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＜ポイント＞  
 
■ 世界経済の景色は金融危機後に一変した。本稿では、企業を取り巻く環境の変化を整理

した上で、日本企業がこの変化をどのように乗り切り、成長しようとしているのかにつ

いて、具体事例も取り上げつつ考察した。 
■ 景気底入れ後も、世界経済はリーマン・ショック前の姿に戻ることはないだろう。企業

を取り巻く環境変化のキーワードとしては、①需要蒸発、②新興国のボリュームゾーン、

③コモディティ化、④安くつくれる技術、などが重要である。 
■ 世界経済の構造が転換し、ゲームのルール（儲けの土俵）が変わったことを認識する必

要がある。さもないと、日本企業はこれまで以上に「技術で勝っても事業に負ける」と

いう苦杯をなめるケースが増える恐れがある。 
■ 日本企業は戦後 悪の不況をコスト削減など「守りの経営」で乗り切ろうとしているが、

同時に需要反転後の跳躍力を蓄える「攻めの成長戦略」に取り組む企業が少なくない。

受注減を逆手にとって人材育成を強化する企業や、環境・エネルギーなど重点分野では

高水準の研究開発投資を維持する企業が多いのが今回の不況の特徴である。 
■ 中小企業の中には、今回の不況を優秀な人材確保のチャンス、あるいは低コストで新工

場を建設できるチャンスととらえて採用活動や設備投資を積極化させている企業もある。 
■ 金融危機後も、日本企業は内向き志向に陥ることなく、アジア新興国を中心とする海外

市場の開拓を強化している。新興国専用に開発した製品の投入により新興国市場の攻略

を強化する動きが相次いでいる。 
■ 新興国など世界に日本製品を販売できる市場をつくっていくこと（グローバルな「市場

づくり」）に関して日本企業は未熟であり、サムスンから学ぶべき点が多い。同時に、日

本企業がグローバル競争で勝つには、他社とは異なる強み（サムシング・ニュー）を築

くことが求められる。 
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はじめに 
2008 年秋以降の世界金融危機は 悪期を脱した格好である。日本でも戦後 大の落ち込みを

記録した生産と輸出が足元では下げ止まり、景気はいったん底入れしたと見られる（図表１参

照）。もっとも、日本経済の反発力は弱く、はっきりした景気回復の姿は依然として展望できな

い。先行きの経済見通しを巡る不確実性は大きく、景気が二番底をつける懸念も去っていない。 
世界経済の景色は金融危機以前とは大きく変わった。経営環境が一変した中、日本企業はど

のような行動をとっているのだろうか。 
本稿では、リーマン・ショック1後の経営環境の変化を俯瞰して整理した上で、日本企業（特

にものづくり企業）がこの不況をどのように乗り切り、成長しようとしているのかについて考

察してみたい。 
 
トンネルを抜けた後はすっかり違う景色 
今回の世界同時不況は足元でいったん下げ止まったが、不況のトンネルを抜けた後の景色は

以前とはすっかり違った景色になっているだろうと、多くの経営者が一様に発言している。つ

まり、景気底入れ後も、経済はリーマン・ショック前の姿に戻ることはないと考えている。 
こうした認識をしているのは日本の経営者だけでない。米国のゼネラル・エレクトリック

（GE）のイメルトCEOも、「我々が経験しているのは単なる景気サイクルではなく、資本主義

そのものの“リセット”」「循環的な変化ではなく、不可逆の変化」と語っている2。 
 
日本の製造業を襲った３つの試練 
 リーマン・ショック後に日本の製造業が見舞われた外部経営環境の変化としては、世界の需

要蒸発、資金調達難、円高、の３つの試練（三重苦）が挙げられる。 
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図表１　　輸出と生産の推移（前年同期比）

（注） 直近の09年4～6月期は4、5月のみの数値
出所 ： 財務省「外国貿易概況」、経済産業省「鉱工業指数」より作成

                                                  
1 米国の名門証券会社リーマン･ブラザーズが 08 年 9 月 15 日に事実上破綻したことが世界の金融市場に衝撃

を与えた出来事を指す。これが金融危機深刻化の引き金となった。 
2 日本経済新聞 09 年 6 月 7 日付けのインタビュー記事。 
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出所 ： FRED® (Federal Reserve Economic Data) により作成

図表２　　円レートの推移

 
 

 一つ目の需要激減とは、図表１に見るような輸出と生産の前代未聞の垂直落下のことで、ま

さに世界中の需要が一瞬で「蒸発」したという表現がふさわしい事態である。09 年春以降、底

入れ、反転はしたが絶対水準は依然極めて低いままである。これは企業にとっては売り先の多

くを一瞬にして喪失したことを意味する。供給過剰の状況が突如生まれ、過剰設備の解消とい

う難題を抱え込むことになった。喪失した需要のかなりの部分は、信用バブル（米国家計の過

剰消費）により底上げされていたものだったため、金融危機が去ってもすぐには復元しない可

能性が高い。 
 二つ目の資金調達難については、今回の金融危機では信用力の比較的高い企業でも、薄氷を

踏む資金繰りを経験した。日銀及び政府が様々な企業金融支援策を講じたこともあって、企業

の金融環境は 悪期からは改善したものの、まだ平時とはほど遠い状況にある。 
三つ目の円高については、足元（09 年 6 月の月平均）の円ドルレート（96.5 円／ドル）は、

