる時代が来る可能性が高い。

私たちは、「ものづくりは小回りがききにくいも
の」という常識を改める必要がありそうだ。

産業界は新デジタル革命にどう対処すべきか
ものづくりの世界の新たなデジタル革命に対し

て、製造業企業は自社の既存の事業への脅威とい
う側面と、新たな強み構築のチャンスという側面
の両面から動向を注視し、ビジネスモデルを組み
立てていく必要がある。
「個人がお遊びでものづくりを始めるだけで、

大企業製造業の事業にとっては何の影響もない」
と考える読者も多いだろうが、それは間違いだ。
進化するデジタル機器の活用メリットは、既存の

図表 8　デスクトップ工房　四種の神器

3Dプリンター
・スクリーン上に取り込んだ3次元の設計データをもとに、立体の
物体を成形する機器。

・成形には、熟した樹脂をペースト状に絞り出して重ねる方式
や、粒状の樹脂を吹き付ける方式などが使われる。

・ガラス、鉄、金、チタン、ケーキ飾りの糖衣などさまざまな素
材を使えるものもある。

CNC装置
・CNC（コンピュータ数値制御）ルーターやフライス盤。ドリル
を使ってプラスチックや木、金属の塊からものを削り出す機
器。

・3Dプリンターが「足し算」方式でものをつくるのに対し、CNC
装置は「引き算」方式でものをつくる。

レーザーカッター
・プラスチック、木、金属などの板の上に強力なレーザーで複雑
な模様でも正確に描き出すことができる。

・3Dの物体をCADソフトで2Dのパーツに分解し、レーザーカッ
ターで切った素材をぴったりと組み合わせて、合板の立体模型
をつくることもできる。

3Dスキャナー
・レーザーなどの光源を照射して、あらゆる角度からオブジェク
トを取り込み、CG映画をつくるのと同じ手法で無数の多角形か
ら3Dの画像をつくる機器。

・3Dスキャナーで今目の前にあるものを取り込み（リアリティ・
キャプチャー）、ソフトウエアがつくった画像をユーザーは好
きなように修正して使える。

出所：クリス・アンダーソン『MAKERS』をもとに作成
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製造業も享受できるほか、これまでの大量生産、
製品開発の方法や常識が変わる可能性がある。

さらに長期的な影響が予想される。インター
ネットで世の中がどう変わるのかが見えてきたの
は、ネットの普及後 10 〜 20 年たってからであ
る。個人がパソコンやスマートフォンをどのよう
な形で使うようになり、産業界にいかなる影響が
及ぶかということについても、パソコンやスマホ
の登場当初には誰も想像できなかった。今回も同
じようなインパクトが産業全体に現れる可能性が
ある。

新デジタル革命の結果、消費者が自分のために
ものをつくり、それを他人と共用できるようにな
れば、産業に大きな影響をもたらすだろう。実は
同様の事例が既に起こっている。デジタルカメラ
が普及し、消費者が誰でも気軽に動画をつくって
ユーチューブに発表・掲載し、聴衆を見つけられ
るようになった結果、人々はプロがつくったコン
テンツの代わりにアマチュアのコンテンツを楽し
むようになった。

ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・
クリステンセン教授が指摘したように、破壊的イ
ノベーションは、いきなり自社の強敵になる優れ
たものとして現れるのでなく、当初は欠点だらけ
で、取るに足らないものとして登場することが多
い。後に、自社の顧客を奪われるような市場の地
殻変動が生じる可能性を予見し、対策を講じるべ
きである。

攻めの発想で日本の強みを発揮できるか
同時に、このデジタルものづくり革命に対し、

「守り」一辺倒ではなく、「攻め」の発想で新たな
強みを生み出すことを考えるべきだ。日本人には、

「よいものをつくること」へのこだわりと熱意があ
り、ものづくりに楽しみを見いだすメンタリティ

を持つ人が多い。
現在進行中のデジタルものづくり革命は、こう

した日本人の強みを存分に発揮できる時代が来た
ことを意味する。今こそわれわれはアンテナを高
く張り巡らせ、知恵を絞って、新しいものづくり
の事業モデルを構想すべきだろう。

米国の政府や企業はすでに動き始めている。
米オバマ政権は、今後 4 年間で 1,000 カ所以上

の学校にデジタル工作機を完備した工作室を設置
する構想を打ち出した。新たなデジタル革命を、
若い世代のイノベーターを育て、産業振興や雇用
創出につなげることを狙った政策といえる。

