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はじめに
日本の大手電機メーカーは、東日本大震災で大

きな被害を受けたが、その後、予想を上回るス
ピードで立ち直っている。ただ、新興国メーカー
との競争激化、最終製品の価格下落といった従来
からの課題に、震災後は歴史的円高、電力不足と
いった難題まで降りかかっており、先行きは予断
を許さない。

家電メーカーが主要製品の価格下落や新興国企
業との競争激化で苦戦しているのに対して、復調

の兆しを見せているのが、重電や産業機器に強み
を持つ総合電機メーカーである。背景にあるのは
世界的な重電・インフラ需要の拡大である。総合
電機メーカーは、重電・インフラ需要を取り込み、
再び成長軌道に乗ることができるのだろうか。

本稿では、日立製作所の昇降機事業と三菱電機
のファクトリーオートメーション事業を事例に取
り上げ、日本の総合電機メーカーの重電・インフ
ラ分野における強みと今後の動向を検証したい。

重電・インフラ需要拡大の
追い風受ける総合電機メーカー
—	日立製作所の昇降機事業、三菱電機のファクトリーオートメーション事業の
事例に見る総合電機メーカーの「つなぐ力」—

Point
❶  大手電機メーカーの 2012 年 3 月期連結業績は、東日本大震災で生産拠点の被災等、大きな打撃

を受けたにもかかわらず、8 社合計でみると回復基調をたどる見通しである。家電メーカーが、主
要製品の価格下落で苦戦が予想されるのに対して、総合電機メーカーは得意とする重電・インフラ
分野の需要拡大で業績堅調が見込まれる。

❷  発電、鉄道、工場、通信網などのインフラ市場は、過去 30 年間伸び悩んでいたが、先進国の更新
需要、新興国の新規需要により、再び需要が拡大している。重電・インフラ分野の競合は主に欧米
企業であり、新興国企業の参入は少ない。日本メーカーは技術力、ノウハウの蓄積で新興国企業に
比べ一日の長がある。日本の電機メーカーは新興国企業に荒らされていない同分野に活路を見出す
べきだろう。

❸  本稿は、重電・インフラ分野の中でも、企業間取引が多く、日本の総合電機メーカーが強みを持つ
領域の事例として日立製作所の昇降機事業、三菱電機のファクトリーオートメーション事業を取り
上げた。
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1．	重電・インフラ需要拡大で総合電機メーカー
は好調

発電、鉄道、工場、通信網などの重電・インフ
ラ市場は、過去 30 年間伸び悩んでいたが、先進
国の更新需要、新興国の新規需要により、再び需
要が拡大している。福島第一原子力発電所の事故
で日立製作所と東芝の原発事業は先行き不透明感
が強まっているものの、総合電機が得意とするそ
れ以外の重電・インフラ分野、例えば火力発電、
鉄道、昇降機、ファクトリーオートメーションの
需要は新興国を中心に増大が予想される。重電・
インフラ分野は、テレビのような端末売り切りの
事業と異なり、機器とシステムとサービスを組み
合わせて提供するビジネスモデルである。競合は
欧米メーカーが中心で、サムスン電子等韓国や台
湾、中国の新興企業の参入は少ない。

韓国、台湾、中国等の新興国メーカーは、部品
を組み合わせればできるテレビ、携帯電話機、パ
ソコンのような分野で台頭してきた。半導体、液
晶パネルのように製造装置を導入すれば基本的に
製品ができる分野でも、資金力に物をいわせてプ
レゼンスを拡大している。人件費や電力料金など
のコスト面、国のバックアップ体制、為替でも日
本より優位に立っている。

ただ、こうした後発メーカーは、重電・インフ
ラ分野は得意とはいえない。テレビは売って設置
すれば（故障しない限り）終わりであるのに対して、
重電・インフラ分野は顧客のニーズに応じたシス
テムを設計して機器とネットワークをつなぎ、そ
の後もメンテナンスや増設などのサービスを長期
にわたって提供しなければならない。技術力、ノ
ウハウの蓄積で日本メーカーに一日の長があり、
息の長いビジネスという面でも社員の定着率が高
い日本メーカーに向いている。

