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1．力強さが感じられない2010年世界経済

2008 年秋のリーマン・ショックに端を発した世

界同時不況は、先進国、途上国双方の景気刺激策

の発動もあって、2009 年央には底を打ったように

見える。世界に先駆けて中国が景気回復に転じ、

続いて日米の景気が持ち直し始めた。欧州でも持

ち直しの兆しが出てきている。IMF でも 10 月に

発表した 2010 年の世界経済見通しを 3.1 ％として

おり、3 カ月前より上方に改定した（図表 1）。

今般の世界同時不況の特徴をこれまでの景気後

退局面に基づいて 3 点に整理しておこう 1。まず、

①金融危機とリンクした景気後退であった点であ

る。金融危機のために、家計などがバランスシー

ト調整をせざるをえないため、内需が落ち込み、

その分景気後退は厳しく、長引く見通しである。

IMF によると、これまでの金融危機を伴う景気

後退の場合、景気の谷から後退前の生産水準まで

回復するのに三年程度かかっており、これは通常

の景気後退時に比べて二倍遅い。

次に、②世界的な同時性である。過去 50 年間

において、今回を含めて四度世界的な景気後退が
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Point
1 本稿は 2010 年の世界経済の動向について、キーワードを抽出しながら解説するものである。

2010年単年の世界経済動向を取り上げるというよりは、その後数年程度の流れにも配慮した。
2 まず、2010 年世界経済の動向と攪乱要因を分析する。次いで、ポスト京都議定書の交渉につい

て思い切った進展があると予想し、それに関連した材料を提示した。最後に、東アジア経済の構

造を変化させる二つの動きに注目し、韓国や台湾などアジア企業の活動がこれらの構造変化を取

り込んで東アジア経済を成長させると展望している。
3 次の 10点が 2010年世界経済を読み解くキーワードである。企業はこれらの世界の潮流を見据

えた対応と戦略を講じていくべきであろう。

①原油・商品バブル　　　　　⑥ボゴール目標

②貧困問題　　　　　　　　　⑦市場品質

③ポスト京都議定書　　　　　⑧「サンドイッチ現象」からの脱却

④排出権取引制度　　　　　　⑨チップセット

⑤官民連携　　　　　　　　　⑩プラットフォームビジネス

1   IMF, “From recession to recovery: How soon and how strong?”World Economic Outlook, April 2009 
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生じているが、過去三回の場合、外需主導の回復

