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1．8割経済

世界経済危機の前と後とでは世界の風景が一変

した。危機後の世界は、以前とは様相を異にする

｢ニューノーマル（新たな常態）｣に移行している。

企業を取り巻く環境にも大きな構造変化が生じ

ているが、重要なキーワードの一つは｢8 割経済｣

である。08 年以降の世界経済危機は単なる景気

循環ではなく、04 ～ 07 年の世界の高成長 1 を支

えていた米国の過剰消費バブルの崩壊に起因する

ものである。バブルの再現がない以上、今回の危

機で｢蒸発｣した世界の需要は元のレベルには戻ら

ない。

日本の鉱工業生産は 09 年春以降増加基調に転

じたとはいえ、まだその絶対水準は直近ピーク比
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Point
1 本稿では、年頭に当たり、2010 年の日本経済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。
2 キーワード選定に当たっては、マクロ景気動向関連に偏ることなく、企業経営や経済・産業にか

かわる広範なテーマに目を向けた。また、巷でよくある「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、現在日本の経済社会の底流で起こっていて、企業

や個人に影響を与えそうな構造変化や質的変化を的確にとらえることを狙いとしている。
3 2010 年の 10のキーワードを列挙すると、以下のとおりである。

①8割経済　　　　　　　　　　 ②ジョブレス・リカバリー

③デフレスパイラル　　　　　　　④新興国市場

⑤原油・商品価格高騰　　　　　　⑥産業空洞化

⑦電気自動車　　　　　　　　　　⑧グリーン・イノベーション

⑨コモディティ化　　　　　　　　⑩安くつくる技術
4 本年取り上げたキーワード群の特徴として、景気循環的、一過性のテーマ・現象よりも、不可逆

的、中長期的な構造変化といえるテーマ・現象が多いことや、グローバル化関連のキーワードが

多いことなどが指摘できる。企業はこれらの環境変化によりゲームのルールが変わりつつあるこ

とを十分認識しつつ、新たな成長戦略を練ることが必要であろう。

2010年日本経済を読み解く10のキーワード
―この底流変化を見逃すな―

1 世界全体の実質経済成長率は 04 年 4.9 ％、05 年 4.5 ％、06 年 5.1 ％、07 年 5.2 ％と 4 年連続で 4.5 ％以上の高成長が続いた
（1991 ～ 2000 年の年平均成長率は 3.1 ％だった）。
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80 ％の水準に戻ったに過ぎない（図表 1）。生産

の増加ペースは鈍化傾向にあり、先行きの回復テ

ンポが鈍いことを考えると、しばらく｢8 割経済｣

が続くと覚悟しなければならない。

なお、ここで「8 割」というのは、鉱工業全体

の平均で足元の生産の絶対水準がピーク時の 8 割

だからそう称しているだけで、水準は業種によっ

てまちまちである 2。化学は中国などアジア向け

輸出の好調を背景にピーク比 90 ％まで戻してい

るのに対し、一般機械は企業が設備投資について

は抑制姿勢を続けていることを反映して 60 ％の

水準にとどまっている。

｢8 割経済｣が続くことは、大雑把に言えば製造

業では設備や雇用が約 2 割も過剰になった状態で

あり、この調整には時間を要する。日本の場合、

設備廃棄や雇用削減がそれほど大胆に進められな

いため、しばらくの間、設備過剰感と雇用過剰感

が解消されることはなく、したがって設備投資や

雇用の力強い回復は見込めない。

また、「8 割経済」では設備稼働率が低水準の

ままであるため、固定費負担が重くのしかかり、

収益を出しにくい。このような状況でデフレが深

刻化して厳しい値下げ圧力にさらされると、企業

収益は減益に陥りやすい。

最近の企業行動を見ると、｢8 割経済｣が続くこ

とを前提に、需要が 7 ～ 8 割に縮小しても利益が

出せるように生産体制の抜本的な再構築に取り組

む企業が増えている。さらに円高への対応として、

製造業が生産拠点を海外にシフトしたり、国内生

産における海外部品の採用比率を引き上げたりす

る動きが活発化してきた（キーワード 6 参照）。

このように、日本企業が｢8 割経済｣への対応を

進めることは、中長期的には企業体力の強化につ

ながるが、当面のマクロ経済にとっては景気回復

の足かせになることに注意が必要だろう。

【補足】

東レ経営研究所の見通しによれば、2010 年度

の日本の実質 GDP 成長率は 0.5 ％と、09 年度見

通しの▲ 2.9 ％からプラス成長に戻るという予測

である。この年度ベースの数字を見れば、あたか

も 10 年度の景気の改善が鮮明な印象を受けるが、

実態は景気が今後よくなっていくというシナリオ

ではない。四半期ベースの成長率の推移（図表 2）

を見ればわかるように、景気はこの先ずるずる下

げ続けることはないという程度に過ぎず、力強さ

はない。

リーマン・ショック（08 年 9 月）後の落ち込

みが大きかったために前年度比プラスの数字には

なるが、期中の浮揚力という点では 09 年度下期、

2010年日本経済を読み解く10のキーワード

2 生産ではなく輸出について見ると、足元（09 年 11 月）の水準はピーク時 7 割未満にとどまっている。

（前期比、％） 

2008年 2009年 
ピーク比 

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 

　鉱工業 ▲ 11.3 ▲ 22.1 8.3 7.4 3.7 80.2

　輸送機械 ▲ 16.6 ▲ 38.3 17.6 20.5 10.0 77.1

　電子部品・デバイス ▲ 19.1 ▲ 31.7 36.4 13.2 2.9 77.5

　鉄鋼 ▲ 15.6 ▲ 33.3 7.7 24.7 6.6 78.3

　一般機械 ▲ 10.2 ▲ 28.3 ▲ 14.9 6.3 12.7 60.2

　化学（除く医薬品） ▲   9.9 ▲ 13.7 15.2 5.3 1.0 90.2

図表 1 鉱工業生産の主要業種別推移とピーク比

注：09 年 10 ～ 12 月は 10、11 月のみの値。ピーク比は直近最高月に対する 09 年 11 月水準の
割合。

出所：経済産業省「鉱工業指数」より作成
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10 年度とも 09 年度上期よりもむしろ鈍化する見

