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＜ポイント＞  
 
■ 本稿では、年頭に当たり、2009 年の日本経済を読み解く上で重要と思われるキーワード

を筆者なりに 10 個選定し、解説してみたい。 

■ 2009 年は、未曾有の金融危機、世界不況、「恐慌突入か」といったニュース一色の波乱

の幕開けとなったが、本稿のキーワード選定に当たっては、マクロ景気動向関連に偏る

ことなく、企業経営や経済・産業にかかわる広範なテーマに目を向けた。また、巷でよ

くある「今年のトレンド予測」や株式市場で一過性の材料となるテーマ探しとは一線を

画し、現在日本の経済社会の底流で起こっていて、企業や個人に影響を与えそうな構造

変化や質的変化を的確にとらえることを狙いとしている。 

■ 2009 年の 10 のキーワードを列挙すると、以下のとおりである。 
①内需拡大           ②アジア新興国市場 

  ③デフレ            ④低価格訴求、価格破壊 
   ⑤大きな政府          ⑥ガラパゴス化 
   ⑦垂直統合           ⑧リチウムイオン電池 
   ⑨業界再編           ⑩不況時の成長戦略（危機を好機に） 
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１．内需拡大 

2009 年は厳しい景気後退の年となるが、「世界同時不況」であるという点で従来の不況とは

様相が異なる。米国発の金融危機の影響で信用収縮と景気悪化の負の連鎖が世界中を襲ってい

る。戦後初めて、日本、米国、ユーロ圏、英国がそろってマイナス成長となるほか、新興国・

地域も軒並み成長率が前年より大幅に鈍化する見通しである。世界銀行の予測では 2009 年の

世界全体の実質成長率は 0.9％にとどまり、第二次石油危機が起きた 80 年以来のゼロ％台成長

となる。世界の貿易量は、82 年以来、27 年ぶりの前年比マイナスとなる見通しである。 
 こうした世界同時不況の到来は、日本経済にとって厳しい試練となる。 
実は、2002 年 2 月から約 6 年続いた日本の戦後 長の景気回復局面は、成長への外需の寄

与率が約 6 割を占め、通常の好況期以上に外需に依存して実現したものだった。図表１(1)に見

るように、前回の景気の谷である 2002 年 1～3 月期以来、直近までに GDP の中の輸出は 1.7
倍以上に拡大しているが、個人消費や設備投資などの内需はあまり伸びていない。この結果、

GDPに占める輸出の割合は2007年度には17.9％と2001年度の10.6％から大きく上昇した（図

表１(2)）。 
 つまり、日本経済は世界経済の浮き沈みの影響を受けやすい体質にある。2007 年前半までは、

米国経済は既に減速していたが、中国など新興国が高成長を持続していたため、外需依存の成

長を続けることが可能だった。しかし、世界同時不況が到来した今は、もはや外需には頼れず、

個人消費や設備投資など内需の拡大を図るしか、景気を浮揚させる手立てはない。日本にとっ

て、内需拡大が経済成長のための危急の課題になったと言える。 
 現下の日本では、押し寄せる世界不況の大津波が、外需だけでなく内需をも蝕みつつある。

こうした中、内需をいかに掘り起こし、拡大できるかが日本経済にとって景気底割れを阻止で

きるかどうかのカギとなる。 
輸出企業でも、保有する技術やノウハウを活かして内需型の事業の拡大を目指す動きが出て

くることが予想される。また、貿易取引と関係のない国内非製造業に注目が集まり、地方経済

の活性化策として観光産業の振興に向けた動きが従来以上に活発になるだろう。

（単位：％）

01年度 07年度

　　個人消費 57.4 56.6

　　設備投資 13.9 16.0

　　輸　　　出 10.6 17.9
（注）名目ベース
出所 ： 内閣府「国民経済計算」より作成
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図表１－(1)　　内需と輸出の伸び率の比較

（注）前回の景気の谷である02年1～3月期から08年7～9月期までの伸び（実質ベース）。
出所 ： 内閣府「国民経済計算」より作成

図表１－(2)　個人消費、設備投資、輸出のGDPに占める割合
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 経済政策面では、内需拡大策として、減税や規制改革等で住宅投資、設備投資の促進を図る

政策が模索されよう。また、内需の 大項目である個人消費の拡大にスポットライトが当たる

ことで、マクロ経済政策としての社会保障制度の重要性がクローズアップされることになろう。

日本の家計は 1,400 兆円超もの金融資産を保有しているが、これが消費に回るためには老後に

不安を感じなくてすむ社会保障システムが必要だからである。 
気をつけたいのは、今、内需拡大の重要性が高まっていることはもちろんだが、これまでの

輸出主導の成長やグローバル市場に向けての企業の取り組みを否定してはならないことだ。日

本の GDP は世界全体の 9％に過ぎず、今後そのシェアはさらに小さくなる。人口減少社会が

到来している以上、今の日本で高度経済成長期のような内需主導型の成長を期待することは無

理である。今後も世界市場の獲得を視野に入れなければ、日本の経済発展はありえないことを

忘れてはならない。 
 橘川武郎・一橋大学大学院教授は、昭和 20 年代と高度成長期の経験から今の日本が学ぶべ

き教訓として、①日本企業は適切な事業プランをもって設備投資を行うこと、②日本企業は海

外市場へ進出し、進出先での「内需」を深堀りすること、の 2 点を挙げ、これこそが日本経済

がダイナミズムを取り戻す道であると述べている1。 
 この観点からすれば、今、日本企業が推進すべき「内需の深堀り」は、内向きな「引き籠り」

であってはならない。世界不況の出口を抜けた時に、「海外市場の内需」の取り込みにつなげ

ていくという発想が必要だろう。 
 
 
２．アジア新興国市場 

 2009 年は、日本企業の間で「市場としてのアジア新興国」への注目が高まる年になるだろう。 
 米国発の金融危機は、世界経済全体に未曾有の負の連鎖をもたらしている。2004 年から 2006
年までの世界経済は、黄金期と呼ばれた 1960 年代以来の高成長を謳歌していたが、それは実