を図ることができず、いずれも深く長い景気後退

となっている。

最後に、③財政出動の有効性である。厳しい資

金制約を受けている時ほど、財政出動は金融緩和

よりも効果的に経済停滞を終わらせ、景気回復を

サポートする。ただし、高水準の公的債務を抱え

る国では、そうでない国と比べて財政出動効果は

弱まるとされる。

新興国需要拡大と過剰流動性で原油・商品バブル発

生の恐れ

現在、世界経済は回復に向けて動いているが、

かつてのような高成長を望むことは難しい。IMF

は 10 月の経済見通しで、確かに経済は底入れし

つつあるが、その回復ペースは緩やかであり、下

振れリスクとして、景気刺激策の効果減衰による

景気回復の失速、早すぎる出口戦略の実施、原油

価格の上昇、新型インフルエンザの猛威、地政学

的状況の悪化、保護主義の再来、があると指摘し

ている。

中でも、原油・商品価格の乱高下が 2010 年の

世界経済の攪乱要因になると筆者は見ている。世

界各国の景気回復には濃淡があり、中国など新興

国の景気はすでに内需主導の回復局面に入ってい

るが、新興国の原油など資源需要の高まりは市況

を動かすレベルにまで達している。加えて、先進

国などの超金融緩和の継続は過剰流動性をもたら

しており、その結果、世界の機関投資家は巨額の

運用資金を手にしている。これらの資金の矛先が

原油や商品の市場に向けられれば、バブルが発生

してしまい、原油・商品価格の高騰が先進国のひ

弱な景気回復に打撃を与えるのではなかろうか。

更に、同時不況を脱した世界経済には難問が残

されている。貧困の問題である。世界には 1 日 1

ドル以下での生活を余儀なくされている貧困層が

10 億人も存在しており、人口爆発を助長して、

環境破壊や紛争増加を招き、新たな感染症を生み

キーワード②貧困問題：貧困層の増加は、政
治的経済的混乱を招き、国家間対立を助長

（単位：％） 

2008
（実績） IMF OECD ADB IMF OECD ADB

世界全体 3.0 －1.1 3.1
先進国 0.6 －3.4 －3.5 1.3 1.9

米 0.4 －2.7 －2.5 1.5 2.5
ユーロ地域 0.5 －4.2 －4.0 0.3 0.9
独 1.2 －5.3 －4.9 0.3 1.4
仏 0.3 －2.4 －2.3 0.9 1.4

英 0.6 －4.4 －4.7 0.9 1.2
日本 －0.7 －5.4 －5.3 1.7 1.8

東アジア 6.5 4.4 7.1
中国 9.0 8.5 8.3 8.2 9.0 10.2 8.9
韓国 2.2 －1.0 0.1 －2.0 3.6 4.4 4.0
台湾 0.1 －4.1 －4.9 3.7 2.4

東南アジア 4.1 0.1 4.3
タイ 2.6 －3.5 －3.2 3.7 3.0
マレーシア 4.6 －3.6 －3.1 2.5 4.2
イン ドネシア 6.1 4.0 4.5 4.3 4.8 5.3 5.4

新興経済 インド 6.1 5.4 6.1 6.0 6.4 7.3 7.0
ブラジル 5.1 －0.7 0.0 3.5 4.8
ロシア 5.6 －7.5 －8.7 1.5 4.9

実質経済成長率 
2009 2010

図表 1 国際機関による世界経済見通し

出所：IMF,“World Economic Outlook（2009 年 10月）”、OECD,“OECD Economic Outlook No. 86
（2009 年 11月）”、ADB,“Asian Development Outlook 2009 Update（2009 年 9月）”
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出していると言う 2。また、途上国内での所得格

差の存在も貧困に影響している。もともと、所得

格差は政治制度の機能不全や人的資本の蓄積阻害

に結び付いた場合、経済成長を低めてしまうと指

摘されていたが 3、更に、格差拡大は経済成長が

もたらす貧困削減の影響力をそぐことも明らかに

されている 4。

確かに、同時不況前の世界経済は未曾有の高成

長時代にあり、世界のほぼすべての国でプラス成

長を記録し、格差と貧困の問題は解決したかのよ

うに見えた 5。しかし、世界同時不況の到来は途

上国の貧困層削減ペースを弱めており 6、今後も、

一部途上国を除けば、世界的な低成長の中で、途

上国の経済も停滞し、貧困削減も困難になると見

られる。実際、近年の高成長で貧困層から抜け出

たと言われる人々も依然 1 日 2 ドルを超えたレベ

ルで生活しているにすぎず（図表 2）、海外で景

気後退が発生すれば再び貧困層に逆戻りすると言

われている 7。その場合、地域情勢の不安定化、

人口爆発、そして環境破壊等グローバルな問題で

国家間対立が尖鋭化する恐れがある。

2. 思い切った進展が期待されるポスト京都議定書

貧困が環境破壊をもたらすことは先にも触れた

が、逆に、環境の変化、特に気候変動が経済に悪

影響を与えることを忘れてはならないだろう。経

済学者でコロンビア大学地球研究所所長のジェフ

キーワード③ポスト京都議定書：途上国の温
室効果ガス削減を巡って依然まとまらず
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図表 2 一日あたりの生計費別に見た世界の貧困人口の推移

出所：Chen and Ravallion（2008）

2 J. D. Sachs, “Common Wealth: Economics for a Crowded Planet”The Penguin Press 2008（邦訳『地球全体を幸福にする経済学
過密化する世界とグローバル・ゴール』ジェフリー・サックス著、野中邦子訳、早川書房、2009）、感染症については内閣府

「イノベーション 25」（2007 年）。
3 例えば、W. Easterly, “Inequality does cause underdevelopment : Insights form a new instrument”Journal of Development Economics Vol.