昨年のリーマン・ショック前（08 年 8 月平均）に比べて約 12％、円高ドル安となっている。

円はユーロやアジア通貨に対しても金融危機前に比べて 15～20％高い水準にある（図表２）。 
為替レートの場合、この程度の円高方向への変動は珍しいことではないが、過去に例のない需

要縮小と金融収縮との三重苦となると、輸出型製造業企業にとっては厳しい試練と言える。こ

れまで日本の輸出企業は何度も円高の試練を乗り越えてきたが、値下げをしても売れないとい

った「需要数量の激減を伴う円高」の経験は実は初めてのことである。 
 
歴史的な転換期でゲームのルールが変わった 
 需要蒸発、資金調達難、円高の三重苦だけでも大変だが、今回の日本企業を取り巻く景色（環

境）の変化はこれだけではない。 
 筆者は今回の企業の経営環境の変化をとらえる上で、①需要蒸発、②新興国のボリュームゾ

ーン、③コモディティ化、④安くつくれる技術、の４つのキーワードが重要と考えている（図

表３）。 
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図表３　　企業の経営環境の変化のキーワード

　①　需要蒸発

　②　新興国のボリュームゾーン

　③　コモディティ化

　④　安くつくれる技術

ゲームのルール（儲けの土俵）が変わる

出所 ： 東レ経営研究所作成

 
 
 ①については前述したとおりである。②～④については後述するが、これらの企業を取り巻

く環境変化を考えると今は世界経済の歴史的な転換期にあり、ゲームのルール、すなわち儲け

の土俵が変わりつつあることに気づかなければならない。これまでの古いルールしか理解でき

ない企業は敗者に転落する恐れがある。一方、新しいゲームのルールを知って動く企業、さら

には自らルールをつくり出す企業が勝者になると考えられる。 
 
アジアの成長が世界不況脱出のカギ ～ デカップリング論は生きている 
今回の金融危機直後、先進国だけでなくBRICｓなどの新興国経済もそろって減速したこと

で、一頃はやし立てられた「デカップリング論」3は幻想だったと言う人が増えてきた。 
しかし一方で大多数の人々は、「米欧日の景気はしばらく浮上しないが、中国、インドなどア

ジアの需要拡大が世界不況脱出のカギになる」と期待していて、これは無意識のうちにデカッ

プリングの存在を認めていることにほかならない。実際、中国はじめアジア新興国は経済の落

ち込みが相対的に軽かった上、政府の景気刺激策の効果などにより 09 年 4～6 月期以降、いち

早く景気が持ち直している。 
 グローバル化が進んだ世界で、完全なデカップリングがあるはずはなく、新興国も米国景気

に影響されることは間違いない。しかし、今後当面、米欧日経済の落ち込みを中国などアジア

新興国が支える構造になるという方向性ははっきりしている。一定程度のデカップリングは今

も昔も起きていると見るべきであろう。 
今回の金融危機を経て、世界には中国やインドなど米国とは違ったロジックで経済成長する

新興国が台頭しているのだという認識を世界中の人が持ったことは、重要なポイントだと思う。 
 
新興国のボリュームゾーン攻略が急務に 
図表４に見るとおり、BRICsの中間所得層4は 2007 年に 6.3 億人と 5 年前の 2.5 倍に増えて

いる。『通商白書（2009 年版）』によれば、日本を除くアジア全体の中間所得層は 2008 年には

8.8 億人と 1990 年の 1.4 億人から大幅に膨らんだとされる。このアジアの中間層が今後様々な

商品やサービスの購入を活発化させることで、巨大な消費市場を形成することが見込まれる。 
こうした新興国市場の台頭により、世界の市場構造が高級品ゾーンと大きな普及品ゾーンの

                                                  
3 米国経済が減速しても、それとは切り離された形で新興国が高成長を続けることで世界経済全体は高成長を

維持するという見方。従来連動していた米国経済と世界経済が連動しなくなったという論理である。 
4 世帯の年間可処分所得が 5,001 ドル以上 35,000 ドル以下の人口。 
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二こぶ型（中間がへこんだ形）に変化しつつある。そして、先進国の市場がバブル崩壊による

バランスシート調整や人口減少などを背景に中長期的な成長余力が小さくなっているのに対し、

アジア新興国では今後長期間にわたって消費市場の拡大が続くことが確実である。 
 この環境変化を受けて、企業は収益構造の変革を迫られている。日本企業も高付加価値路線

で先進国市場と新興国富裕層市場を開拓するという従来のやり方では世界市場でシェアを取る

ことが難しくなり、新興国の中間層が欲するものをつくって新興国のボリュームゾーンを攻略

しないと、成長から取り残される時代になったのである。 
 
コモディティ化の進展 
世界同時不況の進展や新興国市場の存在感の高まりを背景にして、世界的に製品市場のボリ

ュームゾーンが低価格帯にシフトする現象が広がっている。例えば日本のパソコン市場でも、

機能を絞って価格を抑えた低価格ミニ･ノート型（ネットブック）がシェアを伸ばし、これに引

っ張られる形で従来型ノートパソコンの価格が低下している5。 
 デジタル家電の場合、日本メーカーが満を持して開発した高付加価値の差別化製品が、モジ

ュール化6の進展により早々とコモディティ（汎用品）化してしまい、新興国メーカーによる低

価格の模倣品に押され、安くしなければ売れない状況に追い込まれる例が増えている。 

図表４　　拡大する新興国の中間層

備考： 500ドル以上の世帯可処分所得の家計比率×人口で算出。
出所：「ジェトロ貿易投資白書2008年版」および IMF「World Economic Outlook database」により
　　　　経済産業省作成

