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1．スマートシティ
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降、

スマートシティづくりへの関心が高まり、日本企
業のビジネスチャンスの可能性に期待が集まって
いる。

スマートシティとは、既存の社会の仕組みにデ
ジタルや IT の技術を融合させることで、市民生
活の向上を実現した都市のことである。「スマート
グリッドなどの新たな技術や手法によりエネル
ギー効率を高め、低炭素社会の実現を目指す都市」

を指すことが多い（スマートには、指示しなくて
も自動的に最適な状況を判断し、行動してくれる
という意味がある）。

スマートシティでは、エネルギーをつくって、
貯めて、上手に使うという「創エネ」「蓄エネ」「省
エネ」の 3 要素が重要視される。ただし、スマー
トな技術の対象となるのは電力やエネルギーだけ
でなく、交通、医療、教育、安全・安心など広範
囲のテーマにわたる。また、スマートシティの「シ
ティ」は行政区画に限定したものではなく、人が
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集まり、生活する地域といった意味である 1。
もともとスマートシティは欧州での温室効果ガ

ス対策が起源で、2008 年のリーマンショック後に
米国オバマ政権がグリーンニューディール政策を
打ち出したことで関心が一気に高まった。

日本におけるスマートシティ構想の先進事例と
しては、兵庫県神戸市で阪神・淡路大震災以降取
り組まれている「災害に強い街づくり」、北九州市
の「北九州スマートコミュニティ創造事業」、横浜
市の「横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）」
等が挙げられる。このうち後二者は、2010 年 4 月
に経済産業省が推進する「次世代エネルギー・社
会システム実証地域」に選定されている（図表 1）。

2011 年 3 月の東日本大震災を契機に、スマート
シティに求められる新たなテーマとして、「しなや
かで強く、災害等で被害を受けても完全な機能停
止にはならず、短時間で復元する強さをもつこと

（レジリエント）」が急浮上した。今後、スマート
シティはさらなる進化を遂げることが予想される。

大震災の被害を直接経験した日本が、安全・安
心と災害対策を重要視した新しいスマートシティ
づくりの先進的な舞台になる可能性が出てきた。
この観点から、世界中の企業が日本の復旧・復興
計画に大きな注目を寄せている。

スマートシティは快適な生活を実現するための
包括的な取り組みであるため、プロジェクトに参
画できる業種は幅広く、さまざまな企業にビジネ
スチャンスがある。

住宅産業、建設業、デベロッパーはもちろんの
こと、製造業の出番も多い。新エネルギーを導入
したスマートシティの場合、風力発電には炭素繊
維、モーター、軽合金、太陽光発電には液晶、コ
ンバーター、ガラス、電気自動車には二次電池、
充電設備といったような、多様な技術の組み合わ

1   ここでいうスマートシティは、経済産業省が 2010 年 6 月 18 日に発表した「エネルギー基本計画」の中で「スマート・コミュニ
ティ」と呼んでいるものに近い。その定義は、「サステナブルな社会を実現するために、電気の有効利用に加え、熱や未利用エ
ネルギーも含めたエネルギーを地域単位で統合的に管理し、交通システム、市民のライフスタイルの転換などを複合的に組み合
わせた地域社会」とされている。

図表1　次世代エネルギー・社会システム実証4地域
地域 参加主体 概要

横浜市
横浜市、アクセンチュア、東芝、
日産自動車、パナソニック、
明電舎、東京電力、東京ガス

・�CO2削減と経済活性化を目的として新社会システムを構築し、海外へ展開。横浜が誇る地域の資産や
機会等を最大限活用。
・持続可能性を追求するため、市民が実際に暮らす既成市街地でシステムを構築。
・�全体の意思決定や投資・普及啓発等も行う事業体を設置し、エネルギー会社やユーザーの参加も得た
推進体制を整備。
・CO2削減目標は、2025年までに04年比▲30％の削減。

愛知県豊田市

豊田市、トヨタ自動車、デンソー、
中部電力、東邦ガス、シャープ、
トヨタホーム、富士通、東芝、
KDDI、サークルKサンクス、
三菱重工業、豊田自動織機、
ドリームインキュベータ

・�家庭セクター（家庭＋自動車）に着目し、グローバル企業と地元有力企業と自治体で協調し、実生活
者の協力の下、低炭素社会システムを構築。
・社会コストを抑えたエネルギーの有効利用や低炭素交通システムの構築を試みる。
・標準化などで国際競争を意識した取り組みを行う。
・CO2削減目標は、家庭で▲20％、交通で▲40％。

京都府けいはんな
学研都市

関西文化学術研究都市推進機構、
同志社山手サスティナブルアーバン
シティ協議会、京都府、京田辺市、
木津川市、精華町、関西電力、
大阪ガス

・�「けいはんな学研都市」を対象に、家庭・オフィス内及びEVを介したエネルギー・フローを可視化し
て、エネルギーを制御。
・�自然由来エネルギーの持つ不安定性と人間の活動パターンに起因する需要変動を閉じ込め、安定かつ
効率的な地域エネルギ－システムの実現と新産業創出を目指す。
・CO2削減効果は、2005年比で家庭は▲20％、交通は2030年までに▲40％。

北九州市
北九州市、新日本製鐵、日本IBM、
富士電機システムズ

・�民間主導で環境街づくりに取り組んできた八幡東田地区に備わる太陽光、水素などの新エネルギー基
盤等を生かし、地域全員参加のエネルギーエリアマネジメントの実現を目指す。
・成果を市全体へ波及させるとともに、アジア諸都市とのネットワークを通じてアジア展開を図る。
・CO2削減目標は、民生・運輸部門で2030年に▲50％、2050年に▲80％。

出所：経済産業省資料をもとに作成
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せが必要となり、多くの製造業に参画機会があ
る。また、守備範囲の広い総合商社には、コー
ディネート力の発揮が期待される。

スマートシティの導入が進む中で、自動車メー
カーと住宅の関係が一層深くなることにも注目し
たい。自動車が家庭のエネルギーシステムと連結
される時代が訪れようとしている。現在は、家庭
からクルマ（電気自動車やプラグイン・ハイブリッ
ド）のバッテリーへの一方向に電力を供給する使
い方にとどまっているが、2012 年春にはクルマか
ら家庭に給電するシステムが実用化される見通し
で、自動車を住宅の蓄電池として利用することが
可能になる。