84, 2007
4 F. H. G. Ferreira and M. Ravallion, “Global poverty and Inequality A review of the evidence”World Bank Policy Research Working Paper

4623, May 2008
5 IMF がカバーしている 183 カ国の GDP 統計を見ると、2004 年から 07 年にかけてマイナス成長に陥った国は、数カ国程度にすぎ

ない。ちなみに、2009 年は 90 カ国がマイナス成長に転落する見込みである。
6 S. Chen and M. Ravallion, “The impact of the global financial crisis on the world s poorest”VOXEU 3520, April 2009
7 M. Ravallion, “The developing world s bulging （but vulnerable）“middle class” World Bank Policy Research Working Paper 4816,

January 2009
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リー・サックスによると、気候変動は、海面上昇、

生態系の破壊、伝染病の拡大、農業生産力の変化、

水資源の不足、自然災害の増加をもたらし 8、長

期にわたって世界経済の成長率を引き下げよう。

こういった悪影響を回避するためにも、ポスト

京都議定書の締結が急がれるが、中身がなかなか

まとまらない。2009 年には日米で温室効果ガス

削減に前向きな指導者が誕生したにもかかわら

ず、同ガス削減をめぐる先進国と途上国の対立は

根深い。

しかし、2010 年には合意に向けてかなりの

進展が見られるのではないか。その根拠として、

①温暖化は、主に途上国に損害を与えることから、

途上国側の歩み寄りが期待される、②先進国で、

温室効果ガス削減により効果的な政策に重心が移

される、具体的には、低炭素技術への補助金政策

から排出権取引など市場アプローチに重きが置か

れる、③世界中の企業が環境ビジネスに本格的に

取り組んでいる、点が挙げられる。

温暖化は世界全体よりも途上国に悪影響

これまでも温暖化は経済成長率を引き下げると

いう分析が示されていたが、温暖化よりも政治制

度や貿易政策の方が経済成長率に影響を与えてい

て温暖化と経済成長率の否定的な関係はたまたま

生じたに過ぎないとの反論もあり、議論は決着し

ていなかった。

MIT の Olken 准教授らは、世界の気温変化が

所得に与える影響について、興味深い分析を示し

ている 9。それは、①気温の変化は生産レベルだ

けでなく、経済成長率にも影響を与え、②気温上

昇は経済成長率を大きく引き下げる影響を持つ

が、その影響は途上国に顕著に見られる。分析に

よると、世界で 1 ℃気温が上昇すると、途上国の

成長率が 1.1 ％低下するが、先進国では低下が見

られなかった、③気温上昇は途上国の農業生産、

工業生産と設備投資、研究開発活動、政治的安定

性など様々な次元で経済に悪影響を与えるとして

いる。また、今後 90 年間の地球温暖化の途上国

への影響は、温暖化がない場合よりも四割程度所

得が低くなってしまうとした。

つまり、温暖化は世界経済全体に打撃を与える

というよりは、途上国により大きな悪影響を与え

ることで、先進国と途上国の格差拡大につながっ

てしまうのである。一部の途上国はポスト京都議

定書を巡る議論で先進国だけに温室効果ガス削減

義務を課すべきとの姿勢を示しているが、それで

は排出シェアが高まる途上国の温室効果ガスを規

制できず、結果として地球温暖化が進行してしま

うだろう。それは先進国よりも途上国に経済的ダ

メージを与えることとなり、自分たちの首を絞め

ることにつながるのではないか。

事実、11 月に入って途上国側の一部から自国

の削減案を発表している。ようやくポスト京都議

定書の合意に向けて途上国側が歩み寄りを開始し

たと言ってよいだろう。

再生エネルギーや電気自動車など低炭素技術の

開発と普及について補助金や税額控除を用いて促

進を図ることで温室効果ガスの削減を狙う動きが