また、フォードは 2012 年初に、デトロイトに
テックショップと提携し、広大なものづくりの共
有施設を開設し、3D プリンターやレーザーカッ
ターなどの機械を設置した。同社の従業員は昼夜
を問わず、業務でも私用でもこの場所を無料で利
用できる。こうした仕掛けによって、イノベー
ションの創出を促進しているのである。

脱コモディティ化、製造業の国内回帰の可能性
消費者には、自分が創造に手を貸したと感じる

製品をより高く評価し、より高いお金を払って買
う傾向があることが知られている。デジタルもの
づくりでこの効果を活用できれば、コモディティ
化した分野での価格競争から脱却できる可能性が
ある。

また、デジタルなものづくりによって製品の製
造コストに占める人件費の割合が下がるため、工
場を労務費の安い国に置くメリットが小さくなり、
先進国に工場が戻ってくる可能性がある 16。少な
くとも、デジタル工作機でつくれる製品であれば、
人件費の安い国に生産拠点を移す必要がなくな
る。このことは、先進国の空洞化懸念を和らげる
方向に作用するはずだ。

16   英 2011 年 5 月、米国のボストン・コンサルティング・グループは、2011 年 5 月発表のレポートで米国製造業の国内回帰を予想
した。これによれば、輸送機械、金属加工品など 7 つの産業において、中国で生産されている米国向け製品のうち 10 〜 30％の
製造が米国に回帰すると試算されている。
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デジタルものづくり革命が今後産業の姿をどの
ように変えていくかを、じっくり見極めていく必
要があるだろう。

8．グローバルニッチトップ（GNT）企業

グローバルニッチトップ企業とは
日本には、特定の（ニッチな）市場分野で高い

シェアを国際的にも保持し続ける中小・中堅企業
群が全国に広く存在している。これらはグローバ
ルニッチトップ企業（以下、GNT 企業）と呼ばれ
る。強い GNT 企業が多数存在していることが、
日本の製造業の高い国際競争力の源泉の 1 つと
なっている。

GNT 企業の生み出す製品は、一般にはあまり知
られていないが、その分野では世界規模で突出し
た売り上げを誇っている。GNT 企業はこれまでも
学識経験者、実務家、政策担当者など各方面から
注目を集めてきた。例えば、経済産業省中小企業
庁が 2006 年から 4 年連続で発表した「元気なモ
ノ作り中小企業 300 社」に選定された計 1,200 社
の中小企業の多くは、GNT 企業またはその予備軍
と考えられる。

東日本大震災で評価を高めたGNT企業
日本の GNT 企業の存在を内外に知らしめたの

が、2011 年の東日本大震災である。さまざまな基
幹部品や素材を生産する GNT 企業が数多く立地
する東北地方が被災し、その生産が止まった結果、
世界中で多くの製造業が生産停止を余儀なくされ
た。これにより、日本の部品・素材産業なくして
世界のものづくりが成り立たないことが再認識さ
れた。

同時に、この出来事は、世界の企業が日本の
GNT 企業の部材に過度に依存することの危うさを
感じて、日本の GNT 企業との取引を減らすきっ
かけになってもおかしくなかった。だが、実際に

はそうした動きはほとんど起こらなかった。その
理由は第一に、日本の GNT 企業が他に代替のき
かない技術を保有していることがわかったため
だ。第二に、震災で被災した GNT 企業の工場や
設備が、その後、驚異的なスピードで復旧したこ
とで、日本企業の現場力が並はずれて強靭である
ことが証明されたことが指摘できる。

独の「隠れたチャンピオン」と共通点
もちろん、GNT 企業が存在するのは日本だけで

はない。ドイツの経営学者ハーマン・サイモンは、
ドイツ国内に「隠れたチャンピオン（Hidden 
Champions）」と呼ぶべき企業が多数（500 〜
1,000 社）存在していることを指摘している。

サイモン氏によれば、「隠れたチャンピオン」は、
「中小・中堅企業で、同族経営・非上場で、地方都
市に本社が所在し、社歴が比較的長く、ニッチ市
場で世界シェアが極めて高く、売り上げの過半を
輸出によっている」という共通の特徴があるとい
う。日本の GNT 企業はドイツの「隠れたチャン
ピオン」に通じるものがある。

価格競争に陥らず世界で戦える
GNT 企業は、最終製品ではなく部品や素材など

の中間財を扱う会社が多い。中間財は最終製品と
比較すると、単価が低く、市場規模が小さいが、
高度なすり合わせが必要で、開発・製造の難易度
が高いことが多い。このため、多数の企業が参入
してこようとはせず、過当競争に陥ることなく、
高い付加価値を創出しやすくなる。

