
【座談会 日本の製造業を考える】 

 

東日本大震災後の躍進に向けて  
 
 
2011年3月の東日本大震災で打撃を受けた日本の製造業は、その後、早急な生産回復を果たし、

現在に至っています。一方、震災後に電力供給不足の長期化や事業継続対策の必要性の高まり

などの試練が加わり、これらが今後の日本のものづくりに影響を与えることが予想されていま

す。 
2011年を締めくくるに当たって、日本の製造業がこれまでに抱えた課題を克服して世界で躍

進するためにどうすればいいのかについて、当社のエコノミスト・アナリスト3人が議論しまし

た。 
 
   座談会出席者：増田 貴司 産業経済調査部長 兼 チーフエコノミスト 

           永井 知美 産業経済調査部 シニアアナリスト 
           福田 佳之 産業経済調査部 シニアエコノミスト（司会） 
    実 施 日 ：２０１１年１１月１５日 
 
＜座談会を押さえるための14個のキーワード＞ 
東日本大震災をめぐる「二つのなぜ」、ニッチトップ企業の存在、サプライチェーンの寸断、現場力の強さ、身

の丈にあったBCPやBCM、脱原発のための長期的道筋、2種類のオンリーワン、明日のルネサス、技術至上主

義からの脱却、ピンチをチャンスに、節電・創エネ・省エネ・蓄エネ、横並び意識の改革、国内と新興国での

新事業の同時展開、新興国企業とコモディティ化 
 
東日本大震災をめぐる「二つのなぜ」 
＜福田（司会）＞東日本大震災の発生と復旧には「二つのなぜ」が存在すると思います。一つ

は、東日本大震災が襲ったのは東北地域の太平洋岸ですが、経済的に同地域を見れば、その規

模はかなり小さい。GDPで見ても日本全体の数％程度でしょう。しかし、その経済規模の小さ

さの割には、東日本大震災による当地の被災は日本全体の生産活動を急落させてしまった。3
月は史上 悪の落ち込み幅を記録しています。これが一つ目の「なぜ」です。 
二つ目の「なぜ」は、東日本大震災は輸送機器を中心に生産活動に打撃を与えたわけです（図

表1）。鉱工業生産全体は震災前の8割程度、輸送機器に至っては震災前の5割程度の生産しか行

うことができなかったのです。そのため、これらの生産活動が震災前の水準に戻るのに1年以上

かかるとの見通しが当初提出されていました。しかし、実際の生産活動は、8月にはほぼ震災前

水準まで回復しました。その後は欧州債務危機もあってもあってもたついていますが、どうし

て震災後、予想外に早く生産が回復できたのかが二つ目の「なぜ」です。この「二つのなぜ」

について、増田産業経済調査部長はいかがお考えですか。 
 
＜増田＞一つ目の「なぜ」についてですが、主に二つの理由が挙げられます。一つは、被災地

は自動車や電機などのメーカーに基幹部材を供給するサプライヤーの工場、それも高い世界シ

ェアを占める工場の集積地で、これらが被災したことで広い範囲でサプライチェーンが寸断さ

れたことが大きいと思います。もう一つは、震災が原発事故を引き起こし、電力供給の制約に

つながったことでしょう。福島第一原発を電源として当てにしていた東京電力は管内で計画停

電を実施せざるを得なくなり、その結果、関東地域全体の生産活動に影響を与え、それが全国

に波及したということです。 
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出所 ： 経済産業省 「鉱工業指数」により作成

図表1 鉱工業生産のレベルの推移（月次、業種別）

 
次に二つ目の「なぜ」ですが、これは日本の現場力の強さがいかんなく発揮されたからでし

ょう。月を追うごとに復旧時期の見通しが前倒しになっていきました。これには被災した企業

に対して、ライバル企業や見ず知らずの企業が一致協力して必要資材の提供や代替生産を行っ

たことが大きいです。例えば、被災したルネサスエレクトロニクス（以降、ルネサス）に対し

ては、顧客企業である自動車メーカーや関連企業が復旧のために自社の技術者を派遣しました

が、その数、一日 大2,500人、延べ8万人と言われています。 
 

＜福田＞生産活動の動きだけから判断すると、東日本大震災による影響は一時的なショックに

過ぎなかったということになりますが・・・。 
 
＜増田＞残念ながらそう簡単な話ではありません。確かに、壊れた分が元に戻るという復 
旧は早かった。まさにＶ字回復といえます。でも、震災前から日本の製造業は、円高や高い法