インフラ分野のリスクを挙げるとすれば、政治
的要因で受注が左右される場合があること、新興
国のバブル崩壊、欧米景気低迷によるインフラ発
注減少だろう。

本稿では、重電・インフラ分野の具体的事例と

して、日立製作所の昇降機事業、三菱電機のファ
クトリーオートメーション事業を取り上げた。

2．日立製作所の昇降機事業
電機メーカー国内最大手の日立製作所は、家電

から建設機械、原子力発電まで幅広く展開してい
る。価格変動が激しく巨額の設備投資を必要とす
る薄型パネルや半導体といった事業を縮小・撤退
した一方で、産業・交通・都市開発システム（建
設機械、昇降機、水処理事業等）、情報・通信シス
テム（クラウド、コンサルティング、データセン
ター等）、電力システム（発電、スマートグリッド
等）とこうした事業群を支える材料・キーデバイ
スを社会イノベーション事業と位置づけ、成長の
中核分野として集中投資を行っている。家電メー
カーの苦戦とは対照的に、業績は着実に改善して
いる（図表 1）。

ここでは、業績回復の原動力となっている社会
イノベーション事業の中から昇降機事業に焦点を
当て、同社の重電・インフラ事業の強みを検証し
たい。

（1）昇降機はソフトとハードの融合体
鉄道車両・運行管理システム、昇降機、水処理

システム、産業用機器等を手がける社会・産業シ
ステム事業は、日立製作所の主要事業の一つであ

図表 1　日立製作所の連結業績推移
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る（図表 2）。そのうち昇降機事業の 2010 年度売
上高は 2,916 億円と、全社連結売上高 1 に占める
比率は決して大きくないが、中国市場の拡大を背
景に業績は堅調に推移している（図表 3）。

人や荷物を箱に乗せて運ぶ昇降機は単純な製品
に見える。もちろん昇降機には新興国向けや荷物
運搬専用の簡略な製品もあるが、日立製作所は新
興国向けの簡略な製品から、高層・超高層ビル向
け高速昇降機、複数の昇降機を運転状況に応じて
効率よく運転するためのシステム「群管理運転」
で制御される昇降機、省エネ性を高めた昇降機な
ど高品質・高付加価値なものまで、様々な顧客層
やニーズに合わせた昇降機をラインアップして市
場に提供している。

昇降機事業の特徴は、機器のみならず制御シス
テムで付加価値を提供していること、施工上の精
度、安全利用を担保する定期的なメンテナンスも
含め「人的サービス」が重要な要素を占めている
点にある。機器を販売するだけでなく、機器導入
までの「新設」から導入後の「保守」まで手がけ
る非常に足の長いビジネスモデルでもある。

日立製作所の昇降機事業の国内シェアは三菱電

機に次ぎ 2 位だが、世界ではユナイテッド・テク
ノロジーズ（米国。ブランド名 OTIS）、シンド
ラー（スイス）、三菱電機、コネ（フィンランド）
がシェア上位を占めており、日立製作所のシェア
は 8％ 2（2009 年度）にとどまっている。

（2）新興国需要が市場をけん引
昇降機需要は、先進国の新設需要は微増にとど

まると見られるものの、中国、インド等の新興国
の新設需要は旺盛である。世界の昇降機新設需要
は 2010 年度の 50 万台から 2012 年度には 2010 年
度比約 15％増となる見通しである。

日立製作所は、リニューアル需要が見込め省エ
ネ志向が強い日本では、インバーター化、天井照
明 LED 化などで消費電力を低減する製品を強化
し、新設需要が見込める海外では、中国、東南ア
ジア、インド、中東市場を重点的に開拓する。

世界の昇降機新設市場の約 5 割を占め、成長性
も高いのが中国である 3。中国市場で最大のシェ
アをとっているのはユナイテッド・テクノロジー
ズ（OTIS）、それを三菱電機と日立製作所が追う
展開となっている。