は、米国の住宅価格上昇を起点とした米国の過剰消費（消費バブル）の恩恵によって実現した

ものだった。そのバブルがはじけた結果、世界中の国の成長率が低下しているわけで、新興国

経済もその影響は免れない。米国景気が底を打たない限り、新興国経済の本格的な回復は期待

できないだろう。 
 しかし、勢いに陰りが出たとはいえ、アジア新興国の成長率は相対的に高く、他の諸国の成

長率見通しが軒並み大幅下方修正される中で、アジア新興国の下方修正幅は比較的小さい。近

年、アジア諸国は米国への輸出依存度を低下させるとともに、アジア域内貿易への依存度を大

きく高めていた。 終需要地が米国である貿易取引が多いのは確かだが、アジア独自の経済圏

が着々と形成されてきていることを見逃すべきではない。 
世界的な金融危機に伴う商品価格の急落を背景に、新興国は資源国優位から基礎体力がもの

をいう時代に移ったことも、アジア新興国への注目度を高める要因となっている。ロシア、ブ

ラジル、中東などの資源国経済は当面苦戦を強いられるが、内需と財政基盤が強く、自国の経

                                                  
1 橘川武郎「焼け野原からの“奇跡の復興”が教える成長のダイナミズム」（毎日新聞社「週刊エコノミスト」

2008.11.10 臨時増刊号）。橘川氏は、バブル崩壊後の日本では、広範な分野で設備投資が過度に抑制されたこと

が、経済全体のダイナミズムの低下をもたらしたと指摘し、この教訓を今日にいかすべきと主張している。 
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済政策を機動的に打ち出せる国は、相対的に底固い経済成長を実現することになろう。その条

件を備えた国として、中国、インドをはじめとするアジア新興国が挙げられる。 
 中国、インドの輸出依存度は GDP 比 4 割以下で、経済成長の内需依存度が高く、外貨準備

は豊富で、金利の引き下げ余地も大きい。中国政府は、景気刺激のため、2010 年までに総額 4
兆元（約 57 兆円）の公共投資を実施することを表明したほか、金融政策も緩和に転じ、経済

成長率 8％台を死守する構えを打ち出している。2009 年は中国の建国 60 周年という節目の年

であり、景気の大幅な下振れは中国にとって政治的に回避しなければならない事態であるため、

本腰の入った景気浮揚策が実行されるのは間違いない。一方、インドも、財政出動と金融緩和

による内需の下支え効果が期待される。2008 年 11 月末のムンバイでの同時テロによる企業マ

インドへの悪影響は懸念されるが、過剰な設備や生産力を抱えていない点は同国の強みと言え

る。 
 もちろん、アジア新興国の内需も目先は減速感が相当強まるだろう。例えば、日本から中国

やインドなどアジア新興国向けの自動車輸出も 2008 年 10 月以降、急減している。しかし、こ

れら新興国向け輸出の落ち込みには、金融危機の影響で取引先（輸出先企業）が銀行から輸入

信用状（L／C）を発行してもらえなくなったことによるものも含まれており、必ずしも実際に

新興国における自動車の需要自体が消滅したわけではないようだ。上述した理由から、アジア

新興国は、世界同時不況の中で、減速はしても底固さを発揮し、「一番まし」な市場として存在

感が高まるだろう。 
 さらに、中長期の視点で見ると、高めの成長が続くアジア新興国で国民の購買力が拡大し、

洗練された高品質な商品を求める新中間層が顕著に増加するというシナリオは不変である。 
これら順に豊かになっていくアジア新興国の新中間層の需要を取り込めるかどうかは、日本

産業の 大の課題の一つと言っていいだろう。 
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図表２　　日本企業の今後3年の販売最重点国・地域
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 日本のメーカーは、これまでアジア新興国を人件費が安い製造拠点と見なし、市場として捉

