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序

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから

始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績

をあげるまでになってきております。

しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア

近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ

諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化

問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に

対する懸念が台頭してきております。

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してま

すます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られ

ております。

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの

力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な

成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業

の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、

ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。

こうした背景に鑑み、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテーマの一つ

として株式会社野村総合研究所に「我が国製造企業のサプライチェーン構築・リスク管

理についての調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、

関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。

平成２１年３月

社団法人 日本機械工業連合会

会 長 金 井 務



はしがき

世界経済は、未曾有の金融危機に直面し、2009 年の先進国経済は揃ってマイナス成長に

なる見込みである。主要通貨であるドル、ユーロが切り下がり、相対的に円高傾向にもな

っている。このことは、グローバル化の著しく進展した我が国の製造企業が、きわめて厳

しい事業環境に直面していることを意味している。

大市場としての先進国、特に米国と欧州は、景気後退に加えてドル安、ユーロ安により、

円貨に換算した市場規模は大幅に縮小している。一方で、中国、インドなどの新興国は、

圧倒的な高成長からはトーンを下げるものの、それでも 5～8%程度の安定的な成長が見込

まれている。今後、世界景気の回復にあたっても、未だ満たされていない基礎的なニーズ

を多く抱えるこれら新興国は、世界の市場成長を牽引していくと考えられる。しかし、日

本企業は中国以外の新興国の市場参入では、なかなか成功事例を確立できていない。環境

は厳しいが、この度の金融危機を契機として、改めて新興市場への参入戦略が進展するこ

とが期待される。

一方、ものづくりの根幹である技術革新や技能の維持・向上、顧客や市場が求める付加

価値の高い製品づくりという点では、連綿として続けられてきた努力が、様々な形で今も

進行している。世界に広く開かれた、創造的環境のもとで技術を革新し、団塊世代の大量

退職という問題を乗り越え、技能を継承していくことで、ものづくりの優位性を維持・向

上することが期待されている。

こうした状況のもと、株式会社野村総合研究所は、社団法人日本機械工業連合会より本

事業を受託し、我が国の機械産業における国際機能分業の進展状況を把握するとともに、

昨年秋以降の金融危機の影響等を把握して、その対応の方向性について取りまとめた。本

事業が、我が国の機械産業および企業の今後の事業展開に大きく貢献するものであると確

信している。

最後に、本事業の遂行にあたり、関係機関のご指導と社団法人日本機械工業連合会のご

高配に深謝すると共に、ヒアリング調査に協力いただいた企業・団体各位に対し、厚く御

礼申し上げる次第である。

平成２１年３月

株式会社野村総合研究所

代表取締役社長 藤 沼 彰 久
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第 1 章 我が国製造業の国際機能分業構造とサプライチェーン

国際機能分業を見る上では、日本とアジアをはじめとする諸外国との分業体制が大きく

変化していることに着目する必要がある。また、その分業体制については、販売、生産の

両面から検討する必要がある。以下、第 1 章の本論に入る前に、国際機能分業構造とサプ

ライチェーンに関する全体の課題認識を提示する。

表 1 国際機能分業構造とサプライチェーンに関する課題認識

テーマ 概要

販売面 台頭する新興国での販売拡大、市場ニーズへのきめ細かい対応と採算性

確保、新興国の中間層にも手の届く価格帯の製品投入が必要となる。

生産面 アジアの中でも、技術水準が相対的に高いマレーシア企業などが台頭し、

これら企業がアジア域内展開を開始している。アジアにおける、設計な

ども含む高度機能の展開の検討が課題となる。

技術・技能の

維持向上

競争環境が激化する中で、現地の技術・技能の維持向上、外部への流出

防止、模倣対策などによる知的財産の保護が課題となる。

日本企業の海

外展開

内需型の企業も、世界的な金融危機をむしろチャンスとして海外事業展

開に積極的に乗り出している。

出所）各種ディスカッション等をもとに作成

販売面では、市場としての新興国への注目が高まっている。先進国市場が成熟し、高い

成長が望めなくなる中で、新興国市場への期待が高まっている。これまでは、途上国の市

場はごく一部の超富裕層が主な市場であったが、最近は台頭してきた中間層の人々が手の

届く価格帯の商品をいかに販売するかが課題となっている。

一方、生産面では、従来は付加価値の高い「製品開発」や「部材供給」、さらには「販売」、

「サービス」といった機能を日本国内で担い、付加価値の低い「加工組立」機能をアジア

が担うといった単純な分業構造であった。しかし、北米や欧州への事業展開と同様に、付

加価値の高い機能のアジア進出が活発化している。

これは、一つには市場としてのアジアの重要性と関連しており、現地市場向けの製品開

発の要請により、設計部隊が現地展開をすることもある。もう一つの要因としては、例え

ばマレーシアの部品企業などが東南アジアに展開する日米欧企業への供給力を高めており、

日本企業としても品質を維持しつつ、コスト競争力を高める努力が必要となっており、分

業体制を進化させることでそのような目標実現が必要となっている。

欧米韓国企業だけでなく、コスト競争力の高いアジア地場企業との競合も激化する中で、
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ものづくりの技能の維持向上、培ってきた技術・技能の流出防止、特許や商標など知的財

産権の保護も重要な課題となっている。特に、市場が世界全体に広がる中で、生産拠点も

五大陸にわたって展開されるようになってきている。全ての海外工場に日本人スタッフを

支援のために派遣するわけにもいかなくなってきており、現場で自律的に技術・技能が向

上されていく仕組みづくりが必要になっている。

他方、日本企業も単に受身になっているだけではない。世界的な金融危機と円高により、

円建てで見た海外企業の企業価値が下がってきており、これを機に内需型産業が海外企業

を買収・合併（M&A）するケースも増えてきている。

本章では、特に新興国市場の台頭とそこへの対応、海外企業との競争・競合への対応、

日本の内需型産業のグローバル展開などに特に重点を置いて、このような国際機能分業構

造の変化を、事例を中心に幅広く検討する。

第 1 節 新興国の台頭と国際的なサプライチェーン高度化の必要性

本節ではまず、新興国の台頭してきている状況を俯瞰し、特に市場としての新興国の重

要性を確認すると共に、新興国戦略について日本企業が直面している課題をとりまとめる。

1. 新興国の台頭

先進諸国においては、人口は既に減少傾向に転じており、モノはあふれ、インフラは整

備されてしまっている。近年ではむしろ、人口減少に合わせて都市インフラなどは減らす

べきではないかという議論もある。これは、インフラは維持するためにコストが必要であ

り、人口減少下では増え続けるインフラの維持コストを負担しきれないのではないかとい

う考え方からきている。

一方、全世界で見ると、人口は増え続け、途上国や中進国に住む人々は、先進国と同様

の消費文化を享受したいと考えている人が多くいる。インフラも未整備な国が多く、イン

フラへの多大なる潜在需要がある。

次の図は、国連人口部門が、世界の人口を先進国と途上国に分け、過去の実績に加えて

2050 年までの将来推計を行ったものである（図で採用しているのは中位推計）。これによる

と、先進国の人口は 2010 年から 2035 年までの間で 4,600 万人しか増えないのに対して、

途上国の人口は同じ期間に 16.1 億人増える予測となっている。2035 年以降は、先進国人口

はむしろ減少に転ずる予測となっている。この結果、1950 年に先進国と途上国との人口比

は 32％と 68％であったが、2050 には 14%と 86％となる。
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図 1 世界の人口の推移（先進国と途上国）
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出所）United Nations, Population Division, World Population Prospects, 2008 revision,

Population database.

今後の国際社会におけるパワーバランスを展望すると、国際政治においては先進国も発

言権を維持し続けると思われるが、市場・経済の視点で見ると、圧倒的に新興国の位置づ

けが大きくなる。このことは、サブプライム・ローン問題に端を発した、世界的な金融危

機を経験しても大きく方向性は変わらない事実である。不良債権などの処理が進み、世界

経済が再び成長軌道に乗るとき、最も力強い実需を持つのは新興国であり、彼らの国の中

には希少資源等で外貨を十分に蓄えた国も少なくないのである。

次の表は、世界の GDP 上位 20 カ国の変遷を見たものである。例えば、ロシアを見ると

1995 年、2000 年頃は 17～19 位に甘んじていたが、近年、急速に経済規模が拡大し、11

位にまで上昇してきた。

中国も 2007 年には世界第 4 位、ブラジル、インドといった国々もそれぞれ 10 位前後に

位置している。トルコやインドネシアといった多くの人口を抱える新興国も、今後さらに

経済規模を拡大していくものと予想される。
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表 2 世界のGDP上位 20国

単位：10 億ドル
上位20カ国 1995年 上位20カ国 2000年 上位20カ国 2005年 上位20カ国 2007年

1 米国 7,398 米国 9,817 米国 12,422 米国 13,808
2 日本 5,278 日本 4,669 日本 4,561 日本 4,382
3 ドイツ 2,525 ドイツ 1,906 ドイツ 2,794 ドイツ 3,321
4 フランス 1,572 英国 1,481 英国 2,280 中国 3,280
5 英国 1,157 フランス 1,333 中国 2,236 英国 2,804
6 イタリア 1,127 中国 1,198 フランス 2,147 フランス 2,594

7 ブラジル 770 イタリア 1,101 イタリア 1,779 イタリア 2,105
8 中国 728 カナダ 725 カナダ 1,133 スペイン 1,440
9 スペイン 597 ブラジル 644 スペイン 1,132 カナダ 1,436

10 カナダ 591 メキシコ 629 ブラジル 882 ブラジル 1,314
11 韓国 517 スペイン 582 メキシコ 847 ロシア 1,290
12 オランダ 419 韓国 512 韓国 792 インド 1,101
13 オーストラリア 371 インド 462 インド 783 メキシコ 1,023

14 インド 354 オーストラリア 390 ロシア 764 韓国 970
15 スイス 316 オランダ 386 オーストラリア 713 オーストラリア 909
16 メキシコ 314 台湾 321 オランダ 640 オランダ 777
17 ロシア 313 アルゼンチン 284 トルコ 483 トルコ 659
18 ベルギー 277 トルコ 265 ベルギー 376 スウェーデン 455
19 台湾 274 ロシア 260 スイス 373 ベルギー 454
20 アルゼンチン 258 スイス 250 スウェーデン 367 インドネシア 433

出所）IMF "World Economic Outlook Database, October 2008"を基に NRI 作成

世界銀行、国際連合等の資料によると、今の経済成長率が今後も続く場合、中国は 2015

年に日本を、2030 年代初頭に米国を抜いて世界最大の経済大国になる。

図 2 日米欧と BRICs の経済規模の推移

（趨勢成長ケース）

注）GDP 規模：05 年の成長率が毎年継続したと仮定して算出。EU は 2005 年時加盟の 25 カ国、

ただし成長率は EMU 値を使用。
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（縮小均衡ケース）

注）GDP 規模：05 年成長率が 10 年継続後、10 年毎に半減すると仮定して算出。EU は 2005

年時加盟の 25 カ国、ただし成長率は EMU 値を使用。

出所） 世界銀行、国際連合の資料より NRI 作成

資源制約、政治・民族紛争などの要素を配慮した「縮小均衡ケース」でも、中国は 2015

年に日本の経済規模を抜くことになる。人口が 1 カ国で 1 億人に満たない西欧先進国の世

界経済における 1 国でのプレゼンスは相対的に低下し、東欧、北欧も含めた EU として捉

えられることが多くなる可能性がある。

このように、今後は新興国の市場が非常に重要になるという認識が高まっている。既に

ブラジル、ロシア、インド、中国の 4 カ国については、米ゴールドマン・サックス証券が

2003 年 10 月に発表した投資家向け報告書「Dreaming with BRICs: The Path to 2050」（通

称「BRICs レポート」）の中でこれら 4 カ国の国名の頭文字を取って”BRICs”と呼ぶように

なって以降、主な国際企業はこれらの国における販売強化、現地進出を進めてきた。

次の表は、一人当たり GDP30,000 ドル未満の国を、GDP の規模（ドル建て）で大きい

順に上位 40 カ国弱を並べたものである。これを見ると、BRICs とは、まだ一人当たり GDP

が先進国水準には達しておらず、今後の成長余地の大きい国の中でも特に経済規模の大き

い国 4 カ国を指していることがわかる。上述の通り、過去 5 年程度にわたって主な国際企

業はこれらの国への展開を進めてきており、現在の関心は BRICs 後に続く国はどこか、と

いう「ポスト BRICs」へと移ってきている。

ポスト BRICs としてどの国が有望かという点については、様々な考え方がある。例えば、

BRICs レポートを発表したゴールドマン・サックス証券は、2007 年の経済予測レポートの

中で、BRICs に次ぐ急成長が期待される国として 11 の国を挙げている。具体的にはメキシ
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コ、韓国、トルコ、インドネシア、イラン、ナイジェリア、フィリピン、パキスタン、エ

ジプト、ベトナム、バングラデシュが挙げられた。このほか、VISTA（ベトナム、インド

ネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン）を有望視する見方もある。

表 3 新興国GDP規模順位（一人当たり GDP3 万ドル以下の国を対象）

GDP 一人当りGDP 参考：GDP規模
BUS$ US＄ 同程度の先進国

1 中国 4,222 3,180 日本
2 ロシア 1,779 12,579 スペイン
3 ブラジル 1,665 8,676
4 インド 1,237 1,043 オーストラリア
5 メキシコ 1,143 10,747
6 韓国 953 19,638 オランダ
7 トルコ 799 11,463
8 ポーランド 567 14,893
9 サウジアラビア 528 21,221 ベルギー
10 インドネシア 497 2,181 スイス
11 台湾 424 18,306 オーストリア
12 イラン 382 5,247 ギリシャ
13 アルゼンチン 339 8,522
14 ベネズエラ 332 11,828
15 南アフリカ 300 6,170
16 タイ 272 4,099 アイルランド
17 ポルトガル 255 24,031
18 コロンビア 250 5,174
19 ナイジェリア 220 1,490 香港
20 チェコ 217 21,041
21 マレーシア 215 7,866
22 ルーマニア 214 9,953
23 ウクライナ 198 4,319 シンガポール
24 イスラエル 189 26,536
25 チリ 181 10,814
26 フィリピン 172 1,908
27 アルジェリア 171 4,922
28 ハンガリー 164 16,343
29 パキスタン 161 1,000 クウェート
30 エジプト 158 2,109
31 カザフスタン 141 9,076 ニュージーランド
32 ペルー 131 4,610
33 リビア 108 17,468 カタール
34 スロバキア 101 18,585
35 アンゴラ 96 5,709
36 ベトナム 91 1,047
37 モロッコ 90 2,902
38 バングラデシュ 83 513

国
GDP
規模

注）IMF による 2008 年の推計値

出所） IMF “World Economic Outlook Database, October 2008”より作成

上の表で見ると、BRICs の 4 カ国に続くのはメキシコ、韓国だが、この 2 カ国は既に 70

年代頃より NICs（新興工業諸国）として成長が期待されてきた国であり、多くの国際企業
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は既に何らかの対応を取ってきた。11 位の台湾も同様である。ポーランドやポルトガルは

欧州に位置する国であり、「新興国」という印象が薄い。そのように、先進国に近い国や、

既に以前より注目されてきた国を除き、今後新たに期待される新興国を選んだものが、

NEXT 11 や VISTA といった有望国になっている。

これらの国は将来性があり有望ではあるが、現時点での GDP 規模は、一国単位で見ると

必ずしも十分に大きいわけではない。中国は日本、ロシアはスペイン、インドはオースト

ラリアと同程度の規模の GDP を有するが、エジプトは中東の小国クウェートと同程度の経

済規模しかなく、バングラデシュはその半分程度の規模になる。

このように見ると、BRICs に続く新興国は、1 カ国単位でそれなりの経済規模を有する

のはインドネシア、イランぐらいまでであり、それより順位の低い国々については、当面

はまだ、近隣諸国も含めた経済圏域単位で管理するのが適切と考えられる。

近年、世界的に FTA/EPA（自由貿易協定／経済連携協定）の締結が進んでおり、途上国

も含めた経済圏が次々と形成されている。各経済圏で事務局をおいているような、地域の

中心国を拠点として、それぞれの地域のサプライチェーンをカバーしていくことが考えら

れる。

図 3 途上国を含む地域経済圏例

ASEAN

GCC

黒海経済
協力機構

アラブ・マ
グレブ連合

南部アフリカ
開発共同体

メルコスール
西部アフリカ
経済共同体

出所）野村総合研究所

2. 新興国事業における日本企業の課題

新興国市場は今後ますます重要になるが、日本企業は必ずしもグローバル化という点で

一般的に成功しているとは言いがたい。野村総合研究所が 2008 年 8 月に実施した「新興国
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市場における事業展開の現状に関するアンケート調査」1では、新興国市場における課題と

して、「販売網が構築できない」（31.6%）、「価格競争力が無い」（30.3%）、「戦略が明確で

はない」（30.3%）といった回答が多かった。

図 4 最重点国市場での事業展開で、問題に感じていること

31.6%

30.3%

30.3%
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19.7%

18.4%
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3.9%

0.0%

19.7%
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現地市場における価格競争力がない

現地市場をどのように攻めるか、戦略が明確でない

自社のブランドを確立できない

契約行為など現地の法制度面への対応に苦労している

現地の人材が定着しない、すぐやめてしまう

現地の人材が育たない、期待した成果が出ない

製品・サービスのラインアップを揃えられない

現地での人材の採用がうまくいかない

現地に供給する製品・サービスの品質が安定しない

現地市場にフィットした製品・サービスの開発ができな

い

安定的な物流網が構築できない

本社側で、どの国やどの顧客セグメントを攻めるべきか

の優先順位が明確でない

技術力の高いOEM先が見つからない

本社側で、当該新興国市場が重視されていない

その他
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その他

出所）野村総合研究所「新興国市場における事業展開の現状に関するアンケート調査」（2008

年 8 月）

販売網を構築できない理由で最も多く挙げられたのは、「販売する製品・サービスの知名

度が低い」（34.1％）ことである。また、製品の品質や価格が現地市場に見合わないことも

挙げられている（24.2%）。

1 実施時期： 2008 年 8 月 18 日～9 月 5 日、調査対象企業：３か国以上海外に展開し、うち１

か国が新興国である企業 1,017 社、有効回収数：103 社（回収率：10.1％）
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図 5 現地市場における販売網が構築できていない場合の理由