通しである。なぜなら、09 年春から 09 年末にか

けての景気回復の原動力は、もっぱら金融危機後

の急激な悪化に対する反動と内外政府の景気対策

の効果によるもので、今後この両方の効果が縮小

するのに伴い、景気の停滞感が強まることが避け

られないからだ。日本経済は 10 年度も自律回復

軌道に乗れない可能性が高い。この意味で足元の

景気堅調は「見せかけの景気回復」と見なすのが

適切と思われる。

ちなみに、10 年度の実質 GDP はピークだった

07 年度の 93.9 ％の水準、10 年度の名目 GDP は

07 年度の 91.7 ％の水準にとどまる見通しだ。

2．ジョブレス・リカバリー

ジョブレス・リカバリーとは、景気が回復しつ

つあるにもかかわらず、なかなか雇用が回復しな

い状況のことをいう。1990 年代初めの米国の景

気回復期に言われ始めた言葉で、「雇用なき景気

回復」と訳される。2010 年の日本経済は、景気

の回復基調が続くとしても、ジョブレス・リカバ

リーとなる可能性が高い 3。

日本の失業率は、リーマン・ショック後、上昇

傾向をたどり、09 年 7 月には 5.7 ％と 1953 年の

調査開始以来、過去最悪の水準となった。その後

は生産の回復などに伴ってやや改善し、09 年 11

月は 5.2 ％となっている。

しかし、今後の雇用情勢は決して楽観できるも

のではない。1.で見たように、「8 割経済」下で雇

用の過剰感が残る中、企業の人件費削減圧力は引

き続き強く、当分の間、過剰雇用の削減を進めて

いかざるをえないためである。

企業が生み出す付加価値に占める人件費の割合

である労働分配率は、09 年 1 ～ 3 月期に 72 ％と

過去最高水準に急上昇し、09 年 7 ～ 9 月期でも

69 ％と高止まりしている（図表 3）。景気が緩や

かな回復基調にあるとはいえ、デフレ傾向が強ま

る中、売り上げが低迷して労働分配率の高止まり

が続くと予想されるため、企業は利益捻出のため

人件費削減を求められよう。したがって、賃金と

雇用の抑制圧力が続くことになる。

また、雇用を維持する企業に国が人件費などを

（単位：％）
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＜四半期ベース＞ 

実質GDP成長率 

（暦年 四半期） 

図表 2 日本の実質GDP成長率の実績と見通し

出所：実績は内閣府、予測は東レ経営研究所見通し（09年 12 月改定）。

3 欧米諸国の雇用情勢は日本以上に深刻で（09 年 10 月の失業率は米国 10.2 ％、ユーロ圏 9.8 ％）、欧米も 2010 年はジョブレス・
リカバリーの状態が続くことが予想される。
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補填する雇用調整助成金制度を利用して一時休業

している労働者が 09 年 11 月で約 185 万人おり、

企業内に相当数の「潜在失業者」がいるとみられ

る。雇用調整助成金制度の拡充によって企業内失

業が温存されているとすれば、同制度の効果が薄

らいだ時に雇用はさらに悪化する懸念がある。

このほか、雇用環境が冷え込む中、働き口が見

つからずに求職活動をあきらめた人（統計上、失

業者と見なされない人）が増えたことにより、足

元の失業率は実態以上に低い数字になっている面

がある。

さらに、個人消費の基調が弱いために、雇用吸

収力の大きなサービス部門が低迷しており、新規

雇用の受け皿が見当たらないことも雇用が改善し

ない要因となっている。

以上のような要因を考慮すれば、今年の日本経

済は景気が弱々しい回復を続ける中、失業率が高

止まり、ジョブレス・リカバリーの展開になると

予想せざるをえない。

鳩山政権は、自民党政権を否定して誕生したた

めに、従来政権のように企業を優遇するのでなく

家計を優遇するというスタンスを明確にしてい

る。国際的に高い法人税を据え置き、製造業派遣

と登録型派遣の原則禁止を掲げるなど、企業に冷

たい政策が打ち出されている。これらの政策が実

行されれば、多くの派遣労働者が職を失うことが

懸念されるほか、企業は採用を手控える姿勢を強

める可能性がある。

政府に今求められるのは、企業活動を活性化さ

せる施策に注力し、企業の採用意欲を回復させ、

雇用の受け皿を創出することである。これこそが

真の雇用対策であり、ジョブレス・リカバリーを

脱して本格的な景気回復に移行できる唯一の方策

と言えよう。

3．デフレスパイラル

デフレという言葉は、昔は景気悪化による物価

の下落という意味で使われることが多かったが、

現在では、景気の良し悪しとは関係なく、物価の

持続的な下落のことをデフレと呼ぶのが一般的で

ある。

デフレスパイラルというのは、物価の下落が起

点となって景気が悪化し、それがさらなる物価の

下落を招くといった状況のことをいう。そのメカ

ニズムは、「価格下落→企業収益悪化→賃金・雇

用の調整→家計所得の減少→個人消費低迷→価格

下落」という負のサイクルである。2010 年は、

日本経済がデフレスパイラルに陥る懸念が強まる

年になるだろう。

日本の消費者物価は、08 年には一時前年同月

85％ 

80％ 

75％ 

70％ 

65％ 

60％ 

55％ 

50％ 
85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0986

全産業 
製造業 
非製造業 

図表 3 労働分配率の推移

注：労働分配率＝人件費／（人件費＋経常利益＋減価償却費＋支払利息割引料）。季節調整値。
出所 ：財務省「法人企業統計季報」より作成
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比で 2 ％超の上昇を示し、インフレ懸念が意識さ