えて真剣に開拓しようとする姿勢が弱かった。まず日米欧向けの製品を開発し、そこから機能

を削って低価格にした製品を新興国に投入したり、先進国での発売から 1～2 年後に同じ製品

を新興国で売ったりするケースが多かった。今後は、アジア新興国ごとのニーズに対応した戦

略的な商品を開発、投入するなど、新興国市場の開拓に注力する日本企業が増えると思われる

（図表２参照）。 
 また、内需型の消費財メーカーでも、中国など新興国市場の攻略に乗り出す動きが強まるだ

ろう。 
 
 
３．デフレ 

 金融・経済用語としては、昨年秋以降の流れを引き継ぎ、金融危機、信用収縮、金融機関の

資本不足と公的資金注入、世界同時不況、世界恐慌などが、今年も経済を語る上で欠かせない

用語となろうが、これら以外で 2009 年の日本経済で特にクローズアップされるキーワードは

デフレ2だろう。 
世界的な経済活動の縮小による需要不足に加え、2008 年後半以降の資源価格の大幅反落を背

景に、物価が持続的に下落するデフレが再燃する懸念が世界各国で高まっている。昨年前半ま

での世界経済はインフレが起きる可能性が高いことを前提に人々が行動していたが、金融危機

を経てデフレ懸念へと風景は一変した。 
 欧米では、賃金が上がっているため、財の値段は下がってもサービス分野の値段は下がりに

くく、このため消費者物価全体がマイナスになりにくい。したがって、デフレ懸念は生じても、

実際にはディスインフレの状態にとどまると見られる。 
 しかし、日本は 2009 年にデフレに突入する可能性が高い。日本はバブル崩壊後の不況期に

戦後の先進国で唯一デフレに陥った国である。直近の景気回復期に消費者物価は前年比わずか

なプラスに転じたものの、再びデフレに逆戻りしないという確信が持てなかったため、デフレ

脱却宣言が見送られたままになっていた。そうこうするうちに、原油価格高騰の影響で消費者

物価は 2008 年 7、8 月に前年比 2.4％まで上昇したが、その後は原油価格急落を受けて、消費

者物価の伸びが急速に縮小しつつある（図表３）。 
 実は、ガソリンや食料、生活用品の値上げラッシュでインフレだと騒いでいた 2008 年中も、

食料とエネルギーを除いた消費者物価はほとんど横ばいにとどまっていた。これは、昨年の物

価上昇は過去の原燃料高によるコストプッシュによるもので、需給の引き締まりによるもので

はないことを意味する。2008 年央以降の原油価格下落と景気悪化による需給の緩和を受けて、

今後、消費者物価の上昇率は徐々に低下し、2009 年半ば以降は前年比マイナスが定着する可能

性が高い。 
日本では、直近の景気回復期にも賃金がほとんど伸びておらず、金融危機後の景気悪化で再

び賃金が下がり始めたため、財だけなくサービスの価格も下がりやすい体質にある。既に、先

年秋以降、金融危機の深刻化による収益悪化に伴い、企業が経費節減を強力に進めたことを反

映して、企業向けサービス価格指数が急速に下落に転じている（図表３）ボーナスの減少、雇

用の悪化など家計を取り巻く環境は悪いため、こうした企業分野のデフレ圧力は、間もなく家

計部門へと広がってこよう。金融危機と欧米の利下げを受けて円高が急進行していることもデ 
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図表３　　国内企業物価、企業向けサービス価格、消費者物価の推移

出所 ： 日本銀行「企業物価指数」「企業向けサービス価格指数」、 総務省「消費者物価指数」 より作成

 
フレを加速する要因となる。 
原油など資源価格の下落は、景気が上向きの時なら需要増につながるが、実体経済が底割れ

しかねない状況下ではそうならず、むしろデフレ懸念が高まりやすい。 
こうして、今回も日本が世界の先陣を切ってデフレに突入しそうである。インフレ率がマイ

ナスになっても、「今回の物価下落は原油価格急落が原因であり、悪性のデフレではない」とい

った見方と、「景気悪化と物価下落が連鎖的に進むデフレスパイラルの懸念がある」といった

見方との間で論争が起こることが予想される。 
 
 
４．低価格訴求、価格破壊 

 デフレが再来する日本では、消費者の購買意欲の喚起策として「低価格訴求」や「価格破壊」

が小売業界のキーワードとなろう。景気の冷え込みで消費者は従来以上に財布のひもを締め、

価格志向を強めている。円高が進行すれば、大手スーパー等では利益を先食いする形で「円高

還元セール」を打ち、低価格をアピールせざるをえない状況となっている。バブル崩壊後の日

本に広がった価格破壊が再燃することは間違いない。 
不景気で家計の収入は減り、元気は出ないものの、マクロ経済的に言えば、原油価格の大幅

下落と円高進行は輸入物価の下落を通じて消費者の購買力を下支えする効果がある。したがっ

て、低価格に訴えて家計の消費を刺激するのは、理論的にも合理的な戦略と言える。 
 デフレに突入する中、2008 年に存在感を増したプライベートブランド（PB 商品、自主企画

商品）市場が、2009 年も拡大することが予想される。 

                                                                                                                                                  
2 デフレとは持続的な物価下落のこと（景気後退の意味は含まれない）。 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                200９. １. １３ 

6 



昨年は、イオンの「トップバリュ」やセブン＆アイ・ホールディングスの「セブンプレミア

ム」、セブン－イレブンの「セブンプレミアム」、ローソンの「バリューライン」など、大手ス

ーパーやコンビニが相次いで PB 商品の販売を強化し、低価格を武器に売り上げを伸ばした。

コンビニの PB 商品導入は、定価販売が当たり前だったコンビニ業態に価格破壊をもたらすき

っかけになる可能性がある。 
PB 商品が花盛りとなった当初のきっかけは、2007 年秋から 2008 年夏までの原材料価格高

騰を背景に、大手小売チェーンが食品メーカー等の主力商品の値上げ要求を受け入れる代わり

に、自社専用の PB を拡充するよう求めたことが発端だった。景気減速下で「悪いインフレ」

が進んで、家計の節約志向や生活防衛意識が強まっていた中で、PB 商品は庶民の救世主とし

て大いに受け入れられた。景気後退が深まり、デフレが再来する 2009 年は、低価格を訴求し

た PB 商品への消費者の支持がさらに強まる可能性が高い。 
 ただし、いくら不況下でも、今の消費者は単に安いだけではついてこない。過去 1～2 年、

相次ぐ食品偽装、冷凍ギョーザ問題、事故米騒動などで食の安全が脅かされた後だけに、消費

者の安全・安心へのこだわりは強くなっている。供給側企業は、低価格の実現と同時に、安全・

安心の提供と品質向上努力を迫られることになる。PB 商品が消費者に支持されたのも、安い

だけでなく、NB（ナショナルブランド）商品と比べて遜色ない安全と安心が担保されている

という信頼感があるからこそである。 
 未曾有の不況下で生活防衛意識が一層高まる一方で、消費者の安全・安心志向が強いため、

2009 年は、品質のいいものを少しでも安く買う「バリュー消費」が家計のトレンドとなるだろ

う。 
 低価格訴求といっても、コストの裏づけのないまま安売りの消耗戦をする企業は存続できな

い。製造費のみならず物流費を圧縮して、低価格でも利益を生むコスト構造、低価格を支える

効率的なサプライチェーンを作り上げた企業がデフレ時代を生き抜く勝者となるだろう。この

意味で、価格破壊の再来は、製品・製法・流通などの各段階におけるイノベーション競争や業

界再編（キーワード９参照）を加速する起爆剤になるだろう。 
 
 
５．大きな政府 

 2009 年 1 月発足した米オバマ民主党新政権の経済政策は、2008 年秋に発表された金融危機

対策の 7000 億ドルのほか、「オバマ版ニューディール」とも呼ばれる景気対策、弱者救済・格

差是正を狙った税制改革、クリーンエネルギー開発などの環境対策、国民皆保険を目指す医療

保険改革などが盛り込まれる見通しである。これは、過去 8 年間続いたブッシュ共和党政権と

比べ、より「大きな政府」を志向した政策である。大きな流れとして、財政均衡、市場主義、

規制緩和、小さな政府といった新保守主義の政策の修正を求める声が高まっている。 
 また、「100 年に一度」の金融危機、未曾有の世界不況に直面して、世界各国とも昨年秋以降、

