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［総論］

東日本大震災後のものづくりの課題
—企業はどこに活路を見いだすか—

【特集　震災後の日本の製造業　革新への見取り図】
　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によって日本経済は大きな痛手を被った。震災から半年
が経過し、景気は V 字回復軌道をたどりつつあるが、わが国の製造業は今、どのような状況にあり、
どこに向かおうとしているのだろうか。
　本特集では、弊社産業経済調査部のエコノミスト、アナリストが、①ものづくり企業の現状と活路、
②変容した日本の貿易・産業構造、③電機業界の現状と活路、の 3 つの切り口から、日本の製造業の
現状を分析し、革新に向けた課題を考察した。
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Point
❶  サプライチェーンの復旧が予想を上回る速度で進んだため、日本の景気は 3 月を大底に V 字回復

軌道をたどっている。しかし、震災後の日本のビジネス環境悪化を受けて産業空洞化の進展が懸念
されるため、2012 年以降の景気は浮揚力の乏しい展開が予想される。

❷  被災した企業が早期の生産再開を果たした背景には、強い現場力があった。震災以降、日本企業は
様々なサプライチェーン強化策に取り組んでいる。

❸  日本のグローバルニッチトップ企業が、地震列島・日本で生き残るための鍵は、被災時の復元力（レ
ジリエンシー）強化である。

❹  震災以降、日本企業の新興国展開が一段と活発化している。①新興国市場開拓を狙った M&A の増
加、②素材メーカーの海外生産の活発化、③ R&D 拠点の新興国シフトの増加、④ ASEAN や韓国
を輸出生産拠点として活用する動き、といった 4 つのトレンドに注目したい。

❺  震災後の日本企業の進路はグローバル化の加速である。活発にグローバル展開をしている企業の方
が、むしろ国内雇用を増やしている場合が多い。

❻  多くの企業が節電、省エネ、創エネ、蓄エネ関連分野に商機を見いだし、新事業の強化に乗り出し
ている。震災後の電力不足は、日本がお家芸ともいえる省エネ分野の強みに磨きをかけ、世界に冠
たる節電大国として成長するチャンスである。

❼  3.11 以降の状況急変の中で、多くの日本企業がかねてから課題と認識していながら先送りしてき
た経営革新や成長戦略に、覚悟を決めて取り組み始めた。

❽  戦後最大の苦境だというのに、政治の混迷と無策が続く日本の現状は、国民経済の存続の危機だ。
しかし、政治への絶望感が企業の自律的な経営革新を加速している側面に注目したい。ここにこそ
日本経済復興への原動力が宿っている。
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急速に持ち直しつつある生産活動
はじめに、日本の景気の足どりについて簡単に

見ておきたい。
東日本大震災は、製造業における部品などの供

給網（いわゆるサプライチェーン）の寸断と、原
発事故による首都圏の計画停電といった供給面の
ショックを引き起こし、日本経済に深刻な打撃を
与えた。

サプライチェーンの途絶については、企業の現
場での目を見張る努力によって、予想を上回る速
度で復旧が進んでいる。この結果、2011 年 4 ～ 6
月期以降の景気は、東日本大震災直後の想定より
も上振れ気味で推移している。

4 ～ 6 月期の実質 GDP は前期比年率▲ 1.3％と、
1 ～ 3 月期（同▲ 3.6％）に続いてマイナス成長と
なった。しかし、これは 3 月の経済活動の落ち込
みが急激だったために、極めて低い発射台からの
スタートとなった影響が大きく、月次ベースでは
すでに 4 月以降は下げ止まり、持ち直しの動きが
明確になっている。

震災を受けて鉱工業生産は 3 月に急落したが、
4 月以降、順調に回復に向かい、鉱工業全体では
6 月時点で震災前の今年 2 月の水準の 95％、リー
マンショック前のピーク（2008 年 2 月）の 84％
のレベルまで戻してきている（図表 1）。

生産を業種別に見ると、自動車を中心とする輸
送機械は、サプライチェーン寸断による生産低下
が最も深刻だったが、5 月以降は急速に持ち直し
つつある。化学は、震災後の落ち込みが軽微であ
り、すでにリーマンショック前のピークを上回る
水準まで回復している。一方、電子部品・デバイ
スは 4 月、5 月も前月比マイナスが続くなど、停
滞しているが、これは震災要因ではなく、世界的
な在庫調整を背景に被災地以外で減産が行われて
いるためと考えられる（東北地方の生産は持ち直
している）。

V字回復は当然、焦点は2012年以降の浮揚力
先行きについては、7 ～ 9 月期の実質 GDP は 4

四半期ぶりのプラス成長となる可能性が高い（図
表 2）。2011 年度下期は生産、輸出が持ち直す中
で、復興需要も顕在化してくるため、堅調な成長
が続く見通しで、この結果、2011 年度の実質
GDP 成長率は 0.6％になると予想される。