れる場面もあったが、これは原油価格高騰を主因

とする物価上昇であった。食料とエネルギーを除

く消費者物価でみると、1998 年以降ほぼ一貫し

て前年比マイナス基調で推移しており、足元で下

落幅は拡大傾向にある（図表 4）。

09 年 11 月に政府がいわゆる「デフレ宣言」をし

て 01 年 3 月以来のデフレ宣言だと騒がれたが、政

府が宣言しようがしまいが、日本は 10 年越しのデ

フレ状態にあることは図表 4 を見れば明白である。

足元の物価下落の最大の要因は、金融危機後の

世界的な需要の減少であるが、主要国で深刻なデ

フレに陥ったのは日本だけである。日本は製造業

のウエイトが高く多くの製造業業種で需要が減少

したこと、低賃金国の中国との競争が激化し、地

理的に近く経済的関係の深い日本の賃金や物価が

その影響を受けていること、人口減少や高齢化に

より構造的に消費が減退していること、など様々

な物価下落要因が働いている。

09 年後半には、多くの業種・商品分野で低価

格競争が激化した。格安ジーンズの値下げ競争は

ドン・キホーテの 690 円まで進み、牛丼でも大手

チェーンのゼンショーが「すき家」の牛丼並盛り

を 280 円に値下げした。家具業界ではニトリの値

下げに対してイケアも対抗値下げに踏み切った。

ホテルや旅行商品、学習塾などでも値下げ競争が

エスカレートしつつある。

こうした生き残りをかけた値下げ行動は、個別

企業の戦略として当座は正しくても、値下げの源

資が人件費削減（賃金と人員の削減）で賄われる

とすれば、マクロの景気は悪化し、デフレがさら

に深刻化する。日本経済が既にデフレスパイラル

の状態に陥っているとの見方は少ないが、今後そ

うなるリスクはあると思われる。

デフレスパイラルの懸念に対して、日銀は 12

月 18 日、｢消費者物価の下落を許容していない｣

という認識を示し、デフレを阻止する決意を鮮明

にしたが、決意を表明しただけで、デフレ脱却の

ための行動は事実上打ち出されなかった。日銀と

しては、01 ～ 06 年に採用した量的緩和政策や

｢時間軸｣政策の復活など一段踏み込んだ金融緩和

の発動は、今後デフレスパイラル懸念や二番底懸

念がより強まった時のために温存しているのであ

ろう。

しかし、需給ギャップ（供給と需要の乖離）が

過去最大に拡大しているとの試算もあり、デフレ

－1.5

－1.0

－0.5

0.0

0.5

1.0
（前年同月比、％） 

（月次） 
98/4 99/17 10 74 10 00/1 74 10 01/1 74 10 02/1 74 10 03/1 74 10 04/1 74 10 05/1 74 10 06/1 74 10 07/1 74 10 08/1 74 10 09/1 74 10

図表 4 消費者物価（食料及びエネルギーを除く総合指数）の推移

出所：総務省「消費者物価指数」より作成
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は今後一段と深刻化、長期化することが懸念され

る。今の日本経済はデフレと低金利のワナには

まっており、金融緩和にデフレの特効薬としての

効果は期待できないが、市場や政府に催促される

形で、日銀は早晩、追加的な金融緩和の発動に追

い込まれる可能性が高い。

鳩山政権発足後 3 カ月以上が経過したが、今だ

に経済政策の司令塔が不在な上、明確な成長戦略

が示されていない。その結果、現政権がどのよう

な政策を推進して日本経済をどういう方向に持っ

ていこうとしているのか見通しが立たなくなって

おり、これが企業の設備投資の見送りや個人消費

の手控えにつながっている。

デフレ脱却のためには、政府が実効ある成長戦

略を打ち出して、企業がアニマル・スピリットを

取り戻して将来への投資を再開するのを後押しす

ることが急務であろう。

4．新興国市場

世界経済については、2010 年も経済成長のエ

ンジン役は中国をはじめとする新興国となる見通

しである（図表 5）。日本企業にとっては、中国

などアジア新興国の成長の果実を取り込んで成長

していくことができるかどうかが最大のポイント

となる。

当面、先進国経済が揃って低迷する一方で、ア

ジア新興国は比較的堅調な成長が見込まれ、世界

全体を支える構図が続くことがほぼ確実な情勢で

ある。このように世界経済における新興国市場の

存在感が高まる中で、企業は収益構造の変革を迫

られている。新興国市場の中でも、特に急増しつ

つあるボリュームゾーンと呼ばれる新中間層（年

間可処分所得が 45 万～ 315 万円程度の層）の需

要を取り込むことが喫緊の課題となっている。日

本企業は従来の高付加価値路線では海外でシェア

をとることが難しくなり、ここにきて新興国のボ

リュームゾーンの攻略に本腰を入れ始める企業が

目立って増えている。

だが、日本企業にとって新興国市場の攻略はそ

れほど簡単ではない。新興国では、多くの製品が

普及段階にあるため、付加価値の低いローテク製

品が選好される傾向があるほか、先進国では見ら

れない独特の商品ニーズや消費パターンがある。

そもそも、低付加価値製品は価格競争に陥りやす

いため、日本企業が従来参入を避けてきた苦手領

域である。高品質へのこだわりや低価格品の製造

技術を軽視する風土を改めなければ、勝利を収め

ることが難しい市場と言えよう。現に、薄型テレ

ビなどのデジタル製品では、新興国市場の存在感

の増大に伴い、世界市場における日本メーカーの

シェアが新興国企業に押されてじりじり退潮して

いる。

また、新興国市場向けの製品は低付加価値製品

が中心で、コストのかかる日本からの輸出品は不

利となるため、新興国市場が急拡大したとしても、

日本の新興国向け輸出はあまり伸びない可能性が

ある。｢高成長が見込まれるアジア新興国との貿

易ウエイトが日本は他国より高いから、輸出主導

の景気回復が大いに期待できる｣という言い方が

よくなされるが、これを妄信するのは危険である。

日本経済が成長するためにはアジア新興国の高成

長を取り込むことが不可欠であるというのは真理

だが、短期的には日本がアジアの成長の果実を十

分に享受できない可能性があると考えるべきだろ

う。

日本企業が諸外国の競合企業に打ち勝ってアジ

（単位：％）

2008 2009予測 2010予測 

世界全体 3.0 －1.1 3.1

米国 0.4 －2.7 1.5

ユーロ圏 0.5 －4.2 0.3

イギリス 0.6 －4.4 0.9

日本 －0.7 －5.4 1.7

中国 9.0 8.5 9.0

韓国 2.2 －1.0 3.6

インド 6.1 5.4 6.4

図表 5 IMF の経済成長率見通し

注：暦年ベース
出所： IMF, “World Economic Outlook Update （2009 年 10 月）”
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ア新興国市場開拓を成功させるには、周到な戦略

