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2005 年を境に日本の人口は減少に転じている。
日本の合計特殊出生率 1 は 1970 年代半ばから 2.0
を下回り、2005 年の 1.26 をボトムに若干回復し
て 2010 年は 1.39 である。国立社会保障・人口問
題研究所では 2050 年より先も人口減少が続くと
見ている。人口減少は、国内の需要の減少と労働
力人口の減少（＝労働力供給の減少）に直結する
大きな問題である。

人口減少、国力の低下などのような現象はゆっ
くり進むものであり、気がついた時には手遅れと
いうことになりがちである。日本の人口減少も 30
年以上前から予測されていたが、実際に人口が減
少に転じ、年金問題などが顕在化するまでそれほ

ど関心が払われることはなかった。
本稿では企業の立場から、2010 年に生まれた新

生児が生産年齢に達する 2025 年ごろの社会を想
定し、需要と供給の課題と対策について考えるこ
とにしたい。

1　	需要面からの考察／グローバル市場に	
おける競争力

2025 年における日本の国内市場は、当社の試算
では人口に比例した消費の減少と、若い世代と比較
して消費が落ちる高齢者世代の比率の増加から、現
在と比較して 1 割程度縮小する。従って、日本企業
が事業規模を維持・拡大するためには、市場シェア

Point
❶  日本は 2005 年から人口減少に転じており、増加に転じる気配はなく、人口減少と高齢化による

需要減少が続く。しかしながら、世界全体で見れば人口増加基調にある。
❷  日本企業はグローバル化と新規需要創造・イノベーション等で内需減少をカバーして、成長しなけ

ればならない。
❸  国内で労働力は不足しないと考えられるが、グローバル化、新規需要創造を推進する人材（高度人材）

の需給に大きなミスマッチがあり、日本人の高度人材が大幅に不足することが懸念される。
❹  高度人材の育成の必要性は認識されてはいても遅々として進んでおらず、長期の視点に立った主体

的な取り組みが必要である。
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1  一人の女性が一生に産む子供の平均数を示す。国連は人口減少を起こさない標準的な合計特殊出生率を 2.1 としている。
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を高めるか、グローバル化・海外展開を強化するか、
新しい需要を開拓するかしか選択肢はない。

1.1　グローバル化・海外展開の強化
日本企業にとっての救いは、日本の人口は減少

するものの、新興国や発展途上国では当分の間、
人口増加が見込まれるため、世界人口は増加が続
くことである。昨年、政府から発表された『新成
長戦略』等に見られる「アジアの成長を取り込む」

「アジアと共に生きる」の発想は、こうした事情を
踏まえたものである。日本は輸出依存度が高く、
内需を拡大しなければならないという議論が多い
が、実際には日本の輸出依存度は 17.4％と米国に
次いで低い。このため、内需縮小と空洞化で浮い
たスペースを使った輸出拡大も考えられる。

1.2　「アジアと共に生きる」
日本企業からすれば、アジアは欧米諸国と比較

して地の利もあり、アジア市場攻略は比較的容易
だと考えがちだが、いざ市場開拓となるとアジア
の市場について何も知らず、どうすればよいか分
からないという向きが多いのではないだろうか。

また、ここ数年のグローバル市場に関する BOP
（Base of Pyramid ＝低所得者市場）、MOP（Middle 
of Pyramid ＝中間層市場）等の市場ピラミッドに
関する政府や有識者の市場を無視した売り手サイ
ドの勝手な議論が多く、不安にならざるを得な

い。少なくとも売り手が買い手を選別するという
ような姿勢では、売れるものも売れないであろう。 

一般的には図表 1 のように、市場ピラミッドと
付加価値の関係は BOP 市場の製品は付加価値が
低く、イノベーティブな新製品は付加価値が高い
とイメージされる。しかしながら、現状の BOP
市場の定番商品であっても、リーバースイノベー
ションやビジネスモデルの革新でコストダウンを
図ることで、ビジネスとして成立させることが可
能である。新興市場の製品に対するニーズは先進
国と比較して分かりやすいと考えられるが、市場
が要求する製品を提供する総合的な能力が問われ
ている。市場が求めているのはその種の努力・知
恵出しと考えられる。