34.1%

24.2%

16.5%

6.6%

5.5%

2.2%

0.0%

17.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

販売する製品・サービスの知名度が低い

販売する製品・サービスの力（品質や価格）が弱い

よい提携相手が見つからない

販売店の条件（価格面）で折り合いがつかない

製品・サービスの特性が現地の商習慣になじまない

販売店の条件（販売支援のための人材派遣など）で折り
合いがつかない

販売金融面での支援体制が十分に組めない

その他

出所）野村総合研究所「新興国市場における事業展開の現状に関するアンケート調査」（2008

年 8 月）

このことから言えるのは、新興市場を取り込むことは極めて重要だが、そのためには相

手国の購買力や志向に合わせて、機能やデザインにメリハリをつけ、ニーズに合致した製

品を十分に手の届く価格帯で提供することが重要になる。日本企業は常に世界の最先端の

技術開発と、それに基づく製品開発を進めてきただけに、そのような、いわばマイナス発

想の製品投入にはあまり積極的になれないのが一般的である。しかし、この点の課題克服

が成功に向けての重要な鍵になると考えられる。

第 2 節 新興国市場におけるビジネス・モデルのあり方

先進国の市場が成熟化している中で、相対的に高い成長を維持すると見込まれる新興国

市場での売上拡大は、引き続き多くのものづくり企業にとって重要な課題となる。しかし、

新興国での販売は、高品質、高付加価値を維持しながら、現地の購買力にあわせた価格設

定が必要という点で、先進国向けの製品開発～販売戦略とは異なる取り組みが必要になる。

この課題に対する取り組みとしては、松下電器の中国における生活研究所のように、現

地ニーズを詳細に分析し、現地で重視される機能とそうでない機能を見極め、メリハリを

きかせた商品開発を行うことが必要になる。

また、既に自動車産業ではプラットフォームの共通化を進め、効率化を進める一方で、

プラットフォーム上の車の形状や内装などは各国市場の嗜好を踏まえた商品開発を行って

いる。プラットフォーム化まではできていないが、ソニー、パナソニックなどでは「新興
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国共通モデル」を投入し、低音重視などいくつかの新興国で共通するニーズに対応してい

る。

1. 機能や価格水準を落とさない新興国市場向け製品開発

新興国向けの製品開発の場合、現地の所得水準に合わせて価格を下げることがよくある。

そのために、先進国で販売しているモデルではなく型遅れのモデルを投入したり、先進国

モデルよりも機能を落とした製品を投入するケースが多い。

しかし、日本製品の強みは、「高い技術力」「高付加価値」「最先端」といった先進イメー

ジにあり、機能を落とした低付加価値の製品では韓国、中国、現地製品等との差別化が難

しい。このようなジレンマに対して、一部の企業では現地で最も重視する機能と重視しな

い機能を見分け、メリハリをつけることで、コスト削減と市場での訴求力向上を実現して

いる。

【事例 パナソニック：中国生活研究センター】

パナソニックは、上海に中国生活研究センターを設置し、2005 年 4 月よりくらし・住

空間分野や家庭電化分野を中心にしにした活動を開始している。メンバー9 人のうち 8 人

が中国人研究員である。

表 4 パナソニック 中国生活研究中心概要

名称 中国生活研究中心

設立 2005 年 3 月設立、同 4 月より活動開始

人員 9 名（うち日本人は所長 1 名）

事業概要 ①生活様式、マクロ動向情報収集・分析などの「マーケット研究」

②生活研究に基づく商品力強化に向けた商品コンセプト・機能の「提

案・検証」

現地の生活実態をよく調べた上で、現地仕様の製品開発を行っているが、重要なのは

単に価格を下げる、機能を下げているだけではないという点にある。現地の生活空間に

合わせて、必要な機能とそうでない機能、求められる設計構造などを明らかにし、メリ

ハリをつけてコストの削減と需要喚起を実現している。

例えば冷蔵庫（NR-C23VG1 型）では、300 件の家庭調査の結果、台所のスペースが限

られていることなどから、横幅がそれまでの 60cm では入りきらないことが明らかになっ

た。しかし、横幅を 55cm に抑えることで台所に入ることがわかったため、55cm の製品

を開発し、市場に投入した。この結果、特に価格を下げることなく販売実績を大きく伸
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ばしている2。

また、洗濯機ではダンパーをシンプル化した製品を投入した。日本では洗濯機を置く

場所は、床が木、コンクリート、プラスチックなどさまざまであるため、日本製品はあ

らゆる床に対応する設計となっていた。しかし、中国では床はコンクリートが殆どなの

で、振動を抑えるダンパーをシンプルにしたことで、コストを抑えている。一方、水の

硬度の違いを考慮し、製品の色も白ではなく高級感のある光沢色を採用するなど、現地

の細かい感覚やニーズに基づいた製品設計にすることで、「憧れの日本製品」としての付

加価値を維持した製品を販売している3。

図 6 中国市場向けに開発されたななめドラム式洗濯機

（中国向け） （日本向け）

出所）パナソニック HP より

【事例 LG 電子：インドの研究開発体制】

LG 電子はインド市場で最も成功した外資系企業の一つといえる。いくつかある成功要

因の一つが、現地市場に根ざした製品開発である。以下のその一例である。

テレビ：インドでは、連邦公用語であるヒンディー語のほかに、憲法で公認されてい

る州の言語が 21 もあり、日常生活上、地域によってそれぞれ違う言語が使われている。

このため、LG 電子のテレビでは、10 の言語のキャプション（字幕）が出る機能を搭載

した。

冷蔵庫：インドの家庭には使用人がいることが多い。LG 電子では、使用人が無断で冷

蔵庫を開けて中のものを食べないように、ドアに鍵をつけた。また、ベジタリアンが多

いため、野菜室の大きな製品を開発した。

洗濯機：インドでは今も民族衣装であるサリーを着ている人が少なくないが、サリー

2 大河原克行「幅を 5cm 短くした新発想が中国で大ウケ！ 冷蔵庫を 10 倍売ったパナソニック」

日経トレンディネット 2008 年 11 月 10 日掲載

（http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081107/1020685/?ST=yahoo_headlines&P=

1）
3 パンソニック現地法人へのインタビューに基づく。
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は薄い生地で出来ていることが多い。このため、洗濯機の羽が強いと破ける恐れがあっ

た。LG 電子では、洗濯羽の弱い製品を開発した。

図 7 インド市場向けに開発された製品例

出所）LG 電子インド HP より

対象国の市場を十分に研究するということは、販売戦略の基本である。しかし、日本企

業の海外展開は、先進国は市場として捉えてきたが、途上国は生産拠点として捉えるこ

とが多かった。このため、途上国を市場として捉え、調査をして把握するという点につ

いてはまだ取り組みが遅れている傾向がある。

野村総合研究所が実施したアンケート調査（前出）では、新興国市場に対する戦略を明

確に描けていない理由として、「現地における顧客の状況がよく判らない」（17.2%）、「現

地における競合他社の状況がよく判らない」（16.2%）、「現地に戦略を描くスキルを持っ

た人材がいない」（16.2%）といった回答が比較的多く挙がった。

図 8 新興国市場に対する戦略が明確でない理由
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出所）野村総合研究所「新興国市場における事業展開の現状に関するアンケート調査」（2008

年 8 月）
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今後は、新興国を販売市場として位置づけ、現地に根ざした市場調査と、日本本社の支

援も入れながら、販売戦略を策定していくことが課題となる。

2. 新興国市場におけるブランド認知向上の重要性

一般的には、日本製品は新興国市場においても、高い技術力、先進性などで広く知られ

ている。しかし、個々の企業にとっては、ブランド認知向上の努力をしなくても「日本企

業製品だから」という理由だけで購入されるほど、簡単な市場でもない。

例えば、野村総合研究所が2008年度にインドにおいて実施したアンケート調査結果では、

日本企業は「製品の性能が良い」、「技術が先端的」、「高品質である」といった評価では韓

国、アメリカ、中国、インド企業に比べて特に高い評価を得ている。

図 9 各国企業製品に対するイメージ
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出所）野村総合研究所「インド富裕層アンケート調査」（2008 年 8 月）

しかし、全ての日本企業がインド市場で高い評価を得ているわけではない。消費者は、

必ずしも日本企業を日本国籍と認識していない可能性もある。同じアンケートでは、複数

のブランドを挙げて、それがどの国籍の企業かを聞いている。

この結果を見ると、ソニー、ホンダ、パナソニック、東芝、トヨタは過半数の回答者が

日本企業と答えているが、それ以外の企業は日本企業という回答は過半には至らなかった。

消費市場でまだプレゼンスの低い企業は、日本企業としての認知度が低い。一方、キヤノ

ン、日立、ダイキンといった企業については、「韓国企業」と回答した割合も 20%前後あっ

た。これだけのグローバルブランドでも、インドでは必ずしも日本企業として認知されて
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いるとは限らない。

逆に、韓国企業である LG、現代、サムスンについてもそれぞれ 17～21％の回答者が「日

本企業」と回答している。

このことは、日本企業であるという事実に甘んじていては、日本企業一般に対するイメ

ージの高さの恩恵を受けることはできず、個々の企業が自社のブランドを高める努力をす

ることが必要であることを示唆しているといえる。

図 10 ブランド別国籍認知状況
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出所）野村総合研究所「インド富裕層アンケート調査」（2008 年 8 月）

3. 新興国市場向けの製品ラインナップ

インドのような新興国市場では、中間所得層が大幅に伸びているが、これらの階層は必

ずしも日本企業の高付加価値製品を問題なく購入できるほど、所得が高くはない。一方、

一般的に日本企業製品に対する信頼度は高いものの、「日本企業であれば売れる」というほ

ど安易な市場でもない。多くの広告宣伝を投入し、高付加価値製品としてのブランドを確

立しつつ、ボリュームゾーンの人々が「手の届く」価格帯の製品を投入する必要がある。

野村総合研究所が実施したアンケート調査（前出）では、価格競争力が弱い理由として最
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も多くあげられたのが「製造コストが高い」である（31.3％）。次いで、「現地のニーズレベ

ルに対して製品・サービスの仕様が高すぎる」が 25％となっている。

図 11 製品の価格競争力が強くない理由
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店棚コストなどを含む）
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含む）
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店棚コストなどを含む）
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者から受け入れられない
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その他

出所）野村総合研究所「新興国市場における事業展開の現状に関するアンケート調査」（2008

年 8 月）

しかし、各国別にローカル化を進めると、国ごとにモデルを変える必要が出てしまい、

多品種少量生産になってしまう。この場合、量産効果がききにくく、効率性が低下する懸

念が高い。この課題に対応するためには、グローバル共通の製品プロットフォームの導入

が必要になる。

例えば、ホンダが 2008 年 9 月に発売した新型シティは、フィットのプラットフォームを

使いながら、アジアで人気の高いセダンとしてのデザインに変更し、アジア専用車として

市場投入した。タイで生産し新興国（タイ、インド、中国など）において広範囲に販売し

ている。
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図 12 プラットフォーム化によるコストダウンとローカル化

フィットのプラットフォーム

新型シティ

先代シティ

Segment をアジア大とし、「ロー

カル化」「コストダウン」を両立

出所）野村総合研究所、写真は本田技研工業ホームページより

また、高付加価値製品としての日本企業のブランドを定着させるためには、先進国とし

て、また欧米とは異なる価値観・文化を持つ国としての日本のライフスタイル提案をする

ことも効果的である。

このような背景から、例えばパナソニック、サムスン、ソニーなどは幅広い商品ライン

ナップでライフスタイル提案を行い、全体として収益を上げている。

下図はサムスン電子のインドにおける製品ラインナップをいくつかの商品タイプに分類

したものである。液晶テレビ（LCD TV）や携帯電話などは、ブランドを牽引する看板商品

として、厳しい価格競争の中でもブランド投資をして販売している。

図 13 サムスンのインドにおける商品ラインアップ

①TV ②通信

③白物家電

CRTLCD 携帯電話

洗濯機冷蔵庫
電子
レンジ エアコン洗濯機冷蔵庫
電子
レンジ エアコン

ブランド認知

収益性

ブランド投資 ブランド投資

収益基盤

面で商品ラインをそろえる

出所）野村総合研究所の分析に基づく

しかし、同社の収益性を支えているのは、むしろ白物家電と見られる。インドの白物家

電は、機能・付加価値と価格帯の高低で市場でのポジショニングが明確になっており、参

入事業者は少なくは無いが、中国のような過当競争になっていない。また、デジタル家電
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は非常に単価が高額になるが、白物家電はインドの最近の中間層にも十分に手の届く価格

帯のものが多く、販売量も確保できる。

このため、白物家電である程度の収益を確保しつつ、それを原資として競争の厳しい、

しかしブランド認知度工場に寄与するデジタル家電のプロモーションなどに投資をしてい

ると推定される。

高付加価値製品に重点を置く企業が、幅広いラインナップをそろえるためには、新興国

向けミドルエンド製品については EMS（Electronics Manufacturing Service、電子機器の

受託生産を行うサービス）を活用することも考えられる。

しかし、野村総合研究所が実施したアンケートでは、新興国での商品供給を円滑にする

ため、現地企業に OEM 生産を行っているか、という問に対して、OEM 生産を行っている、

または行おうとしている企業が 25.8％であるのに対し、OEM を行わないとしている企業は、

60.7％となっている。

図 14 現地企業への OEMの実施状況

12.4% 6.7% 6.7% 60.7% 13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OEM生産を行っている

OEM生産を行いたいが、技術力等で満足できる相手が見つからない

現在は行っていないが、近いうちにOEM生産に移行する必要があると考えている

製品品質を維持するためにOEM生産は行わない

その他

出所）野村総合研究所「新興国市場における事業展開の現状に関するアンケート調査」（2008

年 8 月）

今後は、新興国市場に関する詳細な調査を行いつつ、各市場における最も効果的な商品

ポートフォリオのあり方を見極め、必要に応じて EMS の活用も含め、商品戦略を構築して

いく必要がある。

第 3 節 ものづくりの海外展開と分業体制の新展開

ものづくりが広く世界に展開するとともに、アジアなど新興国企業も競争力を高めてい

る。このため、日本企業の海外拠点は、品質水準は極力維持しつつも、コスト削減を実現

しなければならない。また、新興国市場の重要性が高まる中、現地市場向けの設計開発機

能を新興国に持たせる事例も出てきている。本節では、そのような事例を中心にとりまと

める。
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1. ASEAN 企業の国際展開と日本企業との競争

これまで、日本の製造企業の競合相手は、欧米や韓国企業など、一定の技術力を有する

国の企業が中心であった。しかし、途上国の中でも例えばマレーシアのように、既に「中

進国」（貧困状態は脱したものの、先進国水準からはまだ低い国）レベルに達している国で

は、これまでの日本からの技術移転などの効果もあり、現地企業の技術水準も向上してき

ている。

近年、例えば日本の完成車メーカーが東南アジアで「現地の非日系企業からの調達比率

を上げている」といったコメントを出す機会も増えているが、マレーシアの部品メーカー

から調達をしている事例なども含まれていると考えられる。

日本の有力部品メーカー（例えばデンソーなど）から見れば、まだ技術水準はさほど高

くないものの、現地調達比率を向上させ、コストを削減したい日本のセットメーカーの意

向に合致しており、このような比較的、技術水準の高いローカル部品メーカーの採用は今

後増えてくる可能性がある。

以下では、マレーシアの自動車部品メーカーで国際展開をしている企業の事例を取りま

とめる。

【事例 Delloyd Industries（マレーシア）：国際展開】

Delloyd Industries は、1983 年に設立された、100％マレーシア系自動車部品企業。

売上高（グループ全体）は 215,464,000RM（約 65 億円)（2007 年）。役員の Dato’Ir. Noor

Azmi Jaafar は、Proton Vendor Association のメンバー。自動車用ドアミラー、バンパ

ー、ドアハンドル、パワーウィンドウ部品等の自動車部品を製造・販売している。

Delloyd の製品は、プロトン、プロデュア、トヨタ、ホンダ、GM 等、日系企業も含め、

マレーシア内外の様々な自動車に納められている。売上の 15％程度は、純日系企業へ納

品しており、プロトン、プロデュア等も三菱自動車関係、ダイハツ関係として含めると、

日系企業への納入割合は 50％程度となる。また、輸出は 15％程度あり、インドネシアト

ヨタや中国日産、上海 GM などに輸出している。

今後は海外展開に力を入れる方針である。現在、中国、タイ、インドネシアには海外

現地子会社として生産拠点、中国には営業拠点（現地法人）を設置するなど海外展開も

積極的に進めている。

2. 東アジアにおけるさらなる分業体制の展開

日本企業の東南アジアでのオペレーションは、既に 40 年の歴史を持つ。特にタイなどは、

自動車や電気電子、一般機械などが立地し、一大産業集積が形成されている。また、ベト

ナムなども、低廉で質の高い労働力を生かし、チャイナ・プラス・ワンの追い風もあり、

日本企業の投資を多数受け入れてきた。しかし、これらの国では産業の急拡大に人材育成
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が追いつかず、人件費も高騰している。

このような状況を踏まえ、タイをマザー工場としつつ、ラオス、カンボジアに第二工場、

第三工場の展開を検討する企業も出始めてきている。かつては、ラオスのような山奥の小

国でものづくりを展開することなど、あまり現実的と考えられていなかったが、そのよう

な事例が出てきている。

【事例 ティー・エス・ビー社：ラオス工場の設立】

ティー・エス・ビー社は、1996 年創業の電子部品メーカー。2007 年のグループ売上高

は 53 億円、従業員数は 150 人。

2003 年にタイ・バンコクに拠点を設立すると、2005 年に上海と香港、2007 年にベト

ナム・ハノイに拠点を設立し、2008 年にはラオスに工場を設立した。ラオス工場は、タ

イとの国境から 5 分ほどの場所に立地している。従業員は 2008 年 6 月現在で 80 名。

ラオスの立地優位性としては、隣接するタイに7,000社の日系企業、ベトナムにも4,000

社の日系企業が進出しており、顧客との近接性を挙げている。そのほか、12 の立地優位

性を挙げている。

表 5 ラオスへの工場立地の優位性

1 東西回廊による物流の改善

2 人件費のメリット

3 人件費の UＰ率が少ない

4 人口は少ないが失業率が低く、まだまだ労働人口は充分 にある。

5 日本とラオスの政府関係が非常に良い（ODA は日本が最も多い）

6 ラオス政府は外資系メーカーに対し、10 年間の法人税 メリットを出している。

7 電力・水源が豊富であり、コストメリットがある。

8 タイとベトナムの間に位置し、大きな市場のサテライト 工場としての活用が可能。

9 タイ、ベトナムよりの電子部品・材料の供給が便利。

10 水害、地震等の自然災害の影響が少ない。

11 ラオス民族はベースが農耕民族であり、日本人と同じ 米文化であり、同意しやすい。

12 歴史的に日本との大きなトラブルはなく、国民の対日 感情が非常に良い。

出所）TSB 社プレゼンテーション資料より

同社によれば、日本企業が中国からのリスク分散を進めてきた結果、タイやベトナム

で操業する日系企業を相手とした部品供給の事業機会が増えてきており、人件費の安い

ラオスでの生産には十分にメリットがあるという。

ラオスはインドシナ半島内陸部に位置する、人口 600 万人程度の小国である。人口規

模に対して国土は南北に長く広がっているが、多くは山岳丘陵地帯である。これといっ
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た近代的産業の基盤も無く、日本企業の進出はほとんどなかった。