短期的な景気の下振れリスクとして、①米中需
要の陰りや欧米の財政不安等を背景に、日本の景
気回復持続の大前提である「海外景気は堅調」の
雲行きがやや怪しくなってきたこと、②大型補正
予算編成の先送りや被災自治体の復興計画づくり
の遅れなどにより、復興需要の発現時期が 2012 年

図表 1　鉱工業生産のレベルの推移（月次、業種別）
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図表 2　 四半期別の実質 GDP 成長率予測と 
項目別寄与度
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四半期（7～ 9月期）以降は東レ経営研究所予測
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度にずれ込む可能性があること、等に注意する必
要はある。しかし、景気指標上は 2011 年後半に V
字回復が実現することがほぼ確実な情勢である。

ただし、この V 字回復は震災後の落ち込みから
のリバウンド 1 と復興関連の公的需要によるもの
で、半ば約束されていたものである。すでに焦点
は 2012 年以降の景気回復の持続力と浮揚力に
移っている。

この点において最重要ポイントは、震災後の日
本のビジネス環境悪化を受けて企業の海外シフト
の加速、産業空洞化の進展が懸念されることであ
る。この結果、景気回復軌道に乗った後も、企業
の国内での設備投資の増加に弾みがつかない可能
性が高い。2012 年以降の景気は復興需要頼みとな
り、自律的な浮揚力が乏しい展開になることが予
想される（図表 2 参照）。

悪化した日本のビジネス環境
そもそも、日本は製造業の競争力を低下させる

要因が山積していた。①円高、②高い法人税、③
貿易自由化（FTA 締結）の遅れ、④突出して高い
二酸化炭素の削減目標、⑤厳しい解雇規制など高
い労働コスト、といった俗に「5 重苦」と呼ばれ
る試練である。

震災後、これに深刻な電力供給不足、放射能汚
染の影響といった試練が加わった。さらに、5 重
苦については、円高圧力が一段と強まり、予定さ
れていた法人税減税が見送りとなり、TPP（環太
平洋経済連携協定）参加の判断表明も先送りされ、
日本の FTA 戦略は停滞してしまった。

これらを背景に、このところ日本企業の海外生
産シフトが相次いでいる。多くの企業は、震災が
あったから急に海外生産シフトを進めているわけ
でなく、震災前から取り組んでいた海外事業展開
を粛々と実行しているに過ぎない。しかし、以前
から起こっている現象であるとはいえ、震災後の

ビジネス環境の悪化を受けて、海外生産移転が一
段と加速していることは否定できない。

また、これまで海外生産シフトを検討はしてい
たが、地域と密着しているため海外に移転しにく
かった企業にとっては、今回の震災が海外シフト
に踏み切るいい口実になったケースもあるだろう。

従来は、国内拠点では高付加価値品、海外拠点
では汎用品というすみ分けが一般的だったが、震災
以降は電力不足への対応や海外顧客からの要望な
どにより、高付加価値品の生産を海外に移転する事
例が増えてきた。こうした動きは国内の生産や雇用
への悪影響や、技術流出を通じた日本企業の競争
力低下を引き起こしかねないため、注意を要する。

空洞化回避のための第一歩
成長著しい新興国市場を開拓するための企業の

海外展開、日本で付加価値をつけて輸出するビジ
ネスモデルが成り立たなくなった製品の海外生産
移転、事業継続計画（BCP）の一環としてのリス
ク分散目的の海外生産シフトといった動きは、止
まらないし、止めるべきでもない。

しかし、政治の混迷やエネルギー政策不在のた
めに、これまで国内に踏みとどまっていた生産拠
点がこの国を見限って一斉に海外に移り、国内の
雇用が大きな打撃を受けるような事態は、国の政
策として回避しなければならない。

定期点検で停止中、あるいは今後定期点検に入
る原発がいつ再稼働できるかどうか見通せず、今
夏よりも来年の夏の方が電力供給が厳しくなる可
能性がある。電力供給に問題なかったはずの西日
本に生産拠点を移しても、突然節電を迫られ、目
算が狂った企業もある。脱原発・減原発や再生エ
ネルギー推進を口にしながら、どういう方向、手
段、時間軸で進めていくかというビジョンが一向
に示されない。このような環境下では、企業は事
業計画すら立てられない。

1   東日本大震災の発生により 2011 年 3 月の鉱工業生産は前月比▲ 15.5％と単月では過去最大の落ち込みを記録した。今回は需要
が消えたわけではなく、被災により「つくりたくてもつくれない」状態に陥ったことによる生産急減であるため、復旧が進み、
供給制約が解消に向かうだけで、前月比・前期比では V 字回復となる。
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空洞化回避策の第一歩として、「政策が場当たり
的で将来を予見できない状態」を一刻も早く解消
することが強く望まれる。

たくましい日本企業の動き
このようにマクロ経済環境や国の政策の現状を

概観すると、震災後の日本経済の将来にあまり明
るい展望が描けない。しかし、最近の個別の企業
の行動に目を転じれば、全く別の前向きな評価を
くだすことのできる、たくましい自律的な動きが
散見される。