1  2010 年度の日立製作所の連結売上高は 9 兆 3,158 億円（昇降機事業の比率は 3％）。
2  2010 年 5 月時点、日立製作所推定値。
3  足元の中国の昇降機新設需要は年 25 万台と、日本の約 10 倍。

図表 2　日立製作所の事業部門別売上高（2010 年度）
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図表 3　日立製作所・都市開発システム事業の業績推移

（注） ビルFM（Facility Management）事業はセキュリティ（映像監視
システム等）、省エネルギー（省エネ診断等）、ビル内設備保全
から構成される。

出所：日立製作所「都市開発システム事業戦略　Hitachi IR Day 2011」
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中国では、値ごろな量産機種需要だけでなく、
高層・超高層ビルを手がけるデベロッパーを中心
に「速度や定員で世界一」を求める高級機種需要
もある。

日立製作所は 1995 年の広州市での昇降機生産
開始を皮切りに、天津（2005 年）、上海（08 年）
でも昇降機の生産拠点を築いてきたが、需要が旺
盛であることから、既存拠点の能力引き上げと西
部地区での新工場設立を予定している。日立製作
所は日本、中国、タイ、シンガポールにある 4 拠
点全体で高効率開発・生産を行っており、全体最
適を考慮した生産体制が構築されている（図表
4）。ただ、中国、東南アジア等新興国への展開で
は、市場拡大の一方で、メンテナンスエンジニア
の育成と品質維持が今後の課題となっている。

2010 年 10 月、日立製作所は東南アジア・イン
ド・中東地域の昇降機事業統括会社をシンガポー
ルに発足させた。東南アジア・インド・中東地域
は中国に次ぎ昇降機市場が急拡大している地域で
ある。従来は国や地域ごとに異なっていた制御シ
ステムを統一してグローバル戦略昇降機を開発す
るのをはじめ、日本・中国・シンガポールの業務
プロセスを標準化して「営業・仕様決定」等、業

務の IT プラットフォームを共通化する。日本・
中国・シンガポールの連携を強化することで、世
界シェアを 2012 年度に 10％に引き上げることを
目指す。

3．	三菱電機のファクトリーオートメーション
（FA）事業

電機メーカー国内第 6 位 4 の三菱電機は、重電
システム（電力システム、交通システム、昇降機
等）、産業メカトロニクス（FA システム、自動車
機器等）に強みを持つ総合電機メーカーである（図
表 5）。他の大手電機メーカーが総花的経営を続け
ていた頃から事業の選択と集中を進め、FA システ
ムなどの「強い事業」に経営資源を重点投入して
きた。

三菱電機は FA システム事業、人工衛星事業、
昇降機事業では国内第 1 位、パワーデバイス事業

（IGBT モジュール）では世界第 1 位であり、約
10 の事業本部それぞれの事業シェアで国内では 3
位以内、世界では 10 位以内に入ることを目指し
ている。その一方で、他のほとんどの電機メー
カーが赤字に苦しんでいる液晶テレビで出荷台数
は少ないながらも黒字を確保 5 するなど、メリハ

4  2010 年度の連結売上高ベース。
5   三菱電機の液晶テレビの年間販売台数は 100 万台前後だが、パネルの外部調達、録画機能内蔵型等の高級タイプへの特化で利益

を確保している。

図表 4　日立製作所・昇降機事業の地域別戦略

出所：日立製作所「都市開発システム事業戦略　Hitachi IR Day 2011」

図表 5　三菱電機のセグメント別業績（2010 年度）
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リのある経営で業績は堅調に推移している。他の
大手電機メーカー全てが最終赤字に沈んだ 2008
年度も最終黒字を確保、2011 年度も増収増益（最
終利益ベース）の予想である（図表 6）。

三菱電機は、成長戦略の一環として「電力シス
テム事業」「FA システム事業」「パワーデバイス
事業」「交通システム事業」等、強い事業のさらな
る強化を打ち出している 6。ここでは、同社の中
で最も利益率の高い産業メカトロニクス事業の中
から、FA システム事業に焦点を当て、同事業の強
みと今後の成長性を検証したい。