                                                  
5 販売単価の下落を反映して、08 年 10 月以降、国内パソコン出荷金額の前年比減少率は出荷台数の前年比減

少率よりも大幅なマイナスで推移する傾向が定着している。09 年 5 月の場合、国内パソコンの出荷金額は前年

同月比▲31.7％、出荷台数は同▲17.9％となっている（電子情報技術産業協会統計）。 
6 部品相互が機能的に独立であるような部品のことをモジュールと呼ぶ。モジュールの活用が進展することを

モジュール化という。部品相互が機能的に依存していないため、互いの擦り合わせが不要になる。 
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 こうした傾向、すなわち製品のモジュール化とコモディティ化の進展に伴い、日本メーカー

のシェアが低下する傾向は、近年ますます強まっているようだ（図表５）。CRT テレビや VTR
のグローバル展開の時は、日本企業は長期間利益をあげることができた。しかし、DVD プレ

ーヤーでは 10 年投資したものが 3 年でキャッチアップされた。カーナビとなると、さらにそ

のサイクルは短くなっている。 
日系電機メーカーはセットメーカーであると同時に基幹部品を外販する部品メーカーでもあ

り、部品ビジネスで利益を稼げるというメリットはあるものの、その結果、製品ビジネスでは

新興国の手強いライバルを育ててしまうというジレンマ7があることも指摘されている。 
 
「高い技術力」よりも「安くつくれる技術」 
このように、高付加価値製品を開発してもすぐモジュール化とコモディティ化が進み、先行

開発した日本企業が利益をあげにくくなっている状況下では、単に「高い技術力」を追求する

のではなく「安くつくれる技術」を磨いて利益を出すことが重要となる。 
例えば、今年の日本におけるエコカーブームの先鞭をつけたホンダのハイブリッドカー「イン

サイト」がこのお手本と言える。インサイトは三重県鈴鹿市で製造しているが、単なる高い技

術力でできたものではない。価格 189 万円でも利益が出せるような低コスト化を実現した技術

こそが重要であった。 
具体的には、製品企画の段階から設計部門と製造部門が密接に連携したことや、セル生産を

やめてコンベヤを使った流れ作業に切り替えたこと、生産効率向上のための簡素化や製造方法

の見直し、部品点数の削減などにより、当初不可能と思われた低コスト化が実現できたという。 
 

図表５　多くの製品でモジュール化の進展に伴い、日本企業の
　　　　　シェアが低下

出所 ： 小川紘一 「プロダクト・イノベーションから ビジネスモデル・イノベーションへ
　　　　　―日本型イノベーション・システムの再構築に向けて（１）―」（IAM Discussion
　　　　　Paper Series #001） 2008年12月

                                                  
7 榊原清則・慶應義塾大学教授はこれを「統合型企業のジレンマ」と呼んでいる。日本の時計メーカーが腕時

計の 重要部品であるムーブメントの外販事業に取り組んだことが完成品のコモディティ化を招き、完成品事

業の収益力を損なう結果につながった事例がその典型例として挙げられている（参考文献：榊原清則・香山晋

『イノベーションと競争優位』2006 年）。 
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見直しを迫られる工場の立地戦略 
 経営環境激変を受けて、製造業企業は生産拠点の立地戦略の見直しを迫られている。図表６

に見るように、03～07 年には企業の国内での工場建設が増え、この現象は工場の「国内回帰」

と呼ばれた。 
しかし、この国内回帰を支えていたのは、米国の過剰消費に支えられた世界同時好況による

需要拡大と、日本の超低金利を背景とする円安傾向だった。そうした環境下で、国内工場の生

産性の低さが覆い隠され、温存されていた面があったことは否定できない。 
今回の世界不況はこうした現実を浮き彫りにした。前述の三重苦、特に円高への対応として、

企業はグローバルな生産拠点の再配置を進めつつある。例えば、日産はマーチの生産をタイに

全面的に移管して約 3 割のコスト削減を図り、日本に逆輸入することを決めている。 
さらに、金融危機後の環境変化により、企業は自社のものづくりの原動力として国内に置い

ている「マザー工場」の戦略についても見直しを迫られることになった。企業は国内に残すべ

き機能の選別を進めつつあるが、特にデジタル家電の場合、当初は擦り合わせ型だったプロセ

スがモジュラー型に変化することで、競争の土俵が変わり、工場立地の見直しを迫られるケー

スが増えている。 
例えば、シャープは 09 年 4 月、これまでの液晶パネルの国内生産（亀山ブランド）へのこ

だわりを捨て、中国など新興国の企業と組んで海外工場を建設していく路線への転換を発表し

た。今後は特許料や生産技術の指導料を収益源としていく考えである。同社の方針転換の背景

には、今や日本の製造業は新興国の製造力を有効活用しなければ市場で勝てないとの判断があ

ると思われる。 
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出所 ： 経済産業省「工場立地動向調査」