しかし、上表の１でも指摘されているが、東西回廊などメコン流域の広域開発が進ん

だ結果、タイやベトナムと比較しても廉価な労働力に目を付けられ、タイやベトナムの

分工場的な位置づけで注目されつつある。

図 15 メコン流域における経済回廊構想

出所）産経新聞

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/071231/plc0712312344006-n2.htm

ラオスに工場を設立し、タイ工場の衛星工場のような位置づけでローコスト・オペレ

ーションを展開し始めたのは、日本企業では山喜というアパレルメーカーが嚆矢であっ

た。同社は、ラオス語がタイ語に非常に近いことに着目し、タイ工場で経験豊かなタイ

人材をラオス工場の監督者として派遣し、日本人駐在員を置かないオペレーションを展

開している。

今後はこのように、必ずしも日本人が駐在しない形で、既に東南アジアの拠点で経験

を積んだ、信頼のおける人材を登用し、第三国にローコスト・オペレーションを展開す

ることで、アジアにおけるさらなる分業体制の展開が進展する可能性がある。

なお、ロシア・東欧地域においても分業体制を進化させている事例もある。日本企業で

はないが、参考までにサムスン電子のテレビ生産体制について以下にまとめる。

サムスンはスロバキア西部のガランタ（Galanta）に薄型テレビの欧州最大規模の工場（生

産キャパシティは 150 万台程度）及びヴォデラディ（Voderady）に液晶モジュール工場（32

～52 型パネル生産）を持つ。液晶モジュール工場は、ガランタの薄型テレビ組み立て工場、

スロバキア国内のソニーのテレビ工場などにパネルモジュールを供給している。

一方、同社は 2008 年 8 月、ロシア・カルーガ州ボロフスクの工業団地（モスクワ南西
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85km）に約 150 億円を投じて、従業員数 1,000 人、デジタルテレビ 220 万台の生産キャパ

シティを持つ工場を設立した。このカルーガ工場設立に合わせて、カリーニングラードで

のテレビ生産を終了させるとしている。また、この拠点は、ロシア国内はもとより、CIS

諸国市場へと製品を供給する生産拠点になるとのことである。

図 16 欧州・ロシアにおける生産分業体制

ロシア国内

旧CIS諸国

西・中東欧
諸国

部品供給

部品供給

出所）野村総合研究所

デジタル家電、特に液晶テレビは価格競争が激しくなる中で、ある程度、市場に近い場

所で生産を行なうとともに、生産量を確保することでコスト削減を進めることが競争力を

維持していく上で極めて重要である。

東欧地域は西欧、日本、韓国企業などが短期間に相次いで工場投資を行なった結果、既

に 2006 年秋ごろには労働需給が逼迫していた。国全体で見れば一定の失業率があっても、

地域間の労働移動が極めて少ないため、工場適地では常に人が足りず、チェコの工場に派

遣するワーカーがスロバキアから集められるなど、東欧地域全体で人手不足状態になって

いた。

スロバキア・ガランタ工場を主に西欧や中東欧市場向けの工場とし、ロシア・カルーガ

工場をロシア・CIS 向けの向上とすることで生産能力を拡大する、スロバキアで組み立て

た液晶モジュールもこれら工場に供給することで高稼働を維持する。そして、それぞれよ

り市場に近い場所から出荷することで物流コストを削減する、といった形で分業体制を構

築し、競争力を向上させている。
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新興国の中には、ロシアのように生産拠点としてよりも市場として先に注目された国が

あるが、市場としての規模が大きくなるにつれて、市場に近い場所での生産も視野に入れ

る必要が出てくる。その際、例えばロシアであればロシア国内だけで部品から完成品まで

を生産するのは、必ずしも現実的ではない可能性があり、国際的な分業体制の構築を検討

する必要がある。

3. 工作機械の設計現地化の動向

工作機械の海外生産は増えている。供給先の市場で生産するということを目的として、

最近では特に中国での生産量が増えている。設計に関しては、基本設計は日本で行い、顧

客個別対応の設計変更は現地で行うパターンは増えているが、基本設計から現地で行うと

いうケースについてはまだ少ない。しかし、大手を中心に設計機能の現地化の動きの兆し

が見られる。

【事例 ヤマザキマザック：米国における現地設計・現地生産】

各地域のマーケットニーズの取り込みは大手各社で行ってきたが、ヤマザキマザック

は顧客のニーズを的確に設計に反映させるためには、顧客のいる現地で設計を行うこと

が必要であるとの認識を得た。このため、米国では米国人の設計者が行うのが最良であ

ると考え、米国で完全に設計を行っている。マザックは 2008 年 9 月シカゴで行われた

IMTS（世界工作機展）2008 において米国設計の工作機械を発表している。

米国では韓国や台湾勢が低価格攻勢をかけてきているが、マザックは生産性の高さを

重視した工作機械で対抗している。価格が高くなる点は、開発設計の現地化によって顧

客志向の製品を実現して「売れる製品」を作ることでカバーする。今後、この様な取り

組みが増えていく可能性はある。（日本工作機械工業会ヒアリングより）

【事例 ヤマザキマザック：シンガポールにおける現地設計・現地生産】

ヤマザキマザックのシンガポール拠点で生産している小型 CNC 旋盤は、日本を含めた

他の拠点では生産していない。これは人件費が安く、比較的技術力が備わりつつあるシ

ンガポールで一括して生産する方が効率的であると判断しているためである。機器の開

発・設計は基本的に日本で行っている。シンガポールでは生産設計を中心に行っている

が、8 インチの CNC 旋盤はシンガポールが主体となって開発した。CNC 旋盤に関して

は、引き続きシンガポールが主体となった開発が増加していくことになると想定される。

これは、コスト的に日本での生産が見合わないためである。

「将来的には小型 CNC 旋盤だけでなく、アセアン・インド市場用のマシニングセンタ

ーまでを含め、設計の一部もシンガポールで行っていきたい。」（ヤマザキマザックシン

ガポールヒアリングより）



23

【事例 森精機：24 時間の設計体制による時間短縮例】

森精機は日本と米国に設計拠点を設け、その時差を利用した 24 時間設計体制により設

計時間の短縮を図っている。（日本工作機械工業会ヒアリングより）

工作機械は日本のものづくりを支える重要セクターであり、設計開発のような重要な

機能はこれまでは日本中心で事業を行ってきた。今後も各社のコアとなる技術開発は日

本を拠点として展開されていくと見込まれるが、コア技術をもとにした応用技術につい

ては、現地化が進むものと考えられる。

以上が近年の国際分業の特徴である。アジア諸国も市場として、また生産面でもライバ

ルとして成長してきており、そのような構造変化に合わせて、日本企業の国際分業もより

高度化していくことが必要になっている。

第 4 節 海外におけるものづくり技術・技能の維持向上

ものづくり産業は、欧米韓国企業との競争だけでなく、それ以外の途上国企業との競合

も激しくなってきている。このため、現地におけるものづくり技術や技能の維持向上、製

品や生産工程のブラックボックス化、模倣品への対応が重要な課題となってきている。

1. 海外におけるものづくり技能の向上

日本のものづくり産業の代表的なセクターが自動車産業であるが、自動車は国内生産の

伸びが鈍化する一方で海外生産が増加している。例えばトヨタ自動車は、2000 年に入りグ

ローバル化が急速に進展し、2007 年には海外生産が国内生産を超えた。（海外生産は 1995

年は 34%の 154 万台、2001 年 37%の 193 万台、2007 年には 431 万台で 50.4%）

トヨタに代表される急速な海外生産は日本の製造業企業の生産現場に二つの問題を引き

起こす。①国内生産拠点への負荷増大、②品質確保に対する懸念である。

急速に海外生産が進み、新設、増設される製造ラインに従事する現地従業員の技能は国

内工場から見ると熟練度に劣るケースが多い。このため、新しい製造ラインの立上げのた

びに、国内の技術者や作業員が海外に応援に向かう事になる。国内は高齢化で熟練工が不

足し、また、期間工が増えるなどで現場は逼迫していた。これに加えて、海外からも応援

を求められると、国内の生産ラインは早々に疲弊してしまう。

更に、海外のラインが立ち上がっても、通常、オペレーション能力はまだ低い。このた

め、比較的安定した作業しか出来ない。そこで市場の需給変動などによる、生産調整の影

響は日本で吸収していた。例えば、一般に工場では生産計画によってタクトタイム（製品

１個当たりの標準作業時間）を調整する。増産時には従来 60 秒で流していた作業を 50 秒
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で流して、作業員を 1 人余分に入れるなどの対応もある。このほか、部品の投入などにも

協力工場との調整が必要になる。このような変更に耐えられるのは高いオペレーション能

力を持った日本の現場ぐらいである。この結果、海外の工場は安定的に生産し工程の変更

は少なく、日本の現場がこの負荷を吸収するしかない。

また、技能の熟練度が低いだけではなく、ものづくりに対する考え方、風土が全く異な

る環境の国・地域にも海外工場はある。この場合、国内生産と同レベルの品質を維持でき

ないことも懸念される。

このような懸念を解決するために、トヨタを始めとした幾つかの企業は、今世紀に入っ

てから、国境を跨いだ技能伝承、理念の共有ということを行なってきた。その先進的な事

例としてトヨタとデンソーの二社のケースをここでは参考にしてみたい。

トヨタでは、北米やタイ、インド工場の立ち上げの際に、日本からの支援を極力減らす

形で、現地の自律性を高める試みを行なっている。これを担保するために、グローバル生

産推進センター（GPC）を設置し、全世界共通の教育プログラムやマニュアルを設定し、

研修期間半減も可能にした。また、GPC はタイなどにも拠点を設置し直接の指導を可能に

している。

【事例 トヨタ自動車：海外工場自立化の取り組み】

トヨタでは 2000 年以降、急速なグローバル化に対応するため海外工場の自立化を支援

する体制を整えてきた。

従来は工場ごとに TPS（トヨタ生産システム）を推進し、他の工場と競わせていた。

そして、海外の工場は国内工場を親工場として、指導・支援を受けていた。

生産ラインを立上げ時や、何か不具合などが発生し現地で解決できない際には、日本

の親工場の技術者が海外工場に出張し支援してきた。

しかし、国内工場では海外展開が拡大するほど、人材をとられる事になり、負荷が増

大した。逆に海外工場にとっても問題が出てきた。生産工程での作業は、ベースはどの

国内工場でも同じだが、標準化が進んでいると言われるトヨタでさえ作業の細かな手の

動かし方などでは工場ごとに相違がある。海外工場では立上げ当初は親工場のやり方を

学ぶ。そのうち、親工場が扱わない車種を生産する場合、別の国内工場の支援を受ける。

その際に、こういった細かな動きの差異が混乱を引き起こす可能性がある。また、これ

までは日本で量産前試作を行なった後、海外で試作を行なうが、その際には技術力の違

いからスムーズに立ち上がらず、海外生産分の設計変更を求められる非効率があった。

これらの問題点を解決するために、教育の仕方、支援の仕方、立上げの仕方を変える

ことになった。そのための施策の一つがグローバル推進センター（GPC）である。GPC

の目的として、①海外の現地採用従業員の技能習得をより効率的、スピーディに行なう。

②海外生産ラインの立上げのための量産前試作（号試）の支援、などがある。
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表 6 トヨタ自動車 グローバル生産推進センター概要

名称 グローバル生産推進センター（GPC）

設立 2003 年 7 月

事業概要 1. 海外生産拠点を支援する出向者や，各生産拠点で現場を指揮・指

導する管理/監督者に対する生産技能の教育

2. 世界各地に生産拠点でこれまで個別に実施していた動的な量産試

作の合同実施

組織 本部：日本の元町工場内

海外：米（NAPSC：米国）・欧州（E-GPC：英国）・豪亜（AP-GPC：

タイ）の 3 拠点

＜研修について＞

GPC は海外工場からはトレーナーを研修生として受け入れ、技能研修を行なう。ここ

では基本知識の教育とイメージトレーニングを導入部で学び、実技として基本技能訓練，

要素作業訓練，標準作業訓練と進む。この訓練ではビジュアルマニュアル（VM）が利用

されている。これは約 3,000 種の技能の研修過程を編成したものである。塗装工程であ

れば、スプレーガンの持ち方（人さし指と中指を引き金に添える）や、スプレー吹付け

時の最適姿勢に始まり、距離やスピードまで多岐にわたり最適な方法が規定され、短期

間で誰もが一定の技能を修得可能にしてある。

海外工場から来たトレーナーはこのGPCで研修を受けて、技能と教え方を学ぶ。更に、

この VM も持ち帰るため海外工場で非常に効率的に教える事が可能になる。現在はこの

技能研修に加えて、管理者としての部下への対応などの研修も行なっている。更に、ア

メリカ、イギリス、タイに支店を設けて、そこでの支援も行なっている。

＜量産前試作の支援＞

量産前試作ではグローバル号試（量産前試作）を実施する。GPC に海外工場の人を集

め、海外での試作要件を入れて、実地に試作を行い作業手順書まで作成する。このため、

GPC に集まった人だけではなく、海外の一般の作業員も実際の試作前に現場で訓練し作

業に習熟する事が可能になった。

更にトヨタがこれまでに設計・開発・生産準備段階で使用していた V-COMM と言うシ

ミュレーションを利用し、GPC 内部でシミュレートする。更にこの V-COMM は海外と

も連動するため、海外工場にいながらにして部品の組み付け方などが確認できるように

もした。これにより、海外出張に行かずとも国内工場から量産立上げのための支援がで

きるようになった。
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図 17 トヨタグローバル生産推進センターの海外展開状況

出所）トヨタ自動車 Annual Report 2008

＜効果の検証＞

GPC の設置などの海外工場の自立支援の仕組みは非常に大きな効果が出たと評価され

ている。

■研修そのものに対する効果の一例：

・ 教え方が標準化されたため、GPC の講師が教える事の出来る受講生数が従来の研修

制度の 6~10 倍になった。

・ 従来 4 週間必要だった研修期間が 2 週間で済むようになった。

■生産ライン立上げに対する効果の一例：

・ 2006 年に TMMK（USA）工場がカムリの生産ラインを立上げた。この時の国内工

場からの支援では、海外出張はゼロであった。

・ 2007 年の TMUK（イギリス）でのカローラの立上げは 2002 年当時の生産ライン

立上げの支援工数の約半分程度で済み、海外出張も 1/5から 1/10程度に削減できた。

・ 2004 年にタイのバンポー工場立ち上げにあたり新規採用した 700 人を同じタイの

サムロン工場が親工場として教育。日本からの支援者を従来の 1/10 程度に抑えた。
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【事例 デンソー：”デンソースピリット”によるものづくり DNA の共有4】

デンソーでは 60 年代、70 年代入社の社員が退職し、また、海外展開が進む中、創業時

のデンソーのものづくりの理念が社内に希薄になり、品質と信頼性が内部から瓦解する

危機感を感じた。言わば「ものづくり DNA」とも言える「デンソースピリット」を現場

に浸透させる運動を 30 カ国 10 万人の規模で大々的に展開している。これは生産性、品

質向上にも目に見える形で寄与している。

デンソーは 2005 年から自分たちのものづくりに対する考え方、組織風土を「デンソー

スピリット」としてまとめ、全社員で共有する仕組みを作り実践している。製造業企業

にとって大切な「ものづくりの魂」とでもいえるものを確りと継承していくことが目的

である。

＜背景について＞

この取り組みの背景としては、第一に、第一世代（1960～70 年代に入社･成長した

人たち）が退職を迎えること、そして、②派遣社員などプロパーでない社員が急増し

ている、③BRICs などへの海外展開が進むが、海外デンソーに入社する人達は０次世

代で、そこを指導するのは創業の苦労と発展過程を知らない第 2・第 3 世代である。

このような時代の推移と戦線の急拡大の結果によりマネジメントに揺らぎ（危機感）

が出てきた。このため、共通の価値観を今のうちに作っておかないと、デンソーが築

いてきた品質や信頼が損なわれるのでは、と言う危機感を持っていた。

＜デンソースピリットの共有の活動＞

デンソースピリットは「先進」「信頼」「総智・総力」の三つのキーワードをコアに、

先進は「先取」「創造」「挑戦」、信頼は「品質第一」「現地現物」「カイゼン」、総智・

総力は「コミュニケーション」「チームワーク」「人材育成」と言う各 3 つ、計 9 つの

キーワードにまとめている。

この言葉を如何に伝えるかが重要である。キリスト教の伝播活動をモデルとして、

トップダウンではなく、「語りと共体験によって互いに学びあう」仕組みを導入した。

そのためには、人の心に入りやすくするために、「内省」と言う人の心に最も訴えるや

り方として「物語」形式で伝える手法を選択した。

9 つのキーワードごとに、デンソーで過去に行なわれた成功や失敗事例を物語として

ケース・スタディーにしている。例えば品質第一のページでは、「お客様は 1 台の車し

か買わないのだから、その 1 台が何十台のうちの 1 台であろうと、良品でなくてはな

らない」と言うフレーズを紹介している。そして、具体的な事例として「納品先から

4 本項の内容は、リクルート HC ソリューショングループ『感じるマネジメント』（英治出版）

を参照している。



28

部品不良の連絡があった時に、デンソー社員がすぐに駆けつけて、既に組み立てが済

んだ 4,000 台の車を 1 台 1 台点検し、信頼を勝ち取った」エピソードを紹介している。

これは冊子やビデオの形にして、13 カ国語に翻訳されグローバルに共有できるように

した。

次に、この語りや共体験を推進する仕掛けとして、世界各地で「プロモーター」を

育てた。現場への影響力が高く、問題意識も高い人物を選抜し、ワークショップを実

施。単なるデンソースピリットの説明・訓話ではなく、過去の伝説的な仕事のストー

リーをビデオなどで紹介した上で、その後で参加者の経験の中から日常の業務中でど

のようにデンソースピリットが生きているのかを皆で語りあう。いわば自分の中のデ

ンソースピリットを見つける作業とも言える。こうしてスピリットを再認識、共有し

たプロモーターが、自らの拠点のマネージャやメンバーに対してデンソースピリット

の展開を行なっている。

また、これと同時に社員のモチベーションのサーベイを、全社員 3 万人を対象に行

い、スピリットを認識後、理解し、実践しているかを確認する。社員全員に対してア

ンケート形式で行った後、結果を現場の長に対してフィードバックする。これを基に 2

時間の職場内ディスカッションを強制している。これは、職場での生産性に配慮して、

年度初めに経営企画とその予算についてネゴをしてあり、その分の費用は会社が見る

と言う形になっている（これにより会社としての本気度を暗黙に示す形となっている）。

＜成 果＞

このデンソースピリットは「デンソースピリットによって～～が改善された、できる

ようになった」を期待する活動ではなく、グローバル全員がデンソースピリットを体現

している事が目的である。このため、公式にデンソースピリットの効果を生産性と結び

付けて測定をする事はしていない。

・ 現在、各地でスピリット共有のための地道な活動が定着しつつある。その実例として

はスピリットを実行した拠点の従業員を表彰したり（米国アーカンソー州）、

・ 写真入の従業員の取り組みを紹介した大きなポスターを工場に掲示（米国ミシガン

州）。

・ スピリットを基に部門の行動指針を策定し、毎昼休み後に行動指針に関する自身のエ

ピソードを共有。（日本法務部）

上述の法務部では行動指針はできて当たり前になりつつあり、それを前提にしたレベル

の高い会話が可能になったなど（日本 法務部）という効果も上がっているようだ。

一方で、目に見える成果としては改善提案が前年比 5%伸びたという報告もある。（下図）
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図 18 デンソースピリット導入の効果