が必要だろう。ものづくり企業にとっては、単体

ハードの質や価格で勝負するのでなく、新しいシ

ステムやサービス、コンセプトなどで独自の価値

を創出して他社との差別化を図ることが重要とな

ろう。新興国との競争に負けて衰退する企業と新

興国市場に浸透することで成長する企業との間で

格差が広がることが予想される。

また、国も「アジア共同体構想」を理念的に唱

えるのではなく、企業がアジアの成長を取り込ん

でビジネスとして成功することを側面支援する政

策を講じるべきである。例えば、中国やインドと

の FTA（自由貿易協定）・ EPA（経済連携協定）

の推進や、日本企業とアジア新興国企業との連携

を促す環境づくり、企業の研究開発力強化の支援、

中小企業のアジアへの販路開拓の支援などが望ま

れる。

要は、お題目として「“アジア内需”を取り込

もう」と唱えるだけでは駄目で、国も企業もアジ

アの成長を取り込むための仕掛けづくりに本腰を

入れることが必要だろう。

5．原油・商品価格高騰

世界的な金融危機で企業の資金繰りが悪化した

ことから、世の中はさぞ資金不足だろうと考える

人がいるとすれば、それは間違いである。

金融危機後、各国政府が金融システムの安定化

策や景気刺激策として多額の公的資金をつぎ込ん

できた結果、世界の資金は膨れ上がっている。こ

の過剰な資金が家計の消費や企業の設備投資など

意図したところに流れずに、価格上昇が見込まれ

る国際商品市場などに流入して、一次産品価格が

暴騰するリスクが高まっている。

既に 09 年中に、金融緩和で供給された潤沢な

資金が商品市場に流入することで、商品市況の高

騰がもたらされている。原油について見れば、

リーマン・ショック後の世界不況を受けて原油市

場から投機マネーがいったん流出したが、先進国

経済が底入れした 09 年春頃から再び投機資金が

原油市場に戻りつつある。原油価格（WTI 先物）

はピーク時の 1 バレル＝ 145 ドル（08 年 7 月）

から 08 年末には 33 ドル台に急落したが、09 年

春以降上昇に転じ、09 年 10 月に一時 81 ドルま

で上昇、その後一服していたが、年末年始に再び

高騰し、10 年初には 1 年 3 カ月ぶりの高値をつ

けている。原油だけなく、金、銅、アルミなどの

商品市況も大きく値を上げている。これを反映し

て、国際商品指数はじりじりと上昇してきている

（図表 6）。

世界景気の回復基調が続く中で、米国経済の回

（1967年平均＝100 ） 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001

500

300

100

図表 6 国際商品指数（ロイター・ジェフリーズCRB指数）の推移

出所：Reuters/Jeffries
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復ペースは緩慢であるため、米国の超金利政策の

長期化見通しが追い風となって、特に 2010 年前

半中は過剰流動性の商品市場への流入が続きやす

く、原油など商品価格が高騰しやすい環境が続く

と予想される。

ただし、年後半には、米国の金融緩和の出口の

議論が現実味を帯び、利上げ観測が台頭すること

が予想されるため、原油・商品価格の高騰は一服

すると予想される。

また、世界の金融システム不安の再燃リスクが

払拭できない状況にあることからも、原油・商品

価格が一本調子に上昇する可能性は低いだろう。

09 年 11 月 25 日に発生したいわゆる「ドバイ・

ショック」（ドバイ・ワールドの債務返済繰延要

請の発表）がきっかけとなり信用不安が増大して

原油価格が下落する場面があったが、今年も同様

の信用不安の再燃により原油・商品価格の上値が

押さえられる展開があると考えられる。

とはいえ、2010 年を通じて原油・商品価格は

高止まりが予想される。一方、先進国の需要低迷

と新興国企業の過剰生産、新興国市場のウエイト

増大などを背景に、製品価格には世界的にデフレ

圧力がかかることが予想される。一次産品と工業

製品の生産構造に変化が生じていることも価格に

影響を与えている。一次産品（天然資源）を開

発・輸出する国が数少なくなる一方で、製品をつ

くる国は新興国を含めて増加しつつある。これら

の要因から、中期的に「原料高・製品安」、「川上

インフレ・川下デフレ」の圧力がかかり、製造業

にとっては厳しい環境が続くことが予想される。

6．産業空洞化

2010 年の日本経済は、産業の空洞化が一大

テーマとして浮上してこよう。産業空洞化と言っ

ても、産業が日本からなくなるわけではなく、正

確には製造業の生産拠点の海外シフトが加速し、

国内の生産や雇用の減少が懸念されることを意味

する。

思い返せば、04 年から 07 年まで日本国内に工

場建設ブームが起きり、「国内回帰」だと騒がれ

た（図表 7）。しかしこの国内回帰は、今となっ

ては円安傾向と米国の過剰消費に支えられた世界

の需要拡大という二つの追い風が吹いていたため

に、国内工場の生産性の低さが覆い隠されていた

面があったことが否定できない。金融危機と世界

不況によって、こうした現実が浮き彫りとなった

のである。

為替レートを見ると、リーマン・ショック（08

年 9 月）前と比べて、円は対ドル、対ユーロ、対

アジア通貨のすべてで 2 割近く円高方向に振れて
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図表 7 国内の工場立地件数と工場立地面積

出所：経済産業省「工場立地動向調査」より作成
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いる。先行きについても、米国の超低金利政策が