消費者向け最終製品メーカーの場合でも、GNT
の経営は決して不可能ではない。例えば、自動車
メーカーのスズキはインドで圧倒的なシェアを持
つが、これは同社が GNT 企業を目指してきたこ
とが奏功したものと考えられる。同社の鈴木修社
長は、次のような持論を語っている 17。「昔は、大
企業と言えば、資本金や人員数、売上高、歴史、

17  鈴木修『俺は、中小企業のおやじ』日本経済新聞出版社
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利益といった物差しで判断されてきた。ところが
現在では、そうした物差しではなく、自らの業界
でシェアがナンバー 1 かどうか、すなわちプライ
スリーダーであるかどうかが肝要である。例えば、
小さな規模でも、強い個性や特色を備えた特定商
品で、極めて高い市場シェアを持つ会社こそが大
企業である」

GNT 企業になれば、企業規模が成否を左右しな
い。日本の大企業の規模は世界的に見れば、中堅
企業であることが多い。中堅・中小企業だけでな
く、大企業でも GNT 企業を指向することで活路
が開ける場合があるだろう。熾

し

烈
れつ

な価格競争に陥
りやすい数兆円の市場に挑むのでなく、ニッチだ
が技術力を生かして世界で戦える数千億円規模の
市場を追いかけるといった戦略が有効と思われる。

GNT企業の果たす重要な役割
細谷祐二・経済産業省地域政策研究官は、GNT

企業の具体的な取り組みは、図表 9 に挙げたよう
ないくつかのパターンに整理できるという。さら
に、国内に GNT 企業を増やしていくことには、
次のような政策的意義があると細谷氏は指摘する。

① 地域経済における良質な雇用機会の増大、地
域の基盤技術型等の中小企業への需要の確
保、顔の見える経営者としての地域コミュニ
ティーへの貢献等を通じて、GNT 企業は地域
経済の活性化に寄与する。

② 製品の開発から市場創出までのプロダクト・
イノベーションを完遂し、それを繰り返し行
える自立した「イノベーター企業」としてイ
ノベーションの創出に寄与する。

③  GNT 企業は不断の研究開発、製品開発を通
じ、高い受容能力を持っており、周囲の企業
に「知識のスピルオーバー」をもたらす。

GNT企業の増強で日本は成長できる
生産拠点としても市場としても急速に拡大し、

力をつけているアジア新興国は、GNT 企業がつく
る高付加価値製品に対する需要が旺盛な地域であ
る。したがって、日本の GNT 企業を増強するこ
とは、アジア新興国の成長を日本経済の成長に取
り込むことにつながる。

前述のサイモン氏は、日本経済の規模の割に
は、日本に「隠れたチャンピオン」の数は少ない
と指摘している。海外市場で成功して「隠れたチャ
ンピオン」になれる潜在力を持ちながら、それを
活用しきれていない中堅・中小企業が多いためだ
という。

逆に言えば、このことは、日本にはこれから
GNT 企業になりうる予備軍が多数存在することを
意味する。

新興国市場の開拓を取り込める GNT 企業の増
強を図ることが、日本の経済成長、地域振興の原
動力になるのではないだろうか。

日本ではものづくりといえば完成品を製造する
大企業のことだけがイメージされがちであるが、
それではものづくりの本質をとらえることができ
ない。日本経済においてニッチな部品や素材の分
野で強みを発揮する GNT 企業の役割はますます
重要性を増している。

9．シニア市場

企業がシニア市場に本気で注力し始めた
日本は世界で最も早く高齢化社会を迎え、今後

も人類史上未踏の高齢化の道をつき進む見通しで

図表 9　	GNT企業の具体事例	
（4つのパターンの例示）

パターン 企業名

①
内外の企業（の海外事業所）からハイス
ペックの部品量産を受注し、単工程の加
工を行う基盤技術型中小企業に発注

㈱タカコ
（京都府相楽郡精華町）

②
市場規模が小さいなどの理由で大企業
により製品化されずにいた市場ニーズを
もとに、新製品を開発

東成エレクトロビーム㈱
（東京都西多摩郡瑞穂町）

③
市場規模が小さいなどの理由により大
企業が生産を中止し撤退する製品で、日
本のものづくりに必需のものを生産

スタック電子㈱
（東京都昭島市）

④

国の競争的資金を活用し大企業、大学
等と組成した研究開発プロジェクトに参
加し、大企業が市場規模等で開発に消
極的なものを引き取って製品化

㈱鬼塚硝子
（東京都青梅市）

出所： 細谷祐二（2011）「日本のものづくり グローバル・
ニッチトップ企業についての考察（後編）」より作成
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ある 18。日本でこのような突出した高齢化が進ん
でいることは、1990 年代から指摘されていたが、
企業によるシニア市場の需要取り込みの動きは遅
れ気味だった。