出所）日経情報ストラテジー（2008/1/6）

以上、トヨタとデンソーの取り組みをみてきた。日本の製造企業の強みは、高い技術力

とともにものづくり現場の作業員の高い能力による部分が大きかった。国際展開が進み、

海外市場での販売が増えると共に海外生産も増えているが、このような現場での高品質要

素を維持・向上させていくことが、今後も国際競争力を維持していく上で重要な課題とな

る。

2. 模倣品に対する日本企業の対応

海外、特に新興国における模倣品対策は、依然として重要な課題として残っている。対

策の基本は、あくまでも財産権の保護手段を講じ、明確な侵害に対して断固とした態度で

挑むということにほかならない。近年の事例としては、以下に示すような取り組みが見ら

れる。

表 7 最近の模造品対策事例

企業名 対策内容

対象部品 オイルフィルターやスパークプラグ等の消耗部品。

トヨタ自動車
対策

①啓発活動（DVD の作成や模倣品と本物の比較展示、キャ

ンペーン広告の展開）

②摘発（現地事情に詳しい調査会社と連携し、取り締まりの

標的選定や証拠集めを任せる）
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日産自動車

欧米と中国の研究開発拠点に知的財産権保護の担当者を置き、IP ミーティ

ングを半期ごと開催し、主要拠点で情報共有する。また、模倣品の監視で

は中国や中東、アジア販売部門などと本社の連携を強化。

ホンダ

中国、アジア大洋州、欧州、北米、南米の各事業統括会社へ本社知財部門

の支援体制を強化。同時に各事業統括会社の知財担当と営業、技術研究所、

現地弁護士が連携し、模倣品を早期に確認し鑑定を迅速に行う仕組みを整

える。

ヤマハ発動機

「YAMAHA」の商号を付けた二輪車を製造し、グループの販売会社などを

通じて販売していた中国の二輪車メーカーグループを提訴し勝訴、損害賠

償金の約 830 万元（約 11,000 万円）を全額回収した。

対象部品
真空ポンプ用モーター内の「サーマルプロテクター」と呼ば

れる電子部品
ウチヤ・サー

モスタット

（電子部品メ

ーカー）
対策

ウチヤ製のサーマルプロテクターは米国の品質認証機関「ア

ンダーライターズ・ラボラトリーズ（UL）」の認証を受け

ていたため、UL 事務局に報告。模倣品を市場から締め出す

ことに成功。ただし、相手が内需型企業では UL への訴えで

は効果は期待できない。

対象部品 クラッチ（アフターパーツとして海外での流通量が多い）

エクセディ

（クラッチ大

手）
対策

①商標の保護（ロゴを一本化し、ロゴと新装となったパッケ

ージ全体を商標として各国に出願）

②ラベルの工夫（パッケージにレーザーで直接ラベル部を印

字し、模倣しづらくした）

③模倣品の摘発（展示会などで模倣品があると、その場で模

倣品を扱わない旨の誓約書にサインさせ、購入先も警察に摘

発を行うよう要請）

④啓発活動（販売店を集めセミナーを行う）

出所）新聞報道等をもとにとりまとめ

特許庁の「平成 19 年度商標出願動向調査報告書―マクロ調査―」では、グローバル企業

の国際的な特許出願動向について、事例に基づいた興味深い調査結果が掲載されている。

2002 年～2006 年の期間に日本、米国、韓国、中国、イギリス、フランス、ドイツ、スイ

ス、イタリア、インド、インドネシア、タイ、台湾、ブラジル、ベトナム、香港、マレー

シア、ロシアの 18 カ国へ出願または公告し、その合計件数がそれらの国の出願または公告

上位 100 社に含まれる国数の合計国数が 4 カ国以上ある企業を「グローバル企業」として

定義した。そのような定義に該当する企業は 56 社確認された。

56 社の内訳は、多い順に
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米国企業 20 社

日本企業 14 社

ドイツ企業 6 社

スイス企業 5 社

イギリス企業 4 社

その他 7 社

となっている。

なお、日本企業として含まれているのは、上位 100 位出現国数の多い順に、サンリオ、

ソニー、コーセー、松下電器産業（現パナソニック）、NEC、ソニーコンピュータエンター

テインメント、スクウェア・エニックス、花王、コナミ、NTT ドコモ、シマノ、ヤマハ、

ファイブフォックス、資生堂であった。

これらの企業の世界各国、特に新興国での商標出願状況について、自国での出願数を 100

とした指数でみたのが次の図である。

図 19 グローバル企業の出願人国籍別出願状況

（注）自国への出願・登録・公告件数を１００として換算
・先進国は出願件数、但し、中国は公告件数で換算した。

グローバル企業の出願状況 ・新興国は公告件数で換算した。
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100 12 2 1 2 2 2 9 13 6 1 3 3 5 14 4 2 10 6 1

18 100 11 7 9 12 11 14 21 21 2 24 11 14 20 31 11 16 13 8

33 129 100 6 16 15 46 13 37 54 44 50 37 30 24 48 34 32 39 15

11 89 4 100 7 9 10 13 8 44 51 33 14 17 23 37 2 20 17 3

39 149 5 4 100 5 25 51 19 122 63 47 28 53 81 122 1 71 41 4

25 133 18 43 24 100 59 59 22 74 61 60 26 40 43 97 5 36 38 20

2 2 1 45 3 8 13 1 100 21

出所）特許庁の「平成 19 年度商標出願動向調査報告書―マクロ調査―」
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日本企業や米国企業は母数が多いため、出願数の絶対数は多いと思われる。しかし指数

で見ると、ドイツ、フランス、スイスなどの企業が新興国においても幅広く出願している

のに対して、日本企業の出願は限られている。

今後、日本企業が新興国を市場として活躍していく中で、知的財産権を犯されること無

く事業展開をするためには、商標などの出願戦略を検討することも必要になろう。

一方、アジア企業等との競合に直面する日本企業の中には、技術や技能をブラックボッ

クス化することで、技術・技能の流出を防止する例も増えている。ここでは、典型的な事

例として YKK を取り上げる。

【事例 YKK：ファスナー製造装置の内製化による技術流出対策5】

YKK は世界最大のファスナーメーカーとしてアパレルメーカーやかばんメーカー

（NIKE、GAP、ルイ・ヴィトンなど）にファスナー、ボタンなどを供給している。世界

シェア 45%、日本でのシェア 95%と圧倒的なシェアを誇り、二位以下との規模の差も圧

倒的である。しかし、低価格のアジアメーカーとの競争も激しい。このため、同社では

徹底的な技術管理を行なっている。そのハード面での取り組みが製造装置の内製化であ

る。

同社は顧客のアパレルメーカーやかばんメーカーがグローバルに展開している為に、

日本の製造業企業の海外展開としてはかなり早期の 1959 年から海外展開を始め、現在は

世界 70 カ国あまりに製造販売拠点を展開している。しかし、一部の消耗品を除いて製造

装置は原則として全て日本の自社工場で生産している。その規模は年間 2,000 台にも及

ぶ。

この製造装置にファスナーの生産技術を体化しブラックボックス化し、他社ではこの

生産装置なくしては YKK の高品質なファスナーを模倣する事は困難な仕組みを築き上

げた。

YKK のライバルとなる台湾、韓国、中国のファスナーメーカーも低価格を武器に成長

はしている。しかし、その生産設備は欧米製の機械を改良、コピーしているに過ぎない。

YKK の製品をリバースエンジニアリングしてその仕組みがわかったとしても、YKK が

内製する製造装置なくして YKK 製品と同じ質のものを生産することは出来ないように

してある。更に、この製造装置はモジュール化、電子化を行い、万が一、装置ごとライ

バル企業の手に渡ってもそこから製造装置を再生産は困難なようにしている。

5 参考資料：日経 BP 知財 AWARENESS（2005/7/3）「リスク管理を重視した知財戦略を展

開」、週刊エコノミスト(別冊)（2004/10/11）「世界企業・YKK の強さ」、日本貿易振興

機構（2006/3）『中国におけるビジネスリスクの高まりと対処法のケース・スタディー』、

日経ビジネス（2007/1/15）「YKK 知られざる「善の経営」」
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また、中国などでは社外の人の工場見学を原則禁止（日本では産業観光として事前予

約制で工場見学に一般観光客を募っている）にしたり、透明だった安全カバーガラスを

曇りガラスにしたり、制御システムであるシーケンサーを自社製造にしたりなどの工夫

をこらし 、徹底して製造技術の流出する機会をつぶしこんでいる。更に最近では、ライ

ンレベル、工場レベルでのブラックボックス化を進めており、模倣困難性を高めている。

海外市場、特に新興国においては、今後も引き続き模倣品対策など知的財産権の確保と

技術流出への対抗策が課題になると考えられる。

第 5 節 内需型産業のクロスボーダーM&A

昨今の日本から海外へのクロスボーダーM&A 案件の件数は増加傾向にある。バブル崩壊

により 1993 年に一度底を打った後、長期増加傾向にある。

レコフによれば 2008 年の IN-OUT 型 M&A 件数は 377 件（グループ内 M&A を除く）。

うち、内需型製造業（食品、窯業、農産物、印刷、紙・パルプ）は 18 件である。

米国発の金融危機による世界的な不況が深まる中、グローバルプレイヤーは不採算事業

や本業とのシナジーの小さい事業の見直しを進めている。親会社の経営状況が厳しくなる

中で、親会社が手元流動性を確保するために、不採算事業の切り離しを図る動きも見られ、

売却案件が発生しやすい状況にある。

一方で、相対的に財務状況が健全な日本企業は円高による購買力の上昇も背景にしなが

ら積極的な買収姿勢をとりやすい状況にある。特に内需型産業にとっては、国内市場の成

熟化から長期的な市場の成長は期待しにくく、海外市場に活路を求めざるを得ない状況に

ある。欧米のグローバル企業に対抗するためには、ゼロから開拓していくのではなく、M&A

により一挙に海外市場を手中に収めようとする。

業種的には内需型産業の中でも特に食品・飲料分野での取組が進んでいる。特にビール・

飲料業界では活発な M&A が行なわれている。国内二強のアサヒビール、キリンビールでも

世界シェアではキリンが 13 位、アサヒが 15 位程度（出所：日経市場占有率）と見られて

いる。世界上位との差は大きいために、その差を縮めるため、海外市場での M&A により一

挙に規模を拡大する戦略に出ている。

一般に M&A の狙いとしては①販路・ブランドの確保、②供給能力の確保、③製品・技術

の獲得、④原料の安定供給確保、⑤技術、経営への管理強化などの目的がある。飲料・食

品分野での取り組みとしては、主に販路・ブランドの確保と言う側面が多く、それに加え

て現地での生産能力の取組が多い。

M&A は時間を買える半面、M&A 後に自社と買収先の組織や戦略の融合が必要になる。

クロスボーダーM&A では異文化の組織と市場への取り組みと言う事でこの経験の有無が
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顕著に影響し、買収側の経験や力量がより強く問われる。このため、積極的なクロスボー

ダーM&A を進める企業は、内需型産業とは言え比較的海外展開が進んでいる企業に集中す

る傾向にある。

図 20 In-Out 型 M&Aの件数推移（全産業・報道ベース）

In－Out M&Aの件数推移（全産業・報道ベース）
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出所）MARR2009 年 2 月号「2008 年 M&A 全データ」

表 8 2008 年の内需型産業 M&A報道一覧

産業/事業
買収企業/被買収企業

（国・地域）
説明

買収

目的

食品/

乳製品

キリン HD/

デアリーファーマーズ

（オーストラリア）

豪乳業 2 位の酪農協同組合の買収。生乳

の安定調達による収益性向上を図る他、

全乳製品分野でのブランド獲得による

販売拡大が目的。

①④

食品/飲料

アサヒビール/キャドバリ

ー・シュゥエップス・オース

トラリア（オーストラリア）

豪州市場シェア 2 位の清涼飲料メーカ

ーを買収する事で豪州市場での飲料事

業を固める。

①

食品/飲料
サントリー/フルコア

（ニュージーランド）

ニュージーランド、オーストラリア市場

で大きなシェアを持つ栄養炭酸飲料大

手を買収。同社の「V」ブランドは NZ

でのトップリーダー。アジア太平洋地区

での清涼飲料の販売拡大を図る。

①
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食品/リキ

ュール

サントリー/モーツァルト・デ

ィスティラリー（オーストリ

ア）

従来も同社のリキュールの輸入販売を

行ってきた。今後、中国、韓国、豪州、

ロシアなどでの販売拡大を目指す。ま

た、ﾓｰﾂｧﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾃｨﾗﾘｰの販路を活用して

サントリー製品の拡販を目指す。

①③

食品/調味

料

ミツカン/インペリアルブラ

ンド（アメリカ）

米国子会社を通じて米国のインペリア

ルブランド社からエドモンドブランド

で展開する食酢、クッキングワイン部門

を譲り受け、米国のクッキングワイン事

業への参入を果たす。

①③

食品/健康

食品

キッコーマン/アレジー・リサ

ーチ･グループ（アメリカ）

ｱﾚｼﾞｰ･ﾘｻｰﾁは西海岸を中心に医師経由

で健康食品を販売する。東海岸に既に合

弁企業を有しており、全米の健康食品市

場での販売網を整備する。

①

食品/冷凍

食品

ニチレイフーズ/煙台北海食

品（中国）

5%の資本参加を行い、今後 10%まで高

める。煙台北海食品はニチレイの既往取

引先の一つだが、資本参加を通じて農薬

管理の指導など、食の安全安心で連携を

図る。

⑤

食品/即席

麺

日清食品/アングルサイド

（ロシア）

ロシアの即席麺マルベンフードセント

ラルの持株会社であるアングルサイド

に資本参加。今後、連結決算に取り込む

一方で、アングルサイドの持つ販売網を

通じて自社製品の販売も図る。

①②

窯業/セメ

ント

太平洋セメント／アイミック

ス（アメリカ）

アリゾナ州フェニックス中心に展開す

るアイミックスの生コンクリート、骨材

生産販売事業の事業資産を譲り受けた。

太平洋セメントが持つアリゾナ州のセ

メント工場の安定的出荷先を確保する

狙い。

①

窯業/セメ

ント

太平洋セメント/ユニオン･ア

スファルト

（アメリカ）

太平洋セメントの米子会社 CPC による

買収。ラスベガス付近の建設需要に向け

て生コンクリート等川下事業を強化。買

収により生コン工場 5 つ、採石場 3 つを

取得する。

①②

窯業/セメ

ント

三菱セメント/ロバートソン･

レディ･ミックス（アメリカ）

LA 周辺での生コン、骨材製造販売基盤

を持つﾛﾊﾞｰﾄｿﾝ･ﾚﾃﾞｨ･ﾐｯｸｽを買収するこ

とで南加州での事業基盤を確保。

①②
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窯業/鋳造

品

黒崎播磨/ IFGL エクスポーツ

（インド）

連続鋳造用耐火物メーカーの IFGL ｴｸｽ

ﾎﾟｰﾂを買収する。自社製品をインドや

IFGL ｴｸｽﾎﾟｰﾂが得意とする中近東への

販売を広げるのが狙い。

①

窯業/鋳造

品

黒崎播磨/マグネジッタ

（ブラジル）

ブラジルの同業大手マグネジッタへ 3%

資本参加。ブラジルの豊富な耐火物原料

鉱山を保有し、鉄鋼向け耐火物市場で

75%、南米で 60%のシェアを持つ。新日

鉄のグループ会社が計画中の高炉向け

耐火物供給とマグネジッタの持つ鉱山

からの長期安定調達が狙い。

①④

窯業/ガラ

ス

旭硝子/ショットプロセッシ

ングコレア（SPK)（韓国）

ドイツのガラス大手の韓国子会社 SPK

を買収する。液晶パネル向けガラス基板

の韓国における生産能力を補完。

②

窯業/ガラ

ス繊維

日東紡/建栄工業材料

（台湾）

台湾のガラス繊維加工会社に資本参加

し筆頭株主となる。日東紡は当社にガラ

ス繊維を供給。川下分野への出資により

アジア向け安定供給と販売拡大を図る。

①②

⑤

農産物/草

花種子

ﾀｷｲ種苗/グローバルフラワー

ズ（デンマーク）

世界 60 カ国向けに草花の生産販売をし

ている。買収により、製品ラインを拡大

する。

①③

印刷
凸版印刷/ SNP

（シンガポール）

中国を中心に展開する SNP を買収。

SNP は中国での出版物や有価証券の印

刷などで成長中の企業で中国 6 箇所に

製版所を持つ。中国市場強化が凸版印刷

の狙い。

①②

紙ﾊﾟﾙﾌﾟ/
レンゴー/大連国立包装

（中国）

大連地区でトップシェアを持つ大連国

立包装を買収する事で、中国東方地区へ

の事業基盤の足がかりを固める。

①②

注）子会社同士の再編などを除く。

買収目的：①販路確保、②供給能力確保、③商品ラインの拡大、④原料安定供給確保、⑤技術、

経営への管理強化

出所）MARR2008 年 2 月、各社プレスリリース、新聞報道より

第 6 節 まとめ

我が国製造業の国際機能分業構造とサプライチェーンに関する課題としては、激化する

国際競争の中でいかに新興国を市場として取り込むか、競争に対応するための高度な分業

体制をいかに構築するか、現場での技術・技能の維持・向上をいかに進めるか、内需型の
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企業であっても、海外企業の M&A 等を通じていかに積極的に海外展開を進めることができ