住宅エネルギー管理システム（HEMS）の導入
に向けて、2011 年 7 月、メーカー等 10 社による
規格統一のための「HEMS アライアンス」が設立
された。この規格統一が実現すれば、家庭内の家
電が通信で結ばれることになる。家電や照明にセ
ンサーを組み込めば、ネットワーク経由で遠隔地
から自動コントロールすることが可能になる。

携帯電話がスマートフォンとなったことで多く
の業界に構造変化が生じたように、住宅がスマー
トハウス化することによって、さまざまなビジネ
スチャンスが生まれる可能性がある。

快適、便利、安心、安全な街づくりのために、
多くの人や企業が参入し、ヒト・モノ・カネが集
まれば、投資が投資を呼ぶ好循環が生まれ、国内
の経済活動が活性化することが期待される。

また、スマートシティは、日本の新たな輸出品
になる可能性を秘めている。成長戦略として日本
のスマートシティのモデルをアジア新興国など海
外に売り込むことができる可能性がある 2。これ

を実現させるためには、日本企業が各社単独では
なく、チームとして取り組む必要がある。また、
国内外におけるスマートシティ関連分野の国際標
準化の動向に関する情報収集に注力し 3、できれ
ば受け身でなく新しい標準を自らがつくって、新
しいインフラとして日本型のスマートシティを海
外に売り込んでいくことを目指すべきであろう。
その場合、オールジャパン的な発想を脱し、海外
のプレーヤーとも早期に手を結んで国際標準づく
りに参加することが有効と思われる。

2．風力発電
東日本大震災を経て、電力の 50％以上を原子力

で賄うという現行のエネルギー基本計画の枠組み
が崩壊し、原子力に依存できるのは 10 数％にな
る可能性が出てきた。原子力の減少分を埋めるた
めに、省エネルギーの推進と同時に、再生可能エ
ネルギーの大幅な導入が必要な情勢となった。

実はこれまでの日本の再生可能エネルギーへの
取り組みは、世界各国の活発な動きの中で周回遅
れとなっている。日本でも 1995 年から始まった
電力自由化と並行して、過去に再生可能エネル
ギー事業への期待が高まった時期があった。しか
し、家庭用太陽電池に対する補助制度が 2005 年
に打ち切られたほか、再生可能エネルギーの導入
義務が低く抑えられた結果、新時代の到来を信じ
て船出した再生可能エネルギーの新規事業者が不
遇な目にあい、産業としての発展が阻害された経
緯がある。

この結果、エネルギー分野は、素晴らしい技術
を持った日本企業が数多くあり、今後の経済成長
を担う次世代産業の主戦場であるにもかかわらず、

2   アジアの人々は、日本が過去に深刻な公害問題を乗り越えてきた歴史を知っており、経済成長とインフラ整備のバランスの実現
という新興国が抱える課題を過去に克服した実績のある日本の街づくりの技術やノウハウに対する期待は大きい。このことは、
日本のスマートシティの輸出に追い風になるだろう。

3   日本に不利な標準がひとたび導入されてしまえば、日本はより優れた商品を提供する能力があるにもかかわらず、標準への対応
に追われ、海外市場への参入が困難になる。

2012年の日本産業を読み解く10のキーワード
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世界市場における日本の存在感は薄いのが現状で
ある 4。

ところが、東日本大震災後の電力不足とエネル
ギー危機の中で、やや唐突な形ではあるが、2011
年 8 月に再生可能エネルギー特別措置法が成立
し、2012 年 7 月から再生可能エネルギーの全量固
定価格買い取り制度がスタートすることになっ
た。これを契機に、これまでの再生可能エネル
ギーへの取り組みの遅れを挽回し、次世代エネル
ギー関連を競争力のある成長産業として発展させ
ていくことが期待される。そのためには、再生可
能エネルギーの発電事業に多くの企業が投資した
いと思う環境を政府がつくり出す必要がある。

再生可能エネルギーの中で、本稿では今年の
キーワードとして風力発電に注目したい。

風力発電は世界的に見て最も普及している再生
可能エネルギーである。風力発電設備は 2010 年
末までに世界中に 197 ギガワット（1 億 9,700 万
キロワット）が設置されており、年率 20 〜 30％
増の勢いで導入が進められている。

風力発電が主流である大きな理由としては、①風
力は現時点で再生可能エネルギーの中で最も経済
性や効率に優れていること、②太陽光と異なり、
風があれば夜間でも発電が可能で発電効率がよい

こと、などが挙げられる。
しかし、日本では風力発電の導入量（累計設置

容量）はわずか 230 万キロワットと、ドイツの 10
分の 1 以下にとどまり、世界 12 番目である（図
表 2）。風力発電が日本でこれほど低迷しているの
は、①電力会社間の連絡線の弱さ（発電業者が全
国どこからでも平等に使える送電線網が整備され
ていないこと、②これまで政策的に再生可能エネ
ルギーの導入目標が低く抑えられてきたこと、な
どが理由である。

日本では再生可能エネルギーの中ではこれまで
太陽光を政策的に優遇してきたが、ドイツの例を
見ても、系統接続に電源として太陽光発電が存在
感を発揮するまでには相当の時間がかかる。まず
は風力発電の導入量を大幅に増やすことに注力す
べきだろう。

風力発電の導入が期待されるもう一つの理由
は、産業の裾野が広く、雇用創出効果が大きいこ
とである。風力産業は、風車メーカーから各種部
品・素材メーカーにいたる自動車産業に似たサプ
ライチェーン（供給網）をもつ。大型風車の部品
点数は 1 〜 2 万台と、電気自動車（約 1 万点）に
匹敵する多さで、素材も含めてその経済波及効果
は大きいとされる。

4   太陽電池については、2004 年までは太陽光発電導入量が世界トップであったが、2010 年には 4 位（ドイツ、イタリア、チェコ
に次ぐ）に後退している。風力発電については、2010 年の新規導入量は世界 16 位（1 位ドイツ、2 位米国、3 位インド）にとど
まっている。

図表 2　風力発電の国別導入設備容量（2010 年 12 月時点）

その他 2,675
14%

デンマーク 375　2%

カナダ 401  2%

英国 520  3%

フランス 566　3%

イタリア 580　3%

インド 1,307　7%

スペイン 2,068　10% ドイツ 2,721
14%

米国 4,018
20%

中国 4,473
22%

（単位：万kW）

世界の総設備容量
1億9,704万kW

出所：世界風力エネルギー協会
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日本の風力資源は、北海道、東北、九州が圧倒
的に多い。特に、北海道は有望で、十分に事業性
が見込める風速 7 メートル以上の陸上の風力資源
だけでも、潜在的な設置可能量は 5,200 万キロ
ワットもあるといわれている。