景気下支えのために積極的な財政出動へと一斉に舵を切っている。「市場の失敗」の後始末は、

政府の出番であり、経済がフリーフォールのように悪化するのを回避するために政府の役割が

拡大するのが当然というムードが高まっている。 
 こうした世界の潮流は、既に日本の政策運営にも影響を及ぼしている。日本でも、2008 年度

補正予算や 2009 年度予算を通じて定額給付金や住宅ローン減税など様々な景気刺激策が打ち

出され、財務省試算では一連の政策の規模は 75 兆円にのぼる。また、小泉構造改革時代には
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「小さな政府」が好ましいと多くの人々が信じていたが、今では、政府が果たすべき役割を果

たしてくれるなら、少し大きな政府でもいいと考える国民も少なくないと思われる。 
 実は、諸外国と比較すると、日本は「大きな政府」ではなく、むしろ「小さな政府」である。

図表４に見るように、日本の政府支出の規模（GDP 比）は約 36％と米国と並んで先進諸国の

中で も小さくなっている。それでも「小さな政府」を目指すべきと言われてきた理由は、少

子高齢化の急速な進展により、何も対策を講じなければ、2030 年度には政府支出の GDP 比が

48％と現在の欧州諸国並みに上昇することが見込まれているからである（経済財政諮問会議

「日本 21 世紀ビジョン」2005 年 4 月）。 
景気の急速な悪化と麻生政権の財政拡大路線で 2009年度の基礎的財政収支の赤字幅は約 13

兆円に膨らむ見通しで、「2011 年度に国・地方の基礎的財政収支を黒字にする」という従来目

標の達成は事実上不可能となった。経済環境の悪化に伴い、「大きな政府」が許容され、財政支

出が拡大し、財政再建シナリオが大きく狂っている現状をどう考えたらいいのだろうか。 
 当面、景気対策を優先し、財政健全化を中期的課題として位置づけることが、極めて常識的

かつ妥当な対応と言える。ただ、重要なのは、景気配慮による財政悪化が一時的で、将来の財

政再建に向けての政府の強い意思と中長期の財政再建計画を明確に示すことである。 
誰しも中長期的な財政健全化の必要性は理解しても、目先の財政運営になると、「経済環境の

厳しい今、無理に増税や歳出削減をしなくていい」「財政再建は後回しにして、景気を立て直す

べき」という声が大きくなる。このため、財政再建は常に先送りされ、今の世代の負担増とな

る改革は先送りされ、その分将来世代の負担が増えるという結果に陥りやすい。「今の厳しい経

済環境では、財政健全化などとんでもない」と思いがちであるが、財政健全化は将来世代にと

って大きなメリットがあり、日本経済の先行きの成長力を高めることを、われわれ現在世代は

はっきり認識すべきであろう。 
 もう一つ重要な点は、景気対策は、その目的を明確にする必要があることである。本来、景

気対策は、景気悪化によって悪影響を受ける人々を支援することで国民全体の経済厚生を改善

する社会保障政策の一種である。効果的、効率的なメニューを選び、緊急避難的に打つべきで、

いつまでも続けるべき政策ではない。今回の金融危機による不況は、90 年代後半とは違って、

米国発のグローバルな不況であるため、財政出動をしたからといって、日本の景気を浮揚させ

る効果は限定的である。
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図表４　　政府支出の対GDP比の国際比較

（％）

（注） 政府支出は一般政府（米国は2005年、その他は2006年）。
出所：日本は内閣府「国民経済計算」、諸外国はOECD「Economic Outlook 83」「National Accounts」 より作成
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 短期的な景気対策以上に重要な政策は、経済成長のトレンドを上昇させる（潜在成長率を高

める）政策である。今の日本では、小泉改革の反動から、改革機運がすっかり後退しているが、

民間の活力を引き出し、需要創造につながる税制改革や規制改革を着実に推進していくことが

大切である。 
 
 
６．ガラパゴス化 

ガラパゴス化とは、製品やビジネスが国内独自の環境に適合して特殊な進化を遂げ、海外の

市場では通用しなくなっている現象のことを指す。その典型例は携帯電話で、極めて高機能な

商品・サービスが国内で開発され、国内の消費者には受け入れられているのに、それが海外で

は通用しなくなっており、これを称してガラパゴス化現象という。 
日本のものづくりやサービスが日本という島国で独自進化してしまい、国際競争力を失って

いる様子を、大陸から遠く離れた大洋の真っ只中に位置し、他の地域では見られない固有生物

が数多く生息するガラパゴス諸島にたとえて表現した造語である。 
 携帯電話に限らず、IT 分野で言えば、デジタル放送でも、非接触の IC カードでも、日本は

世界から孤立した方式をとっている。 
ガラパゴス化は、通常、否定的にとらえられている。かつては、「厳しい目をもつ日本の消費

者に受け入れられた優れた製品は海外でも売れる」という法則が成り立ったが、この勝ちパタ

ーンが通用しなくなったのだから、ガラパゴス化はもうやめなさいという考え方である。 
 日本の産業全体を見渡すと、そこそこ大きな規模の国内市場に安住して、閉鎖的な商習慣の