るか、といった点が重要となる。

・市場としての新興国市場への対応－新しいビジネス・モデルの開発

日本を含む先進国市場が成熟化する中、今後は海外、中でも新興国への販売展開が非

常に重要な課題となっている。しかし、日本企業は 80 年代後半以降の円高局面で、アジ

アを生産拠点として展開してきたが、市場として捉えた戦略的な事業展開は欧米韓国企

業に比べて総じて遅れている。

生産拠点としてプレゼンスの高かった東アジアでは、日本企業製品への評判は高く、

個々の企業ブランドも良く知られているが、それ以外の南アジアや中東・ロシア、ブラ

ジルなどでは必ずしも高いブランド・イメージが構築されているとは言い切れない。

また、商品開発のあり方そのものも再検討する必要がある。かつては、途上国におい

ても超富裕層を主な対象として、現地の平均的な所得水準から見れば極めて高額な商品

を、少量販売してきた傾向がある。しかし、現在、新興国市場で伸びているのはそれぞ

れ中間層であり、中間層の人々にも手の届く価格帯の商品を開発、提供していく必要が

ある。そのような状況を踏まえつつ、新興国の事業モデルを確立させる必要がある。

・最適機能配置を目指した高度な分業体制の構築

アジアや中東欧などにおいては、広域的な道路ネットワーク整備が進んだことにより、

物流コスト等が低下して、新たな分業体制の構築が進みつつある。今後は、市場への近

接性、技術・技能レベル、現地調達の可能性、コスト競争力などを勘案してよりきめの

細かい、高度な分業体制を構築し、競争力を維持・向上させていくことが必要になる。

分業体制の高度化とは、単に生産活動の拠点を増やすことが目的ではない。市場とし

ての新興国の重要性に鑑み、現地特有のニーズに対応する設計開発機能が現地でますま

す重要になってくる。

・現場自律的な技能・技術の維持・向上

我が国製造企業の生産拠点は、東アジアはもとより南アジア、中東欧など幅広く展開

している。これまでは、日本本社から社員を支援で派遣しつつ、各地の技能・技術の維

持・向上に努めてきたが、全世界的な展開になると十分に手が回らなくなる。このため、

各地の拠点で自律的に技能・技術を維持・向上し、流出を防止し、知的財産権を護って、

厳しい競争環境において生き残る必要がある。

・内需型産業の積極的な海外展開

食品、窯業など、これまでどちらかといえば内需への対応を中心としてきた産業にお

いても、国内市場の成熟化に伴い海外展開が急務となっている。金融危機と円高で海外



38

企業の企業価値が目減りした機を捉え、海外企業を買収する動きも活発になった。これ

を契機として、内需型産業の積極的な海外展開が期待される。
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第 2 章 我が国製造業が直面する課題と展望

資源高騰や米国発の金融不安が、先進国のみならず途上国の消費者レベルにまでその影

響範囲を拡大している。今回の金融危機は、当初はアメリカでのみ問題となっていたが、

やがて欧州に飛び火し、その後は、世界レベルでの経済の結びつきの強さを反映し、驚異

的なスピードでインパクトが伝わった。

そのような状況において、我が国製造業が直面する課題としては、イノベーションを高

度化させて競争力を高めること、ものづくりの現場における技能承継を進め、ものづくり

の優位性を維持・向上させること、サービス化や顧客への提案にもとづく新たな事業展開

などが求められている。本章では、まず金融危機のインパクトとその背景を踏まえた上で、

我が国製造企業が直面している諸課題とその展望について取りまとめる。

第 1 節 金融危機のメカニズムと経営リスク

2007 年のサブプライム・ローンに端を発した世界的な金融危機は、証券化商品の価値の

低下を招き、金融機関の損失を拡大させた。その結果、2008 年 9 月には米国の四大証券会

社の一つであり、投資銀行でもあったリーマン・ブラザーズが経営破たんし、市場に動揺

が走った。世界的に金融機関は与信審査を厳格化し、信用創造が停滞し始め、一方で金融

機関の資本が毀損されたことで、金融不安も伝播した。

金融が機能しなくなったことで、実体経済への影響も出てくるようになった。資金不足

のために投資が減少し、経済不安から消費も低迷している。その結果、市場が伸びず、企

業業績があがらず、雇用を維持できずに失業が増える。そのような状況で投資はますます

減退し・・・といった形で、負のスパイラルに陥っている。

下図においては、このような金融危機が実体経済に与えた影響の一連の流れを示してい

る。当初、サブプライム・ローンは米国における問題と考えられており、欧州や新興国は

さほど深刻な影響は無いのではないかと見られていた。しかし、世界的な資金余剰を背景

に、欧州の金融機関が証券化商品に多額の投資をしたり、新興国に経済的基礎（ファンダ

メンタルズ）を超えるような融資をしていたことから、欧州の金融機能も大きく低迷した。

その結果、米国と欧州という二大市場において経済活動が低迷することとなった。
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図 21 サブプライム・ローン問題から世界的な実体経済の悪化へのシナリオ

金融機関による
与信基準の厳格化

金融機関の
資本毀損

信用不安の拡大と
金融株安、資本不足

インターバンク市場
の機能麻痺

貸し渋り
（クレジット・クランチ）

企業の投資減少

サブプライムローン
の焦げ付き

住宅ローンの延滞による
証券化商品の価値低下

実体経済の悪化

雇用の減少

金融機関の損失拡大

リーマン・ショック

企業収益の悪化 個人消費の減速

金融機関の
バランスシート

悪化

流動性危機

住宅価格下落による
住宅バブル崩壊

出所）野村総合研究所

1. 金融危機の影響

リーマン・ブラザーズの経営破たん（「リーマン・ショック」）以降は、瞬く間に金融危

機は世界中に経済危機となって広がった。次の表では、2008 年に起きた欧米の主要金融機

関の破綻、国有化の事例を一部まとめたものである。2007 年に顕在化したサブプライム･

ローン問題の影響を受け、2008 年に入るとドイツのザクセン州立銀行のようにサブプライ

ム関連商品に多額の投資をしていた金融機関の経営が行き詰まったり、イギリスの住宅金

融大手であるノーザンロックが国有化されるなどしたりした。

しかし、その時点ではまだ影響は一部の金融機関に限られると見られていたが、9 月に世

界四大証券の一角とされるリーマン・ブラザーズが経営破たんに追い込まれると、次々と

欧州の金融機関の問題が深刻化し、国有化や公的資本の注入が進んでいる。

必ずしも金融機関の資本などが痛んでいない日本や中国、インドなどにおいても、輸出

相手先としての欧米経済の低迷などを受け、景気は大幅に悪化している。
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表 9 欧米における主な銀行破たん・救済例（2008 年）

時期 金融機関名 状況

1 月 ザクセン州立銀行（ドイツ） サブプライム関連商品に多額の投資。資金繰

りが行き詰まり、州政府が救済。ドイツでは

その他、不動産金融大手ハイポ・リアル・エ

ステート、大手銀行コメルツも資本注入。

2 月 ノーザンロック（英国） 住宅金融大手、国有化される

9 月 リーマン・ブラザーズ（米国） 経営破たん

国内三大銀行（アイスランド） 国有化される

UBS（スイス） スイスの総合金融最大手。60 億スイスフラ

ンの公的資本を注入。

ロイヤルバンクオブスコットラ

ンド（RBS）、HBOS とロイズ

TSB（いずれも英国）

RBS に 50 億ポンドの優先株購入と150億ポ

ンドの普通株の引き受け、合併が決まってい

る HBOS（住宅ローンの最大の貸し手）と

ロイズ TSB に対して、合併後に 170 億ポン

ドの資本注入。

ブラッドフォード・アンド・ビン

グレー（英国）

中堅銀行、国有化される

ING（オランダ） オランダ金融大手、政府から 100 億ユーロの

公的資本注入。

10 月

フォルティス銀行（ベネルクス） ベネルクス三カ国が国有化

出所）新聞記事等より野村総合研究所まとめ

サブプライム関連など米国内で発行されたローン・証券化商品による損失は、IMF の推

計で 2.2 兆ドル（2009 年 1 月推計）に達する。当初、2008 年 10 月時点の推計では 1.4 兆

ドルであったが、時間が経つにつれて損失の拡大が確認され、推計額は当初の 1.6 倍に拡大

している。

90 年代の日本のバブル崩壊時でさえ、実態経済の回復までに 10 年を必要とした。今回の

損失規模はその約 3 倍の規模に上ることとなる。米国は日本と異なり、政策の打ち手が迅

速と言われるが、それは対処療法が明確な場合であり、今回のような歴史的なシステミッ

ク・クライシスからどれほど早急に立ち直れるかは未知数である。
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図 22 過去の金融危機及びサブプライム危機の損失額推計
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日本･金融危機
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アジア・通貨危機
（98-99）

サブプライム危機
（07-09）

（億ドル）

合計約2.2兆ドル

再推計

出所）IMF「Global Financial Stability Report 2008.10」等 より作成

2. 欧州における金融危機の状況

上に見たように、今回の金融危機は、震源地は米国ではあるが、その影響は特に欧州に

おいて深刻になっている。欧州においてはレバレッジをきかせて積極的に運用していた金

融機関が多く、そのような機関は世界的な流動性不足、貸し渋り（クレジット・クランチ）

の中で資金繰りが悪化している。そもそも、欧州諸国は一国単位でみると人口・経済規模

の小さい国が多く、多額の損失を国が支えきれないのではないかという懸念も高まってい

る。

そのような状況で、欧州政府も次々と対策を発表してきた。以下の表に掲げる取り組み

は、いずれも 2008 年 10 月に相次いで発表されたものである。

表 10 欧州諸国等における金融危機対策の概要

国・地域等 対策内容

アイルランド
他国に先駆けて預金の全額保護を打ち出す。（多額の預金シフト

が発生）

EU 財務省会合

①預金保護の上限引き上げ、②大規模金融機関の破綻回避、③

破綻銀行などの国有化に伴う財政赤字に関する財政安定協定の

例外扱い等を確認。

イギリス 総額 500 億ポンドを銀行に一斉資本注入する支援策の発表

ドイツ 銀行に対する資本注入策（5000 億ユーロ規模）の発表

フランス 資本注入に 400 億ユーロ、債務保証に 3200 億ユーロを充当

出所）新聞記事等よりとりまとめ
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ある程度、財政に余力のある国では金融システムに対する支援も可能であるが、より財

政力の弱い国は次々と IMF に支援を要請している。東欧、バルト諸国などをはじめとして、

中小国が多額の融資を申請し、承認されている。

表 11 IMF の緊急融資承認事例（2008 年 10 月以降の主なもの）

国 承認額（承認日） 実行額／備考

ハンガリー
251 億ドル

（08/11/06）

IMF、EU、世銀の協調融資。融資の条件はタブーと

されていた社会保障費や公務員給与の削減を含む公

的支出の追加削減

ウクライナ
164 億ドル

（08/11/06）
45 億ドルは既に融資実施済み

アイスランド
21 億ドル

（08/11/19）

主要銀行が破綻し通貨は下落。IMF の他に北欧諸国、

ロシア、ポーランドから計 30 億ドル超、英国、オラ

ンダ、ドイツからも計 50億ドル以上の融資取付け。

パキスタン
76 億ドル

（08/11/24）
国際収支危機とデフォルトの回避

ラトビア
75 億ユーロ

（08/12）

IMF、EU、北欧諸国、チェコ、ポーランド、エスト

ニア、世銀からの融資。IMF からの融資額は 16.8 億

ユーロ。

ベラルーシ
24.6 億ドル

（09/01/12）
7.88 億ドル融資を実施

セルビア
5.30 億ドル

（09/01/16）

2009 年 4 月までに 25.2 億ドルの追加融資の合意を目

指している

アルメニア
5.4 億ドル

（09/03/09）
2.4 億ドルの融資を即日実施

トルコ 250 億ドル 交渉中

ルーマニア 253.8 億ドル 交渉中。金額は IMF の調査団による支援額見通し。

ザンビア 1～1.5 億ドル 交渉中。銅価格の下落と世界的な信用危機の影響。

出所）トムソンロイター記事6等より野村総合研究所とりまとめ

金融危機の影響は、欧州の中でも特にハンガリー、バルト三国、ブルガリア、ルーマニ

アなどにおいて深刻な問題となっている。これらの国々は、経常収支赤字、対外債務残高、

国内の信用膨張などで脆弱性がある。

欧州連合（EU）は 1973 年に第一次拡大、1981 年に第二次拡大、1986 年に第三次拡大、

1994 年に第四次拡大と加盟国を増やし続け、2004 年から 2007 年にかけては第五次拡大と

して、バルト三国及び中東欧諸国を取り込んだ。これにより、EU は人口約 5 億人、GDP

規模約 17 兆ドルの大経済圏となった。

6 http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-36976220090313
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表 12 日、米、EUの経済規模（07 年）

国・地域 人口（億人） GDP（兆ドル）

EU（27 カ国） 4.94 16.91

米国 2.94 13.80

日本 1.28 4.38

出所）人口：世銀 World Development Indicators、GDP：IMF World Economic Outlook

Database

以前の拡大と比べても、第五次拡大は EU の経済規模を大きく押し上げる事となった。

このため、欧州域内はもとより、全世界的に欧州市場の拡大に対する期待が高まった。

図 23 EUの経済（名目 GDP）規模の推移
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出所）IMF World Economic Outlook Database

中東欧諸国は、一国単位で見れば経済規模が小さく、特にルーマニアやブルガリアなど

はインフラ整備も遅れており、市場としても生産拠点としても魅力が薄かった。しかし、

EU の一員となったことで巨大市場の中に組み込まれ、欧州委員会から結束基金が提供され

てインフラ整備も進むことが期待された。西欧諸国に比べれば、勤勉で廉価な労働力が存

在していることも魅力で、多くの直接投資が流れ込んできた。西欧、韓国、日本企業など

が次々と現地に工場を建設してきた。

直接投資だけが流入しているのであれば、経済状況が悪くなっても簡単には引き上げな

いため問題は限定的であった。しかし、世界的な資金余剰を背景に、特に西欧からの資金

が流入するようになった。
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次の表を見ると、直接投資の金額に対して、浮動性の高い証券投資の金額は相対的に低

めに抑えられてきた。しかし、2007 年になって｢その他資本流入｣が大幅に増えた。これは、

大半が西欧の銀行からの貸付で、短期資金も相当含まれているという7。

西欧の金融機関が相次いで厳しい状況に追い込まれた結果、中東欧への資金流入が細る

こととなり、経常収支の赤字をファイナンスできなくなったため、前述のような IMF への

支援要請が行われた。

表 13 中東欧の経済収支赤字とそのファイナンスの内訳

10億ドル
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

経常収支 -23.1 -36.8 -57.6 -59.4 -87.7 -120.7 -164.4 -174.2
民間資本純流入 53.7 53.6 74.3 119.2 119.9 173.8 179.9 181.7
民間直接純投資 24.5 17.1 36.1 51.7 64.3 74.8 77.3 81.8
民間証券純投資 2.1 8 28.4 21.5 9.9 -7.7 10.4 15.5
その他資本純流入 27.2 28.5 9.8 45.9 45.6 106.7 92.2 84.5

公的資本純流入 -7.5 -5.1 -6 -7.9 -4.7 -2.4 -2.4 -2.2
外貨準備増減 -18.1 -12.8 -14.7 -45.9 -22.8 -41.6 -22.9 -21.3

注）2008、2009 年は IMF による見通し。

外貨準備増減は、国際収支計算の定義上、外貨準備が増加した場合は「マイナス」、減少

した場合は「プラス」となる。

出所）IMF “World Economic Outlook, October 2008”

生産拠点としての中東欧は、各国とも人口が少なく、すぐに人手不足となった。例えば

チェコなどでは、国全体で見れば失業率の低い地域もあるのだが、そのような地域は工業

適地とは言いがたく、企業は進出しない。一方、国民の地域間の移動も限られており、労

働力不足が深刻となっていた。そのため、人材派遣業者はスロバキアから労働者を採用し

てチェコの外資系企業に派遣するような事態に陥っていた。

市場としての中東欧も、購買力の向上速度はそれほど速くは無かった。外資系企業は多

く投資をしたが、金融や IT 産業などよりも工場などが多かった。そもそも、外資系企業は

西欧より廉価な労働力を求めて工場投資をしてきたこともあり、ワーカークラスの人材の

給与水準は急速には上がらなかった。

国家財政が脆弱で、国内市場も規模が小さい中東欧諸国は、資本も市場も西欧をはじめ

とした海外への依存度が高く、西欧経済が行き詰った状態では、自立的な経済回復が難し

いという構図になっていた。結局、EU の第五次拡大は中東欧経済が EU に組み込まれるこ

とへの期待を生んだが、結果論的には、中東欧経済が拡大させる EU 経済はバブルに過ぎ

なかった、という「中東欧経済幻想論」もささやかれることになった。この中東欧経済の

深刻さが、欧州経済の回復に対する足かせとなっている。

7 （財）国際通貨研究所 西村陽造｢グローバルな金融危機は中東欧に本格波及するか？～鍵を

握る中東欧に累積されたリスクと西欧の金融危機の深刻度～｣『国際経済金融論考』（2008 年

第 7 号、2008 年 11 月 6 日）
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欧州における金融危機が深刻とされるもう一つの理由は、多くの欧州諸国において、高

騰していた住宅価格が調整局面に入っているためである。次の図は、住宅価格と所得の比

率について、長期トレンドを 100 とした際の指数で示したものである。

オランダ、スペイン、アイルランド、英国、フランスといった国では指数が特に高くな

っており、従来の住宅価格－所得の比率を大きく上回る水準にまで住宅価格が上がってい

たことがわかる。

図 24 欧米日の住宅価格対所得比
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出所）OECD “Economic Outlook 2008”より作成

住宅価格下落の影響が、今後どの程度、金融システムと実体経済に影響するかは、見方

が大きく分かれる。

住宅価格の高騰と下落を深刻に受け止めているエコノミストは、日本のバブル崩壊時と

重ね合わせてこれを見ており、影響は深刻とする意見もある。サブプライム・ローンのよ

うに証券化され、リスクが分散された金融商品ですら巨額な損失が見込まれるが、欧州で

の住宅ローンはそのような証券化は進んでおらず、個々のローン案件そのものが焦げ付い

ており、不良債権が膨らんでいるとの見方がある。住宅価格の下落は一方では資産デフレ

を引き起こし、需要も減退させるなど、マクロ経済に対して二重、三重の重石となるとの

見方である。

一方、欧州における住宅価格の下落と住宅ローンの問題は、日本のバブル崩壊の時とは
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様相が異なるという見方もある。そもそも、欧州は建築規制の厳しい国が多く、容易に高