（1）世界三大 FA総合メーカーの一角
ファクトリーオートメーション（FA）とは、

NC（数値制御）工作機械や産業用ロボットを使っ
て、工場の生産工程の自動化を図ることである。
人間による作業を機械に置き換えることで、作業
の効率化、安全性・品質・生産工程柔軟性の向上、
コスト削減が可能となるため、先進国を中心に市
場が拡大していった。

FA 関連の主な機器は、生産ラインをコント
ロールする工業用制御装置・プログラマブルコン

トローラ（略称 PLC。三菱電機ではシーケンサと
呼んでいる）、インバーター、サーボモータ、数値
制御装置（CNC）、加工機、産業用ロボットなど
である。

ファナック、安川電機といった他の日本の FA
機器メーカーが特定分野に強みを持つ専業メー
カー 7 であるのに対して、三菱電機は遮断器 8、
モータからロボット、加工機まで幅広い製品を手
がける日本唯一の FA 総合メーカーである。製品
ラインアップが広いというだけでなく、シーケン
サ、サーボモータ、インバーター、遮断器、レー
ザ加工機、数値制御装置（NC）といった主要機器
の全てで国内市場シェア 1 位、あるいは 2 位の有
力メーカーでもある（図表 7）。

三菱電機の FA 機器の強さの背景には、総合電
機メーカーとしての技術の幅の広さ、キーパーツ
の内製化 9、顧客ニーズの製品への反映がある。
総合電機メーカーとしての技術応用の例としては、
人工衛星の姿勢制御技術をサーボモータのソフト
ウェアに適用して、機械制御に必要な機械特性を
短時間で測定していることなどが挙げられる。自
動車メーカー等顧客からはニーズを継続的に吸い

6  この他の重点事業は「自動車機器事業」「空調システム事業」「ビルシステム事業」「宇宙システム事業」「太陽光発電システム事業」。
7   国内にはファナック（数値制御装置）、安川電機（サーボ、インバータ）、オムロン（シーケンサ）、パナソニック（サーボ）と

いった有力 FA 機器メーカーが存在する。
8  遮断器とは、異常時にすばやく電路を遮断し、配線の異常過熱や焼損を防止する機器のことである。
9  インバーター等キーパーツの内製化は性能での差別化、納期短縮や品質向上に結びついている。

図表 6　三菱電機の連結業績推移
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図表 7　三菱電機の主要FA 機器の国内マーケットシェア

出所：三菱電機
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上げており、シーケンサ、レーザ加工機等製品の
開発・改良に役立てている。

専業メーカーとの特定分野での競合はあるもの
の、FA 総合メーカーとしての競合相手は、独シー
メンスと米ロックウェル・オートメーション（以
下ロックウェル）の 2 社だけである。シーメンス
は欧州市場、ロックウェルは北米市場、三菱電機
は日本・アジア市場でシェアトップである。

（2）最重要市場は中国
三菱電機の FA 事業は、日本の経済成長ととも

に 1980 年代までほぼ右肩上がりに拡大した（図
表 8）。日本を含む先進国は現在も FA 事業の重要
市場であるが、世界の製造拠点は先進国から中国
をはじめとする新興国に軸足を移しつつあり、先
進国市場の高成長は見込めない。

リーマンショック以降、世界の FA 需要をけん
引しているのは、工業発展著しい中国を中心とす
るアジア市場である。特に中国は、上海以外では
人海戦術的な工場がいまだ少なくないこと、賃金
が上昇していることから、今後も需要拡大が見込
まれる。三菱電機は中国を最重要市場と位置づけ、

中国 FA 事業の売上高を 2010 年度の約 600 億円
から 2015 年度をめどに 1,000 億円に引き上げるこ
とを目指している。中国事業拡大のため打ち出し
ているのが、製造・営業体制の強化である。

三菱電機は、1996 年に中国・大連に三菱電機大
連機器を設立、配電機器工場（96 年）、メカトロ
工場（00 年）、FA 制御工場（04 年）と業容を拡大
してきた。自動化ニーズの高まりを背景に、顧客
は現地進出の日系企業から現地企業に広がりを見
せている。