もとで開発競争をしてきたために、技術的には優れた商品・サービスではあっても、世界のス

タンダードになりえていない例がいくつもある。人口減少社会の到来で縮小する国内消費者の

ニーズに対応した結果、世界市場では過剰品質と見なされ、受け入れられない例もある。ガラ

パゴス化という言葉は、これらの問題点に目を見開かせ、国内の「ぬるま湯構造」からの脱却、

市場のオープン化、標準化競争でデファクトスタンダードになることなどの重要性をわれわれ

に認識させてくれる点で、大きな意義がある。 
しかし、一方で、ガラパゴス化こそ日本が生き残る戦略という考え方もある。ガラパゴス化

は、日本の消費者が世界一厳しい要求水準と独自の感性を持っていることに支えられたもので

ある。今は世界市場に進出できていない独自進化だが、それは世界がまだその価値に気づいて

いないだけかもしれない。ガラパゴス化したことを自嘲するのではなく、積極的な意思と戦略

をもって、ガラパゴス化した技術やサービスをそのまま強みに代えて、世界市場攻略に活用す

べきという考え方である。ガラパゴス化を国内市場での独自進化にとどめるのではなく、日本

の持つ独自の文化や環境を積極的に活用して、世界に通用する産業を戦略的に生み出そうとい

うものである。こうした論者の一人として、芦辺洋司・日立コンサルティング取締役・マネー

ジングディレクター3が挙げられる。 
 携帯電話の場合も、日本の消費者は、携帯電話端末の使い方という点で間違いなく諸外国よ

り数歩抜きん出ている4。これを強みとして活用しない手はないだろう。 
                                                  
3 WAVE出版「FUTUREX NUMBER.00」（2008 年 10 月）「日本を強くするガラパゴス戦略」でその主張が

詳しく展開されている。 
4 携帯電話の 終製品では日本のメーカーは海外市場でシェアを獲得できていないが、カラー液晶やモバイル

カメラなど携帯電話に利用される部材では、日本の部品メーカーの部品がモトローラやサムスン電子など世界

の大手携帯メーカーの製品で採用されている。これらの部品は、日本の部品メーカーが、 先端の機能に敏感
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実は、海外企業はガラパゴス化を生む日本の土壌に注目し、積極的に活用しようとしている。

例えば、検索エンジン世界 大手のグーグルは、同社の検索サイトのトップ画面に日本版だけ

メール、動画、絵文字などの項目を追加した別のデザインにするとともに、日本の携帯ユーザ

ーの感性を吸収して先端的なサービスの開発につなげる取り組みを行っている。また、P&Gは、

日本市場を「消費者に揉まれることで学ぶことと変革すべきことが見えてくる」イノベーショ

ンセンターと位置づけ、北海道を新商品開発の実験場として活用することで、布用消臭・芳香

剤「ファブリーズ」などのヒット商品を生み出している5。 
モノがあふれている今の時代に、価格競争に陥らずに、グローバル市場で生き残るには、性

能の優位性以外の独自の付加価値で勝負する方が有利と考えられる。日本の消費者は、スペッ

クではない「感性」に関わる部分の価値を、独特の細やかさやしなやかさでサブカルチャー的

に進化させるのが得意である。これを活用したガラパゴス戦略は、諸外国が容易に模倣できな

いものであるから、うまくいけば持続的な競争優位を実現できる可能性を秘めていると言える。 
2009 年は、こうしたプラス思考のガラパゴス化がキーワードになるのではないだろうか。 

 
 
７．垂直統合 

 グローバル競争を勝ち抜くには、「選択と集中」を行い、得意分野に経営資源を集中し、弱い

領域からは手を引く「捨てる経営」を目指すべきというのが通説である。ものづくりでは、す

べて自前で抱えるフルセット主義ではなく、自社は得意領域に特化し、手を引いた部分は他社

から買ってくる水平分業モデルが合理的とされることが多い。 
 しかし、ここにきて、電機メーカーなどでは、部材の製造から 終製品の組み立てまで自社

で一貫して行う垂直統合モデル、あるいは自前で抱えている多くの資源を「生かす経営」の強

さが見直されてきている。 
 垂直統合モデルで強みを発揮している企業の例として、パナソニックが挙げられる。同社は、

暮らしにかかわる電気製品やデバイスをフルラインでそろえ、暮らし丸ごとで消費者を囲い込

もうとしている。金融危機の 中の 2008 年 11 月に三洋電機を子会社化することを発表するな

ど、市場に合わせて事業領域を広げる経営を続けている。業績悪化が著しい電機業界にあって、

同社は 2008 年 7～9 月期の利益の落ち込みは他社に比べて軽微にとどまっている。 
薄型テレビメーカーについて見ると、現時点で世界市場で強い存在感を見せている日本企業

は、パナソニック、シャープといった、パネル製造から組立まで一貫して行う垂直統合型企業

である6。合弁企業からパネルを調達しているソニー（擬似垂直統合型）や、パネルを外部から

調達している東芝（水平分業型）は薄型テレビでは苦戦を強いられている。 
垂直統合型のメリットとしては、基幹部材の調達が容易なこと、製品全体に関する統合的な

技術知識を蓄積できること、パネル製造から組立まで一貫して作り込むことで高付加価値化が

図りやすいことに加え、自前で抱えるバリューチェーンが長いため、コスト削減の余地が大き

                                                                                                                                                  
な日本のユーザーの厳しい目に応えようと、技を磨いてきた結果、生み出されたものである。つまり、日本市

場は携帯電話向け部品のインキュベーター（孵化器）的な役割を担っている（北俊一氏が「携帯電話産業の国

際競争力強化への道筋」『知的資産創造』2006 年 11 月 の中でこう指摘している）。携帯部品の世界では、ガラ

パゴス化が世界市場攻略に活かされていると言うことができよう。 
5 日経BP社「日経ビジネス」2008 年 4 月 21 日号「世界メジャーがノウハウ吸収で熱視線、販売戦略は『日本

道場』で磨く」。 
6 世界 強のテレビメーカーであるサムスン電子も、シナジーを追求した垂直統合モデルを実践している。 
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く、コスト低減面でも強みをもつことなどが指摘できる7。 
 世界中からいい部材を一番安く調達してきてつくる水平分業型の方がコスト低減に有利で利