近年、欧米では大型の洋上風車の導入が増えつ
つある。洋上風車は陸上よりも風速が高く乱れが
少ない海上の風を利用できるというメリットがあ
る反面、設備および維持管理のコストが高くなる
ため、風車の大型化や 1 カ所に多くの風車を設置
したウィンドファームの建設によりスケールメ
リットを生み出すことが必要となる。

欧米の洋上風車の主流は海底に風車を固定する
「着底式」だが、現在日本で、水面に浮かぶ「浮体
式洋上風力発電」の巨大プロジェクトが進行して
いる。福島県沖に世界初、世界最大の浮体式洋上
風力発電をつくる計画で、2011 年度第 3 次補正予
算に 125 億円が計上され、実証実験として 2015
年度までに 6 基ほど建設する予定である。

福島第 1 原子力発電所事故からの復興のシンボ
ルとして、福島で次世代の風力発電である浮体式
に挑戦し、風力市場をつくり、風車産業を集積さ
せ、雇用創出を期待するという夢のあるプロジェ
クトだ。

島国で広い排他的経済水域を持つ日本では、洋
上風力発電の適地は多い。コスモ石油が 2020 年
代初頭に岩手沖など日本近海で 10 基以上の洋上
風力発電プラントの稼働を目指しているほか、日
立造船が 2016 年度をめどに浮体式洋上風力発電
プラント事業の商用化を目指すなど、企業の参入
が相次いでいる。

日本で風力発電市場が本当にうまく立ち上がる
のか。その鍵は政府のエネルギー政策が握ってい

る。2012 年夏にも策定されるエネルギー基本計画
で、再生可能エネルギーの導入目標が高く設定さ
れること、風力発電の系統接続可能電力量を大幅
に増やすこと、地域の風力発電事業を民間に開放
し、優れた企業の参入を歓迎し 5、地域に活力あ
るエネルギー市場を立ち上げるというメッセージ
を国が発信すること。これらの政策が発動されれ
ば、風力などの再生可能エネルギー関連が競争力
のある成長産業に育つことも夢ではない。

3．クラウド
インターネット経由でさまざまなサービスを提

供・利用できる「クラウドコンピューティング」
の市場が伸びている 6。クラウド（cloud）は雲の
ことで、コンピューターのさまざまな機能を雲の
向こう側から自由に取り出すイメージである。こ
れまで自社で所有するものだったコンピューター
や情報システムを、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。

東日本大震災を契機に、事業継続性に対する意
識が高まり、事業継続を支える IT とは何かを考
える上で、クラウドが脚光を浴びるようになっ
た。矢野経済研究所が 2011 年 7 月に発表した「東
日本大震災後の節電／停電対策に関する調査結果」
によれば、東日本大震災を受けて IT 投資を増や
したいと考えるテーマの第 1 位はクラウドだった

（回答企業の 22％が選択）。
地震や津波でサーバーやパソコンが失われて

も、情報システムやデータをクラウド上に置いて
おけば、ネットワークが復旧した時点で、企業は
迅速に事業を再開できる。インターネットを利用
できるネットワーク端末さえあれば、社員は避難
場所や自宅などどこでも仕事ができる。

5   現状、電力会社が安定供給に支障のない範囲内で風力発電を受け入れるために、電力会社による募集・抽選制度で系統に接続す
る風力発電事業者を決定している。風力発電を建設する能力のある事業者であっても、この抽選に当選しない限り建設できない
という問題がある。

6   米国の国立標準技術研究所（NIST）では、クラウドコンピューティングを「設定可能なコンピューティング資源にネットワー
クを経由してオンデマンドでアクセスできる形態」と定義し、そのサービスの利用は最低限の管理やサービス提供者とのやりと
りで済み、利用の開始や停止が迅速に行えるものとしている。
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現状、日本では米国に比べて、企業のクラウド
利用が遅れている。米国では大企業の 76％、中小
企業の 57％がクラウドの利用実績があるが、日本
の場合、大企業では 40％、中小企業では 18％の
企業しかクラウドを利用していない（図表 3）。し
かし、東日本大震災を経て、日本でもクラウドの
認知度は向上し、その導入に前向きな姿勢を占め
るユーザーが増えてきている。総務省によれば、
クラウドサービスの市場規模は 2011 年度が 8,000
億円で、2015 年度には 2 兆 3,000 億円に拡大する
見通しである。

数年前から、クラウドは企業の IT における
キーワードとして注目されてきたが、その主な導
入理由はコスト削減だった。しかし、最近ではク
ラウドがコスト削減効果だけでなく、事業継続性
を高めるのに有効であるほか、さまざまな経営課
題の解決に役立つとの認識が広がり、導入に前向
きな姿勢を示す企業が増えている。

例えば、大企業の場合、事業部や拠点ごとに
使っている情報システムが異なることが、業務
データの瞬時の把握の妨げとなっているケースや、

M&A 後の IT 統合に手間取り非効率が生じている
ケースが多い。これらの場合、世界中の拠点でで
きるだけ業務の標準化や統合を進め、クラウド化
できる部分をクラウドに移行させて動かすことに
より、会社全体の生産性を高めることができる。

また、自社の製品をネットワークにつないでク
ラウド環境で動かすことにより、製品や部品の保
守・点検、営業活動、新商品開発に生かす取り組
みが活発化している。膨大なデータを安価に蓄積・
分析する基盤としてクラウドは適している 7。

クラウドの供給者側の動向をみると、国内勢で
は日立製作所、日本 IBM など多くの IT 企業がク
ラウド事業の拡大に注力しているほか、ソフトバ
ンクなどの主要通信事業者もクラウド事業に乗り
出し収益多角化を図っている。さらに、最近は海
外勢が日本市場に参入し、競争が激化している。
マイクロソフト、IBM などの総合プレーヤー、
Amazon の 子 会 社 の Amazon Web Services や
Saleforce.com などのクラウド専業業者のほか、
PaaS8 専業プレーヤーなど多様な業者が日本で法
人や自治体向けサービスに乗り出している。また、