（年）

敷地面積

立地件数

図表６　　国内の工場立地の件数と敷地面積

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                 200９. ８. ４ 

7 



不況を乗り切るため「守り優先」の経営 
 金融危機と世界不況を受けて、企業は経営の軸足を「守り優先」「安全第一」に変更している。

まずは会社をつぶさず生き残らなければ成長も何もないため、2008 年度下期以降、企業は軒並

みコスト削減、在庫圧縮、不採算事業からの撤退、拠点の統廃合等の合理化を進めている。 
 2009 年春以降、生産が下げ止まったのは、つるべ落としの需要減少に直面して企業が大幅な

減産による在庫削減を進めた結果、在庫調整が一巡したことが 大の原因である。 
 守り優先の姿勢を反映して、企業の設備投資は大幅な減少傾向をたどっている（図表７）。需

要が金融危機前の水準に戻らないとすれば、稼働率は低いままで推移することになり、 設備過

剰感が残存し収益も低迷したままであるため、設備投資抑制が続かざるをえない。したがって、

2009 年度の設備投資は大幅な減少が避けられないだろう（東レ経営研究所見通しでは前年度比

▲14％になると予測している）。 
 
「今は耐えるしかない」では先はない 
 既往レポート8で言及したように、永続企業としての将来を考えれば、守りを固めて生き延び

ると同時に、需要反転後に果実を得る態勢を整える成長戦略が重要である。 
特に今回は世界の経済構造が一変しており、昔の姿の景気回復が望めないため、嵐の中を「今

は耐えるしかない」と身を縮めているだけでは、将来の展望は見えてこない。下手をすれば、

「いかに遅く死ぬか」の我慢競争に終わってしまう。 
 注意深く観察すれば、このところメーカー各社は、需要が元には戻らないことを前提にした

生産革新に乗り出している。 
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（％）

（暦年四半期）
出所 ： 財務省「法人企業統計季報」 より作成

図表７　　企業の設備投資額（前年同期比）の推移

                                                  
8 増田貴司「戦後 悪の不況を企業はどう乗り切るか」（TBR産業経済の論点、09 年 4 月）。 
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 例えば、三井金属は売上が半分になっても利益が出るように全事業を見直して会社を徹底的

にスリム化することを進めている9。また、HDDに搭載する精密小型モーターで世界首位の日

本電産は、徹底したコスト削減で稼働率 50％でも利益を出せる収益改善プロジェクトを立ち上

げている10。 
 また、前項で設備投資は大幅減少と述べたが、これは全体の話である。設備投資の総額は減

らすが、将来の成長分野を見極めて選別した戦略分野では先行投資を削らないという企業が少

なくない。例えば、リコーは、機器の省電力化につながる重合トナーの新工場（宮城県柴田町）、

レーザープリンター等のタイ工場、研究開発拠点の新棟など、戦略拠点の投資については粛々

と進めている11。 
 
ものづくり中小企業の生き残り戦略 
今回の金融危機は、中小企業にもかつてない試練を与えた。元気なものづくり優良企業とし

てマスコミ等で注目されていた中小企業が衝撃的な破綻に見舞われる事例も相次いだ。09 年 1
月に半導体洗浄装置メーカーで世界 3 位のエス・イー・エス、2 月には金型ベンチャーの代表

格であるインクスが破綻（民事再生法適用を申請）している。 
一方で、世界不況の中でたくましく生き残っている中小企業も少なからず存在する。今回不

況下で見られる中小企業の前向きな行動としては、採用活動の積極化が挙げられる。不況で大

企業が軒並み採用を絞っている今は、質の高い大卒などの優秀な人材を確保できるチャンスと

考えた行動である。 
 また、今回の不況を新工場建設の好機ととらえている中小企業もある。不況の今は、建設資

材価格が安く、土地価格も下がっている（倒産会社物件を競売で安く落札できることもある）

ほか、自治体の景気対策で拡充された補助金制度が活用でき、新工場で雇用が発生する場合も

不況時なら人を集めやすい。こうしたメリットがあるため、 近、環境関連車、太陽光発電な

ど将来の需要拡大が見込まれる事業分野で余力のある中小製造業が新工場建設に動く事例が散

見されるのである。 
 これらの中小企業の行動は、日本企業が将来の成長に向けた戦略を決して忘れてはいないこ

とを示している。 
 
不況期に人材育成を強化する企業も 
不況になると日本企業が真っ先に削る経費は、交通宿泊費、広告宣伝費、交際会議費の「3K」

であるが、人事分野では教育研修費も「3K 経費」に入れられることが多いようである。聖域

なきコスト削減の一環として、研修予算を見直し、教育訓練費を削減する企業が増えている。 
 その一方で、不況期こそ人材育成の絶好の機会と考えて、現場での人材育成を強化している

企業も少なくない。その一例として大手工作機械メーカーの森精機製作所が挙げられる。同社

では、受注激減による減産を逆手にとり、今年 1 月から生産部門の 600 人を対象に技能研修を

実施している。生産量が一時 3 分の 1 に落ち込み、主力の三重県伊賀事業所では稼働日が週 2
日（月、火）だけになったが、社員の一時帰休は実施しなかった。空いた水曜から金曜までの