以下では、製造業を中心に、震災後の日本企業
の注目すべき動きをいくつかの視点から追ってみ
たい。

見せつけた現場の強さ
東日本大震災で直接、間接に被災し、生産停止

に追い込まれた企業の多くは、強い現場力を発揮
して当初の予想よりも速いスピードで復旧し、早
期の生産再開を果たした。

経済産業省の「東日本大震災後の産業実態緊急
調査 2」（調査時点：2011 年 6 月 14 日～ 7 月 1 日）
によれば、地震や津波による直接被害を受けた生
産拠点の 93％が復旧し、80％が震災前の生産水準
に戻っているか震災前を上回る水準になってい
る。直接被害を受けていない生産拠点では 83％が
震災前の生産水準に戻っているかそれを上回る水
準になっている。

サプライチェーン途絶の影響が最も深刻な業種
となった自動車産業についても、震災直後、自動
車生産の正常化には年内いっぱいかかると見られ
ていたが、生産再開は大幅に早まり、完成車メー
カーも 7 ～ 9 月には 100％震災前の生産水準を回
復するに至った。

早期復旧が実現できた背景には、域外同業他社
による代替生産が行われたこと（ライバルメーカー

同士がサプライヤー情報を共有した）、代替不可能
な部品では関連メーカーによる応援支援が行われ
たこと 2、などが挙げられる。

こうした現場の復旧能力は内外から高く評価さ
れた。国内 7 工場のうち 6 工場が被災したアルプ
ス電気のケースでは、3 週間以内に全工場を再稼
働させるというスピード復旧を実現した。これに
より、ある米大手自動車メーカーによる同社の評
価が単なる 1 ベンダーから「パートナー」へと格
上げになったという 3。

サプライチェーンの強化を図る動き
迅速な復旧への動きとは別に、大震災は日本の

ものづくりのこれまでの生産・調達システムを見
直す契機となった。東日本大震災で日本の緻密な
サプライチェーンが不測の事態に際しての弱さを
露呈したことを受け、日本企業は図表 3 に列挙し
たようなさまざまな対策を講じて、サプライ
チェーンの強化を図っている。

こうした対応策についての考え方は企業によっ
てまちまちである。例えば、「在庫は悪」という従
来の方針を改め、基幹材料の戦略在庫を保持する
ことを決めた企業がある一方で、基本的に在庫を
持たない主義を貫いている企業もある（ジャスト

2   サプライチェーン復旧の制約になると見られたマイコン大手のルネサスエレクトロニクスの那珂工場には、顧客企業や他のメー
カーから復旧支援要員が 1 日当たり最大 2,500 人超、延べ 8 万人も集まり、24 時間体制で生産設備の補修が行われた。

3  日本経済新聞 2011 年 6 月 3 日、片山政隆社長インタビューによる。

図表 3　 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 個別企業で

 可能な取り組み■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：筆者作成
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インタイム自体の優位性は変わらないとの見方が
多く、これを見直す企業は少ない）。

国内での生産拠点分散や BCP（事業継続計画）
強化の事例を図表 4 に掲げた。

図表 5 はリスク分散のための海外生産シフトの
事例であるが、一方で、自動車などに欠かせない
電子部品「アルミ電解コンデンサー」で世界首位
の日本ケミコンのように、今回の震災で大きな被
害を受けながら、ノウハウの海外流出を防ぐため
に、海外生産しない方針を貫いている企業もある。

これらの対応は一通りの正解があるわけではな
く、効率・コスト削減重視とリスク分散重視のバラ
ンスを考慮しながら各社が決定すべきものであろう。

すり合わせ型部品の無理な分散は本末転倒
震災の経験を踏まえて、「調達先を複数に分散さ

せよう」「海外のサプライヤーを使おう」といった
議論が多いが、例えば自動車部品関連では、実際
には取り換えがきかない部品や、代替生産が難し
い部品なども多く、代替調達先を見つけることが
できない場合もある。

こうした場合、何が何でも調達先を分散させよ
うとすることは弊害が多い。「高機能乗用車のよう
に、部品設計が製品特殊的で、部品メーカーとの
共同設計開発が合理的であり、そのためのものづ

くり能力が 1 社に偏在している場合、ある部品の
供給源が特定の企業に集中することは、競争上ご
く自然であり、供給源を無理に分散化するのは本
末転倒」4 と考えられる。

日本の部材産業が持つ精妙な調整メカニズム、
チームワーク型の組織能力、すり合わせ型製品に
おける高い競争力を維持しつつ、これを災害に対
してロバスト（頑強）なものに進化させていくこ
とを考えていくべきであり、日本の強みを安易に
捨て去るような過剰反応は避けるべきだろう。