確かに、「団塊の世代」の退職者が大量に発生す
る「2007 年問題」が騒がれた際には、豊富なおカ
ネと時間を手にした団塊世代を対象にした各種商
品の開発や売り込みが活発化したことがあった。
だが、この時の企業によるシニア需要取り込みは
一過性のブームに終わり、継続的な動きにはなら
なかった。

しかし、ここにきて企業が一斉にシニア市場の
攻略に取り組み始めた。高齢化という長期にわた
る持続的な社会構造の変化の中では、先細る若年・
壮年層ではなく、増え続けるシニア層の需要を取
り込むことが持続的な成長のカギになる。このこ
とに気づいた企業がシニア市場の開拓に本気で注
力し始めたのである。

いくつか例示してみよう。
カラオケ店でシニア層向けに相部屋カラオケ

ルームを導入する動き、ボウリング場で早起きの
シニア層を狙って早朝割引を開始したケース、
ゲームセンターで施設滞在時間が長いシニア層を
狙ったゲーム機や、シニアが孫と一緒に遊びやす
い新機種を導入する動き、などが相次いでいる。

ファミリーレストランでは、シニア層の取り込
みを狙って朝食メニューの充実を図る動きが見ら
れる。

スーパーでは、イオンがコンビニと同程度の大
きさの店で、生鮮食品を扱う店を展開し始めてい
る。一方コンビニでは、ローソンがスーパーのよ
うな生鮮食品を扱うが、価格を 100 円にして量を
少なくした商品を売る店を展開し始めた。いずれ
も、鮮度の高い食品がある、少量でも買える、家
の近くにあって、店が小さくて疲れない、といっ
たシニア層のニーズに応える狙いがある。

シニア市場でもネットが重要なチャネルに
最近のシニア層の消費行動を見る上で見逃して

はならない変化がある。それは、インターネット
利用率の増加である。

図表 10 に見るように、2011 年末時点で、60 代
前半の家庭でのネット利用率は 65％、60 代後半
は 48％に達し、この 5 年間で急増している。イン
ターネットをネットショッピングの目的で利用し
ているシニア層も顕著に増加している。

このように、シニア市場においても、既にネッ
ト販売が重要な販売チャネルになりつつあること
がわかる。

インターネットを利用している端末別でみる
と、2011 年 時 点 の 60 代 後 半 は、 パ ソ コ ン が
65.1％、スマートフォンが 2.5％、タブレット（多
機能携帯端末）が 1.0％と、パソコン利用者が圧
倒的に多い。

今後、予想されるのはシニア層へのタブレット
の普及である。タブレットは、①パソコンよりも
操作が簡単で、電源を入れるとすぐに起動するこ
と、②携帯電話やスマートフォンよりも画面が大
きいため、シニア層にも見やすく、使いやすいこ
と、③購入価格がパソコンよりも安くなっている
こと、などのメリットがある。このため、近い将
来、シニア層のパソコン利用者のかなりの部分が
タブレット利用者に移行するほか、パソコン未経
験者がタブレットでインターネット・デビューを

図表 10　	シニア層のインターネット、	
ネットショッピング利用率

（単位：％）

家庭でのインターネット
利用率

インターネット利用者の
うちネットショッピング

利用者の比率
2006 2011 2006 2011

全世代平均 67.6 73.4 51.5 55.8
60～64歳 48.2 65.4 31.8 48.6
65～69歳 36.3 48.0 32.3 42.7
70～79歳 23.2 31.2 24.8 38.0

（注）年末時点
出所：総務省「通信利用動向調査」をもとに作成

18  このことは、本誌本号掲載の「今月のピックアップちゃーと」を見れば一目瞭然なので、ご参照いただきたい。
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果たすことが予想される。
電通の調査 19 によれば、タブレット利用者はス

マートフォン利用者よりもネットショッピング利
用度が高く、ショッピング利用金額も大きい傾向
があるという結果が出ている。シニア層にタブ
レットが普及すれば、ネット通販におけるシニア
市場の拡大に弾みがつく可能性があるだろう。