7   料理レシピ検索・投稿サイトを運営するベンチャー企業のクックパッドは、増加の一途をたどる同社サイトへのアクセスに対応
するため、システムを自前のサーバー保有による管理をやめて、サイトを動かす全システムを米アマゾン・ドット・コムの子会
社が提供するクラウドの活用に切り替えることを決め、2010 年 6 月から段階的に移行を進めている（出所：日経 BP 社『企業経
営に活かすクラウド完全ガイド』22 頁）。

8   PaaS（Platform as a Service、パース）とは、ソフトウェアを構築・稼働させるための基盤となるプラットフォームを、インタ
ーネット上のサービスとして利用する形態のこと。

図表 3　クラウドサービスの利用実績の日米比較（2010 年度）
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出所：総務省「情報通信白書�2011年版」
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グーグルもコミュニケーション用のパッケージソ
フト、Google Apps を企業向け有料サービスとして
展開し、ビジネスの領域でも急速に力を伸ばして
いる。

クラウドは、供給業者にとっては顧客ごとに一
からシステムを構築する従来型のシステムと違っ
て、新規市場開拓のチャンスが大きい反面、いっ
たんシステムを受注すれば次の更新需要がほぼ約
束されていた従来の取引関係は崩れることにな
る。クラウドの普及に伴い、IT サービス市場にお
ける競争は厳しさを増している。コストの低減な
どサービスの質を高めるためには規模の利益を追
求する必要があるため、業界再編の動きが加速す
ることが予想される。

4．異業種間競争
多くの産業・製品分野において、これまで競合

相手と考えもしなかった異なる業種の企業との間の
競争が増えてきている。2012 年はこうした異業種
間競争がさらに頻繁に発生することが予想される。

異業種間競争自体は決して珍しいことではな
く、図表 4 に示すように数年前から多くの分野で
見られるようになっている。

異業種間競争が活発化している理由としては、
① 人口減少で既存の国内市場が縮小しているた

め、活路を求めて新規領域に参入する企業が
増えている

② 海外の異質なビジネスモデルを採用した企業
との競争に巻き込まれるケースが増えている

③ 情報通信技術の発達により顧客の購買行動が
変化している

④ 技術革新で重大なテクノロジーの変化に伴
い、製品の置き換えが大規模に発生するケー
スがある（例：ガソリンエンジン車からハイ
ブリッド車・電気自動車へ）

等の要因を指摘することができる。
本年のキーワードとして異業種間競争を取り上

げたのは、スマートフォン（スマホ＝高機能携帯
電話）とクラウドの普及や、東日本大震災以降加
速したスマートシティ関連の技術革新を受けて、
上記③および④の要因による異業種間競争が増加
し、既存市場の地殻変動が起こりやすくなってい
るためである。

例えば、スマホの急速な普及で、多くの機能が
スマホに集約され、生活やビジネスのあり方が変
化しつつある。これに伴い、これまでは別々の業
界・市場で、別々に発展をとげてきた製品群がス
マホと競合するようになり、市場縮小の危機に追
い込まれるといった事態が発生している。

既にカーナビ、携帯音楽プレーヤー、ゲーム
機、デジカメなどの市場は、スマホに食われて苦
戦を強いられている。メーカーだけでなく、音楽
配信などのコンテンツ産業も売上の減少に見舞わ
れている。これらはスマホ登場による消費者の価
値観やライフスタイルの変化や、ウェブ上の違法
配信の増大等によるものと考えられる。

また、クラウドとスマホの台頭により、企業内
の文書管理やスケジュール共有などに使われるグ
ループウエア市場に移動体通信事業者が新規参入
し、既存のグループウエア開発業者とシェアを奪
い合うという形で、異業種間競争が勃発している。

こうした中で、これまで獲得していた顧客や市
場を失う企業が発生する一方で、スマホとクラウ
ドを活用したプラットフォームを使って新しい価
値を生み出す企業が、業界の垣根を越えて成長し
てくることが予想される。

図表 4　異業種間競争の事例
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出所：内田和成『異業種競争戦略』
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以上で見たように、現在の経営環境は、技術ト
レンドの変化等を背景に、自社とは全く違った事
業構造やコスト構造をもつ異業種の企業が、突如
自社の顧客や市場を奪い合う競争相手として登場
してくる可能性がある時代になった。競争相手が
いつどこから現れるか分からない時代になったこ
とを認識しておく必要がある。

こうした環境下では、既存の市場で企業が築い
ていた競争優位性が、異業種の参入や新たな競合
の発生といった市場の地殻変動により、突如崩れ
る可能性がある。経営戦略を考える上で、従来型
の業界区分やステレオタイプの競合他社分析があ
まり意味をもたないものになりつつある。

異業種間競争の活発化は、消費者やユーザーに
とっては従来よりも安価に多彩な製品・サービス
を享受できることにつながる。しかし、供給側の
企業にとっては、競争優位を築くためには、市場
の地殻変動を素早く認識し、俊敏に戦略を策定、
実行することが従来以上に重大な要素となること
を肝に銘じる必要がある。

5．パッケージ型インフラビジネス
インフラをパッケージ型で海外に輸出するビジ

ネスに注目が集まっている。
世界のインフラ需要は増大しており、OECD の

2007 年時点の予測によると、2030 年までの累計
で 53 兆ドルにのぼる見通しである。アジア開発
銀行によると、アジア地域では経済発展に伴い、
2010 年から 2020 年までの 11 年間に電力や運輸

などで約 8 兆ドルのインフラ需要が発生する。
中南米地域では、ブラジルでサッカーのワール

ドカップ（2014 年）とオリンピック（2016 年）
の 2 大スポーツイベントが開催されるほか、高速
鉄道計画もある。中東の産油国では海水淡水化な
どのインフラ整備需要がある。一方、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
ほか、米国などでは高速鉄道網計画がある。

日本企業はインフラ分野で高い技術力を持つに
もかかわらず、海外のビジネス機会を獲得できない
でいるという現状を踏まえ、2009 年末、政府は新
成長戦略の基本方針をまとめ、パッケージ型インフ
ラ事業の海外展開を重点項目として取り上げた。

ここでの問題意識は、日本のインフラ産業のか
かえる産業組織上の問題点（同一セクターに多数
の有力企業が存在する上、プロジェクトのサプラ
イチェーンが細分化されていて、顧客に対して一
貫したサービスを提供しにくいといった問題）を
克服するために、事業連合体を組み、官民一体と
なったオールジャパンで対応し、海外勢との競争
を勝ち抜こうというものである。

パッケージ型インフラは、システムインフラとも
呼ばれ、日本が得意としてきた単品型の工業製品の
ものづくりとはかなり違った性格のものである。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（図表 5）。