図表 2 は IT 産業のスマイルカーブを考察した
ものである。「アジアと共に生きる」道を選択する
ならば、改めて商品のコンセプトが市場の要求に
合っているのか、価格・コスト・利益が適正なのか、
販売・サービスは顧客を満足させられるのか等々
検討し直す必要がある。産業分野、取り扱い製品
によって競争力の源泉は異なるだろうが、個々の
市場ごとにプロダクト、プロセス、ビジネスモデ
ルの各段階のイノベーションを起こすことを考え
るべきだろう。

破壊的イノベーションと違って、スケールは小
さくなるかもしれないが、イノベーションを先進
国市場、最先端技術に絞る必要性はどこにも無い。

図表 1　グローバル市場のピラミッド
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出所：筆者作成

図表 2　IT 産業のスマイルカーブと 3 つのイノベーション
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1.3　新たな需要の創造	
日本企業は、先進国の中でいち早く人口減少社

会を体験し始めている。日本は未活用の知識や技
術、研究開発の成果の蓄積がある。加えて日本の
目の肥えた消費者による市場性チェックが可能で
あるという有利な立場を活用すれば、人口減少は
新しい効用を持った製品やサービスを創出する機
会と考えることができ、先行者利益を得る機会と
することが可能であろう。

人口減少下で競争優位を構築するためのポイン
トは、次の 3 項目に集約される。

① 人口減少社会の需要、省エネ・環境問題への
取り組み——需要・ニーズの把握

② 知識、技術の応用、活用による新製品・新事
業の開発——ニーズとのマッチング

③ より顧客の感性に訴えかける製品・サービス
の開発———マーケティング

改善・改良で良いものを安く提供すれば売れる時
代ではない。どのように作るかだけでなく、何を作
り、どのように売るかの時代に変わったと言える。

2　	労働供給面からの考察／労働力余剰の中の
高度人材不足

人口減少社会で供給について考えた場合、まず
気になるのは労働力の不足である。

日本の人口は、2010 年から 2025 年の 15 年間
で 6.4%（7,856 千人）減少し、日本経済を支える
生産年齢人口はその約 2 倍の 12.7％（10,325 千人）
減少すると予測されている。

生産年齢人口減少率は 0.9％であり、一方、日
本の 2004 年〜 2008 年にかけての平均労働生産性
向上率 1.19％である。従って、図表 3 に見られる
ようにこの実績並みの労働生産性向上が確保でき
れば、労働生産性が生産年齢人口減少をカバーし、
日本では量的な労働力不足は起こりそうにない。
生産性には全要素生産性、機械化・ロボット化な
どの資本生産性もある。

長期人口減少期に入った日本の問題は労働力不
足ではなく、生産性の向上である。

2.1　高度人材のミスマッチ
日本企業が生産性を向上させるにはグローバル

化と新規需要創造と考えられるが、それらを実行

図表 3　不足しない労働力
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するにはグローバル化を進める人材、イノベー
ションを推進する人材（以下高度人材という）が
必要である。

ところが、高度人材の需要と供給に大きなミス
マッチがあるというのは、今や産学官の共通した
認識となっているが、ミスマッチ解消の取り組み
は思うように進んでいない。

リーマンショック後の現在は新就職氷河期だと
言われているが、製造業では学生の質の低下から
採用計画を充足できていない企業が多くなってい
る。グローバル化が進んだ機械工業では、外国人
の大量採用に動き出した企業が増えてきている。

技術系人材の質の低下の例としては、大学に入
学してから高校物理、高校数学の補習授業が必要
だとか、機械メーカーであれば 4 大力学の知識に
抜けがある新入社員が、化学メーカーでは高分子
化学を知らない新入社員が配属されてきたなど、
よく耳にする話である。

こうした高度人材のミスマッチを放置すれば、
日本企業の高度人材は外国人が大半を占めるよう
になると考えられる。そうなれば、日本企業らし
さ、ジャパンブランドの維持も難しくなると考え
られる。

なぜ、ミスマッチが大きくなったかといえば、
学生の数確保を優先し、教育の質を軽視した大学
等の経営姿勢と教授の研究優先による学生の質の
低下もあろうが、大学等への有効な働きかけをし
てこなかった企業にも大きな責任があると言える。

