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米国の製造業といえば、衰退産業として無視さ
れるまではいかないまでも、過小評価されがちな
産業であった。米国では 1990 年代に入って金融
業と IT 産業が勃興し、実質ベースで見た両産業
の付加価値額は製造業をはるかに上回る（図表 1

（1））。一方、製造業はというと、生産拠点等の海
外移転、いわゆるアウトソーシングやオフショア
リングが行われたため、関連雇用が 2000 年代に
入って 500 万人以上も減少した（図表 1（2））。

しかし、最近になって、輸送機械や一般機械など
の機械産業や石油化学などの素材産業で海外の生
産拠点等を米国内に回帰させる動きが見られる。
これらの動きはインソーシングやリショアリング
と呼ばれていて、注目を集めている。

本稿は、最近生じている米国での製造業の国内
回帰について解説するものである。まず米国の製
造業の国内回帰の現状について事例を挙げて説明
し、次にこのような回帰をもたらすいくつかの要

【シリーズ 海外文献から「今」を読み解く】
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スト格差の縮小、②アウトソーシングやオフショアリングの「隠れたコスト」の認識、③消費地生
産のメリット増大が挙げられる。
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❺	 	米国では製造業の今後と課題について正しく議論できているように思われる。日本でも製造業の今
後について感情に流されず客観的に議論できる場をつくることが必要だろう。
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因について海外文献を用いながら整理したい。最
後に、これらの国内回帰が持続して米国製造業が
復権するかどうかについてまとめ、こうした米国
の製造業復権に関する議論から得られる日本への
インプリケーションを述べる。

1．	米国製造業の国内回帰の現状：幅広い業種
で国内回帰の動き

最近になって米国の製造業が海外にあった生産
拠点の一部を米国内に戻しているのが目立つ。
キャタピラー社はアジアの生産拠点を縮小して米
国に移しており、例えば、舗装機械の生産をアー
カンソー州に、油圧ショベルの生産をテキサス州
に戻している。GE 社は中国の生産拠点を縮小し
てケンタッキー州の工場で 2012 年 2 月に省エネ
技術を使った湯沸かし器、12 年 3 月に高機能の冷
蔵庫の生産ラインをそれぞれ稼働させている。さ
らに 13 年にはステンレス製の食洗機の生産ライ
ンを稼働させる予定である。同社はこれらの生産
ラインの稼働に 8 億ドルを投入することとしてい
る。ワールプール社はハンドミキサーの生産を中
国からオハイオ州に戻しており、オーチス社はエ
レベーターの生産拠点をメキシコからサウスカロ
ライナ州に移した。また、アップル社はノートパ
ソコンの生産ラインの 1 つを米国内に戻すことを
発表しており、1 億ドルを投入して 13 年から生産

開始するとしている。エレメント・エレクトロニ
クス社は液晶テレビの中国への生産委託を中止し
てミシガン州での生産に乗り出している。

米国の自動車メーカーも国内回帰に動いてい
る。フォード社はメキシコと中国の生産拠点を縮
小する一方、ミシガン州にある小型車工場の生産
能力を増強する計画を持っている。同社は 15 年
までに米国内で 16 億ドル投入することとしてい
る。GM 社はテキサス州の生産拠点を拡張するこ
ととしており、それに呼応して、自動車部品メー
カーのコンチネンタル・オートモーティブ・シス
テムズ社がアジアなどでの生産を縮小して同州の
生産拠点の増強に動いている。

国内回帰しているのは、機械メーカーに限らな
い。ワム・オー社はフリスビーの生産を中国から
カリフォルニア州に移管するとしており、南京錠
製造のマスターロック社も中国から米国に生産拠
点を移す。米国製造業のさまざまな業種で国内回
帰が見られている。

シェールガスの増産で化学や鉄鋼など重工業企業
も米国へ

さらに、シェールガス生産の本格化による原燃
料価格の低下を受けて、石油化学や鉄鋼など米国
の重化学工業が息を吹き返した。ダウ・ケミカル
社はルイジアナ州にあった休止中のエチレンプラ

図表 1（1）　米国産業別付加価値の推移（実質ベース）
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図表 1（2）　製造業の雇用者数の推移
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ントを再稼働させるだけでなく、テキサス州にあ
る 2 つのエチレンプラントを改装すると同時に 40
億ドルを投入して年間 150 万トンの生産能力を持
つ世界最大級のエチレンプラントを新設する。同
社はこれまで中東での合弁事業を優先していたが、
シェールガス増産で米国の天然ガス価格が低下し、
コスト競争力が改善したことで米国内での事業展
開に力点を置き始めた。同社以外の石油化学企業
も米国内でエチレンプラントを新設・増設する予
定である（図表 2）。

