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増益から増収を伴った増益へと移行し、国内での工

これらを背景に、日本の製造業が国際競争力を取り
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元気を取り戻した日本の製造業 

 このところ、日本の製造業が元気を取り戻しつつある。 
 財務省の法人企業統計季報によれば、製造業の経常利益は、2004 年 1～3 月期まで 7 四半期

連続で改善が続いている。図表１をみると、今回の収益改善が当初はもっぱら「リストラ（人

件費削減）による増益」だったのが、2003 年以降は人件費削減に加えて「増収による増益」と

いう要因が力強く加わっていることがわかる。リストラの成果により企業の採算ラインとなる

損益分岐点売上高が低下した結果、製造業企業は相対的に少ない売上高でも利益を上げること

のできる筋肉質の体質となっている。 
 また、企業マインドも着実に良くなってきた。日銀短観（2004 年 6 月調査）によると、企

業の景況感を示す業況判断ＤＩは、大企業製造業でプラス 22 と 5 四半期連続で改善し、1991
年 8 月以来約 13 年ぶりの高水準となった。 
 
国内工場の建設ラッシュ 

 こうした製造業の企業収益と景況感の改善を受けて、最近、国内で工場の建設が相次いでい

る。図表２に見るように、2003 年の国内の工場立地件数は 1,052 件と 3 年ぶりに増加に転じ

た（調査開始以来最低だった 2002 年に比べ 25％増加）。2003 年の国内工場立地面積は前年比

52％増の 1,325ha となった。水準的には過去三番目に低い水準で、「建設ラッシュ」と呼ぶの

は言い過ぎであるが、半期ベースで見ても、2002 年以降、立地ペースが加速している。 
 ここ数年、「工場新設は中国、東南アジアなど人件費の安い海外で」という流れが定着し、国

内の工場用地は閑古鳥が鳴いていたが、ここにきて様子が変わってきた。 
 国内での工場建設ラッシュの背景には、デジタル機器分野を中心に、新しい高付加価値製品

の国内生産を本格化させる動きが活発化していることがある。 
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図表１　　製造業（大企業）の売上高、人件費と経常利益
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（2000年＝100）
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（注）4四半期移動平均
出所 ： 財務省「法人企業統計季報」
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 たとえば、シャープは三重県亀山市の新工場で世界で初めて第六世代の大型ガラス基板を使

って液晶テレビの一貫生産を始めた。同社が同地に進出を表明した 2002 年 2 月以来、液晶用

光学フィルムなど関連メーカー12 社が周辺に工場の新増設を決めており、地域経済活性化につ

ながった事例1として注目されている。 
 
製造業の競争力は回復したか 

 このように、製造業の業績が回復し、国内でのモノづくりを強化する動きが見られ始めたこ

とを背景に、日本の製造業が競争力を取り戻したという見方が強まっている。 
 特に、生産の「国内回帰」という傾向に注目し、これが一過性の現象ではなく、日本の「モ

ノづくりの復権」や「空洞化の克服」の象徴であり、わが国製造業の国際競争力の高まりを意

味するものだという見方がにわかに台頭してきた2。 
 こうした見方は正しいのだろうか。以下では、日本の製造業の国際競争力をどう見るべきか

について考察してみたい。 
 
企業の競争力と国の競争力 

 国際競争力という言葉については、さまざまな考え方があり、一定の合意は得られていない。

定義が不明確なままかみ合わない議論がなされるケースが多いため、ここで国際競争力の概念

について簡単に整理しておきたい。 
 まず、国際競争力という場合、それが企業の競争力なのか、国の競争力なのかを分けて論じ

ることが必要である。 
                                                      
1 2003 年の 1 年間の都道府県別の工場立地面積ランキングで、三重県（89 万㎡）は群馬県（98 万㎡）に続き

第 2 位である。 
2 たとえば、2004 年 2 月 16 日付日本経済新聞社説「もの造りの国内回帰を活性化のバネに」、木内登英「視点
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 国際競争力に関しては、たとえば米国の著名な経済学者ポール・クルーグマンのように、競