先進国を中心に見られている。自動車買い替え支

援もその一つである。これらは、昨今の景気刺激

策の一環としても位置づけられているが、温室効

キーワード④排出権取引制度：温室効果ガス
削減の切り札、ついに米国でも導入なるか

8 J. D. Sachs 前掲書
9 M. Dell, B. F. Jones and B. A . Olken, “Climate change and economic growth: Evidence from the last half century”NBER Working Paper

14132, June 2008
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果ガス削減の観点から見ると問題点が多い。タフ

ツ大学の Metcalf 教授は以下四点に分けて解説し

ている 10。

まず、低炭素エネルギーへの補助金の支出は消

費者にとって同エネルギーを既存のものと同レベ

ルのコストにまで低下させるだけであって、消費

者の節約意識を喚起できないためエネルギー消費

を減らさない恐れがある。

次に、補助金支出が特定の技術に偏る恐れがあ

る。例えば、米国では 2009 年時点においてハイ

ブリッド車よりも燃費の面で優れているガソリン

車が存在しているが（図表 3）、このような車種

は 2005 年に制定されたエネルギー政策法で規定

された自動車取得税の控除の対象ではない 11。同

法はガソリン車の燃費改善努力を妨げる恐れが高

い。

三番目に、補助金が効果を持たないどころか悪

用される恐れがあることだ。米国の製紙会社は近

年ボイラー燃料としてバイオ燃料の一種である黒

液に加えてディーゼル燃料を混ぜて使うようにし

たが、もともと黒液は製紙工程で排出される廃液

であり燃料として利用されていたものであった。

このように黒液にディーゼル燃料を混合する背景

には、2007 年以降、バイオ燃料に対する税制優

遇措置が設けられ、バイオ燃料を混合させた場合、

1 ガロン 0.5 ドルの税額控除を受けることができ

ることが指摘されている。

最後に、補助金政策と他の政策との整合性がと

れず、結果として効果を発揮していない場合もあ

る。先ほど挙げた 2005 年のエネルギー政策法に

おけるハイブリッド車取得税額控除は CAFE（自

動車企業平均燃費規制）の存在のために温室効果

ガス削減に効いていないと言われている。自動車

メーカーが燃費の高いハイブリッド車を販売する

と、CAFE の燃費規制で課された企業別の販売枠

に余裕ができるため、燃費の低いガソリン車を販

売する余地ができてしまう。

温室効果ガス削減には、こういった補助金政策

よりも、市場にベースをおいたアプローチ、例え

ば排出権取引や炭素税の導入が有効であると指摘

されており、現実もその方向で進みつつある。実

際、米国の自動車買い替え支援は 8 月で打ち切ら

れており、他の温室効果ガス削減に効果のない政

策も、財政に余裕がないために、早晩ストップさ

れるのではないか。その一方で、排出権取引制度

の導入が米連邦議会でもついに議論されはじめて

10 G. E. Metcalf, “Tax policies for low-carbon technologies”NBER Working Paper 15054, June 2009
11 2005 年の米エネルギー政策法では、販売されたばかりのハイブリッド車の取得にあたり 3,000 ドルまでの税額控除が設けられて

いる。

燃費 

のマイル数） 

ハイブリッド車 
税額控除額 

年間の税額 
控除分 

ガソリン節約分 
（ガロン） 

節約されたガソリン 
に対する税額控除 
相当額 

Chrysler Aspen Hybrid 21 $2,200 $347 30 $11.68
Ford Escape Hybrid（2WD） 32 $3,000 $474 234 $2.02
Mazda Tribute Hybrid（2WD） 32 $3,000 $474 234 $2.02
Nissan Altima Hybrid 34 $2,350 $371 257 $1.44
Toyota Corolla（ガソリン車） 31 $0 222 $0
Toyota Prius 46 $0