週 3 日間を社員研修に充て、社員の多能工化を進めることで、景気回復時の反発力を鍛えるこ

                                                  
9 日本経済新聞 09 年 3 月 15 日付け、竹林義彦・三井金属社長インタビュー 
10 日本産業新聞 09 年 3 月 25 日付け。 
11 日刊工業新聞 09 年 5 月 21 日付け。 
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とを狙っている。技能研修時間は 1 日 8 時間（技能 5 時間、座学 2 時間、機械・道具の整備 1
時間）で、数人のグループ単位で熟練者から学ぶ形をとっている。 
 総じて厳しい不況下で教育訓練費は抑制しつつも、製造業の人材育成への取り組み姿勢自体

は必ずしも衰えていない可能性がある。「不況期こそこれまでできなかったトレーニングがで

きるいい機会」と考えて、足腰を鍛える企業が多いのが日本企業の特徴だからである。 
厚生労働省「能力開発基本調査」によれば、リーマン･ショック後の 08 年 10～11 月時点に

実施された 2008 年度調査では、製造業の OFF－JT 及び計画的 OJT への取り組みは前年度よ

りも拡大されていた（図表８）。ただし、これはコスト削減実施のタイムラグが影響しているか

もしれず、翌年データで減少が確認される可能性がある点は留意する必要がある。 
 
ユニークな社内資格制度導入で営業力底上げを図る事例も 
オフィス家具・文具のメーカー大手のプラスは、今回の不況下で、営業力強化を狙いとして

ユニークな人材育成策を導入している。世界同時不況で法人需要が落ち込む中、同社は従業員

の商品知識や営業能力の底上げを図るために、社内資格制度「ジムリエ」を 09 年 4 月に導入

した（ワインの「ソムリエ」にかけたネーミングである）。ｅラーニング（ネットを利用した遠

隔教育）による社内講座を開講し、これを履修した後、検定試験に合格すればジムリエに認定

される仕組みとなっている。 
特筆すべきは、同社はこの人材育成策を自社の営業マンの営業力向上のために活用するだけ

でなく、系列の文具・オフィス用品販売会社の人材育成を支援していくことを計画しているこ

とである。同社は、地域の文具店を味方に引き入れてビジネスを拡大する戦略をとっており、

そのためには共に戦っていくパートナーである中小販売会社の「人の能力」を高めることが必

要と考えているのである。 
 
研究開発投資は高水準を維持する企業が多い 
 さて、前述のように設備投資の減少傾向が鮮明な一方で、研究開発投資は何とか高水準を維

持しようとしている企業が多い。

図表８　　製造業企業のOFF－JT、計画的なOJT

　　　　　　への取り組み

OFF－JTを実施した事業所の割合　（％）

2006年度 2007年度 2008年度

対正社員 72.4 75.0 76.2

対非正社員 35.3 30.6 30.6

計画的なOJTを実施した事業所の割合　（％）

2006年度 2007年度 2008年度

対正社員 57.9 47.5 59.7

対非正社員 33.4 16.7 21.3

　　　（注） 2008年度調査の調査時点は08年10～11月
　　　出所 ： 厚生労働省 「能力開発基本調査」 より作成
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 日本経済新聞社が 09 年 3 月に実施した「社長百人アンケート」によれば、09 年度の研究開

発費を「08 年度並みまたは増やす」と答えた経営者が過半数（52.5％）を占めていた。09 年 7
月に日刊工業新聞が主要企業を対象に実施したアンケート調査12では、09 年度の研究開発投資

計画は総額では前年比 7.6％減と、ここ数年の増額基調が途絶え減少に転じるものの、その減

少幅は設備投資よりは小幅にとどまり、投資額上位企業では売上高比率が軒並み上昇している。

環境・エネルギーなどの重点分野では、攻めの姿勢で研究開発投資を増額する企業が多くなっ

ている。 
 世界的な不況で業績低迷が著しい自動車、電機業界でも同様の傾向が見られる。日本経済新

聞の集計13によれば、09 年度の乗用車 7 社合計の設備投資計画は前年度比▲30％であるのに対

し、研究開発費は同▲9％の減少にとどまる。また、09 年度の電機大手 9 社の設備投資計画は

前年度比▲23％であるのに対し、研究開発費は同▲8％の減少にとどまっている。 
 研究開発費についてはあまり減らさず高水準を維持する企業が多い背景には、景気回復後に