争力という言葉は企業に対して使うもので、「国の競争力」という概念は存在しないという考え

方もある。競争力という言葉は、その主体が競争を行った結果、勝者と敗者が決まるというイ

メージがある。企業の場合、市場競争の結果としての優劣は経営指標等から判断できるが、同

様の考え方をそのまま国に当てはめるのは正しくない。国と国は市場を奪い合うような競争を

行っていないからである。 
 
「国の国際競争力」の考え方 

 しかし、少し視点をずらせば、「国の競争力」という概念にも意味が出てくる。経済的な繁栄

のパターンは国によって異なっているのが現実だ。最近主流の経済理論3では、経済成長におけ

るイノベーションの重要性を強調し、各国の金融制度や政府のイノベーション政策が一国の経

済成長率に影響を及ぼすとされる。国と国が市場競争をしているわけではないが、国はその政

策や制度によって長期的な繁栄を目指して競争していると考えることができるのである。こう

した見方に立って、現在および将来の企業の競争力を支える国の環境要因が持っている能力を

指して、国の国際競争力4と呼ぶことが可能である。 
 たとえば、スイスのビジネススクールＩＭＤは、上記のような考え方から、「付加価値の創造

を維持し、その国の企業の競争力を高める国の環境条件の能力」を国際競争力と定義して、国

別の国際競争力のランキングを発表している5。 
 以下、小稿では、日本の国レベルではなく、企業レベルの国際競争力について論じることに

したい。 
 
企業の競争力は貿易黒字だけでは測れない 

 一般に、品目別・業種別の貿易収支などの貿易パターンをもってその産業の競争力の強弱を

判断する考え方がしばしば見られる。つまり、われわれは、一国の業種ごとの貿易黒字がその

国のその業種に属する企業の国際競争力を示す尺度になると直感的に考えがちだ。 
 同じ観点から、貿易市場における比較優位を見る一つの目安として貿易特化係数がある。貿

易特化係数とは、対象となる品目の純輸出額（輸出額－輸入額）を輸出額・輸入額合計で割っ

た数値で、その値は輸出が 100％なら 1、輸入が 100％なら－１となる（プラスで１に近いほ

ど市場で競争力があると考えられる）。 
 しかし、貿易収支や貿易特化係数が、企業の国際競争力を表す指標になるかどうかといえば、

一概にそうとは言えない。なぜなら、企業活動のグローバル化に伴い、貿易パターンによる国

際競争力の判断が難しくなっているからである。たとえば、企業が海外生産を活発化し、現地

生産された製品の国内輸入が増えた場合、貿易収支は悪化し、貿易特化係数は下がるが、これ

は日本企業の国際競争力の低下を反映したものではない。 

                                                                                                                                                            
論点：モノ作り 国内回帰の恩恵」（2004 年 3 月 26 日付日経金融新聞）など。 
3 内生的経済成長理論のこと。従来の新古典派経済成長理論では、各国の長期的な経済成長は労働力の伸び率

によって決まり、各種政策の影響は受けないとされる。 
4 原（2001）は、こうした国レベルの「国際競争力」は、企業の「国際競争力」とは明らかに異なる概念であ

るため、「国の能力」あるいは「国の競争優位性」と称するべきであると指摘している。 
5 2004 年 5 月 4 日発表の「IMD World Competitiveness Yearbook 2004」によれば、日本の総合順位は調査対

象の 60 国・地域中 23 位と前年の 25 位から少し持ち直している。1 位は米国、2 位はシンガポール、3 位はカ

ナダとなっている。 
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 このように、企業がグローバルな視点から生産拠点を最適地に立地するボーダーレスの時代

にあっては、ある業種の貿易収支の黒字幅が大きいほど、その国のその業種の企業が高い国際

競争力を有するというわけではないし、逆に赤字幅が大きいほど国際競争力が低いというわけ

ではないことに注意が必要だ。 
 
貿易特化係数から見た競争力 

 上記の点に十分留意する必要はあるが、貿易特化係数が輸出競争力を見る上での一つの便利

な参考指標であることは確かである。 
 そこで、品目別の貿易特化係数の推移を見ると（図表３）、繊維製品は大幅マイナスで横ばい

となっているのに対し、家電製品は 2001 年まで繊維同様低下し続け大幅マイナスだったのが 
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出所 ： 財務省「外国貿易概況」より作成
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図表３　　品目別の貿易特化係数の推移