日本の部材産業は、新興国にはまねのできない
「取り換えのきかない」存在であることが自社の付
加価値の源泉であることが多いが、過剰な見直し
で共通化を進めた結果、この貴重な資源を手放す
とすれば愚かなことである。自社が取り替えのき
かない存在であり続けるために、取り換え可能な
部分では差別化をやめ、標準化を進めるという対
応を目指すべきであろう。

復元力で勝負するニッチトップ企業
東日本大震災により日本メーカーのサプライ

チェーンが寸断され、生産停止の連鎖が世界に広
がったことで、日本の部品・素材産業なくして世界
のものづくりが成り立たないことが再認識された。
その一方で今回の事態をきっかけに、海外メーカー

4  出所：藤本隆宏・天野倫文「「東日本大震災」から産業社会を考える」、「世界経済評論」2011 年 7・8 月号

図表 5　リスク分散のための海外生産シフト

出所：�各種新聞記事等より作成

企業名 内容

NOK

現在、日本だけで生産している自動車向け変速機用オ
イルシールの一部を海外の工場に移す。二本松事業場
（福島県二本松市）で生産する部品を中国とタイの両工
場に分散する考え（2012 年度までに）。

HOYA

半導体の生産に不可欠な原版部材「マスクブランクス」
を海外生産する（1年半後を目安に生産開始予定）。同
社は現在、同部材を山梨県北杜市の長坂事業所 1拠点
で生産している。

リコー

カラー印刷に適した複合機用の新型トナーを米ジョー
ジア州の拠点で生産することを検討中。現在の生産拠
点は、東北リコー（宮城県柴田町）と沼津事業所（静
岡県沼津市）の 2カ所で、東日本大震災で東北リコー
が被災したことを受け、リスク分散を図る。

日本バルカー
工業

2012 年春をめどに、韓国で半導体製造装置の高機能
部材の生産を始める。顧客である韓国の半導体メーカー
からの現地生産要請に応えるほか、現在国内 1カ所（奈
良県五條市）にとどめている生産拠点を増やし、リス
ク分散を図る。

図表 4　国内での生産拠点分散・BCP 強化の事例

出所：�各種新聞記事等より作成

企業名 内容

森精機製作所

千葉県船橋市にある生産設備の半分を三重県伊賀市の伊
賀事業所に移管する。生産性の向上と同時に耐震基準も
引き上げ、災害時におけるリスク軽減を狙う。資本提携
先であるドイツ社と設計を共通化し、生産の相互補完体
制を構築する計画も。

スズキ

静岡県内にある拠点のうち、海岸から近く津波の被害が
想定される拠点（磐田市の 2輪技術センター、本社の次
世代環境車開発部門、本社隣の高塚工場）を、都田地区
工業団地（浜松市北区）内に建設する都田技術センター
に移転する計画を発表。稼動開始は 2016 年の予定。

ジヤトコ

静岡県富士市に本社を構える変速機メーカー。東日本大
震災を受けて、事業所全体が使えなくなるというシナリ
オまで被害想定を広げ、代替生産の可能性など新たな
BCM（事業継続マネジメント）の策定に着手。

特集
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がサプライチェーン途絶のリスクを縮小すべく、日
本製の部材に過度に依存した調達構造の見直しに
着手する可能性が高まった。米国で 9・11 同時多
発テロ以降、取引先企業に事業継続計画（BCP）
の開示を求める動きが広まったように、今回も企業
のリスクマネジメントが変わることが予想される。

こうした顧客行動の変化は、日本に数多く存在
するグローバルニッチトップ企業にとって試練と
言える。ニッチ分野で日本でしかできないオン
リーワンのものづくりを行い、高い世界シェアを
有していることが、今後は必ずしもセールスポイ
ントにならず、むしろ供給網の途絶リスクの高さ
を連想させ、取引拡大の阻害要因となる可能性が
あるからである。

この試練を乗り越えて、地震列島・日本でグ
ローバルニッチトップ企業が生き残るための鍵と
なるのは復元力（レジリエンシー）だろう。地震
や事故で被災した後に迅速に元の事業レベルに戻
る力を強化することである。「どこに拠点を移して
も災害リスクはある。日本を抜け出しても意味が
ない。まずは供給体制をいち早く立て直すこと
だ。日本に頼んでおけば、いざという時も問題な
いと思われるくらい復元力の実績と信頼をつくり
あげる必要がある」（山本正巳・富士通社長）といっ
た考え方である 5。

このような発想に立ち、供給拠点を複数つくる
（立地の分散）、設計・生産のプロセスを有事の際に
別の場所に移植できる仕組みをつくる、広範囲に他
企業と連携し、有事の際に原材料や輸送手段等を
相互に融通する体制を築くといった方策を講じてい
る企業は数多い。前述したように、今回の震災後の
復旧スピードが内外から高く評価されたことで、日
本の復元力に対する信頼は高まったと考えられる。