人税、高い労働コストなど、困難な状況に置かれていたことを忘れてはなりません。そのビジ

ネス環境が、震災後、一段と悪化しています。深刻な電力供給不足や放射能汚染の影響といっ

た試練が付け加わったのです。予定されていた法人税減税は先送りとなり、震災の復興経費を

賄うために逆に法人税増税が課されることになりました。 
このように、震災以降、国内のものづくりの環境は悪化しており、日本の製造業が越えなけ

ればならないハードルはさらに高くなり、難易度が増したといえるのではないでしょうか。 
 

＜福田＞このままでは、日本の製造業の海外シフトが加速するでしょう。これまでの海外シフ

トにより、日本の製造業の輸出機会が失われ、その額、▲43兆円に上るという試算もあります

（図表2）。震災後のビジネス環境の悪化で輸出機会の損失が更に拡大し、経済成長や雇用創出 



図表2 現地生産・販売による日本の国内生産への影響（空洞化）の推移

（注）空洞化の経済的損失額は輸出誘発効果から逆輸入効果と輸出代替効果を差し引いて算出。

　　　方法については、概ね、経済産業省「平成21年産業活動の分析　年間回顧」での分析に

　　　依っている。なお、2010年度値は東レ経営研究所が推定した。

（出所）経済産業省「海外事業活動基本調査」
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のチャンスを失うことはもったいないですね。 
 
震災前の状況に戻った電機産業 
＜福田＞日本の製造業といっても、繊維や鉄鋼のような素材業種もあれば自動車や電機のよう

な加工業種もあり、さまざまです。製造業全業種を取り上げるわけにもいきませんので、ここ

では代表選手として電機産業を取り上げたいと思います。東日本大震災を経て電機産業の強み

や課題について永井シニアアナリストはどのように考えていますか。 
 
＜永井＞震災における日本の電機産業の強みは、独創性はないが、元の姿に戻すのは上手だと

いうことです。ルネサスもそうです。ただ、電機業界が全盛期の強さまで取り戻せる 
のかというとそれは別の話です。アップルのような企業も出てきていません。震災の直前の状

況に戻っただけです。 
震災後の電機産業の課題は何かというと震災前と全く変わっていません。円高、韓国勢との

競争激化、デジタル家電の価格下落、液晶などでの中国メーカーのプレゼンス上昇、エコポイ

ントの終了です。さらに今回の震災で電力不足の問題が加わりました。 
先ほど製造業一般について問題点を触れられましたが、電機産業はまさにその典型といって

いいでしょう。 
ただ、電機産業といっても総合電機メーカーと家電メーカーで状況が異なることに注意が必

要です。総合電機メーカーはインフラなどB to Bビジネスに強みを持っていて好調な一方、家

電メーカーはアジア勢の台頭で苦戦を免れていません（図表3）。 
 



図表3 総合電機メーカー3社と家電メーカー3社の業績推
移
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身の丈にあったBCP（事業継続計画）で充分 
＜福田＞震災を機に事業継続計画（BCP）や事業継続管理（BCM）の対策の必要性が議論され

ています。海外企業の中には、これらの対策を打っていない日本企業を外す動きもあると聞い

ています。一方で、日本の復旧能力の高さを考えると、いろいろなリスクへの対応を前もって

細かく決めておく必要性はないように思われます。日本のものづくりは、BCPやBCMについて

どの程度まで取り組まなければならないのでしょうか。 
 
＜増田＞難しい問題を振ってきますね（笑）。現時点では、答えは出ていない問題です。言える

ことは、多くの日本企業は復旧スピードの速さに安堵するのではなく、東日本震災の 
教訓を踏まえ、リスク分散を考慮した 適な生産体制の構築、すなわちサプライチェーンの強

化に真剣に取り組む動きを見せています（図表4）。 
確かに、今回、日本企業を含めて、世界中のメーカーは日本が地震国であることのリスクを

認識し、災害対策やBCPへの意識が高まりました。しかし、被災した後、日本企業が復元力の

高さを見せつけたことや、事業継続に対する備えに着々と取り組んでいることもあって、日本

企業に対する信頼は失われるどころか、逆に高まった面もあると思われます。そのため、海外

の 終財企業が日本企業をサプライチェーンから外したりする動きは限定的なものにとどまる

と見ています。 
 

＜福田＞電機産業でもBCPやBCMの具体的な動きは出ているのでしょうか。 
 
＜永井＞日本の電機メーカーも、東日本大震災を経て防災、減災の重要性に関心を持つように

なっていますのでBCPやBCMに取り組んでいます。ただ、その取り組みには一律の正解がある

わけではなく、企業によって異なってきます。例えば、一定程度の在庫積み増しや海外や国内

での生産拠点の分散など、効率一辺倒やコスト削減重視からの転換を行っていることは確かで

すが、その取り組みはさまざまとなっています。 



  