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
（四半期）

図表４　　品目別にみた高付加価値化指数の推移

出所 ： 日本関税協会「外国貿易概況」、日本銀行「企業物価指数」より作成
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2002、03 年と下げ止まり傾向となっている点が注目される（詳細品目の例としてＴＶ受像機

を見ると、ここ 2 年で貿易特化係数が急回復しているのがわかる）。これは、家電製品の海外

への生産移転と海外で生産された安値輸入品の輸入は続いているものの、国内でデジタル家電

など高付加価値品の生産が急増したこと、そしてデジタル家電ブームにより輸入の伸びが鈍化

したこと、などによるものと推察される。 
 この点を確かめるために、製造業の業種別、品目別に高付加価値化の進展度を見てみたい。

図表４は、財務省「通関統計」と日銀「企業物価指数」から算出した品目別の高付加価値化指

数6の動きを示したものである。同図を見ると、電気機器で 2000 年以降、急激に高付加価値化

が進んでいることがわかる。より細目まで見ると、映像製品や半導体関連製品で特に高付加価

値化が進展している。 
 これらの分析から、少なくとも電気機器では、この 2～３年、デジタル家電を中心に海外生

産との差別化・棲み分け、国内生産の高付加価値化がスムーズに進み、輸出競争力が増したと

考えてよさそうである。 
 
企業の国際競争力の構成要素 

 さて、企業自身は、国際競争力をどのようなものと考えているのだろうか。 
 企業の国際競争力の定義は人によって様々である。競争力強化策を考えようにも、そもそも

強化したい競争力が何かが定義できていないために、議論が空回りするケースもしばしば見受

けられる。 
 ここでは、「企業の国際競争力」を「日本国内に本拠を置く事業部門（海外拠点を含めて）に

より生産・販売が行われているある事業（製品やサービス）が、国内および世界の主要なマー

ケットにおいて優位なポジションを持ち続ける能力」と定義しておきたい（原（2001）による

定義を採用した）。 

図表５　　企業の競争力の構成要素

出所 ： 原陽一郎 「国際競争と高度化のイノベーション」長岡短期大学研究紀要
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6 輸出品の中で高級品のウエイトが高まると、財務省ベースの輸出価格指数は上昇するが、日銀ベースの輸出

物価指数は基準時の取引ウエイトが固定されるので各商品の価格が上がらない限り上昇しない。この考え方を

利用して、次式により高付加価値化指数を算出することができる。 
  高付加価値化指数 ＝ 財務省「外国貿易概況（通関統計）」の輸出価格指数 
             ／ 日銀「企業物価指数」の輸出物価指数 
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 そして、企業の競争力の構成要素としては、図表５に示すように、①生産の競争力（生産し