日本経済が東日本大震災からの復興を果たすた

図表 5　システムインフラ（パッケージ型インフラ）の概念図

部品、
サブシステムの製造 システムの統合 運用のサービス 消費者への

サービス提供

事業全体のコンサルティング、プロジェクトマネジメント、
保険、金融サービス

出所：日本規格協会�『広がるインフラビジネス』
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めに取り組むべき課題として、パッケージ型インフ
ラ事業の海外展開は今もその重要性は全く失われ
ていない。それどころか、成長戦略の柱として、取
り組みを一段と強化、加速することが求められる。

ただし、インフラビジネスは世界中の企業が商
機を見出している期待の分野であることを忘れて
はならない。世界のインフラ需要の拡大を見越し
て、世界中のインフラ企業が需要の取り込みに躍
起になっており、競争は激しい。漁をするには魚
がたくさんいる海に網をはるべきことは確かだが、
そうした海には多くの腕利きの漁師が集まってい
る。日本が推進するパッケージ型インフラ輸出が
日本の成長戦略として成果をあげるためには、手
ごわいライバルとの競争に打ち勝つ実力を備える
必要がある。

そのために日本が克服すべき課題として、次の
3 点が指摘できよう。

①インフラ全体の構想を描く力の不足
 　パッケージ型の企業連合を形成する以上、自
社製品の単品売りを脱し、総合力で戦うことに
なるが、日本勢にはインフラ全体の構想を描
き、それが顧客にとってどんなメリットがある
かをアピールする力を備えた人間がいないと指
摘されることが多い。コンセプトクリエーター
が不足していると言い換えてもいいだろう。
 　この弱点を克服するためには、海外の先進企
業と組んで、外国企業から学ぶ方法が有効と思
われる。この意味で、プラント建設大手の日揮
がシンガポールの水処理大手ハイフラックスと
提携して中国・天津市の海水淡水化事業に参加
した事例などは注目される。

②プロジェクトマネジメントの強化
 　パッケージ型インフラの輸出では、マスター
プラン、設計、調達、建設、ファイナンス、管
理・運営を含めた事業権全体をまとめて受注す
るスタイルが主流であり、全体を束ねるプロ
ジェクトマネジメントの力が求められる。国際
的に通用する手法を身につけたプロジェクトマ

ネージャーの確保が不可欠である。
③国際標準に関する理解と標準化への働きかけ

 　パッケージ型インフラの事業は多くの国際標
準と密接に関わっている。「つくられた標準に合
わせればよい」といった受け身の姿勢でいると、
手痛い損失を被りかねない。標準化の動向に目
を向け、標準づくりの作業を行う機関に参加し、
日本のものづくりや技術の特質に有利な標準が
策定されるよう働きかけることが重要な課題と
なる。

パッケージ型インフラの受注合戦は、結局のと
ころトータル・ソリューションの提供が鍵を握る。
モノとサービスを一体化させて価値を創造するこ
とが求められる。トータル・ソリューションやモ
ノとサービスの一体化が重要なことは、実はイン
フラビジネスに限った話ではなく、昨今広がりを
見せているビジネストレンドそのものである。

この意味で、パッケージ型インフラ輸出を成功
させるために必要な課題に取り組み、これを克服
することは、日本のものづくりの競争力を高める
ことに直結すると言える。

6．先端素材
1990 年前後には世界シェアトップを誇った日本

の半導体と液晶は、その後、韓国、台湾、シンガ
ポールなどのアジア勢の追い上げにあって、現在
では世界シェアがそれぞれ 20％未満、10％未満に
落ち込んでいる。こうした電子デバイスの分野で
の日本企業の凋落とは対照的に、これらの材料の
分野では今なお日本勢が高い世界シェアを維持し
ている。半導体材料ではシリコンウエハー、フォ
トマスク、フォトレジストなど、液晶材料ではガ
ラス基板、偏光板、保護フィルム等で日本企業の
存在感は大きい。

このように、先端素材では日本メーカーが今も高
いシェアを誇っている。2011 年はこうした日本の先
端素材の強さを多くの人が再認識する年となった。

2011 年 3 月の東日本大震災により、電子・電気
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産業を支える先端素材の工場が数多く被災し、サ
プライチェーン（供給網）が分断した影響で、広
範な地域で生産がストップした。このことは、日
本の素材の強さを内外に見せつける結果となった。

さらに、2011 年は最新のスマートフォンと旅客
機で日本の素材が大きな役割を果たしていること
が話題になった年だった。米アップルの新型ス
マートフォン「iPhone4S」（2011 年 10 月発売）
には、日本メーカーの電子部品が多数搭載されて
いる。スマホでは、狭いスペース内に装着する電
子部品同士が電磁波などで干渉して誤作動しない
ようにすることや高い省電力性などが求められ、
これらの技術で優位性を持つ日本の部品メーカー
がスマホ需要爆発の恩恵を受けているのである。

また、2011 年 10 月末に就航を始めた米ボーイ
ングの最新機「B787」では、日本企業が機体のう
ち 35％の開発・生産を担った。約 300 万点もの部
品から成る航空機では、耐久性や軽量化が要求さ
れる先端部材の分野で、技術力に勝る日本メー
カーが高い存在感を示している。

環境関連分野でも、日本の素材は健闘している。
ハイブリッド車、電気自動車などのエコカーで

最も重要な基幹部品である二次電池の主流になる
と目されているリチウムイオン電池の市場が急拡
大している 9。このリチウムイオン電池の主要部
材については、日本企業が世界シェアの大半を占
めている（図表 6）。

再生可能エネルギー関連の素材でも日本メー

9   いちよし経済研究所によれば、リチウムイオン電池の 2020 年の世界市場規模は 4 兆 1,060 億円と 2011 年見通し比 3.6 倍に伸び
ると予測されている。

図表 6　リチウムイオン電池の主要部材の世界シェア（2009 年）
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出所：『環境エネルギー産業情報』�2010年8月10日号
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カーの存在感は大きい。太陽電池向けのシリコン
ではトクヤマ、太陽電池に使われる封止材では主
流の EVA 樹脂でブリヂストンと三井化学東セロ
が世界シェア 2 割超の大手で、EVA 添加剤では日
本化成が世界シェア 9 割を占める。

次世代照明として有力な LED の材料では古河電
気工業、DOWA ホールディングス、住友電気工業、
昭和電工などが量産を進めている。ディスプレー
としても照明としても使われる有機 EL の材料で
は出光興産が世界シェアトップを維持している。