図表4　　日本メーカーが進めているサプライチェーン強化策

■ 工場・事業所の国内での分散（生産箇所の複数化）

■ 海外生産シフト

■ 分散発注・分散調達の実施（調達先の分散）

■ 系列外･海外からの調達比率の引き上げ

■ 大地震などの災害対策の強化

■ 実効性のある事業継続計画（BCP）の策定

■ 在庫積み増し

■ 特注品比率の引き下げ、標準品比率の引き上げ

■ 部品の共通化

■ 過剰品質要求を抑える動き

■ サプライチェーンの「見える化」
　　　　　複数企業間の連携を
　　　　　要する取り組み

■
有事の際に他地域の同業他社と生産代替、原材料の相互
融通等を行う体制の構築

出所 ： 東レ経営研究所作成

　　　　個別企業で可能な
　　　　取り組み

 
 

ただ、付け加えなければならないことは、各社取り組んでいても、それを報道発表している

事例はあまり聞いたことがありません。これは、こういった取り組みが海外脱出の動きとみな

され、批判される恐れもあり、あえて公表しないのだと思われます。 
 

＜福田＞BCPやBCMは日本企業が取り組むべき課題の一つですが、その取り組み方は自社の事

情に応じたさまざまなやり方が許されるということですね。いわば身の丈にあったBCPやBCM
の対策で世界から信頼を勝ち取れる気がします。 

 
「原発憎し」だけで政策を決めれば日本にマイナス 
＜福田＞さて、話題を変えます。福島第一原発の事故以来、急速に台頭しているだ脱原発の動

きをものづくりの視点からどうとらえればいいのでしょうか。 
 
＜増田＞原発については、少しずつ減らしていくのは国民の総意だと思います。そこで重要な

のは、風力など代替エネルギー開発をにらみながら原発を長期的にどのように減らしていくか、

安全を担保しながら原発を再稼働する手順をどうするかについて政治的に早く決め、その道筋

を示すことです。ただ「原発憎し」だけで政策を決めてしまうと産業競争力をそぐことになる

でしょう。   
あと、原発に関する国内政策と対外政策とが一貫していることが重要です。現状、原発輸出

の旗は降ろしていません。そうである以上、国内の原発を安全に稼働させることや、原発事故

対応のための技術開発と技術者の育成に注力することは、日本が責任を持ってなすべきことで

しょう。気持ち悪いから「臭いものにふた」では、日本産業全体にとってマイナスです。 
 

＜福田＞インフラ輸出とエネルギー安全保障の二つの視点に立ち、短期的には電力料金上昇と



なったとしても、説得力のある中長期的なシナリオを企業や国民に提示するしかないでしょう。

企業としてもいいとこ取りすることはできないわけですし。 
 
＜永井＞そうですね。産業界としても電力料金は安ければ安いほうがよいといっても安くなっ

たために韓国で起きたような停電等の事故が頻発するようでは困るわけです。電力の料金水準

と安定供給の兼ね合いが重要でしょう。 
 
＜増田＞いずれにせよ、原発のリスクが過大視され、国家のエネルギー政策が不透明なままと

いう現状は大いに問題です。脱原

発へ向けての長期的な道筋を決め、

様々なエネルギー源のベストミッ

クスを提示して国民の納得を得る

ことが必要でしょう。今こそ政治

的手腕が問われていると思います。 

 
 