$0
$0 353 $0

対象 

対象外 

（ガロン当たり 

図表 3 税額控除対象のハイブリッド車

出所：Metcalf（2009）
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いる。今後は、温暖化対策として、排出権取引の

ような市場にベースをおいたアプローチに重心を

おく国が増えていくと見られる。

一方、欧米企業はこぞって環境ビジネスに参入

している。ポスト京都議定書の合意や国内での排

出権取引制度等の導入が不可避と見ており、着々

と布石を打っているのだ。例えば、米国の IBM

は電力や水道を IT で制御するシステム、スマー

トインフラを構築し、欧米各地で同プロジェクト

の実証実験を行っている。IT を用いて消費者な

どの電力需要と再生エネルギーなどの供給をリア

ルタイムで結び付けることで効率化を追求し、温

室効果ガス削減を図ることが狙いだ。このプロ

ジェクトには、大企業だけでなく、数多くのベン

チャー企業も参画しており、雇用創出力は大きい。

欧州企業も環境ビジネスでは負けていない。

2009 年 7 月には、ドイツのシーメンスなど 12 社

が北アフリカのサハラ砂漠で太陽熱を利用して発

電した電力を、欧州や地中海地域に送電する「デ

ザーテック」プロジェクトに調印した。このプロ

ジェクトは、2050 年までに欧州の電力需要の

15 ％程度を満たすことを目的としている。

また、環境ビジネスはエネルギーだけに限らな

い。水ビジネスも有望な環境ビジネスである。温

暖化が進行すると、世界的に乾燥地帯が増加して

いき、水不足に悩まされる。実際、この 30 年間

で、かなりの乾燥状態にある地域の割合が亜熱帯

地方を中心に倍増している 12。

もちろん、水ビジネスにも世界の企業の参入が

相次いでいる。水ビジネスは、もともと「水メ

ジャー」と呼ばれるフランス企業の独壇場であっ

たが、21 世紀に入ると、GE やシーメンスが参入

し、その後、シンガポールやスペインなどの企業

が政府の支援を受けて参入してきた。

これらの環境ビジネスに共通する特徴は、一社

単独というよりは、外国企業、政府、国際機関、

非政府団体などとの連携で事業展開している点

だ。エネルギーや水道などの事業は公益性が高く、

また、長期にわたって莫大な資金が必要となり、

とても一社ではまかないきれない。また、オペ

レーションの段階では現地の事情を考慮しながら

事業展開を図らねばならず、現地の企業や非政府

団体の力が必要となる。官民連携等をいかに進め

るかが環境ビジネス推進のコアであり、そのため

には、企業は異なる主体間を調整し、連携して目

的を達成する能力が問われることとなろう。

3．二つの構造変化の取り込みがカギを握る

2010年東アジア経済

一方、世界の中でアジア・太平洋地域は世界同

時不況入りするまで高成長を達成し、貧困層を減

らすのに成功してきた。世界では 1990 年から

2002 年の間に 12 億人の貧困層が所得上昇により

中間層の仲間入りをしたが、そのうちの五分の四

はアジア地域の国民であった（図表 4）13。アジ

ア・太平洋地域の高成長の背景に、同地域での貿

易・投資の自由化の進展が挙げられるが、その契

機となったのが 1989 年の APEC（Asia-Pacific

Economic Cooperation）の誕生である。

APEC は今年創立 20 周年を迎えており、来年

2010 年は APEC にとって節目の年となる。それ

キーワード⑥ボゴール目標：アジア・太平洋
の貿易・投資の完全自由化は道半ば

キーワード⑤官民連携：環境ビジネス展開の
コア、企業は調整能力が必須

12 J. D. Sachs 前掲書。ちなみに、1850 年以降、地表温度は 0.8 ℃以上、1970 年以降でも 0.5 ℃以上上昇している。
13 ここで言う中間層とは途上国の中間層を指しており、具体的には、一日の生計費が 2 ～ 13 ドルで暮らしている所得層を想定し