同様に米国の鉄鋼産業も活況を呈している。
シェールガス開発に伴って採掘や輸送などの用途
の鋼管需要が増大しており、米国の鉄鋼メーカー
はこれらの需要の取り込みで生産能力を増強して
いる。例えば、シームレスパイプ分野では、US ス
チール社はオハイオ州の生産拠点の増強に 1 億ド
ルを投入している。電縫管分野では、ブーメラン
社が生産拠点をシェールガス開発の盛んなテキサ
ス州に設立し、掘削用やパイプライン用の鋼管を
供給している。

ボストン・コンサルティング・グループが 2012
年 4 月に行ったアンケート調査によると、アン
ケートに答えた売上高 10 億ドル以上の企業の
37％が米国に生産を戻す、または戻すことを検討
しているという。売上高が 100 億ドル以上の企業
となると、国内回帰企業シェアは 48％に達すると
いう。同じく、MIT が 2012 年夏に主要な製造業

にアンケート調査した結果では、回答企業 108 社
のうち、その 14％が国内回帰に関する具体的な計
画を持っており、その 3 分の 1 が国内回帰の検討
を行っているという。

米国向け海外拠点を戻す一方、新興国向けには国
外生産を拡充

このように米国企業は生産などの事業拠点の国
内回帰への関心を高めているが、米国にシフトし
ているのは何も米国企業に限らない。実は、米国
以外の多国籍企業も米国拠点を新設・増強してい
るのである。例えば、レノボ社はパソコン製造の
一部を中国からノースカロライナ州に戻してい
る。トヨタ自動車は 11 年にミシシッピ州の生産
拠点を設立しており、フォルクスワーゲン社は 20
年ぶりに米国生産を再開した。フランスのタイヤ
メーカーのミシュラン社はサウスカロライナ州に、
同じくエアバス社はアラバマ州に生産拠点を置く
ことを決めた。シーメンス社は発電用のガスター
ビンの生産拠点をノースカロライナ州に置き、米
国の発電所更新需要の取り込みを狙っている。森
精機製作所は同社初の海外拠点として米国を選ん
でおり、神戸製鋼はオハイオ州やミシガン州で鉄
鋼生産を増強する。鉄鋼メーカーであるフランス
のバローレック社やロシアの TMK 社もオハイオ
州で設備投資を増やして生産能力を増強する。

これまで見てきたように米国内外の企業は米国

図表 2　北米でのエチレンプラント建設計画一覧
企業 立地先 立地州（国） 生産能力（万トン） 生産開始年

Dow	Chemical Freeport テキサス 190	 2014〜17
Exxon	mobil Baytown テキサス 150	 2016
CP	Chem Baytown テキサス 150	 2016〜17
Sasol Lake	Charles ルイジアナ 140	 2016
Braskem/Idesa Coatzacoalcos メキシコ 100	 2015
Shell	Chemical Monaca ペンシルヴェニア 90	 2016〜
Formosa	Plastics Point	Comfort テキサス 80	 2015
LyondellBasell Channelview

LaPorte
テキサス
テキサス ｝60	 2012〜14

OxyChem Ingleside テキサス 50	 2015〜
Dow	Chemical Hahnville ルイジアナ 36	 2012
Williams Lake	Charles ルイジアナ 30	 2013
Nova	Chemical Sarnia カナダ 23	 2014〜
Westlake	Chemical Lake	Charles ルイジアナ 10	 2012
Ineos Chocolate	Bayou テキサス 10	 2013
（注）立地州欄で米国外の場合は国名を記して下線を付している。

出所：Chemical Week他
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内での事業展開を拡大しているが、彼らは全ての
海外拠点を米国に集約しているわけではない。彼
らの国内回帰の動きとは、海外に置いていた米国
の内需向けの生産拠点を国内に戻す動きとなって
おり、成長する新興国向けには米国外で生産増強
することで対応しているのが実情である。先に触
れたキャタピラー社の国内回帰についても、米国
内に生産拠点を回帰させる一方で、中国では内需
用の研究開発拠点を増強することとしている。つ
まり、これらの企業の国内回帰は米国内一辺倒の
動きとなっていないことに注意する必要がある。