ライバルを凌駕するためには苦境の時期も研究開発を続ける必要があるという認識（過去の経

験則）が経営者の間に広がっていることが指摘できよう。 
 米国の自動車メーカーは、先端的な研究開発を十分やらなかったことで自滅したと言われる。

また、IT バブル崩壊後にアップルは研究開発費を増やしたがモトローラはそれを削ったことが、

その後の両社の明暗を分けたというのが定説となっている。 
 今次不況では、GE、IBM など米国メーカーでも研究開発費を削減しない企業が目立つ。 

GEのイメルトCEOは、米国がこれまで「脱製造業」を進めてきたのは間違いであり、国の発

展には新たなテクノロジーを発見して生産性の高い製造業の基盤を築く必要があると発言して

いる。同社は今年、経費を軒並み削減する中で、唯一研究開発費のみは増やす計画だという14。 
 
金融危機後、日本企業は海外展開を強化 
 金融危機後の世界同時不況で日本が先進国の中で も深い景気後退に見舞われたのは、日本

経済が外需に大きく依存していたからである。これに懲りて、日本企業は海外展開にブレーキ

をかけているのだろうか。答えは NO である。 
 ジェトロ（日本貿易振興機構）が実施したアンケート調査によると、世界金融危機の影響へ

の対応として、海外での既存事業を拡充もしくは海外での新規ビジネス展開を強化する企業が、

海外での既存事業を縮小もしくは海外での新規ビジネス展開を中止・延期する企業よりもはる

かに多い（図表９）。この結果を見て、調査をとりまとめたジェトロ職員が驚き、歓喜の声をあ

げたというエピソードがあると伺った。金融危機後にも日本企業が海外市場開拓を積極化して

いることが判明し、企業の海外展開を支援する使命を持つジェトロの役割が一層重要になって

いることを示唆するものだったからである。 
 海外への進出先としては、やはりアジア新興国への展開が目立っている。進出目的別に見る

と、安い人件費の活用を目的とした生産拠点の設置が減っているのに対し、現地販売を目的と

する市場開拓が増えている（図表１０）。成長が見込まれるアジア諸国の内需（「アジア内需」）

の開拓に注力する企業が多いことが分かる15。 

                                                  
12 日刊工業新聞 09 年 7 月 22 日付け。 
13 日本経済新聞 09 年 6 月 27 日付け。 
14 日本経済新聞 09 年 6 月 7 日付けインタビュー。 
15 日本の製造業のアジア現地法人の現地販売比率は 04 年度の 49.5％から 07 年度には 56.5％に上昇している

（経済産業省「海外事業活動基本調査」）。 
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輸出数量を増やす（34）

輸入数量を増やす（42）

海外事業の展開先を変更する（52）

輸出数量を減らす（56）
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海外での新規ビジネス展開を開始する（157）

海外での既存事業を拡充する（159）

（注） カッコ内の数字は回答企業数。
出所 ： ジェトロ 「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（09年3月） をもとに作成

（複数回答、ｎ＝690）

（％）

図表９　　日本企業の米国発世界金融危機の影響への対応

 
 

図表１０　　日本企業のアジア主要生産拠点における進出目的の変化

出所 ： 『ものづくり白書（2009年版）』

 
 
 このように、世界不況下でも、日本企業は決して「内向き」に転じてはいない。世界金融危

機で売り先の多くを失い、それが十分に復元しないとなれば、成長戦略として今後拡大が見込

まれる新興国の需要開拓を強化するのが企業にとって当然の選択だからである。 
 
内需型企業も一斉に新興国市場を目指す 
また、今回の危機であまりダメージを受けていない内需型企業も、今後の成長のために新興
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国市場への進出を加速させている点も注目される。少子化と人口減少で日本市場のパイの拡大