長期化するとの観測を背景にドル離れが進む中、

ドル売りの受け皿として円に資金が流入しやすく

なっているために、円高圧力が引き続き根強いと

予想される。

円高や需要蒸発といったリーマン・ショック後

の経営環境変化に対応して、企業はグローバルな

生産拠点の再配置を進めつつある。日本の製造業

の海外生産移転はいまに始まったことではなく、

従来から国内拠点には、高付加価値品の試作・生

産、先端技術の研究開発、高度な技能伝承、ブ

ラックボックス化や知財強化などの機能をもた

せ、自社のものづくりの原動力となる「マザー工

場」としての位置づけを与える企業が多かった。

それが、環境の激変を受けて内外の拠点配置やマ

ザー工場戦略を改めて練り直す必要が出てきたの

である。

とりわけ円高対応として海外に生産を移転する

動きが相次いでおり、例えば日産自動車は、コン

パクトカー「マーチ」の生産をタイに全面的に移

管して日本に逆輸入することを決めた 4。また、

富士電機ホールディングスは、基幹部品であるパ

ワー半導体素子を 10 年春からマレーシアで生産

することを決めた（従来は国内生産のみ）。

海外生産シフトと合わせて、国内生産における

海外部品の採用比率を引き上げる動きも目立って

いる。日産自動車の場合、海外部品の比率を現状

の 2 割から 2012 年に 4 割程度に増やす計画だと

いう。

生産拠点の立地に関しては、「地産地消」が一つ

のトレンドとなっていることも見逃せない。円高

と新興国市場の重要性の増大を背景に、消費地の

近くでの生産を指向する動きが活発化し、これも

国内の空洞化につながっている。例えば、シャー

プは液晶テレビで従来は最終組立工程だけを世界

5 極体制とし、それ以前の工程を国内でつくり込

んでいたが、09 年、液晶パネル生産までさかのぼ

る一貫体制を世界展開する中長期的な方針を掲げ、

「地産地消」路線への方向転換を発表した。

さらにもう一つ、ここにきて国内の空洞化に拍

車をかける要因となっているのが、鳩山政権の経

済政策である。民主党の打ち出している政策は、

国際的に突出して高い法人税の実効税率の放置、

製造業の派遣労働の禁止などの労働規制の強化、

研究開発減税の縮小、企業の国際競争力を大きく

損ないかねない温室効果ガス削減目標と温暖化対

策税の導入など企業に冷たい政策が目立ち、企業

を日本国内につなぎとめるどころか、まるで企業

が日本から出て行き国内が空洞化するのを促して

いるかのようなスタンスに見える。諸外国が自国

企業の競争力強化のため、産業政策のアクセルを

踏んでいる中、日本は国内での企業活動に重いハ

ンディのみ背負わせようとしているように見え、

多くの経営者が「このままでは海外に移転せざる

をえない」と公の場で発言する事態となっている。

新政権の経済政策は、家計を優遇し、企業から

家計への所得再分配を進めるなど、パイの分け方

の適正化に注力している。これは意義ある政策だ

が、国全体のパイが縮んでいく中でパイをどう配

分したところで国民は豊かになれないから、パイ

の拡大を図ることが必要である。資本主義経済で

は、新しい財やサービスをつくって富を生み出せ

るのは企業であって、家計ではない。「企業か家

計か」の二分論はやめて、国内での企業活動を活

性化させる政策もしっかりと進め、日本の空洞化

を阻止することが急務である。

7．電気自動車

09 年 7 月、三菱自動車は自社で開発した電気

自動車「i-MiEV（アイ・ミーブ）」を世界で初め

て量産に踏み切った。同時期に富士重工業も EV

を発売、09 年 8 月には日産自動車が 10 年後半に

4 マーチを製造していた神奈川県の追浜工場では、マーチが空いた分を電気自動車「リーフ」の生産に割り当てることを決めて
いる。
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発売予定の電気自動車「リーフ」を発表した。

欧米はじめ各国政府が世界不況脱出のための景

気刺激策の一環として環境を大義名分とした自動

車産業への支援策を行ったことを受けて、環境対

応車（エコカー）への投資が一気に活発化した。

EU では 09 年 6 月、メーカーに CO2 排出削減を

義務づける規則を施行しており、環境対応を急が

なければ事業が存続できない事態になる中で、今

度も各国政府の公的支援を受けつつ、エコカーへ

の需要が拡大することが予想される。

日本で 09 年に騒がれたハイブリッド車を中心と

したエコカー戦争は、エコカー減税・補助金など

の一過性の消費刺激策による日本国内の小さなパ

イの争奪戦に過ぎない。今ハイブリッド車が主役

のように見えるが、世界の次世代エコカーの潮流

はすでに充電型のハイブリッド車、プラグインハ

イブリッド車に向かっており、GM、フォルクス

ワーゲン、ダイムラー等が激しい開発競争を展開

している。さらにその先の電気自動車を視野に入

れた動きが活発化している点に注目すべきである。

電気自動車が普及するのは数年以上先と考えら

れるが、今後の自動車が目指すべき方向が電気自

動車化であることが見えてきた。電気自動車の開

発に向けた動きが加速することは、自動車産業と

自動車部品産業だけでなく、電機・エレクトロニ

クス、石油化学、エネルギー、鉱物資源など様々

な産業や社会全体に大きな変革をもたらす可能性

が高いほか、地球温暖化防止という地球規模の課

題の解決に密接につながっている。こうした理由

から、各国政府が産業育成政策の重点項目として

電気自動車の開発に注力している。

2010 年のキーワードとして電気自動車は欠か

せない用語であるため、以下でもう少し詳しく取

り上げてみたい。

（1）電気自動車の実用化には時間がかかる

藤本隆宏・東京大学大学院経済学研究科教授

は、電気自動車が単体としてガソリン車やハイブ

リッド車を打ち負かし、これらにとって代わるこ

とは当面はないと予想している 5。走行距離が限

定された短距離移動向けの車ならともかく、国際

的な競争が求められる自動車では、電池の搭載量

を圧倒的に減らして価格を下げることは困難とみ

られるためである。

こうした見方の根拠になっているのは、実用化

の必要条件とされるリチウムイオン電池の低コス

ト化と性能向上には時間がかかることである。元

来、電池は大型化が容易ではなく、技術進歩が遅

いという特徴をもつ。鉛蓄電池に代わるニッケ

ル・カドミウム電池、ニッケル水素電池、さらに

リチウムイオン電池が開発され、重量当たり、容

量当たりの蓄電容量が 40 年かけてやっと 3 倍に

なったというのが電池の技術進化のペースであ

り、5 年で性能が 10 倍になる半導体とは全く事

情が異なる。したがって、電気自動車は、当面、

リチウムイオン電池コストの高さゆえに変動費が

高止まりするため、大量生産によっても製品コス

トはあまり下がらない。

09 年に電気自動車の開発に多くの企業が乗り出

したことで、メーカーの力の入れ方次第ですぐに

でも実用化する可能性があると見る向きもあるが、

上記の理由から本格普及は 10 年以上先になり、し

ばらくは内燃機関、ハイブリッド、電気自動車な

どが並存する時代が続くとみるべきだろう。

ただし、営業車や業務用車両などフリート用途

に向けた「システム売り」（狭い地域で営業する

タクシー、レンタカー、カーシェアリング等）

については、早期に実用化が実現する可能性が

高い。

（2）水平分業型ものづくりに移行

ガソリン車の場合、クルマの心臓部であるエン

ジンやトランスミッションなどが機械システム

で、その製造には高度な擦り合わせの技術を要し

5 川原英司ほか『電気自動車が革新する企業戦略』、ｐ70 ～ 79。
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た。しかし、構造的に簡単な電気自動車の場合、