活発化する日本企業の新興国展開
新興国における中間層の増大については以前か

ら注目されていたが、今後急速な伸びが見込まれ

るのは、新興国の富裕層人口である。
富裕層人口を先進国（G7）と新興国別に見ると

（図表 6）、2010 年時点では先進国 5.4 億人、新興
国 2.6 億人（うちアジア新興国 1.0 億人）と先進
国の方が 2 倍以上多いが、2020 年には先進国 6.2
億人、新興国 6.9 億人（うちアジア新興国 3.5 億
人）と、新興国の方が先進国を上回る富裕層を抱
える市場となる見通しである。

このように消費地としての新興国の存在感が急速
に高まるなか、新興国の市場開拓を目的とする日本
企業の新興国進出が増えている。

新興国の市場開拓目的に加え、生産拠点の新興
国シフトも加速する傾向にある。この背景には、①
海外生産拡大が有効な円高対策になること、②主戦
場となった新興国市場を攻略するためには消費地に
近い所で生産するのが合理的であること、といった
2 つの要因がある。

東日本大震災後も、この傾向は変わらないどこ
ろか、さらに加速している。最近の日本企業の海
外（新興国）展開について、注目すべき動きを以
下に 4 点指摘したい。

①新興国市場開拓を狙ったM&Aの増加
内需拡大が望めず、新興国市場に活路を求める動

5  日本経済新聞 2011 年 4 月 16 日。

図表 6　先進国と新興国の富裕層人口の推移
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きが活発化している中で、円高メリットを生かして海
外企業の買収に乗り出す企業が増えている（図表
7）。震災以降も大企業は手を休めることなく、M&A

（合併・買収）や海外直接投資を戦略的に進めて、
規模の拡大や販路の確保を図り、海外で稼ぐ体制を
整備しつつある。

②素材メーカーの海外生産の活発化
東日本大震災以降、素材メーカー各社が相次い

で海外（新興国）での現地生産に踏み切っている（図
表 8）。

この背景には、新興国需要拡大への対応のほか、
円高対策、サプライチェーンのリスク分散、電力
不足長期化をにらんだ日本脱出などの要因がある。

③R&D拠点の新興国シフトの増加
新興国が主戦場となる中、新興国にフィットし

た製品の研究開発拠点を現地に設ける企業が増加
している（図表 9）。

この背景には、新興国の顧客に受け入れられる
ためには、「高コスト品のダウングレード」ではな
く、「低コスト品のアップグレード」が有効という
発想がある。また、優秀な R&D 人材の採用が容
易というメリットもある。さらに、現在は新興国
向けと先進国向けとでは別カテゴリーの商品が売
られているが、両者の差異は数年後には小さくな
るとの読みがある場合もある。新興国市場向けに
現地で開発した売れ筋商品は、日本や他の先進国
市場に持ってきても競争力を持つ可能性があるこ
とを踏まえた動きである。

④ 	ASEANや韓国を輸出生産拠点として活用す
る動き
最近、タイやマレーシアなどの ASEAN や韓国

図表 7　M&A による新興国市場開拓の事例

出所：�各種新聞記事等より作成

社名 内容

ダイキン工業
トルコの第 2位の空調メーカー、エアフィル社を買
収し（買収額約 200 億円）、トルコ市場へ本格参入
する。

サントリー
ホールディングス

2011 年から数年間で約 3,000 億円をM&Aに投じ、
海外事業を拡大する戦略を表明。その第一弾として、
インドネシアの食品大手、ガルーダ食品グループ
（ジャカルタ）の清涼飲料事業を買収し、手薄だった
東南アジアで事業拡大に向けた足場を築く。

武田薬品工業

スイス製薬大手ナイコメッド（チューリヒ）を
2011年9月までに買収。96億ユーロ（約1兆1,100
億円）で完全子会社化し、東欧などの市場へ本格進
出する。

コクヨ
インドの文具メーカー大手、カムリン（ムンバイ）
を 2011 年内にも買収する。インド市場に進出する
ほか、両社で協力してアジア市場を開拓する。

図表 9　R&D 拠点の新興国シフト

出所：�各種新聞記事等より作成

社名 内容

武田薬品工業
中国で医療用医薬品の開発を本格的に開始する。まずは
糖尿病治療薬などの臨床試験を進め、2014 年以降の発
売を目指す。

ダイハツ工業

インドネシアで建設中の新工場の敷地内に研究開発
（R&D）センターを新設する。現在日本で担う現地生産
の新型車開発やモデルチェンジなどに伴う設計の一部を
現地に移す。

東芝

新興国で液晶テレビの開発に乗り出す。インド、イン
ドネシア、ベトナムの 3 カ国にデザイン拠点を置き、
2011 年 10 月から現地仕様の製品を企画する。2012 年
以降は、設計やソフトウエア開発などの機能も追加する。図表 8　素材メーカーの海外生産の事例