益を出しやすいように思われがちだが、薄型テレビでは実際はそうなっていない。例えば、パ

ネルの自社工場を持っている垂直統合型メーカーなら、パネルの値幅を減らして製品の価格下

落に対応できるが、水平分業型メーカーにはこうしたすべがなく、需給逼迫時にはパネルが思

うように調達できない恐れがある。 
また、水平統合型は、設備投資のリスクを過大に負わないメリットはあるが、技術・ノウハ

ウの蓄積で劣るため、高付加価値商品を開発できず、他社製品との同質化に陥り、価格競争に

巻き込まれやすい。このような理由から、薄型テレビでは、水平分業型メーカーは利益の源泉

を見出しにくい状況となっている。 
パナソニックでは、「イタ（板）」（板金やプリント回路基盤）や「コナ（粉）」（樹脂材料）と

いった源流にまでさかのぼってムダを減らす「イタコナ」活動と呼ばれるコスト低減活動が成

果を上げているという。これは、基幹部材を内製する垂直統合型だからこそできることである。 
 ここでは薄型テレビの例を取り上げたが、垂直統合、水平分業のどちらのモデルが競争力を

発揮するかは、製品分野や市場環境によって様々で、一概には言えないだろう。あれもこれも

と総花的に抱え、シナジーが働かないような垂直統合モデルは勝算があるとは思えない。 
 ただ、米国型金融資本主義が行き詰まり、世界不況が到来し、需要減少と価格低下圧力が一

段と強まる中で、これまで非効率と評判の悪かった垂直統合モデルが意外な強さを発揮し、見

直される局面が訪れつつあるのかもしれない。一方で、垂直統合モデルは、巨額な投資が必要

なほか、工場を擁するため、急激な減産と雇用調整に対応しにくく、過剰生産品の安値販売に

追い込まれやすいというデメリットがある。垂直統合型の日本企業が、今回の未曾有の世界不

況を乗り切れるかどうかが大いに注目される。 
 
 
８．リチウムイオン電池 

多くの分野で大幅な減産と設備投資抑制が行われている中で、設備増強ラッシュとなり、

熱い注目を集めているのが、リチウムイオン電池である。 
リチウムイオン電池は、充電すれば繰り返し使える二次電池の一つで、ノートパソコンやデ

ジタルカメラで使われている。既存の用途では既に飽和点が近いが、今脚光を浴びているのは、

環境・エネルギー問題を背景に自動車用途という新市場が広がりつつあるからである。 
世界的にCO2排出量規制が強化される中、自動車メーカーは環境に優しい次世代自動車（ハ

イブリッド車、電気自動車などのエコカー）の開発にしのぎを削っている。トヨタ自動車やホ

ンダの現行のハイブリッド車は、二次電池としてニッケル水素電池を搭載しているが、今後の

次世代自動車の普及には、より高性能で安価な電池の開発が必要とされており、リチウムイオ

ン電池がその期待のエースと目されている。リチウムイオン電池は、ニッケル水素電池に比べ、

重さや体積を半分以下に抑えられることが特徴で、ハイブリッド車の場合は燃費性能の向上を、

電気自動車の場合は充電 1 回当たりの走行距離の延長を可能にする。 
世界のリチウムイオン電池の市場規模は、今後ハイブリッド車や電気自動車への採用が増え

ることで、2012 年には 1 兆 2,550 億円と 2007 年実績の約 2.1 倍に拡大する見通しである（民

                                                  
7 本項における薄型テレビの分析は、永井知美「日本の薄型テレビメーカーはどこに活路を見出すか」TBR産

業経済の論点No.08-11（2008 年 12 月）に多くを負っている。 
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間調査会社の富士経済の予測による）。 
2009 年は、ドイツのダイムラーがハイブリッド車として世界で初めてリチウムイオン電池を

搭載したモデルを発売するほか、トヨタ自動車もリチウムイオン電池を搭載したプラグインハ

イブリッド車を発売予定であるなど、今後 2～3 年に世界の大手自動車メーカーが一斉にハイ

ブリッド車の投入を計画している。 
 成長確実な次世代のキーデバイスであるリチウムイオン電池の市場には、数々の自動車メー

カーと電機メーカーがなだれ込み、異業種間の提携と覇権争いが繰り広げられている（図表５）。 
主な陣営としては、①トヨタ自動車とパナソニックによる「パナソニック EV エナジー」、②

日産と NEC グループによる「オートモーティブエナジーサプライ」、③三菱自動車と GS ユア

サコーポレーションらによる「リチウムエナジージャパン」、④独フォルクスワーゲン（ＶＷ）

グループと三洋電機、⑤日立製作所グループの「日立ビークルエナジー」（ハイブリッドトラッ

ク向け）、などが挙げられる。また、東芝は、2004 年に民生用リチウムイオン電池から撤退し

たが、その後自動車用をターゲットに再参入を表明している。

パナソニック
EVエナジー

トヨタ自動車 パナソニック

日産自動車

Renault（仏）

オートモーティブ
エナジーサプライ

NECグループ

三菱自動車

PSA（仏）

リチウムエナジー
ジャパン

ホンダ

VWグループ（独）
三洋電機

GSﾕｱｻｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

三菱商事

日立
ビークルエナジー

日立製作所

新神戸電機

日立マクセル

いすゞ自動車

三菱ふそう

東芝

自動車メーカー 合弁会社 電機メーカー等

出資 提携 電池供給

（ニッケル水素電池）

図表５　　リチウムイオン電池をめぐる自動車・電機メーカーの関係図

出所 ： リード・ビジネス・インフォメーション「Automotive Electronics」、東洋経済新報社「週刊東洋経済」2008.11.22等
　　　　をもとに作成。
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 自動車用リチウムイオン電池では、安全性の確保が第一の要請となってくる。2006～2007
年にパソコンで起きたような発火事故は許されないが、すでに各社ともこの点の安全性は確保

できたとしている。大量生産した時の安定した品質確保と価格が今後の課題とされる。 
 世界同時不況下で世界的に新車販売が極度に落ち込む中で、自動車各社はエコカーへの投資