層住宅や新規住宅開発ができないことが多い。十分に土地が余っていても、住宅地として

開発されずに放置されていることが多い。都市開発や土地利用に対する考え方が日本とは

異なるため、住宅の需給がタイトになっても、容易に開発が進むわけではない。

図 25 欧州経済拡大のシナリオと問題構造の概要

第5次EU拡大

中東欧への期待の高まり

市場として

生産拠点として

欧州経済全体
の成長

物価上昇、高金利

ユーロ高

円（ドル）ベースで見た
欧州市場の拡大

世界・欧州の余
剰資金の流入

日本企業の投資拡大

西欧売上拡大
東欧生産拠点
設立・拡大

期待されたほど伸び
ない消費市場

労働者不足、人件費
上昇

信用収縮に
よる金詰り

住宅バブル崩壊に
よる資産デフレ

西欧、米国、ロシアへの輸出

輸出先市場の停滞

ユーロ安へ
反転

東欧経済
幻想説

出所）野村総合研究所

供給が限られている一方で、西欧諸国における住宅需要は低下しにくい。EU の東方拡大

に伴い、中長期的には EU 域内の人の移動は自由化が一層進む予定である。EU 域内では東

西で格差が大きく、東から西への人口流入圧力があるため、住宅は常に超過需要が存在し

ているといえる。

さらに、欧州金融機関の住宅ローンの融資姿勢は、欧州経済の最盛期においてすら、規
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律ある信用供与が行われていたという意見もある。これらの事情を踏まえると、欧州にお

ける住宅価格の低下とそれに伴う不良債権の拡大、金融危機の深刻化、長期化は悲観論に

過ぎず、現在の損失処理が一通り済めば、徐々に実体経済の回復と共に経済成長も回復し

てくるとの見方もある。

これまでは、EU の第五次拡大を背景に、EU への資金流入が起こり、欧州経済全体が成

長し、そのことが物価と金利を押し上げてユーロ高となり、円やドルベースで見た経済規

模をさらに大きくしてきた。このため、日本企業も欧州に相当な投資を行ってきた。次ペ

ージの図は、そのような構図の概要を簡単に表したものである。

しかし、これまでは拡大方向で回転してきた歯車が、現在は全て逆方向に回転し始めて

いる。この結果、欧州に多くの投資をしてきた日本企業も厳しい状況に置かれている。

3. 金融危機後の世界経済の見通し

今後 1、2 年の世界の経済見通しについては、例えば IMF では以下のような見通しを提

示している。2009 年、先進国は戦後初めて同時マイナス成長に陥ると見られる。新興国も

軒並み成長が鈍化し、2007 年には 10.6%であったアジア途上国の経済成長率は、2008 年に

7.8%、2009 年には 5.5%にまで低下する見通しである。

先進国経済は、2009 年は金融危機に伴う損失処理の年となるが、順調にいけば、2009

年中にある程度の損失処理は進むことが期待されている。2010 年は、まだ実体経済が回復

しないため、0%に近い成長が続くことが予想されている。その後、2010 年の後半ぐらいか

ら徐々に回復していくものと予想されている。

表 14 世界経済見通し

国・地域 2007 2008 2009（予） 2010（予）

米国 2.0 1.1 -1.6 1.6

ユーロ圏 2.6 1.0 -2.0 0.2

英国 3.0 0.7 -2.8 0.2

日本 2.4 -0.3 -2.6 0.6

NIEs 5.6 2.1 -3.9 3.1

アジア途上国 10.6 7.8 5.5 6.9

注）NIEs：香港、韓国、シンガポール、台湾

アジア途上国：中国、インド、ASEAN-5（インドネシア、マレーシア、フィリピン、

タイ、ベトナム）

出所）IMF World Economic Outlook UPDATE、2009 年 1 月

今後の景気回復のシナリオとして、例えば野村総合研究所では、以下の２つのパターン

を示している。
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①再び、米国消費主導による世界経済回復シナリオ

・これまでと同様、米国の消費を世界経済の成長エンジンとして、世界経済が米国への

輸出によって景気回復する。（革新的な財・サービスが登場し、米国経済が復活するシ

ナリオを含む）

・米国個人消費の回復 → 米国の貿易赤字の拡大 → 世界経済の回復

・懸念事項：米国の双子の赤字問題再燃。長期的なインフレ懸念の増大。

②各地域の内需拡大による世界経済再構築シナリオ

・米国依存の世界経済の構図を再構築し、各国が内需拡大により危機を脱する。

・米国の個人消費は長期低迷 → 米国の貿易収支はほぼ均衡 →各国（特に新興国）

・内需拡大による地域的成長： 成長スピードは国によって較差がある

・各国の経済回復は財政政策に大きく依存。保護主義を含む貿易問題がクローズアップ

される。

4. 金融危機下における日本企業の経営課題

前節でみたように、アメリカのサブプライム問題に端を発した金融危機は、およそ 1 年

遅れて欧州経済を直撃し、結果として新興国や日本においても不況が引き起こされ、100

年に一度の危機とまで言われる事態に陥った。

野村総合研究所が 2008 年 11 月に実施した、日本企業を対象とした緊急アンケート調査

では、現在の経営環境変化が、回答者企業の事業にどれくらいの期間、影響すると考える

かを聞いているが、2 年程度は影響を受けるという回答がほぼ半数で最も多かった。

図 26 経営環境変化が事業に影響する期間の予測
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％

出所）「金融危機下での経営戦略に関するアンケート調査」野村総合研究所、2008 年 11 月

現在の金融危機・不況下における対応姿勢については、しかし、単に守勢に回るだけで

なく、守りと攻めの両方を実施しているとする企業が約 60%あった。日本の金融システム



50

は欧米に比べれば安定しており、企業経営も欧米比率の高かった企業は苦しいが、それで

も危機後の景気回復に向けた攻めの経営にも備えている。

図 27 現在の金融危機・不況下における対応姿勢
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その他 無回答

％

出所）「金融危機下での経営戦略に関するアンケート調査」野村総合研究所、2008 年 11 月

経営環境変化に伴う経営上の課題については、「業務改革・コスト削減・合理化」が最も

高く 72.5％であった。一方、「マーケティング・営業・販売」といった攻めの経営につなが

る分野も 62.1％あった。

図 28 現現在の経営環境変化に伴う経営上の課題
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出所）「金融危機下での経営戦略に関するアンケート調査」野村総合研究所、2008 年 11 月
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金融・経済危機という厳しい環境が、逆に良い影響を及ぼすと考える領域を訪ねたとこ

ろ、「円高による輸入調達コストの低下」（26.9%）、「人材の採用環境の改善」（25.9％）な

どとともに、回答割合はそれほど高くなかったが、「株価下落による事業買収コストの低下」

も 8.0％あった。

大企業の中には、採算が急激に悪化した海外拠点を相次いで閉鎖しているところもある

が、その一方でキャッシュはしっかりと確保されており、今後 M&A などの攻めの経営に備

えている企業もある程度存在している。

図 29 金融・経済危機という厳しい環境が、逆に良い影響を及ぼすと考える領域
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％

出所）「金融危機下での経営戦略に関するアンケート調査」野村総合研究所、2008 年 11 月

以上、本節で見てきたように、先進国の経済は、欧米を中心に当面は厳しい状況が続く

ものと見込まれる。これは、場合によっては長期化の可能性もある。企業は、未曾有の不

況に直面し、合理化、コスト削減、販売の強化などを課題として挙げている。確かに、環

境があまりにも厳しいため、短期的には応急処置も必要であるが、このような時期こそ、

人材や技術力を高め、来るべき回復期に備えることも極めて重要である。
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第 2 節 資源価格高騰リスクへの対応

マクロ環境面では、金融危機と並んで資源価格の高騰が事業環境上の重要課題となって

いる。多くの企業では、高騰分を製品価格に転嫁せざるを得なくなっている。しかし、一

方で省エネルギー、環境低負荷の製品開発により逆に競争力ある製品を投入しようとする

試みも見られる。

1. 資源価格の高騰

世界的な好景気を背景に、資源価格が高騰を続けてきた。2007 年のサブプライム・ロー

ンの破綻と、2008 年の秋以降に起こっている世界的な金融危機の影響で、景気が低迷し、

実需が減少していることと、世界的な余剰資金が引き上げた結果、原油価格などは一時期

の高騰状態から落ち着いてきている。しかし、景気が少しでも回復すれば、石油をはじめ

とした希少資源を中心に再び高騰することが予想される。

次の図は、米国の代表的な原油である WTI（West Texas Intermediate）価格の長期的な

推移である。長期的な視点で見ると、2000 年頃より上昇を始め、2007 年に入ってからは特

に急速に伸びた。その後、2008 年 6 月頃にピークを迎え、2009 年 2 月にかけて 40 ドル前

後と、2004 年の水準にまで下げている。2008 年の値上がりはあまりにも急騰しており、投

機的な資金も入っていたのではないかと考えられる。

図 30 WTI 原油価格の推移
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出所）IMF “Primary Commodity Prices, Monthly Data”

しかし、長期的な視点で見ると、中国、インドといった 10 億人を超す人口を抱える国で
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経済成長が始まり、モータリゼーションも進展しつつある。たまたま現在は、世界的な金

融危機の影響で新興国の経済活動もやや低下しているものの、世界の経済が回復すればま

ず最初に復興するのは、底堅い旺盛な実需が存在する新興国である可能性が高い。このた

め、中長期的に、石油を含む希少資源の価格は上昇圧力がかかり続けることが想定される。

2. 省エネ・環境対応製品の開発取り組み状況

日本のものづくり産業にとって、省エネ・環境対応製品の開発は歴史も実績もあり、強み

のある分野である。ここでは、最近の開発取り組み事例についてまとめる。

特に最近の資源価格の高騰を受け、単に材料価格の上昇を製品価格に転嫁するのではな

く、これをむしろ新しい事業機会として捉え、積極的に展開している企業がある。以下の

事例は、省エネルギー、省資源に向けた製品開発を行い、戦略的に市場に投入しようとし

ている企業の例である。

表 15 資源価格高騰に対応した取り組み

業種 企業名 新製品・新サービス等

化学 横浜ゴム（株）

従来品に比べ転がり抵抗を 21％低減した「DNA アースワン」を

2008 年 2 月に発売した。実勢価格は従来品に比べ 7～10％程度高

くなる見みだが、それでも 3％程度の燃費改善効果があれば、1 万

キロで価格差以上の効果が得られるとしている。

化学 三井化学（株）

工場などから排出される CO2を分離濃縮し水素と反応させてメタ

ノールを合成するパイロット設備を、同社大阪工場内に設置する

と発表した（2008 年 10 月着工）。地球温暖化の原因となる CO2

そのものを、価格が高騰している原油代替原料として消費するた

め、環境貢献度が非常に高い。

金属
株）秋葉ダイカ

スト工業所

ダイカスト製品メーカー。鉄や亜鉛などの原材料価格が高騰する

中、軽量・高剛性・高熱伝導率、低膨張性の性能を併せ持ち、セ

ラミックスが 45％配合された ALSiC-MMC を利用してダイカス

トや重力鋳造による部財の製造を世界に先駆けて実現した。

金属
インターメタリ

ックス（株）

希少金属の中でも、ハイブリッド車や空調機器のモーターなどに

使うディスプロシウムは代替にメドが立っていない。現在、モー

ターに使う磁石は鉄とネオジム、ホウ素を主成分にディスプロシ

ウムを 10％加えている。

磁石開発ベンチャーのインターメタリックス（京都市）や東北大

学などは基本組成のままで耐熱性を高めるため、粒子を微細化す

る戦略を採っている。
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金属
（株）アクアテッ

ク

半導体などを製造する工場の廃液からインジウムやニッケル、白

金などの希少金属や銅などの重金属を効率的に取り出す装置を開

発。希少金属は価格が高水準で推移しており、これまであまり有

効利用されていなかった廃液からのリサイクルが広がる可能性が

ある。

ゴム製

品

（株）ブリヂスト

ン

従来トラック・バス用の省燃費タイヤで使っていたブランド「エ

コピア」の商品を、2008 年春から乗用車用タイヤでも展開。第一

弾となる「エコピア EP100」は既存の乗用車用タイヤ「ビースタ

イル EX」に比べ、転がり抵抗を 30％低減した。通常の走行条件

で従来比 3～4％程度の燃費改善が見込める計算。

ゴム製

品

住友ゴム工業

（株）

タイヤの原材料に占める石油由来以外の資源の比率を 97％まで高

め、転がり抵抗も 35％低減した「エナセーブ 97」を 2008 年 3 月

に発売。

自動車
本田技研工業

（株）

RITE と共同でバイオエタノールを低コストで量産できる技術を

開発。稲わらなどの植物廃材を原料に、1 リットル当たりの生産コ

ストを国際競争力のある 30 円程度に抑えられる。省資源と温暖化

ガス削減につながる技術として 2010 年をメドに実用化を目指す。

自動車
本田技研工業

（株）

2010 年代半ばにも、ハイブリッドの二輪車を販売する方針を明ら

かに。また小型の電動二輪車を 2011 年にも発売する方針。四輪車

で培ったハイブリッドや電池技術を二輪車にも応用し、ガソリン

高や地球温暖化に対応する狙い。

自動車 NTN（株）

従来比で約 10％の軽量化とともに材料使用量も約 20％削減した

自動車用ハブベアリングとして『省資源仕様軽量ハブベアリング』

を開発。注目を集める環境問題と資源価格の高騰に対応する製品

として展開し、2010 年には年間 100 億円の販売高を見込む。

自動車
三菱自動車工

業（株）

樹脂に竹の繊維を組み合わせた自動車内装用の新樹脂材料を開

発。森林資源の保護のため、自動車の内装部品に使用されている

石油由来樹脂や木材ハードボードなどの代替品を開発してきた。

この中で、植物由来の樹脂や、成長の早い植物の繊維といった、

二酸化炭素を増加させない循環型資源に着目し、今回の開発に至

った。

自動車
日産自動車

（株）

ドライバーのアクセルペダル踏み込み時に足裏に伝わる力（反力）

を変化させることにより燃費のよい運転ができるようにドライバ

ーをサポートする「ECO(エコ)ペダル」を開発したと発表。燃費

状況を表示装置などでドライバーに知らせるだけでなく、アクセ

ルペダルの反力を使ってエコドライブをサポートするシステムは

世界初となる。
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自動車
ダイハツ工業

（株）

独立行政法人産業技術総合研究所と協力し、従来、燃料電池車の

電極触媒材料として欠かせなかった貴金属（白金）を全く使用せ

ず、また CO2を全く排出しない燃料電池の新たな基礎技術を開発

したと発表。 この独自の燃料電池技術は、「省資源、低コスト」

「高出力」「燃料の安全かつ容易な取り扱い」が可能となるのが

大きな特徴。

食品・飲

料

アサヒビール

（株）

ガソリンの代替燃料として注目されるバイオエタノールの事業化

に向け、研究開発を強化。バイオエタノールの原料はサトウキビ

やトウモロコシでありが、アサヒビールは食料生産との両立を目

指しており、従来のサトウキビに比べ、1 株当たりの茎の本数が 3

倍ほど多い品種を開発。通常の砂糖の生産量を確保した上で、残

りからエタノールを製造。

食品・飲

料

サッポロビー

ル（株）

稲わらや麦わらからエタノールを生産する技術を開発。大成建設

と組んで北海道恵庭市にプラントを建設し、2009 年度に製造を始

める計画。

食品・飲

料

キリンビール

（株）

ビールの製造後に残る麦芽の殻を使ったバイオエタノール生産技

術の研究を進めている。

食品・飲

料

サントリー（株）

／キリンビー

ル（株）／キリ

ンビバレッジ

（株）

環境負荷の低減とコスト削減を目指し、資材調達において協力す

ることで合意。サントリーは、缶容器におけるアルミニウム使用

量削減のため、キリンビール社が先行して使用している「204 径

缶」を採用。

製鉄

JFE コンテイナ

ー（株）／JFE

スチール（株）

国内で初めて、ドラム缶用高張力鋼板（ハイテン材）を使用した

高強度ドラム缶を開発したと発表。資源価格が高騰する中、省資

源の観点から、ドラム缶の薄肉化や、リユースの促進に対する強

いニーズが強まっている。

今回開発した高強度ドラム缶は、こうしたニーズに応えたもので、

製缶時には軟質（加工性を確保）でありながら、最終製品となっ

た時点では高強度となる画期的なドラム缶。

電気 ソニー（株）

液晶テレビ“BRAVIA”の新モデルとして業界トップレベルの環

境性能を備えた「KDL-32JE1」を 2008 年 7 月に発売。昨今のエ

コ意識の高まりを受けて開発された液晶テレビ。消費電力 89W、

年間消費電力量 86kWh、省エネ基準達成率は 232％という、現時

点で業界トップの環境性能を備えている。

造船 三井造船（株）

バイオエタノールの生産性を従来法と比べて 4 倍に高める技術を

開発したと発表。独自に育てた特殊な酵母を使い、サトウキビな

どの原料から取り出した糖分を連続して発酵させる。生産システ

ムの基本設計も完成させており、実証試験を経て、製造プラント

を販売する。

出所）新聞記事等よりとりまとめ
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取り組み内容は様々であるが、自動車関連の省エネルギー、代替エネルギーの開発、リ

サイクル、リユースなどによる環境負荷の低減などが挙がっている。中にはサントリー、

キリンビール、キリンビバレッジの事例のように、同業他社同士が、自社のコア領域でな

い部分で協力し合う事例も出てきている。

3. グリーン IT に対応した日本の製品開発

日本の温室効果ガスの排出量は、多くの産業分野で現在も増え続けているが、中でも IT

分野（業務その他分野）の排出量の増加が突出している。

グリーン IT は、IT 機器などが消費するエネルギーの効率化による温暖化防止への配慮は

もちろんのこと、IT 製品に含まれる有害な化学物質の管理や廃棄される IT 機器のリサイク

ル等も含め、「IT をめぐる環境対策」を包括する概念である。「IT 機器や技術を利用する際

の環境への配慮」「IT 機器や技術を利用することによる環境への貢献」の 2 本柱から構成さ

れている。

図 31 産業分野別の温室効果ガスの増加率

出所）日経 BP 社「ITPro」ホームページより
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071126/287925/?ST=green_it&P=2

グリーン IT とは、もともと 2006 年頃から米国で使われるようになった言葉であるが、

日本でも 2007 年から経済産業省が主体となって、産学官の連携のもと、IT 分野の省エネ

技術開発の推進、IT を活用した低環境負荷経営等の普及啓発などの取組が盛んに行われて
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いる。