ている。詳しくは、M. Ravallion 前掲論文。

2010年世界経済を読み解く10のキーワード
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は 1994 年に設定された「先進エコノミーは遅く

とも 2010 年までに、自由で開かれた貿易・投資

を達成する 14」というボゴール目標の約束期限と

なっているためである。しかし、同目標の完全達

成は残念ながら不可能と言ってよい。もともと同

目標の達成は加盟各国の自主的努力に委ねられ、

また、現在、世界同時不況に襲われており、保護

主義に陥るのを食い止めるのに手一杯だからだ。

しかし、これまでのところ APEC の目標であ

るアジア・太平洋地域の貿易・投資の自由化の進

展は同地域、特に東アジア地域の貿易・投資を拡

大させ、同地域を世界経済を牽引する主要エンジ

ンにまで成長させたと言ってよい。

今後は東アジア域内内需の成長と中国部品産業の

発展

残念ながら世界同時不況の影響をもろに被って

しまった東アジア経済だが 15、今後の動向を占う

にあたって、考慮すべき点が二つある。一つは、

言わずと知れた中国を中心とする域内内需の拡大

である。東アジア地域は、域外経済の変動の影響

から逃れるためにも、域内内需の拡大を取り込ま

ねばならないが、そのためにはこれまでの域外先

進国への最終財供給を支えてきた域内の貿易・生

産構造を変える必要がある。

もう一つは、中国部品産業の発展である。外資

の進出や産業支援により中国地場企業が成長して

おり、生産された部品の品質も上がってきている。

それはこれまで部品を供給していた東アジア域内

企業に影響を与えよう。もし中国と他の東アジア

地域の間で部品貿易をめぐって貿易摩擦が生じた

場合、同経済の攪乱要因になりかねない。

このような構造変化の中で、東アジア地域でカ

ギとなる働きをするのは、韓国や台湾の企業では

ないか。実際、韓国の LG グループや台湾の半導

体製造会社 TSMC は世界同時不況下にもかかわ

らず、2009 年の設備投資を前年比で横ばいない

し増加させており、2010 年は設備投資を拡大さ

せる予定である。サムスン電子グループ（以下、

サムスン）も 2010 年は設備投資を前年比で見て

2 割以上拡大させる計画を持っている。これらの

企業は不況期の拡大戦略でライバル企業を引き離

14 域内途上エコノミーは遅くとも 2020 年までに貿易・投資の自由化を達成することとなっている。
15 同地域が世界同時不況の影響を被ってしまった原因について、拙著「なぜ東アジアは先進国の景気に左右されるのか～『デカッ

プリング論』と東アジア地域の貿易・生産構造の変化」TBR 産業経済の論点 No.09-07、2009 年 9 月

（ 百万人） 

1990 2005 差 （シェア） 

アジア・太平洋地域 508.2 1,497.3 989.1 81.3%

東アジア・太平洋地域（中国除く） 141.8 311.1 169.3 13.9%

中国 
南アジア地域（インド除く） 

173.7 806.0 632.3 52.0%

45.9 116.5 70.6 5.8%

インド 146.8 263.7 116.9 9.6%

東欧・中央アジア地域 355.3 347.8 －7.5 －0.6%

ラテンアメリカ・カリブ海地域 276.7 362.1 85.4 7.0%

中東・北アフリカ 170.2 240.1 69.9 5.7%

サブサハラアフリカ 117.7 197.1 79.4 6.5%

合計 1,428.1 2,644.3 1,216.2 100.0%

図表 4 一日の生計費が 2～ 13 ドルの地域別人口の 2時点比較

出所：Ravallion（2009）
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しにかかると見られ、それにより韓台企業のプレ