このような日本の素材の強さの背景には、日本
には部品一つに対しても高品質を求める要求水準
の高いユーザー企業が存在し、その厳しい要求に
応えるべく技術を磨き続けたことが挙げられる。
部材メーカーと最終財メーカーとが強力タッグを
組んで「作り込み」を行うのは日本のお家芸であ
る。これが可能なのは、日本では作り手と使い手
が対話をしながら、互いが互いを育て、高め合う
関係が成立しているからである。

最近、航空機のエンジン向けに日本の素材メー
カーの参画が相次いで決まっている。このような日
本の先端素材の躍進は、作り手と使い手が一体に
なった産業連携の強さが、日本の製造業にとって
新たな成長エンジンになりうることを示している。

7．地産地消
地産地消とは、通常、地域で生産されたもの（主

に農産物や水産物）をその地域で消費することを
指すが、ここでは製造業がグローバルな立地展開
の中で、「製品の生産はその製品が消費される国・
地域で行う」というスタンスをとることを意味する。

近年、日本企業が生産拠点をアジア新興国にシ
フトする動きが目立って増えているが、この背景
には円高対応のため、あるいは安い人件費による
コスト削減のためといった目的以外にも大きな理
由がある。それは、アジア新興国向けに競争力の
ある製品をつくるには、顧客がいる現地で生産す
る方が、日本や他国で生産して輸出するよりも効
果的であるという理由である。

かつては、生産の海外移転や新興国シフトは汎
用品や組み立て型製品が多かったが、最近では高
付加価値品や素材の生産についても新興国シフト
が加速している。

国際協力銀行「2011 年度海外直接投資アンケー
ト調査結果」によれば、海外生産比率と海外売上
高比率はともに上昇傾向にあり、海外売上の拡大
に伴って海外生産が増えていることが見てとれる

（図表 7）。また、企業が中期的に有望な事業展開
国と答えた上位 4 カ国（中国、インド、タイ、ベ

図表 7　製造業の海外生産比率と海外売上高比率はともに上昇続く
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出所：国際協力銀行「2011年度海外直接投資アンケート調査結果」
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トナム）の各国について有望な理由を見ると、い
ずれも「現地マーケットの今後の成長性」の回答
率が一番多く、「安価な労働力」を上回っている（図
表 8）。この結果から判断して、製造業が地産地消
を実現するために新興国シフトを進める傾向は今
後も一段と強まることが予想される。

製造業が新興国における地産地消を活発化して
いる一因として、一口に新興国といっても、各国
の事情や特有のニーズに合わせた製品の開発、投
入が欠かせないことが挙げられる。例えば極寒の
ロシアの自動車市場では、車が路上で故障して動
かなくなることはユーザーの生死に関わるため、
壊れにくい車の人気が高いほか、故障しても自分
で簡単に修理できる車が必要とされる。

このように、製造業の地産地消と新興国への生
産シフトが加速すれば、日本国内が空洞化してし
まうとの懸念は根強く存在する。

しかし、世界のビジネスの主戦場が新興国に
移っている中、日本企業にとっては新興国、特に
アジア新興国で収益をあげることが生命線になっ
ている。そのために新興国に出て行くことは止め
られないし、止めるべきではない。

日本がとるべき空洞化回避策は、企業を国内に
引き止める政策ではない。日本企業が海外で稼い
だ収益がしっかり国内に還流する仕組みをつくる
と同時に、国内でイノベーションを促進し、日本
だからこそできる産業を振興して雇用を創出する
ことを目指すべきである。
『経済財政白書 2011 年版』には、海外生産を増

加させる企業は、海外生産を横ばいまたは減少さ
せる企業に比べ、向こう 3 年間の雇用増加率が約
2 倍になっているという分析データが掲載されて
いる。日本企業の海外進出を後押しすることが、
国内の雇用を増やすことにつながる可能性がある。

国や地方自治体もこの点を踏まえた産業政策を
採用し始めた。自治体はこれまで地元企業の海外
流出阻止に注力していたが、国内拠点の存続を条
件に、中小企業の海外進出を後押しする動き（日
本政策金融公庫の「海外展開資金」融資制度の利

用拡大等）が見られる。また、中小企業庁は中小
企業の海外展開を支援する法案を今通常国会に提
出する予定である。

国を開き、貿易（輸出・輸入）と直接投資（対外・
対内）を両建てで活発化させること。そして、日
本を事業活動を行う場として魅力ある環境に整備
し、国内にヒト・モノ・カネを呼び込むこと。こ
れこそがグローバル化時代の産業振興策、空洞化
対策の王道である。野田政権の経済政策がこの方
向に前進するかどうか注目したい。

8．ネット通販
ネット通販（消費者向け電子商取引）市場が拡

大を続けており、多くの企業がネット通販事業の
強化に向けて動いている。

ネット通販の持つ大きな可能性を世に知らしめ
たのはスタートトゥデイである。同社が運営する
衣料品通販サイト「ゾゾタウン」（2004 年開設）は、
試着ができない電子商取引では服は成功しないと
いう常識を覆して急成長している。会員数は 370
万人に達し、ユナイテッドアローズやオンワード
ホールディングスなど 1,600 以上のブランドが集
積する「巨大セレクトショップ」となっている。
2012 年 3 月期の商品取扱高予想は前期比 47％増
の 840 億円にのぼる。

同社の躍進の背景には、洋服をネットで買う顧
客の視点に立った細かい工夫を続け、サイトの買

図表 8　	中期的に有望な事業展開国上位４カ国と	
有望理由

有望な事業展開国 有望理由（上位3項目）
回答比率
（％）

1位　中国
①現地マーケットの今後の成長性
②現地マーケットの現状規模
③安価な労働力

82.3
46.4
32.8

2位　インド
①現地マーケットの今後の成長性
②安価な労働力
③現地マーケットの現状規模

90.5
39.6
24.4

3位　タイ
①現地マーケットの今後の成長性
②安価な労働力
③組み立てメーカーへの供給拠点として

58.5
41.5
33.3

4位　ベトナム
①現地マーケットの今後の成長性
②安価な労働力
③優秀な人材

70.5
63.1
21.5

出所：国際協力銀行「2011年度海外直接投資アンケート調査結果」
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いやすさを向上させていることがある。例えば、
「こだわり検索」機能があり、価格や在庫のほか、
サイズ、スタイル、柄などさまざまな切り口から
絞り込んで探すことができる。人気ブランドの新
作は実店舗に並ぶのと同時にサイトで購入できる。