【事例 「グリーンＩＴ」を意識した製品開発】

経済産業省主催の研究会の調査によると、2025 年にはインターネットを流れるデータ

量は今の 100～200 倍に達し、そのデータを適切に処理するために IT 機器がさまざまな

場面で活用される。例えば、サーバーや PC は 2.5 倍、ディスプレイや TV は 5.2 倍、ル

ーターのようなネットワーク機器は 13 倍もの電力を消費することになるという。

このような中で、省電力のルーターやディスプレイの開発が急ピッチで進められてお

り、日本企業からもこのような製品の開発事例が多く存在している。

表 16 グリーン IT を意識した製品開発事例

品目 企業名（製品概要）

ディスプレイ IO データ：

年間 CO2排出量を約 50%オフ・PC の電源オフに連動してディスプ

レイの電源もオフ・省エネ電力数をディスプレイにリアルタイムで

表示

ルーター ヤマハ：

自然空冷（ファンレス）・プラスチック筐体（熱伝導率が低い）・小

型化＆軽量化・自社開発電源

出所）野村総合研究所調べ

4. 省エネ・環境対応製品の海外展開上の課題

日本は、ものづくり産業の技術力を活かした省エネ・環境対応製品に関する要素技術を有

するという強みを持っている。今後、地球規模で環境対策が求められていく中で、これら

の要素技術の重要性はさらに高まっていくことが想定される。しかし省エネ・環境対応製

品のグローバル市場において、日本のものづくり産業が存在感を発揮するためには、以下

の 2 点がネックになるものと考えられる。

①高付加価値商品の途上国への浸透の難しさ

基本的に、日本のものづくり産業が製造する高付加価値商品を、経済規模が相対的に劣

る途上国に販売をすることは難しく、一般的に見ても省エネや環境対応製品の導入はそ

の国の経済規模の大きさに依存しているのが実態である。

しかし近年、以下の 2 点から上記の実態が大きく変わる可能性が高まった。

1. 環境問題が国家レベルの問題にとどまらず地球規模の問題として認識され、「ODA」

を中心に先進国から途上国への支援が行われてきたこと
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2. CO2の排出については「排出権取引」によって先進国から途上国への省エネや環境

対応製品の普及インセンティブが生まれてきたこと

このようなことから、今後は「ODA」や「排出権取引」を活用した日本のものづくり産

業が手がける高付加価値製品の普及可能性が高まるものと考えられる。

②ワンストップサービスを提供する欧米企業の存在

日本のものづくり産業は、省エネ・環境対応製品の核となる要素技術は有するものの、

省エネ・環境対応製品の維持管理を含めた「運営サービス」についてはほとんどの企業

が手がけておらず、むしろ装置の提供から維持管理までを含めたワンストップサービス

を提供する欧米企業に、省エネ・環境対応製品のグローバル市場を奪われる危険性があ

る。

したがって、ここでも単なる製品の製造からサービスを付加した製品パッケージの提供

やサービス業領域への展開が求められる。

【事例 GE の Ecomagination 戦略】

GE は、世界が直面する深刻な環境課題の真の解決を実現するためには、「ecology＝環

境」と「economy＝経済」というふたつの eco（エコ）を持続可能な形で両立させること

が必要だとの認識から、提供する製品やサービスを環境問題に結びつけるために必要な

技術を戦略的に調達する戦略をとっている。

中でも水産業の開発に力を入れており、2010 年には 15 億米ドル（約 1500 億円）を環

境に関する研究開発に投資し、2010 年には少なくとも 200 億米ドル（約 2 兆円）の売り

上げを見込んでいる。

また GE はエコマジネーション分野に関連して、エネルギー効率の高い発電設備の開

発、リサイクルプラスチックの応用技術などを、東京電力・キヤノン・トヨタ自動車な

どの日本企業とも協力して開発している。

【事例 世界の水ビジネスにおける日本のものづくり企業の貢献と限界】

日本のものづくり企業は、海水の淡水化や排水処理の要素技術において強みを発揮し

ており、逆浸透膜においては日本のものづくり企業 5 社で世界シェア 7 割を占めている。

しかし、日本のものづくり企業が強みを有するろ過膜等が、水供給事業全体に占める収

入割合は全体の 5%程度に過ぎない。

一方で、19 世紀末に水道事業が民営化され、民間主体の水供給事業が行われてきたフ

ランスでは、Veolia や Suez といった企業が維持管理・運営サービスを軸に、取水から資

機材調達・浄水・顧客への送水・排水回収まで幅広く「水のバリューチェーン」全体を

管理しており、これらのノウハウをもとに中東や中国に対してグローバル展開を行って
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いる。

日本のものづくり企業はこういった事業全体の管理・運営サービスの実績に乏しいた

め、これらの海外企業に劣後し、海外で十分な収益と市場を確保できておらず、結果と

して日本のものづくり企業が有する高い要素技術が世界の水問題解決に十分有効利用さ

れていない。このことからも、サービスを付加した製品パッケージの提供やサービス業

領域への展開が求められると言える。

第 3 節 安全性リスクへの対応と現場の競争力強化

新興国製品の中には、安全基準が十分に満たされてないものがあり、人体に危害を与え

る可能性のあるものもある。これに対して、厳しい品質基準、安全基準を設定することで、

「安全、安心」のブランドとして市場の信頼を得ることができれば、競争上、非常に有利

になる。本節では、安全、安心をテーマとした最近の事例をとりまとめる。

1. 安心・安全の徹底による競争力強化

ここでは、製品の安全性について徹底的な見直しを行い、市場から安全への取り組みを

高く評価されている企業についての事例をまとめる。

【事例 パナソニック：安全性確保の取り組み】

＜安全性に関するチェックプロセスと組織体制見直しの経緯＞

2005 年に死亡事故が起きてしまった「石油ガスファンヒーター（以下、FF）」の問題

を契機に社内体制を見直したところ、製品を提供していく上で以下の 2 点の課題が明ら

かになった。

▪ 超長期（10 年以上）で使用される場合の安全性の担保ができていなかった

▪ 設計者の使用意図を超えた使い方を消費者がする場合の対策がなされていなかっ

た

以上のことから、製品の安全性をチェックするプロセスや組織体制の見直しを抜本的

に行なった。具体的には以下のような見直しを実施した。

▪ 品質本部の拡充

▪ 安全統括センターの設置

▪ 安全設計基準の見直し

▪ 重要安全部品の判定基準の設置

▪ ライフエンド・製品安全データベースの構築

▪ M-ALE（Manufacturing Approvals Liaison Engineer）活動
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＜品質本部の拡充＞

品質本部では、設計から製品・サービスの提供、運用に至るまでの全てのプロセスに

関する安全性のチェックを行い、パナソニックブランドを付けて販売をする製品に対す

る安全性の基準の統一的な指針を各事業本部に示す役割を担っている。

品質本部は従来から設置されていたものの、FF の事故が発生以来、組織を大幅に拡充

した。具体的には、従来は最も少ない時期で 40 名だった組織を、160 名にまで拡大させ

た。特に、ライフエンド時に発生する障害・事故などを試験・評価するためのラボを、

品質本部の傘下に新規に設置し、この組織に約 60 名の研究者を配置させた。

また事業本部にも「品質統括部門」をそれぞれ設置するとともに、各事業場には「品

質保証部門」を必ず設置し、どの事業においても安全性をチェックする役割を担う従業

員を配置した。

＜安全統括センターの設置＞

品質本部の傘下に「安全統括センター」という組織を設置した。この組織は、FF 事故

への対応のために設置された「FF 市場対策本部」を継承した組織で、傘下には新規に設

置された「ライフエンド製造安全センター」と従来は R&D の部署の中にあった「安全・

技術法規グループ」がある。

また、安全統括センターでは「製品安全室」というコーナーを運営している。これは

門真本社の中に、安全性に関する社員教育のための部屋が用意し、ここにパナソニック

としての安全性に関する考え方や過去に起きた製品事故のケース・スタディーなどが展

示されている。

これまでに、役員・事業場長・課長級以上の技術者・製品開発を担当する設計者が、

同施設を見学しており、昨年１年間で 5,000～6,000 人の従業員がこの組織を訪問してい

る。なお、同施設は一般には公開されておらず、今後もしばらくは公開する予定はない。

＜安全設計基準の見直し＞

安全設計基準は、以前は製品の設計時のみを対象に安全性のチェックを行なう仕組み

となっていたが、FF の事故から、設計は大きな問題がなくても製品の設置や運用などで

事故は起こりうることが判明したことを受けて、製品の設置指針やサービス面などもチ

ェック対象に組み込むようになった。

＜重要安全部品の判定基準の設置＞

事故の際に起こりうる事象を、①火災・②感電・③傷害（中毒など）・④ライフエンド

の４大不安全事象としてタイプ分けを行なっており、製品の中でこれらの事象を起こし

うる「重要安全部品」の特定を行なっている。品質本部はこの「重要安全部品」を特定

するために必要なツール（安全設計 4 ツール）を提供し、各事業本部の事業場が「安全
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設計 4 ツール」を使って実際の「重要安全部品」の特定を行なっている。

「安全設計 4 ツール」は以下の通りである。

▪ ライフエンド製品・安全シナリオ設計

▪ 安全 FTA（Fault Tree Analysis）

▪ 製品安全 RA

▪ ライフエンド製品安全性評価法

各事業本部は、指定した「重要安全部品」について、一定期間の安全性を確実に担保

することを求められる。なお、どのくらいの期間の安全性を担保するかは、ライフサイ

クルが製品によって異なることから、事業場の判断に委ねている。

また、「重要安全部品」に関連する協力会社からの部品調達についても、その基準は事

業場に委ねている。

＜ライフエンド・製品安全データベースの構築＞

品質本部の安全統括センターにおいて、ライフエンド・製品安全データベースを構築

し、センターのラボで実験をしたライフエンド分析の結果や実際に起きた製品事故の事

例などを、社内システムと接続する形でデータベース化を行なっている。

実際に製品の開発を行なっている設計者を中心に、相当のアクセスがある。

＜M-ALE（Manufacturing Approvals Liaison Engineer）活動＞

M-ALE 活動は、2007 年に製造現場の「製品安全管理力」を強化するために導入され

た取組である。現場の安全管理力の向上という視点から、生産プロセスやその管理体制

のあり方を見直し、カイゼンを促す取組である。

QC サイクルや 5S も似たような活動と言えるが、M-ALE 活動の場合は特に「安全」

にフォーカスをしており、そこから現場のカイゼン活動を促している。

2. サプライチェーン全体での安全確保の取り組み

近年のサプライチェーンの変化は競争力につながってきた面がある一方、脆弱性もはら

んでいる。例えば、在庫削減の進展等を背景に、予期せぬ供給途絶が生じた場合の影響が

増大している。このような状況に対して、サプライチェーン全体で安全確保に取り組む事

例が見られる。具体的には、工場や拠点を分散させたり、災害時を想定した情報収集体制

の構築などが進んでいる。

立地分散は冗長性を増し、コスト高になる可能性もある。本章第 1 節でみたように、世

界的な金融危機のもとでコスト削減の必要性も高まっており、分散体制の構築には慎重に

ならざるを得ない。市場との近接性などロジスティクス上のメリットを勘案しながら、最

適な体制を構築する必要がある。
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表 17 サプライチェーン全体での安全確保の事例

企業名 対策内容

リケン

（自動車部品メーカ

ー）

工程のシンプル化による回復力の向上とリードタイムの短縮、欠品

防止など SCM の改革を、業務と IT の両面で進める。強いサプラ

イチェーンを合言葉に、災害などの有事だけでなく平時にも強い企

業を目指す取り組み。

（１）生産工程や在庫管理手法の刷新、（２）事業継続計画（BCP）

の改善、（３）IT インフラの強化、の“三位一体”の改革。

椿本チエイン

（自動車チェーン）

国内生産拠点を埼玉工場（埼玉県飯能市）と京田辺工場（京都府京

田辺市）に分散する。

コカ・コーラ ナショ

ナルビバレッジ

現在一元的に行っている製造、物流業務を、全国 12 ボトラーに移

管する。各地域向けの販売活動と、製造・物流活動を結びつけて、

消費者のニーズに迅速に応える。 同時に、複数ボトラー社をまた

ぐ、広域、全国規模での協働生産、供給体制も最適化し、さらなる

生産性向上・在庫削減・物流コスト低減を目指す。

ヤマハ発動機

東海地震に備え、各企業から被害や部品調達の情報をいち早く収集

する「災害復旧システム」を整備し、地震発生から約二週間での生

産再開を目標にしている。

出所）新聞報道等をもとにとりまとめ

3. 工場運営における安全性確保

日本のものづくりの現場では、作業員の安全性に十分に配慮しており、一般的に事故率

が低いと考えられる。1980 年代にロシアにプラント輸出を行ったある企業は、その後、輸

出先を訪問してみたところ、大型の自動車用鋼板プレス機が、安全柵を取り払った状態で

使われており、安全性に対する彼我の認識の差を感じたという。

しかし、統計上ではそのような優位性は確認されていない。国際労働機関（ILO）の統計

によると、労働災害率は主要国の間で以下の通りとなっている。日本のデータをアメリカ、

イギリス、ドイツ、タイ、中国と比較すると、非死亡のケースは比較的少ないが、死亡の

ケースは必ずしも低くない。
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表 18 労働災害率 主要国比較

労働災害率（死亡：製造業）百万人当たり

国 2003 備考1 備考2

日本 24.3 届出災害

アメリカ 24.8 届出災害

イギリス 6.6 届出災害

ドイツ 20.7 2002 補償災害

タイ 40.0 2001 補償災害

中国 12.9 1997 届出災害

労働災害率（非死亡：製造業）1000人当たり

国 2003 備考1 備考2

日本 2.7 届出災害

アメリカ 13.4 届出災害

イギリス 9.1 届出災害

ドイツ 36.4 2002 補償災害

タイ 7.8 2001 補償災害

中国 0.0 1997 届出災害

出所）国際労働事務局編 国際労働経済統計年鑑 2005 年

国によって基準や統計の取り方が違うと考えられ、単純な比較はできないが、ものづく

りの競争力を維持・向上していく上で、一つの重要な課題となりうる。

安全、安心というテーマについては、それを克服し、高い安全基準をクリアできれば、

そのこと自体が付加価値となりうるが、一方で安全性に問題があればブランドの信頼を落

としかねない。また、サプライチェーン上の供給途絶などは大きなリスクとなりうる。事

業活動の様々な面において、安全、安心は重要なテーマとなる。

第 4 節 イノベーションの高度化

ものづくり企業にとって、技術力は競争力の源泉である。技術の革新＝イノベーション

がなければ、技術は陳腐化し、たちまち競争力を失う。そのような視点から、不断のイノ

ベーションに取り組む必要があるが、近年ではイノベーションの方法論も変化しつつある。

本節では、そのような動向を把握する。

1. 潜在顧客（ユーザ）を巻き込んだ事業開発

サービスロボットやバイオ関連など、新しい技術シーズを事業化に結びつける部分が最

も難しいが、ユーザーを巻き込みながらニーズを的確に把握し、商品化、事業化に結び付

けようという事例が見られてきている。
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【事例 神戸医療産業都市：ウォーキングマイレージ事業による R&D】

神戸医療産業都市では、潜在顧客（ユーザ）の健康に関する情報を把握し、これを神戸

医療産業都市に立地する研究機関や企業の間で共有をするという「ウォーキングマイレ

ージ事業」を展開している。

図 32 ウォーキングマイレージ実証実験の概要

出所）神戸市プレスリリース資料

この事業は参加者全員（一般住民）に「歩数計」を配布して１年間の歩数を計測すると

ともに、ファミリーマートやコープこうべに設置された専用コンバータから歩数データ

を管理センターに送信すると、コンビニエンスストア等で利用できるポイントが溜まる

仕組みである。あわせて生活習慣等に関するアンケートを実施し、収集した歩数データ

とアンケートの分析をすることで、運動習慣の形成や継続性に関する有効性などを評価

する。

また、このようにした収集したデータをもとに、市民の健康指導を円滑に実施するとと

もに、神戸医療産業都市の立地するライフサイエンスの研究開発を手がける会員企業に

データとして提供して、研究開発の促進を図っている。
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図 33 予防医療サービスの実用化支援

出所）大阪府、神戸市「関西広域バイオメディカルクラスター構想」（知的クラスター創成事業

（第Ⅱ期）関連資料）

2. 取引構造の変化がもたらす研究・開発への影響

我が国の中小製造業者の多くは、長らく川下産業（＝顧客側）に位置する大企業からの

下請型ビジネス形態をとってきた。特に製造業では、大企業を中心とした系列構造が存在

したが、グローバル化や不況の長期化などによる業績悪化や生産拠点の移転が進むことで

系列構造は崩れてきている。例えば下請割合は、1980 年代に 65％を超えていたが 1998 年

には約 48％にまで減少している。（平成 17 年度中小企業白書）

こうした変化を受けて、中小企業側から川下企業が示す仕様への改善提案を行ったり、

自社が担う工程の前後を含めた効率性の高い生産工程の提案をしたりする自立的提案型ビ

ジネスの有効性が認識されてきている。特に生産事業は海外との厳しい競争にさらされて

いることによって、当初見込んでいた利益率が保てなくなってきているが、その前後工程

である生産設計、さらに上流の企画、設計、試作といった事業への領域拡大が注目されて

いる。（下図参照）

こうした周辺事業は、事業規模こそ小さいが高い利益率が望めることから、事業全体で

見るとバランスを保つことができるようになる。
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図 34 半導体産業における役割分担のシフト

出所）中小企業金融公庫（現・日本政策金融公庫）総合研究所

【事例 キヤノン他：大手メーカーによる金型内製化の動き】

最終製品メーカーが、コア領域に金型も含めて経営資源を集中し、非コア領域ではア

ウトソーシングを進める動きが明確になってきた。

バブル崩壊と 2000 年の IT バブル崩壊を受けて大手メーカーは軒並み金型関連部門を

縮小してきた。金型の内製には継続的な設備投資が必要な上、腕の立つ設計者や技能者

を何人も抱えなければならないが、金型が直接売り上げや利益を生むわけではないため

リストラの標的になってきた。

しかし、最近金型内製化の動きが出てきている。金型は「製品開発プロセスの効率」

や「製品競争力」に及ぼす影響が大きい一方、プロセスにおいては製品設計と金型設計・

製造の連携が重要になる。キヤノンでは、製品開発プロセスの効率化に加えて，他社製

品との差異化という点でも金型の内製を重視している。同社が手掛ける製品の中でも光

学部品の出来は最終製品の競争力に直結しているため、こうした部品は金型から内製す

ることが望ましい。同社は、社内で使用している金型のうち 30～40％を同社および子会

社のキヤノンモールドで製造している。

逆に、最終製品メーカーが重要でないと判断した領域については、新規の金型製造を

抑え、部品の共通化や市販部品の採用といったアウトソーシングが増えている。これに

うまく乗ったのが鴻海精密工業等の EMS である。同社は、iPhone 等の最終製品組立を

主力に事業展開してきたが、ビジネス・モデルを強化するという目的から金型内製能力

を重視している。現在は樹脂部品の成形も手掛けるなど、製品開発プロセスの広い範囲

をカバーしている。

【事例 アーク：中小企業による製品開発プロセスへの進出の動き】

アークは試作メーカーだった 2000 年以降拡大戦略に転じた。金型に限らず、企画・デ

ザイン、樹脂射出成形、プリント配線基板の設計・製造などの企業を取り込んできた。

中小企業の集合体であることを生かし、製品開発プロセスの広い範囲で業務を請け負

っている。同社は、顧客の非コア業務のアウトソーシング要望が高まっている状況下で

は間口を広げるほど商機も増えると見込んでいるため、「フルライン・サービス」を目指
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している。金型設計・製造は、あくまでもその一部という位置付けである。