ゼンスが世界的に上昇することが予想される。

韓国企業、とりわけサムスンは新興国市場の開

拓に優れている 16。アジア通貨危機以降、消費者

の収入や好みに合った製品設計を行って数多くの

廉価品を開発し、多額の広告宣伝費を投入するな

どして市場シェア拡大を図ってきた。商品開発に

は、販売地域のニーズに合致するように行うが、

そのための情報収集には当該地域に派遣していた

地域専門家からの報告を活用している。商品の品

質については市場が決めるとの考え方に立ち、商

品の高度化にこだわらない。また、商品のデザイ

ン性を重視し、内外でデザインセンターを設置し、

現地人を含め多数のデザイナーを採用している。

かくしてサムスンは、迅速な意思決定と半導体事

業等への大規模投資もあって日本の家電メーカー

を凌駕する規模にまで成長した。

また、サムスンは 2009 年 10 月には長期的な経

営指針である「ビジョン 2020」を発表し、従来

の半導体、液晶パネル、薄型テレビ、携帯電話に

加えて、白物家電、プリンター、システム LSI の

拡充、太陽電池、医療機器、バイオチップに本格

参入することで、2020 年には売上高 4,000 億ドル

とグローバル TOP10 入りを目指すとした。その

ために、外部人材の活用を積極的に進めるとして

おり、現在 45 ％の海外人材比率を 2020 年には

65 ％にまで引き上げ、外国人社員や女性社員も

大幅に増加させるとしている。ただし、市場品質

重視の製品・営業戦略はこれまで同様に実施され

ていくものと見られる。

韓国勢にも弱点がないわけではない。安価な労

働力をベースに、中国企業がサムスン同様の市場

品質重視戦略をとり、国内や他の新興国の市場に

進出していることだ。先進国企業の存在に加えて

低価格品に強い中国勢の台頭で、韓国勢は得意と

する中価格帯が浸食され、行き場を失う「サンド

イッチ現象」に陥る恐れがある。

こういった状況に対して、韓国企業は他の新興

国企業がキャッチアップしづらい部品や部材の市

場にも進出を図ることで、活路を見出そうとして

いる。実際、液晶の部材である偏光板市場では、

09 年に入って LG 化学が日本企業を抜いて首位に

立ち、電子機器の主要な部品である積層セラミッ

クコンデンサー市場もサムスン系子会社が日本企

業を抑えて世界第二位に躍り出ている。また、将

来有望な事業分野に積極的に進出することも忘れ

ない。普及が予想される自動車向けリチウムイオ

ン電池のような新規事業分野では、内外企業との

連携を進めることで同市場の世界シェアの拡大を

もくろんでいる。依然として、韓国企業のパワー

がアジア域内内需のみならず、世界市場を席巻す

る時代が続くだろう。

一方の台湾企業は、パソコン等の電子機器の設

計は米国などの他の企業に任せ、その製造工程を

請 け 負 っ て 生 産 す る E M S （ E l e c t r o n i c s

キーワード⑨チップセット：パソコン、半導
体の電子機器市場の拡大に貢献する中核部品、
今や液晶テレビのチップセットも出現

キーワード⑧「サンドイッチ現象」からの脱
却（韓国）：製品上流分野への進出と新事業
着手で対抗

キーワード⑦市場品質：韓国勢は引き続き
ニーズ重視で新興国市場を開拓

16 この段落の記述は、主に、糸久正人、猪狩栄次朗、吉川良三「韓国企業：アーキテクチャの位置取り戦略　サムスン電子グルー
プのブラウン管テレビの事例」新宅純二郎・天野倫文編『ものづくりの国際経営戦略　アジアの産業地理学』有斐閣、2009 年に
よる。
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Manufacturing Service）で成長してきた 17。1990