2．米国製造業が国内に回帰する要因：
最近になって米国の製造業が幅広い業種にわ

たって国内回帰を行っているが、その背景として、
真っ先に挙げられるのはドル安である。実際、二
国間の物価水準や貿易量を勘案した実質実効相場
でドルの推移を見ると、2002 年以降、ドル安基調
で推移してきている（図表 3）。また、先にも触れ
たが、シェールガス由来の天然ガスやエチレンな
どの増産はこれらの価格低下をもたらし、石油化
学など素材産業にとって追い風となっている。例
えば、天然ガス価格は 2008 年時点の 4 分の 1 程
度と歴史的に見ても低水準となっている（図表
4）。燃料や原料の価格動向に大きく左右される素

材産業にとってシェールガス生産の本格化の恩恵
は大きい。

ただ、ドル安やシェールガスの増産以外にも、
国内回帰をもたらす構造的な要因が近年になって
生じていることに注意する必要がある。

①内外労働コストの格差縮小

中国など新興国で経済成長が持続するにつれて
労働コストが上昇している一方で、米国の労働コ
ストが低下している。そのため中国などの安価な
労働力を当てにした海外事業の採算性が低下して
いる。中国では経済成長に伴って労働コストが
2000 年代を通じて 10 ～ 20％で上昇しており、今
後も労働人口減少が見込まれることから、上昇基
調で推移すると見込まれる 1。また、頻発するス
トライキに対して、中国当局はストを起こした工
場に賃金引き上げを指導していることも労働コス
ト上昇に拍車をかけている。例えば、2010 年にス
トが起きたホンダ中国工場の賃金上昇率は 47％に
達している。

一方、米国ではこの 10 年間で労働コストが低
下しており、その結果、平均所得も 7％低下して
いる。この背景には、「労働権」の導入と複数賃金
制度の存在が大きい。「労働権」とは、労働者の労
働組合への強制加入を禁じ、労働者が自ら加入を

図表 3　ドルの実質実効為替相場の推移
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図表 4　米国の天然ガスと原油の価格推移

0

20

40

60

80

100

120

140

160
（ドル/バレル）

原油（WTI）

天然ガス（Henry Hub）

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

出所：米国EIA

1  実際、中国政府は、2015 年までの最低賃金上昇率の目標として 13％を掲げている。
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判断できる権利を指し、米国南部を中心に普及し
ている。南部の州政府は労働者の賃上げよりも競
争力強化と雇用増を優先させ、「労働権」の導入に
踏み切っているのである。一方、複数賃金制度と
は、新規採用の労働者に対して既に採用された労
働者の賃金よりも安価な賃金を設定できる制度で
あり、例えばビッグスリーで働く勤続年数の長い
労働者の基本給は時給 29 ～ 33 ドルだが、最近採
用された労働者の時給は 16 ～ 19 ドルとなってい
る 2。労働組合側も企業間競争の激化を受けて賃
上げを要求するよりも雇用維持で妥協せざるを得
ない状況なのである。

こうした米中での相反する労働コストの動きに
ついて最初に指摘したのは、ボストン・コンサル
ティング・グループが 11 年に発表した調査レポー
ト「Made in America, Again」である。米国の労
働コストの抑制と中国の労働コストの上昇がこの
まま続き、輸送コストなどを勘案すると、両国で
の生産コストの格差は縮小していき、2015 年近傍
には中国での生産コストは米国南部でのそれにほ
ぼ等しくなるという。

　
② アウトソーシングとオフショアリングに伴う「隠れ

たコスト」の認識

1990 年代から 2000 年代にかけて米国製造業が
注力したことは、生産の海外委託、つまりアウト
ソーシングやオフショアリングであった。企業経
営者は利益率を上げるためには生産等の工程を海
外に移して人件費、燃料費、税金等を削減するこ
とが手っ取り早いと判断し、多くの企業が人員削
減と工場の海外移転、つまりリストラとアウト
ソーシングやオフショアリングを実行したので
あった。このように米国の製造業がアウトソーシ
ングやオフショアリングを進めた背景に、株主利
益の最大化と株主重視という考え方が浸透してい
たことと無関係ではないだろう。