（3.11 後発表分）

出所：�各種新聞記事等より作成

社名 内容

宇部興産
サムスンと合弁で耐熱性の高い樹脂材料を韓国で生産する
（2011 年 8月に新会社設立）。ガラスの基板を樹脂に置き換
え、折り曲げ可能なパネルの実用化につなげる。

日立化成
リチウムイオン電池の負極材で世界シェア首位の同社は、
2012 年 3月をめどに中国・山東省で生産を開始する。同社
が負極材を海外で生産するのは初めて。

住友化学 サムスングループと合弁でスマートフォン用のタッチパネル
の工場を韓国に建設する（2012 年 1～ 3月稼働予定）。

日立金属

今夏の電力制限をにらみ、真岡工場（栃木県真岡市）で生産
している自動車部品の生産の一部を米国と韓国に移管。
現在は安芸工場（島根県安芸市）のみで生産している自動車
用ピストンリング材で初めて海外生産に踏み切る（中国蘇
州）。

三井金属
スマートフォン向けなどで世界シェア 9割を握る極薄電解銅
箔の新ラインをマレーシアに設ける。従来はノウハウを保持
するため、上尾事業所（埼玉県）のみで生産してきた。

三井化学

食品のレトルトパウチ包装などに使われる独自素材で、これ
まで国内のみで生産していた高機能ポリエチレンの一種をシ
ンガポールで生産する。国内に匹敵する年産 30万トンの工
場を建設する計画で、2014 年稼働予定。

図表 10　 ASEAN や韓国を輸出生産拠点として 
活用する動き

出所：�各種新聞記事等より作成

社名 内容

クラリオン

タイにカーオーディオ等の車載機器の生産拠点を建設する
（2012年4月生産開始予定）。タイは世界の自動車メーカー
の工場集積が進み、今後も需要が拡大すると判断。FTAを
生かして、インドや欧州などへの輸出拠点として活用する。

東洋ゴム
マレーシアに乗用車用タイヤの新工場を建設する（2013
年 4月稼働予定）。同国は TPPへの参加もあり、東南アジ
アや欧米への輸出拠点としての活用が期待できる。

旭化成

韓国で 200 億円を投じ、家電や自動車に使う ABS樹脂の
主原料であるアクリロニトリルを 8割増産する（2013 年
1 月稼働予定）。これにより同社の韓国拠点が同原料では
世界最大の生産拠点となる。FTAに積極的で輸出に適した
韓国を同原料の中核生産拠点と位置づけ、海外需要を取り
込む。

東レ

韓国に炭素繊維工場を新設する（2013 年 1月稼働予定）。
韓国のほか中国などアジア市場の需要増を見込む。韓国政
府が各国との FTA の締結を急いでいることも、輸出拠点
として韓国を選択する一因となった。

特集
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にアジア市場向けの輸出生産拠点を設ける日本企
業が増えている（図表 10）。

この背景には、タイ、マレーシアや韓国が、部
品・中間財メーカーの集積を伴った技術集約度の
高い産業クラスターとして発展しつつあるため、
日本企業が国内工場と遜色ない高度な生産拠点を
設置可能になったことがある。

加えて FTA（自由貿易協定）の活用という要因
もある。ASEAN は 2010 年 1 月にインドと中国と
の FTA を発効させたほか、韓国は FTA 交渉に力
を入れている国であるため、これらの FTA を
ASEAN や韓国に拠点を持つ日本企業が活用でき
るようになった。例えば、製造業企業は ASEAN
に立地すれば、インドや中国に対して関税特恵を
受けられる。このため、インドに生産拠点を新規
に設立するよりも AEAN の生産拠点を活用した方
が有効と判断する企業が増えつつある。

FTA をめぐる通商環境の変化に伴い、アジア市
場の開拓を目指す日本企業の戦略に変化が生じた
と言える。

震災後の日本の針路はグローバル化の加速
グローバル化の下では、企業の論理と国の論理

は必ずしも一致しない。企業が最適化行動をとっ
て海外シフトを進めることが、国内の雇用の減少
を招き、国の最適化に結びつかない場合はもちろ
んあるだろう。

しかし、今回の大震災によるサプライチェーン
途絶の影響が世界中に波及したことから明らかな
ように、日本経済は世界経済に深く組み込まれて
いる。日本の復興は世界との連携を抜きにしては
実現できない。日本経済が凋落を免れるためには、
世界と緊密につながるしかない。

空洞化懸念が議論される時、日本企業が海外に
出ていけば、国内拠点が空っぽになることを前提
としている。しかし、実際には企業の対外直接投
資、海外生産が国内の生産、投資、雇用につなが

る場合も多い。最近の多くの実証研究によれば、
日本の場合、海外直接投資や海外への生産委託が
国内雇用を減らすという事実は見いだせない。大
企業では長期的には、活発にグローバル展開をし
ている企業の方が、むしろ国内雇用を増やすとい
う結果も見られる 6。つまり、日本企業の海外シ
フトは、必ずしも「日本脱出」を意味しない。