ている財・サービスの競争力）、②新製品開発の競争力（市場の変化に対応して優れた財・サー

ビスを継続して創り出していく能力）、とに２分して考えることができる。 
 
企業の競争力意識の変化 － 価格競争力重視の方向 

 日本経済研究センターが実施した「日本企業の国際競争力に関するアンケート」（調査時点

2003 年 9 月）によれば、企業は「主力事業の国際競争力を維持するうえで最も重視する点」

として、①価格競争力（30.4％）、②技術力（26.2％）、③品質（18.1％）を挙げている（図表

６）。1980 年代末時点では、同じ問に対する答として価格競争力は、技術力、品質、販売力に

次いで 4 番目だった。 
 このことから、日本企業の競争力に対する意識は、この 10 数年間で、技術力だけでなく、

それ以上に価格競争力を重視する方向に変わってきたことがわかる。この結果は、デフレの長

期化、国境なき大競争時代の到来、低価格高品質の中国製品の台頭等を背景として、近年、日

本企業が価格競争力優先の戦略をとるようになったことを如実に示している。 
 ただし、日本企業は現在も価格競争力の強化だけで国際競争力の維持が可能であるとは考え

ていない。このことは、上記アンケート調査で、「主力事業の国際競争力維持のため投資活動を

通じて最も強化したい点」として、「価格競争力の向上」（30.4％）や「販売力」（12.6％）を抑

えて、「技術力に裏付けられた新製品の開発」（31.3％）が第一位になっていることから明らか

である。企業は、図表５に示された競争力の構成要素の中の「新製品開発の競争力」強化を重

視していることがわかる。 
 
マクロ景気の波と製造業の競争力とは別物 

 これまでの考察から、企業の国際競争力は多様な要素から成るものであり、一つの簡単な指

標では測れないことがわかる。 
 景気回復に伴い、輸出が伸びて増収増益になったからといって、それがそのまま国際競争力

の上昇を意味するわけではない。日本経済のマクロ的な不振は日本の製造業企業の国際競争力

とは必ずしも直結しないはずである。これは当然のことのように見えるが、しばしば忘れられ

がちな点である。 
 

図表６　　国際競争力を維持する上で最も重視する点

現　　　在 80年代末

① 価格（コスト）競争力 30.4% ① 技術力 31.5%

② 技術力 26.2% ② 品質 24.7%

③ 品質 18.1% ③ 販売力 14.5%

④ 販売力 9.8% ④ 価格（コスト）競争力 14.0%

⑤ ブランドの確立 9.4% ⑤ ブランドの確立 7.0%

⑥ 人材の確保 3.0% ⑥ 人材の確保 3.4%

その他 1.3% その他 1.3%

無回答 1.8% 無回答 3.6%
出所 ： 日本経済研究センター「日本企業の国際競争力に関するアンケート」（調査時点2003年9月）
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1980 年代以降、日本の製造業企業の競争力に対する一般の見方は、マクロ経済指標や財務業績

など利益パフォーマンスがよい時には一方的に過大評価され、経済指標や財務指標が悪化する

と「日本製造業総崩れ」と過小評価されてきた7。 
 
「国内回帰」は甘く危険な言葉 

 そして、今また、景気の回復が鮮明となる中で、同様の傾向、すなわち製造業の競争力を過

大評価する傾向が台頭しつつあるようだ。 
 筆者は、最近、「工場の国内回帰」という言葉がもてはやされていることに、その兆候を見る。 
マスコミでは、この動きを「国内に工場が戻ってきた」と明るく大々的に取り上げる論調が目

立ってきた。日刊紙主要 5 紙で工場（生産）の国内回帰について論じた記事の件数は、2003
年は 1 年間でわずか 4 件だったが、2004 年は 1～6 月で 46 件にのぼっている（図表７）。 
 確かに、個々の事例を見ると、わが国製造業の国内再評価、国内生産強化の動きが広がって

いることは事実であり、これは喜ばしいことに違いない。しかし、足元の製造業の国内での生

産や設備投資の盛り上がりを十把一絡げに「国内回帰」という甘く心地よい言葉で総括してし

まうと、本質を見失う危険性があると思う。 
 
今何が起きているのか 

 工場の「国内回帰」と称して取り上げられている現象の本質は、次の 3 点に整理することが

できる。 

①日本の景気回復の反映 
 第一に、そもそも足元で国内の生産や設備投資が元気を取り戻したのは、旺盛な中国特需

とデジタル関連の好調に支えられて、日本経済が輸出主導の景気回復を果たしたからだ。つ

まり、国内生産が増えている主因は景気循環要因である。過去数年、企業が設備投資抑制ス

タンスを続ける中で先送りされていた国内での前向き投資が、ここにきて一気に吹き出たも

のである。 
 デジタル機器関連を中心に、高付加価値品の生産拠点を国内に置く動きが活発化している

理由として次の諸点が指摘できることは、筆者も否定しない。 

1

0

4

46

0 10 20 30 40 50

2001年

2002年

2003年

04年1～6月

図表７　　工場（生産）の「国内回帰」を扱った新聞記事件数

（注）朝日、毎日、読売、産経、日経の５紙の掲載件数
出所 ： 日経テレコン21によりカウント

（件）
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・短納期への対応が容易でリードタイムの短縮が期待できる 
・幅広く奥深い技術の蓄積や「擦り合わせ」の強みが利用できる 
・先端技術を社内で蓄積・保護していく観点から、技術のブラックボックス化を進める 
・研究開発と生産の一体性を重視する 