年代半ばにインテルがチップセットと呼ばれるモ

ジュラー化されたパソコンの中核部品 18 とパソ

コンの製造マニュアルを提供したが、このことに

より部品間の擦り合わせをせずに、部品の単純組

み立てだけでパソコンが製造可能となった。その

ため、多くの台湾企業がパソコン生産に着手し、

同市場が急拡大した（図表 5）。その後現在に至

るまで、半導体や液晶テレビなど他の電子機器で

も設計と製造が分離される現象が生じており、台

湾企業がチップセットを調達して本体製造の担い

手となることで急成長を果たし、電子機器市場も

世界的に拡大している。

世界最大の EMS 企業である台湾の鴻海精密工

業 19 を取り上げると、同社はゲーム機、携帯電

話、液晶テレビ、パソコンなど多岐にわたる商品

を手がけており、08 年 10 月期でグループ売上高

6.7 兆円、60 万人が雇用される巨大企業である。

大規模で高度な金型設備を持っていて短納期のビ

ジネスを志向し、部材生産を内製化することで強

いコスト競争力を持っている。一例を挙げると、

同社は iPod を生産しているものの、かつてはそ

の本体の鏡面加工は日本の燕三条の金属加工業者

に委ねざるを得なかった。しかし、その後、同社

は鏡面加工用の設備を導入するなどして技術導入

を図り、現在では鏡面加工を合わせて iPod の生

産を一手に引き受けている。

また、台湾企業は中国に進出し、組み立て工程

キーワード⑩プラットフォームビジネス：イ
ンテル型ビジネスで成功している台湾企業も

17 台湾企業の記述は、主に、立本博文「台湾企業：米国企業とのモジュラー連携戦略　台湾パソコン産業とインテル」新宅純二
郎・天野倫文編『ものづくりの国際経営戦略　アジアの産業地理学』有斐閣、2009 年、小川紘一「国際標準化と事業戦略　日
本型イノベーションとしての標準化ビジネスモデル」白桃書房、2009 年による。

18 正確には、CPU と周辺バスを調整した集積回路を指す。
19 ブランド名は Foxconn。

（k New Taiwan Dollar） 
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図表 5 台湾企業のノートパソコン生産とインテルチップセットのシェアの推移

出所：立本（2009）
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について安価な労働力が豊富な中国を活用するこ

とで中国と台湾の分業体制を構築している。上で

触れた中国部品産業の成長はこういった EMS を

引き受けている台湾企業にとってプラスとも言え

る。中国企業と、より高度な分業体制を構築する

ことが可能となり、経営戦略の選択肢が増える。

例えば、鴻海精密工業は 2009 年 11 月に大型液晶

パネル事業に本格参入することを発表しており、

中国との分業体制で更なる事業拡大を狙ってい

る。

また、台湾企業が設計分野を担う事例も出てき

ている。半導体設計企業の MediaTek は携帯電話

のチップセットを中国メーカーに出荷しており、

そのチップセットを使うことで簡単に製造できる

「山塞機」と称される廉価な携帯電話機が中国市

場で出回っている。「山塞機」は急速に普及して

おり、その数 2 億台とも言われるが、その結果、

チップセットを供給している同社の売上は急増し

ている。プラットフォームビジネス、つまり、イ

ンテル型ビジネスで成功を収めている台湾企業が

出現しているのだ。

このように、韓国や台湾の企業の活発な事業展

開により、東アジア地域は、貿易摩擦を顕在化さ

せるよりは、域内内需の拡大と中国部品産業の成

長という二つの構造変化を取り込んでダイナミッ

クに経済成長を遂げていく可能性が高いと思われ

る。

4. むすび

本稿で取り上げたポスト京都議定書の締結やア

ジア域内での構造変化に対して、企業は戦略を

持って対応する必要がある。世界的な低成長時代

の中で身をすくめていたり、原油・商品価格の乱

高下に惑わされていたりするだけでは大局を見失

う恐れが大きい。欧米企業や韓国・台湾企業と競

争していくためにも、2010 年は、世界の潮流を

見極め、ビジョンを描き、そして果断に経営の舵

取りをしていく年にしなければなるまい。