部品点数が 3 分の 1 程度に減り、開発コストが削

減されるほか、心臓部であるモーターと電池は汎

用性が高く、世界中から調達できる。このため、

新規参入が容易になり、組み立てスペースだけ確

保し、世界中から部品を集めて効率的に組み立て

るといった米パソコン大手デルに近いビジネスモ

デルも可能となる。

この結果、自動車づくりの参入障壁は低くなり、

既に世界中で続々と自動車ベンチャーが誕生して

いる。東京大学特任教授の村沢義久氏は、少数の

大メーカーが支配する時代が終わり、多数の小規

模メーカーが台頭する「スモール・ハンドレッド」

の時代が到来したと表現している。

また、自動車業界の構造が、従来の自動車メー

カーを中心とした垂直統合の系列化から、電池を

中心とした水平分業的なものづくりに移行し、開

発・生産プロセスの擦り合わせ的なノウハウ蓄積

が競争力の源泉となった時代から、デジタル製品

に近い「組み合わせ」型へと変化する可能性があ

る 6。これに伴い、投資判断などの意思決定のス

ピードと的確さが競争優位に立つためのカギとな

ろう。

（3）部品業界の構造が変化

電気自動車が普及すれば、既存の部品メーカー

は事業戦略の大幅な見直しを迫られる。電気自動

車になれば、燃焼のための機構部品（ピストン、

シリンダ、バルブ等）が全くなくなり、カム軸やク

ランク軸といった軸部品も大幅に減る（図表 8）。

自動車の電動化に伴い、これまで電動化には縁の

なかった部品（ドア、トランクリッドなど）でも

電動化・電子制御化が進展し、機械系部品を供給

していたメーカーでもそれへの対応が急務になっ

ている。

一方、電池やモーターの材料メーカーにとって

は新たに巨大なマーケットが出現することになり

事業機会が増大する。今後、部品サプライヤーの

勢力地図が大きく変化することが予想される。

（4）蓄電池としての電気自動車利用

電気自動車は容量の大きい電池を持っているた

め、蓄電池として利用できる点で、他のエコカー

と異なる。家庭で太陽光発電や小型風力発電で電

力を賄い、その電力を昼間、電気自動車に蓄電し

て、夜帰宅後に使用するといったスタイルが可能

になる。

日本では電気自動車を住宅に対する発電機とし

て使うことは、生活者の気持ちに立てば、そんな

面倒なことをするはずがなく、普及しないだろう

と考える人が多い。しかし、国内とは電力事情の

違う海外市場の開拓を考えた場合、住宅の電力系

新たに必要 
になるもの 

・モーター 
・インバーター 
・大容量電池 

不要となるもの 

・エンジン 
・ラジエーター 
・排気管 
・燃料タンク 
・鉛電池（動力用電池 
  のみを搭載する場合） 

高性能磁石（ネオジム系）、電磁鋼板、
銅線、半導体、リチウム化合物、カー
ボン、炭酸エチレン、樹脂フィルムなど 

アルミ合金、特殊鋼、樹脂、触媒（白
金、パナジウムほか）、高密度PE、鉛、
硫酸など 

図表 8 自動車の電動化による使用素材の変化

出所：A.T.カーニー・川原英司ほか『電気自動車が革新する企業戦略』をもとに作成

6 電気自動車でも擦り合わせが不要になるわけではない。電気自動車では構造がシンプルになるとはいえ、部品の数は 1 万点以
上ある。ドライバーの生命を左右する自動車の製造では、精密組み立てなどで微妙な擦り合わせ技術が生きる分野が残ると予
想される。また、クルマの競争力を決める電池の制御技術の分野では、IT 技術を駆使した擦り合わせが求められる。
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統の一部として役割や野外で使用する電源の役割

を発想することや、そのためのインフラ開発を進

めることは不可欠の戦略と言えよう。

エコカーのあり方を決めるのは「技術」よりも

「市場」である。「どこのどういう顧客が買うか」

が今後の電気自動車の姿を決定づけることになる

はずだ。狭い国内の常識にとらわれず、海外にお

ける使われ方を構想することが企業にとって極め

て重要と考えられる。

8．グリーン・イノベーション

誰もが指摘するように、日本企業のもつ環境関

連技術は世界最高水準である（図表 9）。例えば、

日本の製鉄所のエネルギー効率は世界トップであ

るほか、日本の排煙脱硫酸装置は火力発電所の環

境対策として世界中に設置されている。

世界全体の環境意識が加速度的に高まっている

中で、日本の優秀な環境技術が世界から求められ

るようになることが期待される。また、政府は企

業などに CO2 排出量の上限を設ける方式の排出

量取引制度を導入することを目指している。仮に

これが導入されれば、CO2 排出量に値段がつくこ

とになり、排出量削減がコスト削減に直結するこ

とになるため、省エネ技術などの環境技術の経済

的価値が一層高まることになる。

これらの要因を考えれば、日本経済の成長戦略

として、強い環境関連技術を武器に、地球環境問

題への貢献を基軸に据えた産業戦略を推進すべき

であることは論を待たない。

しかしこのために現状決定的に欠けていること

がある。それは環境政策を国が豊かになるための

産業育成政策と位置づけることだ。民主党のマニ

テーマ名 

太陽電池 

電気推進 
車両技術 

テーマ概要 日欧米中韓 
への出願 

日本への 
出願 

米国への 
出願 

欧州への 
出願 

ポイント 

自然エネルギーを
利用した電力源の
1つとして世界各
国で急速に普及し
ている各種太陽
電池に関する技
術（色素増感型
太陽電池を除く） 

エコカーとして注目
されている電気自
動車、ハイブリッド
自動車、燃料電池
自動車などを走行
させるための制御
技術 

○日本勢が最も高い出願件数シェアを有し
ている出願先は、日米欧中韓（全体）及び
日、米、中（各国）。 

○生産量の9割を占めるシリコン系太陽電
池では、日本勢の出願が圧倒的に多い
が、次世代型の有機半導体系太陽電池
では、日本勢の出願件数シェアは低く、ま
た論文件数においても欧州勢より大幅に
下回る。 

○シリコン系太陽電池の技術開発では日本
勢が優位であり、変換効率の向上や製造
コスト低減等の技術開発に注力し、引き続
き世界をリードしていくことが期待される。 

○次世代型の有機半導体系太陽電池では
欧米が優位の可能性があり、変換効率の
向上を目指した材料開発に注力していくこ
とが望まれる。 

○日本勢が最も高い出願件数シェアを有し
ている出願先は、日米欧中韓（全体）及び
日、米、中（各国）。 

○ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電
池自動車ではハイブリッド自動車に関する
出願が最も多く、また、ハイブリッド自動車
の市場は拡大している。 