高齢化先進国	−	タイムマシン経営に商機
日本で本格化しつつあるシニア層向けビジネス

は、これから他の国でも一定の時間を置いて必ず
開化すると考えられる。今後、アジア新興国をは
じめ、世界の大半の国・地域が日本の後を追って
高齢化社会に突入するからである。

日本企業が取り組み始めたシニア市場対応の製
品・サービスの開発は、将来海外でも必要とされ
るものであり、グローバル展開が可能なビジネス
なのである。日本で開発したシニア層向けの製品
やビジネスモデルを海外に持っていけば、日本と
海外とでは高齢化の時差があるため、あたかもタ
イムマシンで未来からその製品やサービスを持っ
てきたかのように、事業を成功させることができ
る可能性がある（これは「タイムマシン経営」20

と呼ばれる手法である）。

日本で高齢化対応製品を開発する外資も
つまり、シニアビジネスの開発や実験の場とし

て、日本は間違いなく世界の最先端の市場と言っ
てよい。しかし、だからといって日本企業は有利
だと安心していてはいけない。超高齢化社会のフ
ロントランナーである日本市場の動向は、世界各
国から注目され、研究されている。

例えば、米ゼネラル・エレクトリック（GE）は、
日本を高齢化に対応した最先端の医療機器開発の
中核拠点と位置付けている。高齢化先進国である
日本のニーズを取り込んで開発した独自製品を世

界市場に投入しようという取り組みを 2005 年に
開始し、本格的に推進している。

うかうかしていると、日本企業は高齢化のタイ
ムマシン経営で外国企業に先を越されかねない。
日本企業は、高齢化先進国としての経験と「地の
利」を十分に生かして、今こそシニア層向けの製
品・サービスの開発やシニア市場の創出に注力す
べきである。日本のシニア層の抱える不満や不便
を解消する製品・サービスを構想することにより、
新市場創出の芽が出てくることを期待したい。

10．モノからコトへ

製造業に広がる「モノからコトへ」
「モノからコトへ」は、昔から先進国や成熟市場

で見られる消費トレンドとして、散々語られてき
た。

例えば、家計の所得が低迷し、小売店売上が伸
び悩んでいる一方で、東京ディズニーリゾートの
入場者数は 2012 年度に過去最高を更新する勢い
だという現象は、モノからコトへの一例とされ
る。人気アイドルグループ AKB48 のビジネスも
同様である。コンテンツの単品売りではなく、曲
ごとのメンバーが流動的な中で、彼女たちの悩み
や葛藤を共有しながら、CD を買って握手会や「総
選挙」に参加するといった過程を物語としてファ
ンに提供している点が成功要因と考えられる。

しかし、本稿でキーワードに取り上げる「モノ
からコトへ」は、このような消費の傾向としてで
はなく、製造業の事業定義や企業行動に関する「モ
ノからコトへ」である。

コモディティ化の罠
近年、製造業企業が単なるモノ売りではなく、

サービス分野に進出したり、ソリューションを売
るビジネスを展開したりする事例が急増している。

19  電通「スマート 3 兄弟（PC・スマホ・スマタブ）の利用実態調査」2012 年 5 月。
20  ソフトバンクの孫正義社長が 1990 年代に提唱した用語、経営手法とされる。

2013年の日本産業を読み解く10のキーワード



経営センサー　2013.1・2
4646

この背景には、図表 11 に示すようなグローバ
ル経済の環境変化がある。新興国経済の台頭、IT
の発達により模倣が容易になったことなどを背景
に、「優れた製品を生産できるのが先進国企業だけ
だった時代」から「新興国企業を含む多数の企業
が低コストで優れた製品をつくれる時代」に移行
した。この結果、工業製品は、供給過剰、低価格
競争に陥りやすく、最先端の製品でも非常に短期
間にコモディティ（汎用品）化する傾向が強まった。

高性能の新製品を開発・販売し、ヒットしたと
しても、市場で競争優位をとれる期間は以前より
短く、開発コストを回収できる前にコモディティ
化し、製品寿命が尽きてしまうことが多くなった。

この結果、所得水準の高い先進国の製造業企業
は、従来の「モノを売るビジネス」では成長でき
なくなり、製品を中心に考えるビジネスから、製
品という枠を超えた新たなビジネスに転換する必
要が出てきたのである。