に限界が見えている以上、今こそ海外市場に進出し、優良顧客を開拓すべき時だと多くの企業

が考え、行動しているのである。 
内需型流通業の王者、日本の家電量販チェーン 大手のヤマダ電機が、08 年 12 月、中国へ

の出店計画を従来よりも 1 年前倒しする（09 年末開業予定）と発表したことが象徴的である。

カジュアル衣料品製造販売で一人勝ちを続けるユニクロを展開するファーストリテイリングが

09 年 4 月にシンガポール 1 号店をオープンし、3 年以内にアジアだけで年 100 店出店する計画

を打ち出している。コンビニではファミリーマートが海外に成長機会を求め、韓国、台湾、中

国、タイ、ベトナムなどアジアへの出店を積極化させている。また、衛生用品で国内トップシ

ェアのユニ・チャームは 09 年度に過去 高の海外投資を実施し、海外売上高比率を 11 年度に

50％へと上昇させる計画だという16。 
 
新興国市場攻略に挑む日本メーカー 
かつて日本企業は北米市場進出では先んじ、圧倒的な強さを発揮したが、中国、インドなど

新興国市場への進出では海外ライバル企業に比べて出遅れていると言わざるをえない。世界第

2 の経済大国である日本はなまじ大きな国内市場を抱えるため、海外市場攻略に真剣に取り組

む必要が乏しかったことがその一因と思われる17。 
これまでの自社の製品戦略を変更しなくても、ハイエンドの製品をつくっていれば、新興国

の所得の上昇によっていずれ自社のターゲット層が増加してくるという考えが主流だったと思

われる。 
しかし、今回の金融危機後、前述したような新興国中間所得層の存在感の高まりを背景に、

日本企業各社は、「まずは国内」ではなく、はじめから新興国市場を目指し、新興国専用に開発

した製品の投入に注力している。以下にその事例を数件紹介したい18。 

①パナソニック： 新興国専用仕様の家電製品の開発 

同社は、従来は高価格路線で新興国市場を開拓していたが、世界同時不況を契機に路線を転

換し、新興国の中間層市場を開拓すべく、新興国各国ごとに専用仕様の低価格の家電製品を開

発している。BRICs4ヵ国にベトナムを加えた5ヵ国の市場をターゲットに、現地営業部門と日本

の開発部門とが共同で地域密着型の製品開発に取り組んでいる。 

 例えば、タイ向けエアコンは音を静かにするよりも部屋が冷えていることがステータスとさ

れる現地のニーズに応えた仕様に、インド向けエアコンは高い外気温に対応した除菌機能付き

の仕様になっている。また、冷蔵庫19ではベトナム向けには製氷機能を強化した製品を投入し

ている。 

②ソニー： 中国にデザインセンターを設置 

                                                  
16 日本経済新聞 09 年 6 月 25 日付け。 
17 韓国は国内市場が小さいゆえに、韓国企業ははじめから海外進出を前提に企業活動を展開せざるをえないと

いう事情があった。このため、サムスン電子、ハイニックス半導体、LG電子などの韓国企業の海外市場進出の

巧みさには定評がある。 
18 各種新聞記事、『ものづくり白書（2009 年版）』、『通商白書（2009 年版）』等をもとにまとめた。 
19 ちなみに、欧州向けの冷蔵庫の場合、ドイツ人は肉の収納スペースが大きいものを、イタリア人は野菜専用

室があるものが好まれるそうだ。これはハーバード・ビジネススクールのパンカジ・ゲマワット教授が指摘し

ていることだが、フラット化しているとされる世界で、冷蔵庫という一見成熟した製品でも、実は国ごとに求

められる特性が違っている点は興味深い（参考文献：パンカジ・ゲマワット『コークの味は国ごとに違うべき

か』2009 年）。 
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同社は 05 年、中国にデザイン専門部門の「上海クリエイティブセンター」を設立した。現

地の生産、製品企画・設計にデザイン機能を加えることで、中国から全世界市場に向けた製品

発信をも視野に入れながら、中国や世界のマーケット需要に応じた製品開発を進めている。 
同センターで開発された製品の例としては、大画面を搭載し音楽に加え映像も再生可能なポ

ータブルメディアプレイヤー、壁に絵をかける感覚の超薄型液晶テレビなどがある。 

③島津製作所： 中国で現地需要に合わせたオリジナルの分析計測機器の開発・生産 
食品分野で使用される紫外可視分光光度計を製造している同社は、07年以降、中国国内で機

器の開発、生産からアプリケーション開発までを行う基盤の整備を進めている。環境・食品分

野を中心に高精度な品質分析のニーズが高まっていることに対応したものである。 

高級機についてはブランドイメージの高い日本製装置を市場投入する一方、中級機について

は設計・開発・生産すべてを現地で行い、部品の現地調達率を引き上げ、コスト削減を実現す

ることで価格競争力を強化、中国の中級機市場における売上増大を目指している。 
今後、中国向けに製薬、食品、化学、環境などの分野で研究や品質管理に利用されている「紫

外可視分光光度計」や、食品の成分分析などに使われる「液体クロマトグラフ」などを順次、

発売していく計画だという。 

④ダイキン工業： 中国でビル用マルチエアコン市場を開拓 

参入当初、中国には業務用空調というものは存在しておらず、同社が初めて持ち込んだ。 
中国で当社の高い技術力とサービスを訴求できるビジネスとして、他社に比べて強かった業務

用空調に注目したという。 
業務用空調の場合、製品をつくって出荷した段階ではいわば半製品のようなもので、顧客に

対する提案活動がないと売れない。同社は 1,000 人を超える営業部隊が提案活動を展開し、03
～04 年の上海の建築ラッシュの時期に業務用空調の認知を飛躍的に高めることに成功した。そ

の後、上海周辺域へと拡販しつつある。 
同社は、家庭用の空調機についても 09 年 3 月に中国に合弁会社を設立し、中国市場向けに

低価格の家庭用省エネ空調機を提供する体制を構築している。 

⑤セイコーエプソン： 地域の特性に合わせたプリンターの製品企画・売り方 
同社は、中国のプリンター市場では安価なドットマトリックス製品を主力として投入してい

る。このタイプの製品は世界的に見ると市場規模が縮小しているが、低価格品が受け入れられ

やすい中国市場では販売台数が拡大している。 
同社の場合、標準的な製品を世界各国で扱うのではなく、売り方は国ごとに変えている。ユ

ーザーの所得水準、買い方や使用するアプリケーションの種類といった地域特性に合わせて、

適切な商品をピックアップしたり組み合わせたりしている。 
一例として、中国ではプリンター本体の価格を高めにし、その分、インクを安くしている。

「インクが安ければ純正品を買うが、高ければ互換品でいい」と考えるユーザーが多いことに

対応したものだという。 
 
グローバルな「市場づくり」はサムスンに学べ 
脚注 17 で触れたように、海外市場とりわけ新興国市場の開拓という点では、韓国企業は日

本企業よりもはるかに進んでいるが、とりわけサムスン・エレクトロニクス（以下サムスン）

はグローバルな「市場づくり」に秀でていることで定評のある企業である。 
長年サムスンのグローバル戦略を手がけたマーケティングの第一人者である㈱コムセルの飯
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塚幹雄社長は、近著20の中で、「日本企業がサムスンに負けているのはデザインや広告費のかけ