衣料品ネット通販市場では、アマゾンジャパン
や楽天が巻き返しを狙って攻めに出ている。また、

「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングも、
ネット販売強化のため、IT 関連投資を積極化する
方針を表明している。同社は、ウェブは創造性を
アピールするのに有効なツールであると認識し、
ウェブを活用した情報発信とマーケティング、ブ
ランディングを推進している。例えば、ユニクロ
の服を着た写真を投稿するサイト「ユニルックス」
を開設して、市場開拓効果の増大を狙っている。

化粧品大手はこれまで自社製品を販売する専門
店への配慮から、ネット経由の販売に慎重だった
が、ここにきて積極姿勢に転じている。資生堂は
2012 年 4 月に直販サイトを開設するほか、ネット
で注文を受けた商品を宅配する総合スーパー各社
の「ネットスーパー」でも売り出す予定である。
コーセーも今春をメドに低価格帯の主要ブランド
をネット経由で売り出す方針である。

観光業界は、東日本大震災で深刻な打撃を受け
た業界の一つだが、ここでもネット予約市場は活
性化している。旅行・宿泊予約各社の今期の業績
を見ると、エイチ・アイ・エスや一休がインター
ネット予約を武器に増収増益を維持する一方で、
店舗販売中心の JTB など既存大手は減収減益とな
る見通しである。

インターネットによる宿泊予約サイトでは、リ
クルートが米エクスペディアグループと提携して

「じゃらん net」で世界約 180 カ国、8 万超の施設
の予約の受付を開始しており、ネット予約市場の
競争は 2012 年に一層激化することが予想される。

日本のネット通販の市場規模は 2010 年で前年
比 16％増の 7 兆 8,000 億円で、過去数年継続的に
伸びている（図表 9）。50 〜 60 代の中高年で携帯
やパソコンを扱うことのできる層が拡大している

ことが、ネット通販の需要拡大を後押ししている。
豊富な品ぞろえ、低価格、利便性などのメリッ

トとスマホの普及を追い風に、2012 年もネット通
販市場はさらなる拡大が見込まれる。

9．日本の強みの再発見
2012 年は、日本の強み、和の魅力、日本ならで

はの価値、といったものを再発見し、ビジネスに
生かしていこうという機運が盛り上がる年になる
だろう。

そう考える背景には、多くの国民が東日本大震
災によって、人と人とのつながりの大切さに目覚
め、困難な状況の中でも秩序と礼節を守りつつ、
自分の力で立ち上がろうとする日本人の精神の尊
さを再認識したことがある。また、2012 年はロン
ドンオリンピックの年であるため、「日本人の連帯
感」、「チームの和」といったキーワードが例年以
上に国民の心に響きそうだという読みもある。

だが、2012 年が日本の強み再発見の年になる理
由は、もちろんこれだけではない。以下に理由を
挙げてみよう。

①日本のサービス業の強みが再認識されてきた
近年、これまで内需型とされてきた日本のサー

ビス業が、「おもてなし」や「きめ細やかで親切、
丁寧」といった強みを武器に海外進出に乗り出す

図表 9　日本のネット通販の市場規模の推移
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出所：�経済産業省「平成22年度我が国情報経済社会における�
基盤整備」（電子商取引に関する市場調査）
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事例が増えている。こうした中で、日本人にとっ
ては当たり前のサービスが海外では特別なものと
して感動をもって受け入れられる例が多いことが
知られるようになってきた。

②	グローバル競争で勝つには日本独自の強みで	
差異化するのが有効と気づいた
グローバル競争では、他国の企業と同じことを

やっているだけでは利益は生まれない。利益とは
他人と違うことに対して支払われる対価だからで
ある。世界で勝つために大事なことは、「違い」を
つくることであり、そのためには日本企業ならで
はの強みを生かして差異化を図るのが近道である。

2、3 年前、新興国ブームが始まった当初、「新
興国の中間層を攻める場合、従来の日本のものづ
くりでは過剰スペックになって売れない。こだわ
りを捨てて、現地ニーズに合った品質の商品を安
くつくって売るべき」といったことが強調された。
しかし、そこそこの品質の製品を安くつくるだけ
では、出来上がるのはコモディティ（汎用）製品
であり、必然的に競合他社との価格競争に陥り、
儲からない。したがって、持続的な競争優位を獲
得するには、日本独自の強みを捨てるのではなく、
それを他社との「違い」をつくるための武器とし
て積極的に活用すべきである。このことに気づい
た企業が増えてきたように思われる。

③アジア新興国で品質への意識が高まってきた
アジア新興国市場でも、品質への意識が徐々に

高まりつつある。所得水準の上昇に伴い、消費者
の目が肥えてきており、「安かろう悪かろう」では
なく、ある程度の品質を確保した製品でないと競
争力を持ち得ない時代になってきた。

これは日本企業にとって追い風である。「品質
ニッポン」のブランドや高品質を生み出す日本の
組織能力が、新興国で高く評価される時代が近づ

いてきたことを意味するからである。現に、新興
国メーカーの中には、品質向上のために日本の人
材育成の仕組みや現場力を吸収することの重要性
に目覚めている企業も多いようだ。日本企業はこ
の強みを武器にこれら新興国企業と Win-Win の相
互補完関係を築き、連携してグローバル市場を攻
めることが可能と思われる。

④	課題先進国としての日本の強さを	
自覚できるようになった
日本は、少子高齢化、資源不足、環境問題、都

市の過密と地方の過疎、デフレなど、かつてどの
国も経験したことのない数々の課題に直面してい
る「課題先進国」である。日本はこれらの課題を
世界に先駆けて解決して、「課題解決先進国」とな
り、そのモデルやノウハウを今後同じ課題に直面
する他国に売っていくべきだ。小宮山宏氏（三菱
総合研究所理事長、第 28 代東京大学総長）がこ
のような提言をされてから 4 年以上経ったが 10、
ここにきて実際に課題先進国であることの強さを
自覚し、課題解決先進国になろうと動き出す企業
が増えてきたように思われる。

この背景には、中国などアジア新興国が急成長
を遂げた結果、近い将来、少子高齢化が成長を圧
迫する局面の到来やバブル崩壊など、かつて日本
がたどったのと同じ道を近い将来たどるというシ
ナリオが現実味を帯びてきたことがあげられる。