○今後、世界に技術を展開していくために
は、世界を視野に入れ、周辺技術を含めて
効果的に権利化を行うことで知財ポート
フォリオを構築し、有効に知的財産を活用
していくことが望まれる。 

日本68%

欧州15%

米国11%

日本92%

欧州4%

米国3%

日本47%

米国31%

欧州16%

欧州52%

日本31%

米国14%

日本72%

欧州14%

米国 8%

日本96%

欧州 2%

米国 2%

日本51%

米国28%

欧州15%

欧州49%

日本36%

米国12%

図表 9 特許からみた日本の技術競争力（環境・エネルギー分野）

注：上記出願件数シェアの調査対象期間は、太陽電池が 2000-2006 年、電気推進車両技術が 1995-2006 年（いずれも優先権主張年）。

出所：特許庁「平成 20年度特許出願技術動向調査の結果について－特許からみた日本の技術競争力　Part.1 環境・エネルギー分野など－」
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フェストは、環境政策を重視しているものの、温

暖化対策で世界をリードしようという掛け声や理

念ばかり先行しており、環境技術によって日本の

産業を強くして、国内の雇用を生み出そうという

視点が欠落している。

日本がうかうかしているうちに、諸外国はこ

ぞって環境こそが次の成長分野だと位置づけて、

産業政策としての環境政策を推進している。例え

ば、オバマ大統領が就任直後に発表したグリーン

ニューディールは単なる景気対策ではなく、環境

をテコにアメリカの産業を復活させて、10 年間

で 1,500 億ドルの投資をして 500 万人の雇用を生

み出すことを宣言している。

注目すべきは、欧米では自国企業だけでなく外

国企業にも補助金を与えて、環境産業の育成を

図っていることだ。例えば、日産自動車はアメリ

カの助成を受けてアメリカでリチウムイオン電池

の開発をしている。カネカはベルギーの研究機関

と連携してベルギー・フランダース州政府の支援

を受けながら太陽電池関連の開発をしている。こ

れらの国が国民の税金を外国企業にまで与えて環

境に力を入れている理由は、新しい環境技術を自

国に誘導して、自国で環境ビジネスの花を咲かせ

て、自国の産業を強くして雇用を生み出したいか

らである。

このように、今や世界中で官民一体となった環

境ビジネス戦争が展開されている。これに対し、

日本は環境技術では世界一でも、国の環境産業育

成のビジョンがなく、官民一体の国を挙げた取り

組みがなされていない。また、国内企業同士の連

携も弱いとされる。例えば、欧州の電池メーカー

は競合他社と活発に情報交換しながら技術開発を

進める傾向があるのに対し、日本の電池メーカー

は技術流出を恐れて国内の競合他社とは連携せず

自前で開発する傾向が強いという 7。

政府の環境分野の補助金の額も市場の将来性も

日本よりアメリカの方が魅力的であるため、日本

政府ではなくアメリカのエネルギー省に開発補助

金を申請している日本企業もある。

このままでは、日本企業がせっかく世界一強い

環境関連の技術を持っていても、その果実は外国

に持っていかれ、豊かになるのは日本ではなく外

国ということになりかねない。一刻も早く、日本

の環境産業育成のビジョンを打ち出し、官民一体

となって「グリーン・イノベーション」を推進す

る取り組みを始めるべきだ。

鳩山政権が 09 年 12 月 30 日に決定した経済成

長戦略では、省エネ技術などの開発を促し、環境

関連市場を 70 兆円から 120 兆円に拡大し、140

万人の新規雇用を生み出すといった目標が掲げら

れた。しかし、目標達成のための具体策の肉付け

はまだ示されていない。環境・エネルギー分野で

一部規制緩和措置に触れられてはいるが、総じて

企業活力を引き出して産業を育成しようという視

点が弱い。今後、政府の環境政策が掛け声だけで

なく、実効性のある産業競争力強化策として推進

されることを期待したい。

9．コモディティ化

デジタル化の進展や新興国企業の台頭を背景

に、日本メーカーが高付加価値製品を開発して市

場に投入しても、すぐに新興国でも似たような製

品をつくれるようになり、製品の普及とともに日

本企業のシェアが低下する事例が増えている。機

能や品質での差別化が困難になり、低価格をもっ

てしか差別化できなくなる現象、すなわちコモ

ディティ化が進んでいるためである。

世界同時不況による需要縮小とデフレ圧力を受

けて、多くの分野でコモディティ化の波が一段と

加速しつつある。コモディティ化に最も縁遠い商

品と思われていた自動車とて例外ではない。イン

ドのタタ自動車が 09 年に 11 万ルピー（約 22 万

円）の超低価格車「ナノ」の販売を開始して話題

を呼んだことや、世界不況からの脱出を狙ってエ

7 桃田健史『エコカー戦争の勝者は誰だ？』。
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コカー開発が加速した結果、従来予想より早くハ