方ではない。『市場づくり』のうまさで負けている」と指摘している。 
 飯塚氏が同書で指南しているサムスンに学ぶべき「市場づくり」のノウハウは、日本企業に

とって示唆に富むものばかりであるが、なかでも特に学ぶべき点だと筆者が感じたのは次の 3
項目である。 

①買える人に売る 
自社製品を購入できる層を国毎に把握せよということである。 
日本製品は新興国に持っていくと 高級品であり、新興国で日本製品を買える人は結構なお

金持ちである。したがって、新興国では日本で庶民に売るのとは違った売り方、 高級品を売

るのにふさわしい「市場づくり」をしなければならない。例えば、製品カタログは日本市場向

けの家電カタログのように裏が透けて見えるほど薄い紙で文字ばかりのものではダメで、 高

級品をイメージさせ、顧客に夢を与えるような贅沢なデザインのカタログを用意することが求

められる。 

②社員全員が常に売れることを意識 
サムスンでは技術者も、売れることを常に意識している。開発プロジェクトに参画している

人全員が「売れる商品を作りたい」「ヒットさせたい」と考えている。この情熱は日本企業には

感じられないと、飯塚氏は語っている。 

③長期的な人材育成投資 
新興国市場進出には、多様な価値観を理解した上でのビジネス展開が求められる。企業が多

様性を備えるには、長期間にわたる人材育成が必要不可欠である。 
この点、韓国企業は新興国の市場開拓のため、非常に長期の完全フルタイムのトレーニング

期間を費やして、優秀なグローバル人材を育成している。日本では、精神論的な部分が多く、

目に見える形での長期的な人材育成投資が活発ではないと、飯塚氏は指摘している。 
 
他社と異なる強み（サムシング・ニュー）が大切 
 このように、グローバルな市場づくりに関しては、日本企業はサムスンに大いに学ぶ必要が

ある。しかし一方で、先進国日本の企業がサムスンなど新興国企業と同じことをしていたので

はグローバル競争で勝てないだろう。グローバル競争の勝因になるのは「違い」であり、他社

と異なる強みを築くことであることを忘れてはならない。 
 米国の食卓に豆腐を普及させた功績で 2008 年 6 月に日本農林水産大臣賞を受賞し、全米で

は「ミスター・トーフ」として知られる雲田康夫氏（元・森永ニュートリショナルフーズ社長）

が他人との「違い」で勝負することの重要性を指摘している21。同社が米国に進出した 1985
年当時、米国では豆腐が「嫌いな食べ物ナンバーワン」で「家畜の餌」呼ばわりされていたが、

そんな逆風下で雲田氏は「トーフ･シェイク」という全く新しい食べ方を提案することにより、

米国家庭の間に健康的な朝食として豆腐を普及させることに成功した。トーフ･シェイクは、ワ

ーキングマザーがミキサーを使って簡単に作れることや、ノーコレステロールの豆腐は米国人

の死因トップである心臓病の予防に効果的な食品であるといった特徴が受け入れられたのであ

る。 
                                                  
20 飯塚幹雄『市場づくりを忘れた日本へ』2009 年。 
21 ジェトロ「通商弘報」09 年 5 月 8 日付けを基にまとめた。 
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その雲田氏が、海外市場に参入する日本企業へのアドバイスとして指摘しているのが、「サム

シング・ニュー（something new）」である。斬新さ、人と違うことに取り組むことが大事とい

うことである。 
 日本のものづくりが新興国など海外の市場で存在感を高めるためには、グローバルな視点に

立ちながら、独自の強みを生かして地道に「違い」をつくっていくことが重要と言えよう。 
 
おわりに 
 日本企業は、これまでも技術開発で世界の先頭を走って先駆的な製品を市場に出しながら、

それが利益の獲得や企業成長につながらないで苦杯をなめるケースが多々あった。 
本稿前半で述べたように、リーマン・ショック後の企業を取り巻く環境には大きな構造変化

が起こっており、世界経済の景色は一変し、ゲームのルールが変わっている。この点を理解せ

ずに従来路線を踏襲していたのでは、日本企業はこれまで以上に「技術で勝っても事業に負け

る」経験をすることが増えるだろう。 
 この点において、今の厳しい世界不況の中でコスト削減を進めて守りを固めると同時に、需

要反転後の跳躍力を鍛える戦略に取り組んでいる日本企業が多いことは頼もしい。また、金融

危機後も内向き志向に陥ることなくアジア新興国市場の開拓を強化する企業が多いことも心強

い材料である。 
だが、新興国製品よりも高価な日本製品を販売できる市場を世界につくっていくこと（グロ

ーバルな「市場づくり」）に関しては、日本企業の取り組みは緒についたばかりで、まだまだ課

題が多い。同時に、新興国など海外市場でグローバル競争に勝つには、他社とは異なる強み（サ

ムシング・ニュー）をいかに築くかが重要となる。 
 先端の技術や製品を追求する姿勢は重要だが、技術市場主義に陥って自己満足に走り、顧

客満足を見失ってしまえば企業は存続できない。「技術は使われてなんぼ」という考え方に立ち、

世界における「市場づくり」を強化するとともに、他社とは異なる強みを打ち出すことが、日

本のものづくり企業にとって喫緊の課題と言えるだろう。 
 
 
 
 

 
 

（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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