は優先しており、その中核技術であるリチウムイオン電池を前倒しで量産し、勝ち残りを目指

す動きが活発化している。価格を下げるために生産規模の拡大が必要であるため、今後も顧客

確保に向けての提携や共同開発が一段と加速することが予想される。 
 足元の市場環境は悪化の一途をたどっているが、品質・コストへの要求の厳しさで定評のあ

る自動車というユーザーの洗礼を受け、リチウムイオン電池は急速な進歩を遂げつつある。有

望な次世代技術として、この分野においては 2009 年も選別的な投資や研究開発が実施されよ

う。 
 
９．業界再編 

マクロ経済環境がかつてなく厳しい中で、2009 年は様々な分野で生き残りをかけた業界再編

が一層活発化することが予想される。 
電機セクターでは、金融危機による世界経済失速による輸出の大幅な落ち込みと円高のダブ

ルパンチで業績が急激に悪化しており、本格的な業界再編が進む可能性がある。パナソニック

は、2007 年、日本ビクターを連結子会社から持ち分法適用会社へと変更したのに続き、2008
年 11 月には三洋電機を子会社化することを発表した。デジタル家電依存の収益構造を脱し、

将来の飯の種であるリチウムイオン電池（キーワード８参照）事業を手中に収めることが狙い

とされる。2009 年は、パナソニックの例のように、事業ポートフォリオを大胆に入れ替えたり、

業務提携・資本提携にとどまらない大規模な資本移動を伴う経営統合にまで踏み込んだりする

本格的な再編事例が相次ぐ可能性がある。 
 素材関連業種では、国内外の 終財メーカーの大幅減産の影響を受けて急激な需要減退に直

面している。稼働率の低下により採算悪化に追い込まれることが、業界再編を加速すると見ら

れる。 

図表６　　日本企業が関わったＭ＆Ａ件数の推移
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日本企業同士のM&A

海外による日本へのM&A 

日本による海外へのM&A

（件）

（暦年）
出所 ： 株式会社レコフ 「MARR」

～ 金融危機下でも日本企業の海外企業買収は堅調 ～
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一方、日本企業による競争力強化に向けた攻めの M&A も活発に行われよう。昨年 9 月のリ

ーマンショック以降の世界的な信用収縮の影響で、欧米企業が M&A の主導権を失う一方で、

潤沢なキャッシュを抱え、円高メリットも享受できる日本企業にとっては、海外企業を買収す

る絶好のチャンスが訪れている。2008 年は世界の M&A が縮小する中で、日本企業による外国

企業の M&A（2008 年 1～11 月の累計）は、件数ベースで 344 件と前年同期比 2.7％増（図表

６）と前年を上回り、金額ベースでは 7 兆 2,500 億円と約 3.3 倍に急増している（レコフ調べ）。 
例えば、メタクリル酸メチル（MMA）メーカー世界 4 位の三菱レイヨンは、世界 大手の

英ルーサイト・インターナショナルを 2009 年 1 月までに買収する。MMA で原料から樹脂ま

での一貫生産体制を構築し、欧米での生産拠点の獲得とともに、東欧、ロシア、中南米市場の

開拓を意図したものである。 
 これまで内需型だった食品・飲料業界でも、2008 年 10 月、サントリーがニュージーランド

栄養飲料大手のフルコアを買収したほか、キリンホールディングスが豪州の子会社を通じて、

豪清涼飲料 大手コカコーラアマティルの買収を仕掛けるなど、M&A による積極的な海外展

開が相次いでいる。 
 2009 年も、経営環境は厳しいものの、日本企業がシェア拡大、海外への販路拡大、資源の確

保といったかねてからの課題を実現するため、海外企業を買収する事例が相次ぐことが予想さ

れる。 
 このほか、国内市場の縮小を乗り切るための過剰プレーヤー削減に向けた合従連衡や、海外

市場を開拓するための経営資源を確保するための経営統合など、日本企業同士の M&A も活発

化するだろう。 
 
 
１０．不況時の成長戦略（危機を好機に） 

 かつて経験したことのない世界同時不況が日本企業の業績を直撃している。多くの企業人に

とって、生涯で目にしたことのないほど急激な輸出の落ち込み8を目の当たりにして、広範な業

種が大幅な減産9と設備投資抑制を行っている。企業マインドも急速に悪化しており、足元の状

況を見れば、「今は身を縮めないと死んでしまう」と考え、とても大型投資に踏み切れない企業

が多いと思われる。 
 しかし、危機をチャンスにできた企業こそがその後に大きな飛躍を遂げるというのが、歴史

の教訓である。今の危機を乗り切ることだけでなく、不況の時こそ将来の成長へ向けた布石を

打つことが重要な時期と言える。危機に狼狽してリストラ一辺倒に走るのは得策ではないだろ

う。不況期の成長戦略を打てるかどうかが、企業の将来を決めることになる可能性が高い。不

況期こそ、古い時代の垢を落とすと同時に、次の時代の飛躍の芽を育てる絶好の機会であると

も言える。 
 世界中が不況にあえぐ中にあって、実は今の日本企業の財務体質は相対的に健全で、キャッ

シュリッチであり、欧米のように大きな金融バブルや住宅バブル崩壊の後遺症に苦しんでいる

わけでもない。自己資本比率を高めて、潤沢な手元資金を確保する経営は、これまでは収益力 
                                                  
8 輸出（数量ベース）は 2008 年 8、9 月は前年同月比微減で持ちこたえていたが、10 月は同▲6.4％、11 月は

同▲22.2％と大幅なマイナスに陥った。 
9 図表７に見るとおり、足元の鉱工業生産は、主要業種が揃って急激に減少し、統計開始以来 大の落ち込み

幅を記録している（2008 年 10～12 月期は前年同月比約▲14％の見込みで、2009 年 1～3 月期はさらにマイナ

ス幅が拡大することが確実視されている）。 
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（注） ・電子産業は、電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイスの合計（鉱工業全体に占めるウエイト18.4％）。
　　　 ・数字は鉱工業全体の前年比。 08年10～12月期は10・11月が実績で12月分は予測指数ベース。
出所 ： 経済産業省 「鉱工業指数」 より作成

（前年比寄与度、％）

輸送機械

その他

電子産業

一般機械

鉱工業全体

図表７　　急激に減少する鉱工業生産（業種別動向）

 
や成長力が乏しいと否定的にとらえられていたが、金融危機の到来により、一転して日本企業

の健全性が強みに転じている。さらに、金融危機の余波で円高が進行したことで、日本企業は

国際的な投資競争において優位な地位を手にした。財務体力の相対的な優位性や円高を追い風 
に、M&A を活用した競争力強化を図るには、またとないチャンスと言える。金融危機と世界