 これらの理由から、わが国製造業が攻めに転じて、国内で自らの強みを再構築するための

前向き投資に乗り出していることは確かである。 
 しかし、それは必ずしも従来なら海外で生産していたものを国内に持ってきたという動き

ではない。マスコミ等が工場の「国内回帰」の代表事例に挙げる前述のシャープ亀山工場の

場合も、従来から同社は自社の成長ドライバーと位置付けている液晶事業の最先端工場につ

いては日本に立地しており、いったん海外に移した機能を日本に戻す選択をしたわけでは決

してない。 
もちろん、実際に海外生産を国内生産に切り替えた企業も一部に存在する8ことは確かだが、

それらは最近の国内工場立地増加の主因ではない。 

②国内生産増強と海外生産移転の同時進行 
 第二に、わが国製造業が総体として戦略的に海外から国内に生産をシフトし始めたという

わけではない。企業は国内生産を増やすと同時に、中国をはじめ海外への生産移転も進めて

いる。 
 国際協力銀行の 2003 年度海外直接投資アンケート（調査時点 2003 年 7～9 月）によれば

（図表８）、海外事業に対する中期的な（今後 3 年程度の）事業展開の見通しについて、強

化・拡大すると回答した企業の割合は 78.3％を占め、現状維持は 21.5％、縮小・撤退は 0.2％ 

78.3
90.9

68.8
76.5 78.1 80.8

90.0

70.6

21.5
9.1

31.3
23.5 20.3 19.2

10.0

29.4

0.2 1.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全業種 食料品 繊維 化学 一般機械 電気・電子 自動車 精密機械

強化・拡大する 現状程度を維持する 縮小・撤退する

図表８　　中期的な（今後３年程度の）海外事業展開見通し（2003年度、業種別）

出所 ： 国際協力銀行 「2003年度海外直接投資アンケート」

                                                      
8 例えば、ケンウッドは、アジアに勝てる国内工場の復活を目指した生産革新への取り組みの一環として、2003
年 8 月、ポータブルＭＤプレーヤーの生産をマレーシア工場から山形ケンウッドに移し、これにより生産から

販売までの総コストを約 1 割削減した。また、経済産業省が 2004 年 2 月に行い 414 社から回答を得た調査に
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にとどまっている。海外事業を強化・拡大すると回答した割合は、2002 年度結果に比べて

1.3 ポイント低下しているが、依然高水準にある9。 

③東アジアでの最適分業ネットワークの一部 
 第三に、デジタル関連で今起きている現象は、東アジアにおける最適な分業ネットワーク

を構築する動きの一環として、日本に高付加価値製品の工場を新設する動きである。日中の

工場間で生産品目の棲み分けを実現した企業にとって、今の棲み分けは決して安住の地では

ない。今現在、コスト面でアジア工場に勝てる工場を国内に建設することができたとしても、

そのコスト優位性がいつまでも維持される保証はない。中国等のキャッチアップに対し、国

内の生産拠点は不断に生産性を高めるか製品の高付加価値化を進め続けなければ存立できな

いということを忘れてはならない。 
 
慢心することなくモノづくり能力の向上を 

 以上から明らかなように、「国内回帰」は、本来外需を起点とした景気回復の結果にすぎない

現象を、「日本のモノづくり復権」や「空洞化克服」の現れであるとの幻想を世間に与えやすい

言葉である。「国内回帰」という言葉が受けるのは、「見たか、やっぱりモノづくり拠点は日本

に限る。中国では駄目なんだ」というニュアンスが語感に込められているからだ。しかし、こ

こ１～2 年でそう言い切れる証拠が新たに出てきたわけではない。 
 西洋の諺に「満ち潮はすべての船を持ち上げる」というものがある。日本では昔から「色の

白いは七難隠す」というが、それになぞらえて言えば「成長は七難隠す」ことになりがちであ

る。「景気回復期には、競争力強化の努力を怠っている企業でも財務パフォーマンスが改善する

ため、競争力を取り戻したかに見える。 
 国内に立地する製造業企業は、景気回復に浮かれたり「国内回帰」という甘く危険な言葉に

惑わされて、自らの実力を過大評価することなく、地道にモノづくり能力を向上させる努力を

続けるべきであろう。■ 
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よれば、最近 1 年間で海外生産の国内生産への切り替えを実施済みまたは検討中としている事例が 16 例あった

（出所：『2004 年版ものづくり白書』）。 
9 地域別に見ると、2003 年度調査で「海外事業を強化・拡大する」と回答した割合が最も高い地域は、前年度

に続いて中国（回答割合 73.9％）であった。この中国の回答割合は、2002 年度調査（70.1％）よりも高くなっ

ている。 
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