中国市場での需要増を受けて、三菱電機は大連
拠点の生産能力を増強し、江蘇省常熱市にも製造
会社を設立（2012 年 12 月生産開始：サーボ、NC
を生産予定）する。当初、大連の工場は中国事業
拡大のためのローコスト生産拠点という位置づけ
だったが、中国製造業のレベルアップを背景に生
産設備の高性能化や複合化を求める顧客が増えて
おり、最終需要家の設備投資意思決定期間の短縮
に伴い、短納期での製品供給の要求が高まってい
る 10。これまで日本国内で生産していた日本の顧
客も、国内のコスト高、円高、電力不足等を嫌っ
て、海外生産を進める企業が増えているため、納

10   FA 関連分野では納期が重要だが、品質を含め日本製を求める顧客も多いことから、引受け納期を正確に示すことが重要となっ
ている。

図表 8　三菱電機 FA 事業の生産高と生産機種変遷

出所：三菱電機
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期の重要性は一段と高まっている。
三菱電機は、名古屋製作所と福山製作所を FA

事業のマザーファクトリーと位置づけ、両拠点で
最先端設備の開発や生産方式の改善を行い、その
ノウハウを中国とタイにある海外生産拠点にも展
開する意向である。

中国での FA 関連市場は、マーケティングが手
薄でもこれまで拡大してきたが、三菱電機は営業
体制の強化も図っている。上海に営業提案から保
守までワンストップで対応できる FA トータルソ
リューションセンターを新設して、専業メーカー
との差別化を図るほか、インターネットで情報収
集する製造業関係者が多いことから、ホームペー
ジに技術情報やソリューション例示を掲載、潜在
顧客の発掘に努めている。

競合のシーメンス、ロックウェルも拡大続く中
国・アジア市場へ積極展開しているが、中国、イ
ンドといった新興国市場は高成長が見込まれるう
えに地場の有力メーカーとの製品面・サービス面
での差が相当に大きく、短期間では有力な競合と
はなりえない。三菱電機は中国以外にインド、ブ
ラジル、中東欧ロシア等も有望と見て、現地進出
の日系企業を足がかりに営業体制を強化してい
る。三菱電機の FA 事業は、海外展開の推進によ
り、海外売上高構成が 2001 年度の 22％から 2011
年度には 47％に達する見通しである。

（3）FA事業の強さを支える「つなぐ力」
現在、三菱電機は FA 事業の営業提案から保守

までトータルで展開しているが、10 年ほど前まで
の FA 事業は、FA 関連機器とエンジニアリング会
社の分業が一般的だった。三菱電機のトータル展
開の背景には、機器の単品売りではいずれ価格競
争に巻き込まれてしまうこと、製品のラインアッ
プの豊富さと機器をネットワークでつないで生産
性向上を図ることで差別化を図るということがあ

る。
三菱電機が現在注力しているのが FA 統合ソ

リューション「e-F ＠ ctory」である。e-F ＠ ctory
とは、IT 技術を使って工場の FA 関連機器と情報
システムを結び、生産実績、稼働実績、品質情報
などの生産現場の各種データを、設備や装置内部
からリアルタイムで収集し、製造実行システムで
の分析を支援する仕組みである。

従来、生産ラインをコントロールするシーケン
サ内の情報は活用されていなかったが、この情報
を情報システムに送り生産現場を「見える化」す
ることで、低コストでの生産性改善を図る。現在、
全世界で 4,500 以上の e-F ＠ ctory システムが稼
働しているが、同システムを導入した三菱電機名
古屋製作所サーボモータ組立工場では、生産性が
1.8 倍に向上、リードタイムが 50％に短縮、品質
ロスが半分に低減したとのことである 11。

三菱電機は自動車、フラットパネルディスプレ
イ、半導体等の工場に e-F ＠ ctory を提供してき
たが、今後は使用エネルギーの見える化によるコ
スト削減を強調するとともに、社会インフラ分野
にも同システムを積極的に売り込みたいと考えて
いる。省エネは、日本のみならず世界的な潮流で
ある 12。また、中国等新興国では水処理、空港等
社会インフラ需要が拡大しており、こうした案件
も積極的に取り込みたいとしている。