イブリッド車や電気自動車が普及する可能性が高

まっていることは、自動車においてもコモディ

ティ化の波が迫っていることを予感させる。電気

自動車の時代になれば、これまでの内燃機関を

使った自動車の製造に要求された高度な擦り合わ

せが不要になり、パソコンのようにモジュラー部

品の組み合わせで製造できるようになるため

（キーワード 7 参照）、コモディティ化が一気に進

む可能性がある。

コモディティ化のサイクルが早くなることは、

先行開発で勝利した日本企業が十分な利益をあげ

られず、事業では勝者になれない結果を招きやす

いことを意味する。コモディティ化をいかに阻止

するか、あるいはコモディティ化が進んだ市場で

どのようなビジネスモデルで利益を出すかが、日

本企業の喫緊の課題となりつつある。

7.で述べた電気自動車のキーデバイスであるリ

チウムイオン電池に関しても、来るべきコモディ

ティ化にどう対応するかを考えておくことは重要

である。

現在、自動車用リチウムイオン電池の開発では

日本メーカーが世界をリードしている。しかし、

DRAM 半導体、液晶パネル、太陽光発電など、

日本がかつて世界シェアトップの座にあったが、

市場の拡大とともにその座を他国に明け渡した事

例が少なくない。自動車用リチウムイオン電池で

も、現状、日本が先行しているとは言っても、海

外勢は必ずすぐに追いついてくるため、いずれコ

モディティ化が避けられない。市場の成熟期に

なって、これまで投資した経営資源の回収ができ

るように、長期戦略を練る必要がある。

日本メーカー主導で垂直統合的な産業構造を

つくってブラックボックス化する方法もあるが、

それが無理とすれば、国内での閉じた発想を捨

てて、世界最強の電池メーカーを日本に誕生さ

せて、世界の自動車メーカーを相手にオープン

な取引をする方向を目指すべきであろう。いず

れにせよ、日本企業は閉鎖的に内にこもるので

なく、海外に積極的に打って出ていかなければ

勝てないだろう。

10．安くつくる技術

新興国市場（キーワード 4）を開拓するとなる

と、従来の日本企業の高付加価値製品では過剰品

質となり、顧客に受け入れられない。企業（技術

者）が考える「良い製品」をつくるのではなく、

新興国の顧客に選ばれる「良い製品」をつくるこ

とが課題となり、そのためには「安くつくる技術」

が欠かせない。

日本企業の製品について、つくり手がこだわる

「高付加価値」と顧客が求める価値にギャップが

生じているのは、実は新興国市場においてだけで

なく、国内でも見られる現象である。堀場製作所

の堀場雅夫最高顧問は、「計測機器の世界でも、

“20 年間使える”が最大の売り文句だと思ってい

たら、顧客から“耐用年数はもっと短くてもいい

から 3 割値下げしてほしい”といった要望が増え

ている」と指摘し、国内市場でもこのような「価

値観革命」が起こっていることに気づく必要があ

ると警鐘を鳴らしている 8。また、工作機械業界

でも、日本のユーザー企業はかつてのように必要

以上に高機能の機種を求めなくなったという指摘

がある 9。

このような環境変化の中を生き抜くために、「高

い技術力」だけでなく「安くつくる技術」を鍛え

ることの重要性に目覚めた日本企業が徐々に増え

てきた（図表 10）。新しい顧客層に満足してもら

う価値を創造するためには、「いい物だから高く売

れるはず」という幻想を捨てて、顧客本位の商品

やサービスを設計・提供する必要があり、そのた

めには安くつくる技術が必要不可欠だからである。

8   『日経ビジネス』2009 年 9 月 7 日号。
9   『日経ものづくり創刊 5 周年記念特別編集版』2009 年 12 月 20日、p145。
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日産は軽自動車の OEM 調達でスズキと提携し

たことで、無駄を省いて製造することの重要性や

ノウハウを学び、古い部品でも使い続けているス

ズキのインド製「アルト」を見習うように指示を

出したという 10。また、デンソーはインドのタタ

自動車の超低価格車「ナノ」にワイパーを供給し

ているが、その目的は安くつくる技術を磨くこと

だったという事例も注目に値しよう。

ダイキン工業は 09 年、中国のエアコン最大手、

珠海格力電器と業務提携した。ダイキンの意図は、

虎の子である省エネ技術（インバーター技術）を

中国メーカーに売り渡す代わりに、安くつくる技

術とそれによって得られる新興国市場を手に入れ

ることであった。

2010 年は日本企業が安くつくる技術の蓄積・

強化に本腰を入れて取り組む動きが一層活発化す

るに違いない。

むすび

例年、筆者は本誌の 1 ・ 2 月合併号でその年の

「日本経済を読み解く 10 のキーワード」を発表し

ているが、今年取り上げたキーワード群の特徴は、

景気循環的、一過性のテーマ・現象よりも、不可

逆的、中長期的な構造変化といえるテーマ・現象

が多いことである。これは、世界金融危機後、日

本経済に重大なパラダイム転換が生じていること

を反映している。

また、今年のキーワードを 5 年前（2005 年）

のキーワード 11 と比べてみると、国内関連の

キーワードが減り、キーワード自体がグローバル

化している傾向が見出せる。

企業はこれらの環境変化により経済活動におけ

るゲームのルールが変わりつつあることを十分認

識しつつ、新たな成長戦略を練ることが必要であ

ろう。

10   日本経済新聞社編『自動車新世紀・勝者の条件』。
11   「2005 年日本経済を読み解く 10 のキーワード」は、①人口減少社会、②持続可能な年金制度、③若年雇用問題とニート、④ア

クティブシニアの消費、⑤男性消費、⑥ポスト「韓流」、⑦ M ＆ A の活発化、⑧多角化と垂直統合、⑨ IT 革命の進展、⑩アナロ
グ的要素と素材の復権、⑪ IT 在庫調整の一巡、⑫意味の乏しい景気の山谷の議論、であった。

日立製作所 薄型テレビの製造コストを2010年3月期は前期比25～30％低減する計画。効率的に作業できるラインの
設計や作業員の配置、プリント基板の部品実装工程における所要時間の短縮などを進める。 

富士フイルム 
新興国市場向けに価格100ドル以下のデジタルカメラを開発し、09年8月に発売。リードタイム短縮のため
に、部材調達先や生産委託先を蘇州にある同社工場周辺で新規開拓。品質を落とさないように生産工
程や品質管理体制を現地で確認、サンプル部品を細かく評価。 

ホンダ 

ハイブリッドカー「インサイト」（09年2月発売、鈴鹿市の工場で生産）を販売価格189万円でも利益が出
せる低コスト化を実現。開発段階から設計部門と製造部門が密接に連携したことや、セル生産からコンベ
ヤーを使った流れ作業への切り替え、生産効率向上のための製造方法の見直し、部品点数の削減等に
より実現。 

デンソー 
インドのタタ自動車の超低価格車「ナノ」にワイパーを供給。今後はエアコンやパワーウインドー用のモー
ターも供給予定。「ナノは機能面で割り切った商品で、我 も々勉強になった。品質を落とすのではなく、機
能を絞り込んでコストを下げる。こうした手法を計画的に進めたい」（加藤宣明社長） 

NECライティング 
09年9月発売の電流型LED照明では、筐体のヒートシンク部を独自設計の内製部品から中国製の汎用
部品に切り替えることで、放熱性能の確保と低価格化の両立を実現。この汎用部品を見つけてきたの
は、生産拠点である中国の協力工場だったという。 

図表 10 「安くつくる技術」への取り組み事例

出所：各種新聞・雑誌記事をもとに作成