これは、直接投資や M&A を行って世界とつな
がることにより、企業が海外の最先端の技術やア
イデア、情報に触れ、技術や経営の革新を進める
手がかりを得て、国内のイノベーションが活発に
なるためと考えられる。

この観点から、政府には FTA ネットワークの
拡充など、日本企業の海外展開を後押しし、海外
とのつながりを強化する政策を推進することを強
く期待したい。

中小企業でも高まる海外進出意欲
近年、中小企業の間でも海外進出意欲が高まっ

ている。海外に進出する日本企業（製造業）にお
ける中小企業のシェアは 2004 年度は 18％だった
が、2009 年度は 26％に上昇している（図表 11）。

中小企業の海外展開パターンは、以前は「大企
業の海外シフト追随型」が中心だったが、最近は

「第三国向け輸出を目的とした自立型」も増えてき
ている。直近では、東日本震災を契機に、受注先
の多角化を推進する中小企業が海外での事業展開
を活発化させている。

海外に進出しない中小企業でも、国内で外国と

6   例えば、ANDO and KIMURA [2011] によれば、東アジアでの事業を拡大した日本企業は、国内での雇用も増加させ、国内の拠
点活動も活発化させる傾向があり、その傾向は最近になるほど強まっていることが示されている。

図表 11　 今後の海外戦略について「現地法人を新
たに設立又は資本参加等により海外事業
体制を拡充」と回答した製造業の企業規
模別構成比

出所�：�経済産業省�「海外事業活動基本調査」�より作成

（単位：％）
2004 年度実績

（2005 年 7月調査）
2009 年度実績

（2010 年 7月調査）
大企業 69.1� 61.9�
中堅企業 12.9� 11.7�
中小企業 18.1� 26.4�

東日本大震災後のものづくりの課題
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の関わりを持つことが自社の成長や生産性向上に
つながっている企業が多い。『中小企業白書 2011』
では、国内で外国と関わりを持つことにより、多
くの中小企業が、「国内での取引先が増えた」「費
用削減につながった」「国外市場の情報や海外ビジ
ネスノウハウが蓄積された」「国外向け販売が可能
になった」「新製品開発につながった」、等のさま
ざまな効果を享受しているとのアンケート結果が
紹介されている。

節電、省エネ、創エネ、蓄エネに商機あり
福島第一原子力発電所の事故が日本列島全域に

電力不足をもたらす事態に発展していったことは、
国家のエネルギー政策が経済の健全性にとってい
かに重要かを示している。

深刻な電力不足とエネルギー問題は、日本に
とって大きな試練ではあるが、企業にとって大き
な商機が生まれつつある。

電力を大量に消費する施設などでは省エネ技術
の開発が加速している。節電需要の高まりを受け、
各社が LED（発光ダイオード）照明をはじめとす
る節電関連の事業強化に一斉に乗り出している。

自動車各社は、家庭に電気を供給できる「走る
蓄電池」としての役割を持たせた電気自動車の開
発に注力し始めた。大きく情勢が変化した点は、
電気自動車と再生可能エネルギー、スマートグ
リッド（次世代送電網）の組み合わせが脚光を浴
びるようになったことである。

これまで安定した電力系統を持ち、十分な供給
力を有する日本ではスマートグリッド市場の立ち
上がりは遅いと考えられてきた。しかし、東日本
大震災後、状況は一変した。再生可能エネルギー
の導入に対応して、電力を安定的に供給するイン
フラとして、日本でもスマートグリッドの導入が
現実味を帯びてきた。

図表 12 に例を挙げたように、すでに広範な業種
で多くの企業が節電、省エネ、創エネ、蓄エネ関連
分野に商機を見いだし、さまざまな新事業の強化に
乗り出している。これらの中には、日本国内だけを

対象とするのではなく、アジア新興国市場への参入
に照準を合わせ、海外に生産拠点を設け、価格競
争力を確保しようとしている事例も少なくない。

日本はエネルギー効率が高い省エネ先進国であ
るが、震災後の電力不足は日本がお家芸ともいえる
省エネ分野に強みにさらなる磨きをかけ、世界に冠
たる節電大国として成長するチャンスと言えよう。

日本は需要者に不便を感じさせない効率的な節
電技術やエネルギー需要を最適に管理するシステ
ムなどを世界に先駆けて開発し、直面しているエ
ネルギー問題を解決することを目指すべきであろ
う。そのビジネスモデルを新興国に展開すること
により、事業の成長と世界のエネルギーの安定供
給への貢献も期待できるだろう。

図表 12　 節電・省エネ・創エネ・蓄エネビジネス
への取り組み事例

出所�：�各種新聞・雑誌記事より作成

企業名 内容

シャープ

現在家庭で利用可能な省エネ・創エネ・蓄エネ技術
の多くが盛り込まれた「シャープ・エコハウス」を
公開。電力消費の最小化と住空間の快適性を両立さ
せ、節電を極める技術の実証実験を開始。家電機器
の消費電力の「見える化」システムを 2011 年度内
にも製品化し、HEMS（Home�Energy�Management�
System）とそれに対応した家電製品、蓄電池などは
2012 年度以降に製品化予定。