確かに、アウトソーシングやオフショアリング

は、海外の安価な労働力、燃料、そして手厚い補
助金を活用することで生産コストを抑えることが
できるというメリットがあった。しかし、デメ
リットも存在していた。まず、海外で生産した製
品の品質管理がなおざりとなり、品質悪化につな
がったことが挙げられる。また、市場ニーズのく
み取りもおろそかとなり、商品開発力の低下をも
たらした。特に、製品工程の複雑化や製品サイク
ルの短期化が進むにつれて、生産コスト全体に占
める人件費の割合が低下しており、アウトソーシ
ングやオフショアリングによる人件費の抑制より
もサプライチェーンの管理やニーズに対する迅速
な対応をきちんと行う方が事業運営上の観点から
重要になってきている 3。さらに、生産拠点が海
外に移ることで知的財産権の流出機会が増えてし
まい、地場企業などによるキャッチアップと競争
激化を招いたことも挙げられる。

これらのデメリットは他にも多数存在してお
り、ハーバード大学のポーター教授とリプキン教
授は「隠れたコスト」としてハーバードビジネス
レビュー誌 2012 年 3 月号で紹介している（図表
5）。アウトソーシングやオフショアリングを進め
た当初、米国の製造業企業はこのようなコストを
認識できておらず、まさにデメリットは「隠れて」
いたのである。しかし、現在、アウトソーシング
やオフショアリングを過度に進めた製造業企業は、
この「隠れたコスト」が見える形となってのしか
かかり、苦しんでいる。

③消費地生産のメリット増大

折からの原油高で輸送コストが上昇している。
特に、製品サイズが大きく輸送コストがかさむ製
品、例えば白物家電や家具は、海外で安く生産で
きたとしても、遠路はるばる米国内に持ち込まな
ければならず、輸送コストを含めると割に合わな
くなっている。

また、色やデザインなど顧客の好みが変わりや

2  2012 年 5 月 30 日ダウジョーンズ米国企業ニュース
3  S. Denning, “Why Apple And GE Are Bringing Back Manufacturing” Forbes.com. 12/7/2012
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すく頻繁に変更しなければならない製品、例えば、
衣類、家具・インテリア、家電製品は海外生産で
は対応しづらく、顧客に近い地域での生産が好ま
れる傾向にある。

さらに、食品やベビー用品など安全性が優先さ
れる製品について、製品の生産だけでなく、材料
や部品の生産についても安全性の確保の観点から
米国内での生産が求められることもある。

このように、製品によっては上で挙げた理由か
ら海外ではなく米国内で生産を行う製造業が増え
てきている 4。

3．米国製造業は復権するか
製造業は今後 250 ～ 500 万人の雇用創出か

12 年 9 月、ボストン・コンサルティング・グルー
プは、米国の製造業は、労働コスト、エネルギー
コスト、そして輸送コストの低下により、輸出競
争力の向上を果たし、最大年間 1,300 億ドルの輸
出と 250 ～ 500 万人の雇用創出を実現するとの予
測を発表した。同社は、米国が、他の先進国に対
して生産コストで優位に立つことで輸出基地化す
る可能性があると見ており、実際、トヨタ、日産、
シーメンス社、ロールスロイス社が米国を輸出拠
点として活用する動きを紹介している 5。また、
所得増大を実現した中国、インド、ブラジルの中
産階級は現在、先進国米国の製品やサービスを望

んでおり、米国の製造業はこれらの新市場を開拓
することができると述べている 6。

さらにエコノミスト誌は、新しい製造技術、例
えば 3D プリンターやロボットの活用が米国製造
業を活性化することを指摘している。確かに、こ
れらの製品は労働集約的ではないため、製品その
ものは多数の雇用を生まない。しかし、これらの
製品が製造業の生産工程で大量普及することで生
産そのものが効率的となり、生産コストが低下す
ると見ている。その結果、米国製造業は海外に
あったサプライチェーンを国内で再編することが
可能となり、新しい雇用を生む可能性があると述
べている 7。

果たして国内回帰が進む米国の製造業はこのまま
復権を果たしてボストン・コンサルティング・グルー
プなどの予測どおりの展開をたどるのだろうか。

有能な技術者不足に泣く米国製造業
まず指摘したいのは、海外にあった生産拠点等

を米国内に戻すだけで国内回帰がうまくいくわけ
ではないことである。GE 社は省エネ型湯沸かし
器の生産ラインを中国から米国内に戻したとき、
中国での生産ラインをそのまま戻したわけではな
い。中国での生産を前提に設計されていた湯沸か
し器の材料は銅製であり、さらに配管の設計は複
雑な構造で溶接が難しかった。そのため、GE 社は