戦後の高度成長の時代には、大学は基礎的能力
のある人材を提供し、企業が教育するという暗黙
の了解があった。バブル崩壊以後、企業は当面の
収益改善のためリストラや非正規社員化等の経費
削減を長期継続して行った結果、OJT 中心の教育
システムが機能しなくなったと言われている。企
業の教育機能の弱体化が新入社員に対する即戦力
要求となり、学生の質の低下と相まってミスマッ
チ感が拡大したと考えられる。

2.2　これからの高度人材の育成と活用
これからの高度人材の育成と活用の方向は、①

欲しい高度人材像の明確化、②高度人材像に向け
た教育体制の見直し、③高度人材のフル活用と考
えられる。

①高度人材像の明確化

グローバル人材、イノベーション人材の要件の
明確化である。企業が求めるのはグローバルな競
争に耐え、自ら考え実行できる人材ということに
なるのではないか。人材像の明確化は、できるだ
け具体的な能力、知識等に落とし込むことがポイ
ントとなるだろう。

企業は出身校ではなく、人材の能力で評価するの
である。最近、TOEIC の点数を採用の条件とする企
業が増えてきた。このように業務に必要な基礎科目
の履修を採用の条件にすることなどが考えられる。

②教育システムの見直し

社会ニーズ、企業ニーズに合致した人材の輩出
である。
「ゆとり教育」、AO 入試等も含めた大学入試の緩

和、時代に適合しない教育内容、就職活動の長期
化など若手人材能力を低下させた要因は数多く列
挙される。

国際間の競争が激しく、スピードが要求される
時代に初等教育の改革から取り組んでいたのでは、
教育システム全体の改革に 10 年 20 年を要する。
そこで、上述の企業ニーズを基に高等教育を見直
し、その教育を受ける能力のある高校生を入学さ
せるのである。そのように企業や社会の求める人
材像・ニーズを明確化し、順送りで下位の教育機
関に伝え、社会全体で人材像を共有する必要があ
る。（ニーズの伝達順：企業⇒高等教育⇒中等教育
⇒初等教育）

③高度人材のフル活用

人材マネジメント、育成に取り組む企業が多く
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なっている。企業において若手、中間層の人材不
足、能力不足が問題化していることを示すものと
考えられる。

限られた高度人材は社会の財産として、人材の
流動化と共有化で遊休化させることなく、フルに
活用したいところである。また、努力を正当に評
価するマネジメントシステムが質の向上につなが
ると考えられる。

・ 人材の流動化———高度人材の専門性を活か
す人材の流動化（社会全体で適材適所）

・ 人材の共有————日本企業は同一業種に競合
企業が多いことから、企業規模が小さく、収益
率も悪い。M&A や事業分野の選択と集中で企
業統合するとか、共同研究の場の拡充等により
少ない高度人材を共有することも考えられる。

・ やる気の涵養———何よりもやる気を喚起さ
せる人材育成システムの構築である。

今の企業に必要なのは、長期視点に立った昇進、
昇格に伴う必要な知識、能力の関係の見える化と成
果主義、能力主義の徹底と分かりやすい運用、管理
であると考えられる。そして個人の成長に合わせ、
チャレンジングな業務に従事させることである。

2.3　高度人材育成・活用の量的対策
日本の今後の発展の方向はグローバル化と高度

化であることは間違いないだろうが、その方向に
進めば、一段と高度人材が不足することになる。
量的な不足をカバーする方策は、未活用の高度人
材の活用（ダイバーシティ）と、優秀な外国人材
の採用等が考えられる。図表 5 のとおり活用不足
の人材を活用するにも、市場（人材）ニーズに合
わせた再教育等が必要である。

3　	東日本大震災が督促する教育・人材育成の
革新

東日本大震災は日本のサプライチェーンを大き
く揺るがし、供給責任が問われた。供給拠点の分
散化は高度人材の分散配置となり、人材不足が深
刻化する。この機会に下記のような視点から、日
本の国際競争力の基盤、特に高度人材の育成につ
いて 10 年、20 年のスパンで産学官それぞれがな
すべきことを考えるべきではなかろうか。