                           ニッチチチトップ企業は「明日の

ルネサス」？！ 
＜福田＞先ほどルネサスの話が

出ましたが、ニッチトップ企業

（１つの小さな市場で圧倒的に

高いシェアを獲得している企業）

の代表であるにもかかわらず、収

益は非常に悪い。どうしてこんな 

状況に陥っているのでしょうか。 
 
＜永井＞ルネサスの収益ですが、マイコン事業は黒字、システムLSI事業は赤字基調と言われ

ています。システムLSIの赤字の要因は、基本的にカスタムメイドなのに高く売れないためで

す。 
オンリーワンには二種類あって、一つは強いオンリーワン。自動車部品のリケンがそうです。

もう一つは悪い意味でのオンリーワンで、他の企業が次々に撤退して結果的に残った企業です。

ルネサスはマイコンでもうかっていたこともあったので、もうからない事業を継続することが

できたのですが、それだけでなく昔からの付き合いを大切にするといった日本人の律儀さや大

企業としてのプライドも関係しているのでしょう。この分野の企業はライバルが少ない割には

利益が出ていません。 
 

＜福田＞そこが不思議なところですね。 
 
＜増田＞ルネサスのように、「技術力で差別化を実現できているのに収益は赤字」という状況に

陥っている日本企業は珍しくありません。系列的な下請け取引に組み込まれていて、利益を乗

せられず、本来の技術力が生きてこない例です。こうした場合、事業モデルを変えることが課

題となります。 
その点で注目すべきはマブチモーターの事例です。同社は、標準化したいくつかのモーター

だけ作り、特注対応しないことで成功を収めています。技術の高度化という競争次元だけでは

なく、別の次元でのビジネスモデルを作ったわけです。このように、技術至上主義から抜け出

増田貴司　産業経済調査部長　兼　チーフエコノミスト



してもうかる事業モデルを創り出すことを考えるべきです。でないと、圧倒的な技術力でオン

リーワン部品を供給しているニッチトップ企業なのに赤字という「明日のルネサス」に陥る恐

れがあります。 
 

「ピンチ」を「チャンス」に 
＜福田＞東日本大震災は日本のものづくりにとってピンチだったわけですが、一方、「ピンチの

ときこそチャンス」という言葉もあります。震災以降、日本のものづくりはどのような「チャ

ンス」をものにしていかなければならないのでしょうか。また、その際、注意すべき点があれ

ばご指摘ください。 
 
＜増田＞震災後に需要が拡大し、多くの企業が商機を見出して参入しているのが、節電・創エ

ネ・省エネ・蓄エネ事業です。例えば、家庭用蓄電池は、震災が起こったことにより開発競争

と低価格化が進み、実用段階を迎える時期が2年ほど前倒しされています。エネルギー関連以外

では、家庭用宅配水供給ビジネスが二桁成長していますし、セキュリティ機能を強化した倉庫

ビジネスを手がける企業も現れています。大規模災害に負けない情報システムを構築する企業

が増え、クラウドやデータセンターの需要も伸びています。 
 
＜永井＞震災はチャンスというより契機 

になったと思います。今でもスーパーな 

どでは欠品が目立つようになりました。 

震災前では考えられなかったことです。 

欠品する勇気というか、余計なものを作 

るのは止めようという考え方が出てきた 

と思います。 
これまで効率的と思われるやり方があ 

るにもかかわらず、横並びでできなか 

ったのですが、震災で踏ん切りがつい 

たように見受けられます。M&Aにして 

も中小企業の海外進出にしてもそうで 

す。震災は個々の企業の意識改革を促 

したといえるでしょう。 
 
＜福田＞新しいビジネスを展開するときに欠かせないのは、国内だけでなく、海外でどのよう

に事業展開するかという視点です。国内でうまく事業を起こしても、日本は長期低迷と人口減

少で需要が縮小しており、日本企業は海外、特に新興国展開なくして長期的な事業発展は望め

ないでしょう。これまでは国内事業が一段落した後に海外事業を展開するという二段階でやっ

てきましたが、これからは、新興国を見据えながら、それとリンクした事業展開を日本国内で

行うという同時進行でやっていく必要があるでしょう。 
 
＜増田＞震災後の日本を舞台に、省エネ・創エネ等の新しいビジネスが今まさに花開こうとし

ていますが、実は日本企業だけでなく新興国企業も続々と参入しています。例えば、太陽電池

業界では、国内で導入された太陽電池システムのうち海外新興メーカー製品を採用したものの

割合がじわじわと拡大し、2010年度には13％に達しています。高付加価値化で日本勢は先行し

ていますが、1、2年経てば、コモディティ（汎用品）化して供給過剰となり、価格低下と市場 
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拡大が進む中、もうけるのは新興国

企業ということになりかねません。

現時点では目の付け所と地の利と

技術力で日本企業は勝っています

が、2、3年後には「技術で勝って

事業で負けた」ということになる危

険性を秘めています。競合相手に新

興国企業がいるということと、コモ

ディティ化した後に自社はどうも

うけるのかという視点を忘れては

いけないと思います。   

 

＜福田＞本日はどうもありがとう

ございました。       ■ 
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