以上のような理由から、2012 年はさまざまな産
業分野で日本独自の強みを意識し、それを生かし
て世界市場を開拓する日本企業の動きが活発化す
るに違いない。

10．欧州危機と日本産業
2012 年のマクロ経済面での最大の注目点は欧州

債務危機の行方である。欧州債務危機は 2011 年

10  小宮山宏『「課題先進国」日本−キャッチアップからフロントランナーへ』中央公論新社、2007 年
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に世界の金融市場を混乱の渦に巻き込んだが、危
機脱出の光明は見えず、2012 年も混迷が続きそう
である。欧州発「世界危機」が回避できるか否か
によって、2012 年の世界および日本の景気の姿は
大きく変わってくる。

東レ経営研究所の日本経済見通しによれば、
2011 年 度 の 実 質 GDP 成 長 率 予 測 は ▲ 0.3 ％、
2012 年度は 2.0％と予想している（図表 10）。四

半期ごとの景気の足取りを見ると（図表 11）、東
日本大震災後の落ち込みからの急回復局面は既に
2011 年 7 〜 9 月期で終了しており、2011 年 10 〜
12 月期以降は民需の浮揚力が乏しい展開となる。
それでも、比較的堅調な新興国経済向けを中心に
輸出が持ち直すことや、復興需要の本格化で住宅
投資と官公需の増加が見込まれることなどから、
景気の腰折れは回避され、緩やかな成長軌道の局

図表 10　2011・2012 年度の日本経済見通し
（前年度比、％）

2008年度
（実��績）

2009年度
（実��績）

2010年度
（実��績）

2011年度
（予��測）

2012年度
（予��測）

�実質GDP △�3.7 △�2.1 3.1 △�0.3 2.0
�個人消費 △�2.0 1.2 1.6 0.1 0.7
�民間住宅投資 △�1.1 △�21.0 2.3 4.2 3.2
�民間企業設備投資 △�7.7 △�12.0 3.5 △�1.4 3.3
�公共投資 △�6.7 11.5 △�6.8 5.2 7.6
�財貨・サービスの純輸出（寄与度） △�1.1 0.2 0.8 △�0.7 0.2

�財貨・サービスの輸出 △�10.6 △�9.8 17.2 △�0.5 5.0
�財貨・サービスの輸入 △�4.7 △�10.7 12.0 5.1 4.6

�名目GDP △�4.6 △�3.2 1.1 △�2.0 1.4
�GDPデフレーター △�0.9 △�1.2 △�2.0 △�1.7 △�0.6
�鉱工業生産 △�12.7 △�8.8 8.9 △�1.7 6.0
�消費者物価（生鮮食品を除く総合） 1.2 △�1.6 △�0.8 △�0.1 △�0.1
�完全失業率（％） 4.1 5.2 5.0 4.5 4.3
�円レート（円／ドル） 100.5 92.8 85.7 78.5 80.0
�米国実質GDP成長率��（暦年） △�0.3 △�3.5 3.0 1.7 1.9
�ユーロ圏実質GDP成長率��（暦年） 0.3 △�4.2 1.8 1.6 0.1
�中国実質GDP成長率��（暦年） 9.6 9.2 10.4 9.0 8.7

出所：実績は内閣府他、予測は東レ経営研究所見通し（2011年12月改訂）

図表 11　日本の四半期別実質GDP成長率と項目別内訳（前期比寄与度）
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出所：�内閣府経済社会総合研究所�「四半期別GDP速報」、2011年第4四半期（10～12月期）以降は東レ経営研究所予測
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面に移行する見通しである。
だだし、上記の予測は、欧州危機がリーマン

ショックのようなグローバルな金融危機に波及し
ないこと、したがって世界同時不況は回避され、
欧米経済が減速しても新興国経済は比較的軽微な
減速にとどまり失速しないことを前提としている。

この前提が崩れるリスクシナリオが起こった場
合は、2012 年の欧米先進国は軒並みマイナス成長
に転落、新興国経済も大幅に減速し、世界同時不
況の様相を呈することになろう。日本だけは 2012
年に復興特需が発現するため、他の先進国よりは
高めの成長率にはなるものの、景況感は大幅に悪
化すると予想される。

このように、2012 年、2012 年度の日本の景気は、
ひとえに欧州危機の行方次第であり、不確実性が
非常に高いと言わざるをえない。

一方、短期ではなく中期の見通しとして、高い
蓋然性をもって予測できることがある。それは、
欧州は既に財政悪化・金融収縮・景気後退の悪循
環にはまり込んでおり、どう転んでもこの先最低
数年間は、バブル崩壊の後遺症としてのバランス
シート調整が続き、「日本化」現象が持続しそうだ
ということである。また、欧州ほど深刻ではない
が、米国もリーマンショックの後遺症としてのバ
ランスシート調整圧力が残存し、しばらくは「日
本化」に陥る懸念が拭えない。

日本の「失われた 10 年」がそうであったように、
バランスシート調整期間中でも欧米に景気回復期
は訪れるが、信用収縮が続く中での回復は弱々し
い「実感なき回復」になる可能性が高い。

このように、欧米が「日本化」することは、マ
クロ景気にとってはマイナス要因だが、ミクロの
日本の企業や産業にとってはプラスの面がある。
それは、日本だけがバブル崩壊後のバランスシー
ト調整と信用収縮、長期にわたるデフレを経験し
た国であり、そうした厳しい環境下でも生き抜き、
成長する術を日本企業は身につけているというこ
とである。このような意味でも、日本は「課題克
服先進国」なのである。

欧米も日本のバブル崩壊の経験と教訓を学んで
いるとはいえ、座学で勉強するのと実際に経験す
るのとでは大きな違いがある。欧米企業がバラン
スシート調整の本当の怖さを知り、それへの対応
を習熟するまでには時間がかかると思われる。

2012 年の世界経済に明るい展望が描けないとし
ても、日本企業はバランスシート調整の課題克服
先進国としてのアドバンテージを生かした戦略的
な経営を推し進めることができる。歴史的な円高
ユーロ安を利用して、金融収縮下で売却された欧
州の優れたブランドや技術を買って海外事業基盤
を強化する日本企業が現れる可能性もあるだろう。

日本企業は、過度のリスク回避や委縮に陥るこ
となく、現在の環境と自社の強みを正しく認識し、
ピンチをチャンスに変え、新たな成長への足場を
築くべきものと思われる。
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