4  J. R. Hagerty, “Once Made in China: Jobs Trickle Back to U.S. Plants” Wall Street Journal May 21 2012
5  H. L. Sirkin, M. Zinser, Hohner D. and J. Rose, “Why America’s Export Surge Is Just Beginning” bcg perspectives Sep. 21 2012
6  G. Zuckerman, “The Market’s New Motto—‘Made in the U.S.A.’ ” Wall Street Journal April 29 2012
7  “Reshoring manufacturing Coming home” in Special Report “Outsourcing and Offshoring” The Economist Jan. 19-26 2013  

図表 5　アウトソーシングやオフショアリングに伴う「隠れたコスト」
期間 コストの性質 内容 期間 コストの性質 内容

短期

直接的コスト

・採用する従業員の増加
・原材料の非効率な使用
・初回品質の低下
・スクラップ率の上昇

長期

直接的コスト

・賃金インフレ
・離職率の上昇に伴うコスト
・現地為替レートの上昇

間接的コスト

・管理費や研修費の増加
・検査やセキュリティ対策の増加
・輸送費の上昇
・在庫コストの増加
・包装費の増加
・交通費や通信費の増加

間接的コスト

・需要変化への対応力の低下
・知的財産の喪失
・調整コスト
・パートナーとの交渉

出所：M. E. Porter and J. W. Rivkin, "Choosing the United States" Harvard Business Review March 2012
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同ラインを国内に戻す際に、関連する設計部門と
製造部門が湯沸かし器の材料と設計の再検討を行
い、安価な材料と生産が簡単で迅速にできる設計
に切り替えているのである。実際、米国内での湯
沸かし器の生産にかかる時間は中国生産の 5 分の
1 で済む一方、価格は中国製の 8 割程度で提供す
ることが可能となった。また中国生産では工場か
ら販売先に届けるのに 1 カ月以上かかっていた
が、国内生産の場合、販売先に届けるのに 1 日も
かからない。

ワールプール社のハンドミキサーの国内回帰の
際も、動線を工夫することで生産ラインに投入す
る人員を 8 人から 6 人に絞ったり、自動化工程を
導入したりすることで生産性の向上を図ってい
る。その結果、生産コストが削減できただけでな
く、柔軟な生産体制を構築することが可能となっ
た。これまでのハンドミキサーの中国生産では、
製品設計の変更から出荷まで 1 カ月以上かかって
いたが、国内生産ではそれが 1 ～ 2 週間で対応で
きるようになったという。

上で見た 2 社の事例から、国内回帰の成功に
は、生産拠点を国内に戻しただけでなく、設計と
生産現場を国内の諸事情に応じて柔軟に動かすこ
とができたことが大きい。今後、他の製造業が国
内回帰で成功を収めるためには、設計と生産現場
を柔軟に動かす必要があり、多数の有能な技術者
の投入が不可欠になってくるだろう。しかし、米
国の製造業はこれまで人材育成を行う代わりにア
ウトソーシングやオフショアリングを進行させた
ために有能な人的資源が国内から失われており、
国内回帰の成功に不可欠な有能な技術者をあてが
うことは難しいのではないか。会計事務所のデロ
イト社などの調査によると、2011 年時点で米国の
製造業は既に有能な技術者不足に陥っていて、そ
の数は製造業全雇用者の 5%、60 万人に達すると
のことである 8。

裾野産業の弱体化と中国のサプライヤーの存在感
また、アウトソーシングやオフショアリングの

対象産業は、最終製品の産業だけでなく、部品や
材料の産業まで及ぶ。現在、部品・材料産業は生
産拠点を海外に置き、地場企業も含めてネット
ワークを形成している。つまり、米国内の裾野産
業は厚みが乏しくなっており、弱体化しているの
である。

現在の米国製造業の国内回帰の動きは最終製品
を中心に見られている。部品や材料などのメー
カーまで国内回帰するかどうかはよくわからな
い。米国の部品や材料などのメーカーの企業規模
を考慮すると、これらの企業は生産拠点を中国等
にとどめてそこから米国に供給する可能性が高い
のではないか。

実際、ワールプール社のハンドミキサーの場
合、モーターなどの部品は米国内で生産できる
メーカーが存在しないため、中国から輸入してい
る。ハンドミキサーの材料のプラスチックは米国
内から調達できたものの、その成形機の一部は中
国から輸入したという 9。