不況という現局面であれば、平常時では考えられない好条件での企業買収も可能となる。 
 さらに、諸外国の企業にとって、今回のような信用収縮とデフレ懸念は初めての経験だが、

日本企業は、バブル崩壊後の 1990 年代後半に貸し渋りやデフレを経験している点で有利な面

がある。 
 こうした日本企業の相対的な優位性を考えると、今は「100 年に一度の危機」であると同時

に、日本企業に訪れた「100 年に一度の好機」である可能性が高い。危機におびえて後退する

企業が増えれば、攻めに出る企業にとっては競合相手が減ることになるという点でも、今はチ

ャンスと言えるかもしれない。 
この千載一遇のチャンスを活かして、差異化を推し進め、競争力強化を図ろうとする企業が

増えてくるに違いない。目先の世界不況の深刻化に細心の注意を払いつつも、グローバル競争

下での自社の戦略を見定め、重点的な研究開発の推進や海外市場の開拓などを行い、将来に向

けての強みの構築を進める企業の動きが活発化しよう。 
 野村総合研究所のアンケート調査（調査時期：2008 年 11 月後半）によれば（図表８）、今

回の金融危機下で、過半数の企業が、現在の経営環境変化を脅威と認識しているが、「脅威のみ

ならず好機でもある」と捉えている企業も 4 割強存在する。また、現在の危機における対応姿

勢について、「守りに徹している」企業は 1 割強にとどまり、「守りと攻めの両方を実施してい

る」企業が多いことが示された。 
 この年末年始にかけて、景気は一段と悪化の度合いを深めているため、目先は上記調査時点

よりも攻めの姿勢が後退する可能性が高い。しかし、「失われた 10 年」とデフレの経験を持つ

日本企業が、徐々にいい意味での「不況慣れ」をしてくることで前向きな姿勢を取り戻し、2009
年度入り後は、今の好機を活かして成長戦略を打つ動きが活発化してくることが期待される。 
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41.3 22.0

0.8

5.4 28.7

1.6 0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

好機である どちらかというと好機である

好機でもあり脅威でもある どちらかというと脅威である

脅威である 好機でも脅威でもない

無回答

【 経営環境変化に対する企業の認識 】

58.3 26.311.8

3.4 0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

守りに徹している 攻めに出ている

守りと攻めの両方を実施している 状況を見極めている

その他・無回答

【 金融危機・不況下における企業の対応姿勢 】

図表８　今回の金融危機と不況下における企業の認識と対応

（注）対象は国内企業3,000社。調査実施時期は2008年11月17日～28日。
出所 ： 野村総合研究所 「金融危機下における日本企業の経営戦略に関するアンケート調査」（2008年12月）

 
 
 

  
【補足】2007・2008年の「日本経済を読み解くキーワード」を振り返って 

 2008 年のキーワードとして、デフレ脱却（インフレ懸念）を指摘するのみで、「100 年に一度の金融危

機」と「世界不況の到来」という 大のキーワードを予見できなかった点は、深く反省するしかない。し

かし、それ以外のキーワードは、程度の差こそあれ、いずれも昨年の日本経済の底流変化を言い当ててい

たと自負している。 

2008 年は洞爺湖サミット開催年ということで「ポスト京都議定書と環境経営」が注目されたほか、同

年春に特定健診（メタボ健診）がスタートしたことを受けて、「メタボ対策」が花盛りとなった（健康を

キーワードとした任天堂のゲームソフト「Wii Fit」が大ヒットしたのはその一例）。 

また、地味ながら「持続可能性」、「年金改革」も、振り返れば 2008 年を特徴づける重要なキーワード

として機能した。MITスローン経営大学院長のデイビッド・シュミッタライン氏は、今、企業経営者に「あ

なたの企業の存続のカギを握るビジネスモデルの変化は何か」と聞くと、一番多い答えは持続可能性（サ

ステナビリティ）だと語っている10。年金についても、相次いで明るみに出た社会保険庁の不祥事により、

現行制度が政府の言う「100 年安心」とはほど遠いもので、抜本的な改革が必要であることが明らかにな

り、厚労省も年金改革に向けて動き出した。 

                                                  
10 日本経済新聞 2008 年 12 月 6 日付のインタビュー記事。 
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 提示したキーワードが当年中よりも翌年以降さらに注目度を増したものもある。例えば、2007 年のキ

ーワードとして挙げた「非正規社員の地位向上」は、2008 年秋以降、不況が深まる中で非正規社員の人

員削減が急速に進んだことで、切実な問題としてクローズアップされることになった。また、同じく 2007

年キーワードの「社員旅行、社内運動会」も、2008 年になって「社員のモチベーション」（2008 年キー

ワード）アップのための手法として導入される事例が一段と増え、その需要の取り込みのために、JTB が

企業の運動会などスポーツイベントの企画・運営を支援する新組織を立ち上げるなどの動きが相次いだ。 

 

 
 

付表　　2007年・2008年の日本経済キーワード

2007年の10のキーワード 2008年の10のキーワード

① ＩＴ関連の在庫 ① デフレ脱却
② 人手不足経済 ② M&Aによる業界再編
③ 非正規社員の地位向上 ③ 持続可能性
④ 三角合併 ④ 年金改革
⑤ バイオエタノール燃料対応車 ⑤ ポスト京都議定書と環境経営
⑥ ＣＧＭ（消費者作成メディア） ⑥ エコカー
⑦ 品質改善 ⑦ メタボ対策
⑧ 社員旅行、社内運動会 ⑧ 社員のモチベーション
⑨ ソフトパワー ⑨ 人材育成
⑩ 理科離れ、工学部離れ ⑩ グローバル生産の新展開

（注）各年初に筆者が提示した「日本経済を読み解く10のキーワード」。

 
 
 

（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に

従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 
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