ところで、三菱電機の FA 事業はなぜ強いのだ
ろうか。日本の電機メーカーは薄型テレビ、携帯
電話機等でサムスン電子や LG エレクトロニクス
といった新興国メーカーに一敗地にまみれてき
た。極端な話、テレビは映れば OK の売りきりビ
ジネスであるのに対し、FA 事業は機器とシステム
とサービスを組み合わせて提供するビジネスモデ
ルである。顧客のニーズに応じて機器をつなぎ、
その後もメンテナンスや増設などのサービスを長
期にわたって提供しなければならない。三菱電機

11   ちなみに、e-F ＠ ctory においては、NEC、IBM といったパートナー企業と協業しており、三菱電機の FA 機器とパートナー
の情報システムが連携することにより e-F ＠ ctory システムが構築される。

12  中国、韓国、インド等、電力不足に悩んでいるのは日本だけでない。

重電・インフラ需要拡大の追い風受ける総合電機メーカー
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は、こうした一連の流れのノウハウ蓄積という点
で、新興国メーカーに大差をつけている。また、
三菱電機自身も自社でのものづくりにこだわりを
持っており、自らがユーザーとして FA 制御に必
要なノウハウを蓄積できているという点も、新興
国メーカーに対する競争優位性となっている。

テレビの映りが悪くても見ている人が不快にな
るだけだが、FA 機器のレベルが低ければ工場の競
争力低下に直結するという違いもある。FA 関連
機器分野でも、韓国の LS 電産 13 等新興国メー
カーが存在し、以前よりは性能が向上して価格競
争力もあるが、日米欧メーカーの製品に比べると、
性能面ではまだ格段に見劣りするとのことである。

また、工場では機械の使い勝手という点から、
顧客が過去との連続性を求めるという傾向があ
る。テレビや携帯電話機に比べて参入障壁が高い
ことも、三菱電機のような老舗企業にとってはプ
ラス要因だろう。

FA 事業のリスク要因は何だろうか。先進国市
場では高成長が望めないこと、新興国市場は政治
的に不安定な国が多いこと、素材価格の上昇など
が挙げられるだろう。FA 機器も単品で見ると価
格は下落傾向にあるが、テレビほどではない。

新興国企業でも単品での参入はできるが、三菱
電機のような「つなぐ力」は一朝一夕に培われる
ものではない。足元では世界景気の先行き不透明
感の強まりから FA 需要の伸び悩みも懸念される
が、中長期的には、FA 事業が新興国市場にけん引
される有望市場であることに変わりはない。

終わりに
「技術は一流・商売が下手」は、日本の大手電機

メーカーを指してよく使われる表現である。早く
から得意分野に経営資源を集中させた三菱電機は

例外として、多くの大手電機メーカーはテレビ等
端末分野、液晶パネル等資金力がものをいう分野
で韓国、台湾等新興国メーカーの激しい追い上げ
に苦しんできた。事業の選択と集中、海外市場展
開で遅れをとったこともあるが、新興国メーカー
はコスト面、政府のバックアップで有利な地位に
あり、日本メーカーはハンディを背負った戦いを
強いられている。デジタル家電、液晶パネル等を
取り巻く環境の厳しさは変わらない。

新興国市場を中心とする重電・インフラ需要の
拡大は、高い技術力、長年のノウハウの蓄積を有
する日本の大手総合電機メーカーにとって追い風
である。日立製作所は、IT とインフラの双方に強
みを持ち、三菱電機は早くからインフラ分野に注
力して「つなぐ力」を磨いてきた。

日本の大手電機メーカーは、B to C 分野では海
外展開で韓国企業に遅れをとり、政治に左右され
ることが多い B to G 分野もあまり得意とはいえな
い。ここで取り上げた昇降機事業と FA 事業は企
業間取引が多い。大手総合電機メーカーは、高い
技術力を活かすことができ、長年のノウハウの蓄
積もあるこうした分野に注力すべきだろう。
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