仮に最終製品の生産拠点が米国内に回帰したと
しても、部品や材料については中国等から調達し
た場合、雇用や付加価値は米国内で生まれず、国
内回帰の効果は限定的になるだろう。

今後の米国の製造業と政府に必要なもの
米国の製造業にはコンサルタント会社などが指

摘するように多くの飛躍のチャンスが存在してい
るが、技術者不足や裾野産業の弱体化など課題も
多い。最後にこれらの課題解決に向けて米国の製
造業と連邦政府がなすべきことを考えてみたい。

まず、米国の製造業がなすべきことは、これま
でのように目先の業績を最大化させるために小手
先の対策に終始することではない。それは、長期
的な生産性の向上に目を向け、人的投資や研究開
発投資などのさまざまな投資を持続的に行うこと

8  Deloitte and The Manufacturing Institute, “Boiling point? The skills gap in the U.S. manufacturing” 2011.
9  注 4 参照。
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である。米国では、熟練労働者、研究開発能力、
先進的な製造能力、国内サプライヤーのネット
ワークなどが不足している 10。製造業はこれらに
対する投資を間断なく行うことによって初めて持
続的な生産性の向上が実現できると思われる。

連邦政府にもなすべきことが山のようにある。
オバマ大統領は 2013 年 2 月の一般教書演説で製
造業振興策として昨年に続いて法人税減税などを
掲げているが、それだけでは不十分である。税制
や規制が複雑で社会コストの増大につながってお
り、簡素な税制、不要な規制撤廃が不可欠であ
る。また移民の制限が優秀な外国人人材の流入を
妨げる恐れがあり、制度改革が必要である。

さらに教育訓練、高速道路などのインフラ、研
究開発投資への支援などで政府が中心的な役割を
果たさねばならない。残念ながらこれまで連邦政
府は目先の景気対策等に重きを置き、これらの支
出を長期にわたって減らしてきた。このような分
野への重点投資の必要性を連邦政府は認識するこ
とが肝心であり、またこれらの投資に当たっては
企業や州政府と協力しながら行う必要があるだろ
う。

米国における製造業への期待は高い。しかし、
期待通り製造業がけん引役となって米国経済が高
成長を達成するためには、経営者と連邦政府がと
もに近視眼的な視点から脱却し、長期的な投資を
協力して行う必要がある。これらの投資が継続的
に実行され、米国内で不足している人材、研究開
発ストック、インフラなどの資源が増強されて初
めて米国製造業はポテンシャルを発揮して復権に
向かうのだろう。

日本の製造業について議論の場が必要
製造業の国内回帰を伝える米国の記事やレポー

トから、米国製造業の復権への期待がひしひしと
伝わってくる。ただし、そのハードルはかなり高
いだろう。上で挙げた技術者不足や厚みに乏しい
裾野産業以外でも、米国の金融・資本市場を支え
るウォール街と米国型資本主義も高いハードルだ
ろう。現代の米国資本主義は時間軸が短く、製造
業の復権に必要な長期的な投資を許容できるかど
うかわからない。ただし、製造業経営者や政府関
係者だけでなく、メディアや識者の間にも、製造
業が抱える課題について正しく認識しており、そ
の克服に向けて前向きに取り組む姿勢が見られる
ことは評価できるだろう。

日本の製造業は、米国に比べて有能な技術者も
厚みのある裾野産業も存在しており、優位な立場
にある。ロボットなど製造業の生産性向上を支え
る先進技術も抱えている。しかし、高齢化と理科
離れで技術者は不足する恐れがあり、裾野産業も
海外移転や廃業で厚みが乏しくなる恐れは否定で
きない。さらに、これらの問題点を把握した上で、
日本の製造業の競争力の現状について正しい認識
を持っている関係者はどの程度いるかはなはだ心
もとない。米国の製造業の現状に関する議論から
得られる日本への教訓は、まず自国の製造業の現
状について、感情に流されることなく客観的に議
論できる場を持つことではないだろうか。

「シリーズ　海外文献から「今」を読み解く」と
は、海外の論文や新聞・雑誌でよく取り上げられ
るものの、日本ではあまりなじみがないトピック
について解説するレポート企画で、2011 年から不
定期に掲載しております。

10  M. E. Porter and J. W. Rivkin, "The Looming Challenges to U. S. Competition” Harvard Business Review March 2012
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