パナソニック
電工

中国で LED照明事業を本格展開する。中国でも節電
志向の高まりを背景に LEDの商機が広がると判断。
将来的には照明を突破口に、発電設備や配線、エネ
ルギー制御、省エネ機器までをトータルで提供し、
住宅関連の需要を幅広く取り込む狙い。

三菱自動車

電気自動車「i-MiEV」に搭載した2次電池の電力から、
家電機器に給電する機能を備えた電力変換装置を公
開。電力変換装置を i-MiEV の急速充電口につなげ
て使う。変換装置には家庭用電源のソケットがあり、
家電機器と接続でき、非常用電源などに使える。

トヨタホーム
プラグイン・ハイブリッド車や電気自動車の 2次電
池から電力を供給できる実験用の住宅を建設。非常
用電源として電動車両を使う。

三井物産

米シリコンバレーのオフィス向け省エネ照明技術ベ
ンチャー、レッドウッドシステムズに出資。オフィ
ス照明器具をサーバーを使って統合制御する技術を
獲得し、スマートオフィス、省エネオフィスへの参
入をにらんだ動きとされる。

クラレリビング

節電需要拡大で今夏は遮熱カーテンの販売が好調
だったが、今冬も電力不足が懸念されることをにら
み、保湿性に加え窓ガラスの結露を緩和させる機能
を付与したレースカーテンの商品開発を加速。

コニカミノルタ
ホールディングス

2011 年中に発光ダイオード（LED）の照明器具事
業に参入する。現在ほぼゼロの LED関連事業の売上
高を光学部品も合わせて 15年に 500 億円の事業に
育てる。

コイズミ照明
発光ダイオード（LED）照明で東南アジア市場に参
入する。2011 年度中に中国の自社工場で現地生産
を開始、東南アジアで LED製品を販売する。

ジオパワー
システム

空調システム開発販売の同社（山口県美祢市）は、
地中熱を利用した独自の住宅用空調システムを販
売。エアコンに比べて電力使用量を削減しながら、
涼しい労働環境を実現できるシステムで、全国の工
務店と提携して導入を促進中。

特集
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震災後の日本企業の一大変化
東日本大震災がもたらした今回の苦難は戦後最

大の危機であるにも関わらず、現状、政権与党は
復興、復旧、改革の推進のために必要な政治的
リーダーシップを発揮していない。それどころか、
政策の混迷が危機を深刻化させている面があり、
国民の間に失望感が広がっている。

しかし、本稿でその一端を紹介したように、最
近の企業動向を注意深く観察すれば、東日本大震
災以降の経営環境の激変に対応し、日本企業の行
動に次のような大きな変化が生じていることに気
づく。

第一に、円高対応のため、あるいは新興国市場
を開拓する目的で海外生産シフトや M&A が活発
化している。

第二に、過剰な多品種少量生産や過剰品質を見
直す動きや、本質的でない部品を特注品から標準
品に切り替える動きが増えている。

第三に、国内勢同士の競争で体力をすり減らす
のではなく、主戦場である海外市場での競争力強
化に力を注ぐために、国内の事業を再編する企業
が増えてきた。

これら 3 点はどれも震災前から見られた動き
で、目新しい変化ではないと反論する読者もいる
だろう。確かに、日本企業は震災後に新たな行動
を始めたわけではなく、従来の計画を粛々と進め
ているか、前からやっていたことを一歩踏み込ん
で実行している例が多い。

だが、明らかに震災を境に潮目は変わった。震
災後の事業環境悪化は、多くの企業が自社の立地
戦略や競争力、事業の定義を見つめ直すきっかけ
になった。避けて通れない課題と認識していなが
ら、これまで先送りしてきた経営革新や成長戦略
に覚悟を決めて取り組む契機、あるいは「いい口
実」になったのだ。

企業の自律的な革新こそが日本復興の原動力
パナソニックが子会社の三洋電機の白物家電事

業を中国の家電大手、ハイアールに売却した例、
日立製作所がテレビ事業で自社生産から撤退し、
すべて外部委託に切り替える方針を表明した例、
日立製作所と三菱重工の主力事業での統合協議が
浮上した例なども、数年前の日本企業なら考えら
れない形の事業再編であり、日本企業が生き残り
をかけて革新に踏み出したシンボリックな事例と
位置づけられよう。

震災で戦後最大の苦境に陥っているというの
に、政治の混迷と無策が続く日本の現状を見て、
メディア等では日本経済の中長期見通しを悲観的
に予測する見方が増えてきた。

しかし、政治や政府を当てにできない状況下
で、政治への失望感から、危機感をバネに、個々
の企業の自律的な経営革新が加速している側面に
注目したい。ここにこそ日本経済復興への原動力
が宿っているように思う。
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