製造業がサービス化する理由
一方、製造業の顧客（モノのユーザー）の立場

からすれば、世界的に工業製品の供給過剰、すな
わち「モノ余り」の時代になるため、モノそのも
のに価値を求めるよりも、モノを使ってできるコ
ト（問題解決や体験）に重きを置く傾向が強まる。
顧客満足は製品自体によるのではなく、製品の使
用によって実現することが多くなる。

これはビジネスの主流が、「モノを売るビジネス」
から「コトを売るビジネス」にシフトしているこ
とを意味する。こうした環境変化に対応するため、
製造業の間でサービス化の動きが活発になってい
ると考えられる。

加速するモノからコトへ
モノからコトへの潮流は、年を追うごとに強

まっている。このことは、毎年初めに筆者が発表
している「日本産業を読み解くキーワード」にも
反映されている。

昨年、2012 年日本産業のキーワードで取り上げ

た「クラウド」も、ビジネスにモノからコトへの
変化をもたらす要因となっている。これまで手元
で保有して使うものだったコンピューターやシス
テムを、クラウドはサービスとして利用するもの
に変える働きをするからである。

本稿で示した 2013 年のキーワードでも、「ス
マートシティ」では、モノ（電池、発電所等）で
はなくコト（ビジョン、環境問題解決の経験など）
を提案することが重要と述べた。

本年のキーワード「インフラ需要」でも、パッ
ケージ型インフラ輸出は、モノ売りではなく、モ
ノとサービスを一体として提供してユーザーの要
求に応えることが要求されるビジネスである。

同じく本年のキーワードの 1 つである「デジタ
ルものづくり革命」は、一見するとモノの世界の
潮流のように見える。しかし、これが世の中や産
業に与える影響を考えるには、モノではなくコト
の発想が必要である。例えば、当面はデジタルも
のづくり革命の四種の神器の 1 つである 3D プリ
ンターの開発競争や、3D プリンター市場の拡大に
注目が集まるだろうが、こうしたモノの側面だけ
に目を奪われていてはいけない。工場なしでも手
軽に低コストで「1 点物」をつくれる道具が普及
した場合に何が起こるかというコトの側面を考え
抜くことが重要だ。

図表 11　	製造業を取り巻く環境変化	
－「モノからコトへ」の背景	－

新興国の存在感増大

製造業のサービス化 モノからコトへ

■ 世界的に工業製品は供給過剰になりやすい「モノ余り時代」に
■ 最先端の製品でも短期間でコモディティ（汎用品）化する時代に
⇒ ビジネスの主流が「モノを売るビジネス」から「コトを売るビジネス」にシフト

●新興国メーカーが日本メーカーの手ごわいライバルとして登場
●「優れた製品を生産できるのが先進国企業だけだった時代」から
　「新興国企業を含む多数の企業が低コストで優れた製品をつくれる時代」へ

●ビジネスの主戦場が先進国市場
　から新興国市場にシフト
●製造が低賃金の地域にシフト

●製造・ビジネスに関する知識の普及
●デジタル化、モジュール化の進展
●後発者にとって模倣が容易に

ITの発達

出所：筆者作成

経済・産業
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脱工業化ではなく発想の転換
ここで注意したいのは、「モノからコトへ」は、

モノづくりの廃業や脱工業化を意味するものでは
ないということだ。ハードのものづくりを捨て
去って、コトの事業に移行する必要はない。

製造業がコモディティ化の罠に陥ることなく、
得意のハードのものづくりでもうけるために、モ
ノの単品売りでなく、モノとサービスを融合させ
て、コトを売るビジネスモデルに転換するといっ
た動きが、今後増えてくるだろう。本誌 2012 年
11 月号で筆者が紹介したブリヂストンのリトレッ
ド事業 21 は、まさにこのようなビジネスモデルの
成功事例といえる。

日本企業は得意なものづくりを捨てる必要はな
い。また、モノの需要は今後も拡大する。しかし、
世界的なモノ余り時代に突入した今、モノ中心の
ビジネスでは成長できない。「まずモノありき」か
ら「まずコトありき」への発想転換が必要である。

これからの製造業にとっては、コトの需要が拡
大することによってモノの需要が拡大することや、
ユーザーが求めるコトが変われば、必要なモノが
変化していく 22 ことを認識して、自らコトづくり
を仕掛けていくことが重要になるだろう。

そのために必要なことは、世の中のハードとソ
フトの概念の変化を敏感に受け止め、自らの事業
を再定義することである。これができれば、これ
までの常識を越えた新たな商品やサービスを創造
する可能性が広がるに違いない。
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