①日本企業にとっての人材育成　
もはや、良いものを安く作っていればいい大量

生産の時代とは違って、他社との違い、メリット
を強調しなければならない。何が自社製品のセー
ルスポイントなのか、何が特長なのか、ビジョン、
戦略を考え直す時期なのではないか。日本の企業
であるメリット、ジャパンブランド等について再
考が必要であろう。

出所：筆者作成

図表 4　人材像と教育のイメージ
能力 教育他

グローバル化 コミュニケーション能
力等

語学教育、海外留学・体験の推奨
等

競争力 踏み出す力、考え抜く
力等の社会人基礎力

理科 ･ 数学など論理で考えさせる
教育、ディベート教育等

多様化 創造性、違いを見出し
創る能力

個性に合った教育、感性を磨く芸
術や文化、ものづくりの体験等の
教育

出所：筆者作成

図表 5　高度人材の需給と供給増の対策
分類 需要と供給の現状 課題、対策
若年層 ・採用したい技術系人材の不足

・目立つ基礎知識、教養不足
・学生や教育機関に企業ニーズを伝達
・日本の教育システム全体の見直し
・再就職・再就業への支援

女性 女性の社会進出は、未だ本音と建て前の域を脱
していない。環境整備が必要

・保育の充実等子育ての支援
・再就職・再就業への支援の強化など

外国人 外国人留学生は約 10 万人と少なく、日本企業に
就職する魅力が不足

・多文化共生社会の形成
・外国人材受け入れのための環境整備

高齢者 受入体制、活用方針が未整備 ・ 働く意欲と能力がある限り働き続けることがで
きる社会の構築等

人口減少社会と高度人材不足、そして大震災
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②高等教育機関の人材育成
若者のほとんどが、高度人材としての職を得る

ため大学等へ進学している。グローバル化の時代
においては、企業は外国人か日本人かどちらかを
採用しなければならないとすれば、国籍に関係な
く優秀な人材を選ばなければならない。必ずしも
日本語が使えることが条件とはならなくなるであ
ろう。

これから少子化で大学等への進学者が減少し、
大学は淘汰の時代を迎える。教育もビジネスと割
り切り、企業ニーズにマッチした高度人材を輩出
しなければならない。

③政府の人材育成
企業はグローバル時代において、最大の収益を

計上できる地域に研究所を含め拠点を設置する。
需要地、生産拠点に近くて、高度人材が多い地域
に設置することになる。その結果、日本の空洞化
が進んでしまえば、日本からの輸出減となり、
TPP も法人税減税もその効果が薄れてしまう。日

本が空洞化しないよう、インフラ等の競争環境の
整備が必要である。インフラの中でも、教育、高
度人材の育成が最優先の課題であることは間違い
ない。

最後に
資源を持たない日本の最大の資源は人材であ

る。数少ない日本の資源である人材の劣化が進み
つつある。しかしながら、この人材という資源は
再生も増産も質の改善も可能である。日本の人材
育成は、国を挙げて、長期の視点に立って取り組
むべき喫緊の課題である。

※ 本稿は（社）日本機械工業連合会からの受託調
査『平成 22 年度　人口減少社会における機械
工業の国内展開に関する調査研究Ⅱ』をベース
に考察したものである。

　 参照：（社）日本機械工業連合会のウェブサイト：
http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/2011.
html

図表 6　東日本大震災が顕在化させた高度人材不足
これまでのグローバル化
■現地生産のメリット享受
□サプライチェーンの短縮
□生産コストの低減　他
■円高のデメリット回避

これからのグローバル化
■販売先への供給責任
□取引先の要請
□生産拠点分散
　　　海外生産シフト

■どうするTPP
■どうなる法人税

グローバル展開戦略
見直し

現地需要対応
R&Dとビジネスモデル

■技術立国・戦略拠点

□マザー工場
□研究開発拠点
□本社機能

■日本らしさ
□ジャパンブランド
■課題先進国
□環境・省エネ
□人口減少

（震災前）

（問題の顕在化）

（震災の影響）
グローバル人材
イノベーション人材
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