【事例 エヌ・ティー・ジー：取引先の製造プロセスに対する提案事例】

金属加工業のエヌ・ティー・ジーは得意先に「スクラッププレス・プレス」の開発を

提案した。同社はブレード金具のプレス加工を行っていたが、プレス後に発生する端材

が多いという顧客の指摘を受け、顧客と共同で端材を極力発生させないプレス技術「ス

クラッププレス・プレス」を確立。これにより従来に比べ二割以上のコストダウンを実

現した。

3. オープン・イノベーション

厳しい環境下で競争力を維持していくためには、技術を磨き、イノベーションを促進さ

せることが必要になる。しかし、基礎的な研究開発は成果を挙げて事業化するまでに長い

時間がかかり、短期的な収益を求められる傾向の強い近年の経営環境下では、企業の負担

が重くなっている。このため、産学官の連携を積極的に活用する企業が増えている。

企業同士が連携する産産連携の事例も増えている。異業種が、互いの得意分野を持ち寄

って新しい事業を展開するもの、研究開発型ベンチャー企業の成果を取り込むもの、ユー

ザー企業（顧客）との協働により、ニーズに的確に応える製品開発を実現しようとするも

のなどがある。

ここでは、このように自社に閉じず、大学や行政、或いは企業同士で連携してイノベー

ションに取り組む、いわゆる「オープン・イノベーション」に着目して最近の動向を把握

する。

１）オープン・イノベーション定義

ここでは、オープン・イノベーションという概念を、クローズド・イノベーションと

対比させて以下のように定義する。

オープン・イノベーション：企業内部と外部のアイディアを有機的に結合させ、価値

を創造する。ベンチャー企業や大学などが比較的積極的に活用している。

クローズド・イノベーション：内部で戦略的に管理・統制を行ってイノベーションを

誘発するモデル。自社研究への積極的な研究開発投資や、特許による独占実施を重視す

るものであり、日本の企業に多く見られるパターンである。

２）オープン・イノベーションの類型

オープン・イノベーションといっても、さらにその中でいくつかの類型にわけること

が可能である。

企業同士が連携するタイプ、産学官がそれぞれの強みを生かしてイノベーションを創
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出するタイプ（産学官－産学－官学－産官などの組み合わせがある）、よりオープンにパ

ートナーを募り、成果に対して見返りを出す懸賞型イノベーション方式などが挙げられ

る。具体的には、下表にあげるような例が見られる。

表 19 オープン・イノベーションの類型と最近の事例

（産産連携によるオープン・イノベーション事例）

企業・大学名 研究内容など

ハセテック（産業用の電源

機器などを製造、販売）

東京電力

2005 年に東京電力から、電源機器の開発技術を持つハセテッ

クに、電気自動車（EV）用の急速充電器の共同開発の依頼が

あり、共同研究を開始。

三菱重工業

ローム

凸版印刷

三社が共同出資をして、有機 EL 照明の専業会社ルミオテック

を設立。各メーカーが得意な分野を持ち寄り協業した。

三菱重工業：製鉄プラント向け装置の技術を生かした真空蒸着

の量産用製造装置を提供、ローム：有機 EL の素子構造技術な

ど、凸版印刷：薄いシートや光取り出し技術，後工程の技術を

それぞれ提供

大日本印刷

有機エレクトロニクス研

究所

有機 EL 照明の寿命の共同研究で、2006 年時点で 1 万時間前

後だった寿命は，2007 年には 10 万時間と一気に 10 倍になっ

たと発表された。

ソニー

ソニー、キヤノン、東芝、日立製作所、松下電器産業、KDDI

などの大手 15 社は、ソニーが開発した近接無線技術

「TransferJet」の相互接続仕様を確立するためのコンソーシ

アムを設立した。

ロート製薬

2006 年にリサーチビレッジ京都を開設。機能性食品や機能性

化粧品などを研究している。共同研究先のベンチャー企業が入

居できるよう、研究棟の一角にレンタル研究室を設けているの

が大きな特長。

帝人

研究開発の中核拠点として「先端技術開発センター」を設立。

研究開発パートナー（顧客企業や大学など）との共同研究をす

る「オープンラボ」などを設置。

DOWA ホールディングス

DOWA と組むことを希望する大学や企業との共同研究を進め

るために 50 億円の資金を積んで「テクノファンド」を設立。

DOWA が技術公募を行い、採用が決定した研究テーマに関し

て資金援助を行うもの。
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ダイセル化学

関西大学と共同開発した触媒技術が様々な化学品製造に採用

されつつある。ダイセルは他分野への応用をにらみ、積極的に

技術供与する考えで、現在複数社と技術供与や共同生産の検討

を進めているという。また、自社で活用しない技術については

積極的に外販し、技術組合を母体に参加企業が関連する特許を

供与し合う「パテントプール」の結成を目指している。

日立製作所

2 社以上の特許権を持ち寄って共同にし、お互いに使用し合う

「パテントプール」を積極的に活用。業界標準化を目指して各

社と設立したり、日立グループ（約 900 社）のリソースを統

合・活用するため、グループ間のみで設立したりしている。

（産学官連携によるオープン・イノベーション）

企業・大学名 研究内容など

住友精密工業

大阪府立産業技術総合研究

所

北海道大学

カーボンナノチューブ（CNT）を一定方向に分散して熱伝導

率を大幅に高めたアルミニウム複合材料を開発。住友精密で

は、早期に量産技術を確立した上で製造設備を導入し、2010

年にも生産を開始する。

シャープ

大阪府立大学工学部・農学

部

業務用として既に使用されていた「過熱水蒸気」の技術を利

用し、ウォーターオーブン「ヘルシオ」を大阪府立大学工学

部・農学部と共同開発した。

なお、同社では 2008 年 4 月、「研究開発本部」の傘下に「オ

ープン・イノベーション統轄」を配置した。また、従前より

事業部や研究所の組織の壁を越えたチーム編成の「緊急開発

プロジェクト制度」も実施している。

（産学連携によるオープン・イノベーション）

企業・大学名 研究内容など

先端生命工学研究所（甲南

大学）

松下電器産業

DNA 配列の微妙な違いを測る技術で斬新な手法を開発。5

年後をめどに実用化を目指す。

先端生命工学研究所：ナノテクノロジーとバイオテクノロジ

ーの融合を目指した研究所。「テーラーメードサイエンス」

と称して、企業が抱える技術的課題の解決に協力する姿勢を

打ち出している。富士フィルムや白鶴酒造とも共同研究を実

施している。
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オリンパス

中央大学

街中を歩くと、HMD（ヘッドマウントディスプレー。サン

グラスのようにディスプレイを装着し、高画質の画像を楽し

める。次世代のモバイル機器として有望視されている）の画

面上に観光スポットや店舗情報が表示されるガイドサービ

スの実証実験を開始。

DOWA ホールディングス

秋田大学、東北大学などと研究開発、人材育成などに関する

包括的連携協力協定を締結し、また群馬大学とも共同研究に

取り組む。

神戸大学（工学部、塚本昌

彦教授）

産学での研究会を主催。神戸のファッション業界や通信各社

と共同で新産業立ち上げを検討

いおう化学研究所

岩手大学

岩手大学が開発した分子接着技術の実用化に向けて、いおう

化学研究所などが新技術を活用した研究開発に着手。他の企

業との共同研究も行われている。

アイカムス・ラボ（岩手大

発のベンチャー企業）

岩手大学

アイカムス・ラボと岩手大学は、世界最小プラスチック歯車

減速機を共同研究・開発し、国内特許を取得した。これは、

東北の中小・ベンチャー企業の育成をめざす東経連事業化セ

ンターによる支援策の一環。

NEC
（産学共同ラボの設立）

30 年先を見据えた新しい情報通信システムを模索する研究

所「C&C イノベーション研究所」を奈良に開設した。 国

内外約 20 の大学や研究機関などと連携して世界の知を結集

する、グローバルなオープン・イノベーション型の研究開発

を推進する。

NEC マイクロシステム

（NEC エレクトロニクス

の子会社。設計や組み込み

ソフトウエアの開発）

早稲田大学大学院

同社の車載向け画像処理チップ「IMAPCAR」向けの高精度

の画像認識プログラムの要素技術を共同開発。

福岡県を産学共同のシステム LSI 開発拠点化しようとする

プロジェクト「シリコンシーベルト福岡構想」の一環。東芝、

ルネサステクノロジなども参加を決めている。

パナソニック電工

山形大学

有機 EL 照明の開発で、2001 年には 151m/W という，当時

としては高い発光効率を実現。

（官学連携によるオープン・イノベーション）

企業・大学名 研究内容など

東京工業大学

東京大学

科学技術振興機構

電圧を加えると変形する新しい材料を開発。有害物質の鉛を

含まないのが特徴。
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立命館大学

EU の研究機構

ベルギー・レーベン大学な

ど

世界最小の放射光装置を備えた「みらくる CV4」を開発。持

ち出すことが可能で、橋や建物の内部を破壊せず検査でき

る。成果に注目した、EU の研究機構が約 2 億 5000 万円の

研究費の拠出を決定。

（産官連携によるオープン・イノベーション）

企業・大学名 研究内容など

島根県産業技術センター

守谷刃物研究所（精密機械

加工品、エレクトロニクス

部品、特殊鋼鋳造品）

同センターが開発した「高熱伝導性複合材料」の事業化に向

け共同で研究開発を進める。島根県が、研究施設の成果を民

間に移転して活用してもらうために開始した「新産業創出プ

ロジェクト」の一環。

浜松市

（自治体主導のオープン・

イノベーション）

繊維や楽器、二輪・四輪車産業で知られている浜松市は「光

学産業」にも力を入れている。浜松ホトニクスを中心に 180

近い光関連の企業が浜松に集積。また、ドイツのイエナと

2006 年から交流を深め、企業や大学なども積極的に行き来

するようになり、企業同士で共同開発なども行っている。

出所）水上貴史「オープン・イノベーションで変わる知的財産戦略」(株)大和総研 新規産業レ

ポート 2008/秋、百嶋徹「オープン・イノベーションのすすめ」ニッセイ基礎研 REPORT

2007.8、日経エレクトロニクス（2008/08/11）、日経ビジネス（2008/12/08）ほか新聞報道等

をもとに作成

異業種の交流から生まれてきたイノベーションとして、より具体的には、以下に挙げ

るような事例が見られる。

【事例 三菱重工業他：照明用有機 ELの開発】

三菱重工業株式会社、ローム株式会社、凸版印刷株式会社、三井物産株式会社、山形

大学城戸淳二教授は、2008 年 5 月に、照明用の有機 EL（エレクトロ・ルミネッセンス）

パネルの事業性検証会社「Lumiotec(ルミオテック)株式会社（本社は山形県米沢市）」を、

合弁で設立した。資本金は14億円で、出資比率は三菱重工51％、ローム34％、凸版9.9％、

三井物産 5％である。

もともとは米沢の有機 EL 研の技術で、これをアイメスという会社が照明に仕立ててい

たが、この会社をロームが買収したことで、ロームと有機 EL 研との関係が作られた。そ

こに、取引関係のあった三菱重工や凸版印刷が参画することとなった。

2009 年春からサンプルパネルの販売を開始して、その事業性を見極めた上で、本格的

な量産・販売体制を構築していく予定である。三菱重工業は、製鉄プラント向け装置の

技術を生かした真空蒸着の量産用製造装置を提供し、ロームは有機 EL の素子構造技術な

ど、凸版印刷が薄いシートや光取り出し技術や後工程の技術をそれぞれ提供して、事業
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化に取り組む。

新規商品を事業化するにあたって、材料、装置、プロセスの 3 つが揃っているという

のは大きな強みになる。すなわち、凸版印刷－材料、三菱重工－装置、ローム－照明デ

バイスのアセンブリという 3 つの要素が、高いレベルで実現できているというところが

強みである。3 社いずれも LCD 関連の事業を経験しているため、エレクトロニクスレベ

ルの品質保証にも対応できるというのも強みといえる。

有機 EL パネルは、白熱球・蛍光管などの従来型光源や、LED（発光ダイオード）に

はない優れた特長を有し、次世代の照明用光源として期待されている。具体的には、(1)

面発光で、極薄・軽量であるため、これまでにない照明デザインや演出を生み出し、住

宅やオフィス、店舗、航空機や車両などの乗り物で、新たな居住空間を創出する。(2)紫

外線を含まず均一でムラのない柔らかい光は、肌や目にやさしいばかりでなく、演色性

も高いため、美術館や商品ケース、化粧台などで、安全かつ付加価値の高い照明を実現

する。(3)水銀など有害物を含まないことに加え、将来は蛍光管の電力効率を上回って、

省エネルギー化による二酸化炭素（CO2）の削減効果が期待できる、などがある。

ルミオテック社は、これまでトレードオフの関係にあるとされてきた、高輝度化と長

寿命化を両立させる素子構造の開発や、材料の利用効率を格段に高める高速で大型の製

造装置（大型リニア蒸発源式インライン成膜装置）の実現に、関係各社が協力すること

により実現する可能性が高まり、今後、照明用有機 EL パネルの事業化を強力に推し進め

ている。

【事例 アイシン精機：PCB簡易測定システムの製品化】

アイシン精機は、1980 年代に自動車以外の先端技術の研究開発に取り組み、これまで

いくつかの事業を確立している。機械工学を専門とするエンジニアが中心となり冷凍機

などの事業を立ち上げてきた。それと同時に、新規事業分野としてバイオ分野が設定さ

れ、自動車部品業界と関係が薄いバイオ分野の研究者を採用して、バイオ分野に関する

研究も取り組まれた。その中で、遺伝子（DNA）解析装置の開発に成功し、1997 年から

大学や企業などの研究者向けに開発製造販売を行っている。この販売活動のなかで「遺

伝子以外にも微量物質を簡便・迅速に検査したい」という市場ニーズが見出され、解析

装置で培った高感度検出技術が応用できる「低濃度 PCB（ポリ塩化ビフェニル）の簡易

測定システム」という新たな製品開発テーマが浮上した。2004 年から遺伝子解析装置で

培ったノウハウを活かし「専門家でなくても、低コストで、安全に早く検査できる PCB

測定システム」の開発に着手した。簡便に計測できる測定器を実現するために、「イムノ

クロマトグラフィー」という技術に着目し、2008 年 6 月に、安全･確実・高精度に低濃

度 PCB を検出･測定できる「イムノメジャーPCB 測定システム」を製品化した。従来の

方法では1件のPCB濃度を測定するのに約1ヵ月を要し、高額な測定費用がかかるため、

この時間とコストが国内で保管されている PCB 全量を検査 し、無害化処理を進める障
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壁となっていましたが、「イムノメジャー」では、汎用的なイムノクロマトに独自技術を

組み合わせたディスポーザルキットにより、 1 日で 46 件の PCB 検査が可能で、測定費

用も 1 件当たり 10,000 円以下と大幅に抑えられる。「イムノメジャー」による測定法は、

PCB だけでなくウィルスやホルモン、病原菌など多様な微量物質の検出への応用が可能

で、今後は医療や健康など幅広い分野での活用が期待されている。

図 35 イムノメジャーPCB測定システム

出所）アイシン精機提供

一方、最初からパートナーを決めて共同研究を行うのではなく、問題解決型のパート

ナーマッチングを行う事例として、懸賞型イノベーションがある。以下に示すイノセン

ティブ社では、これをオンラインで実施している点が興味深い事例である。

【事例 InnoCentive 社：懸賞型イノベーション事例】

InnoCentive 社は、困難な研究開発課題を抱えている企業と世界中の科学者たちを結ぶ、

ウェブベースのコミュニティ創出に取り組んでいる。 大手製薬会社である Eli Lilly and

Company 社の eLilly 事業部門から 2001 年に生まれたベンチャー企業であり、Lilly の

副社長でもあるアルフェウス・ビンガム博士が取締役会長を務める。

懸賞型のイノベーションをオープンに行っているが、特にウェブサイト上でそのよう

な場を提供している点に特徴がある。そのプロセスは概ね以下の通りである。

①企業は InnoCentive 社と契約を結び、自社の抱える研究開発課題をウェブサイトに

掲示する（詳細な解説と必要事項、締め切り、ベストソリューションに授与される報

奨金の掲示）。

②科学者たちはソルバー（解決者）として登録し、解決課題を検討してオンラインでソ

リューションを提出する。

③企業が提出書類を検討し、ベストソリューションを選択する。
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④ベストソリューションに選ばれたソルバー（解決者）に賞金が供与される。

図 36 イノセンティブ社のオープン・イノベーション事例

出所）野村総合研究所 高橋雅央「経験価値協創への戦略転換～顧客企業とのコ・クリエ

ーション」

（http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/eigyo/rensai/cocre.cfm?i=20060306e1000e1&p

=1 掲載）

専門分野は、バイオ関係が中心となっている具体的には、薬学、バイオテクノロジー、

アグリ、消費者製品、プラスチック、ポリマー、食物、香料や香水、基礎化学、総合化

学、石油化学、特殊化学などである。

以上は、オープン・イノベーションの取り組みをまとめたものであるが、最後に、産

学連携によって得られた成果を多方面に展開している事例を示す。

【事例 奈良機械製作所：産学連携成果の多方面への展開】

奈良機械製作所（従業員 150 名）は、日本で初めて工業用の高速度衝撃式粉砕機を開

発した粉粒体処理装置メーカーである。同社の粉粒体処理技術は、石油化学業界向けを

皮切りに、食品、肥料、建材、医薬、電子材料など、技術用途の領域を広げてきた。近

年は、リチウムイオン電池や燃料電池向けの装置開発も進めている。

様々な領域に展開してきた同社の技術であるが、これは、同社が顧客のニーズにきめ

細かく対応し、開発を続けてきたことに加え、同社が産学連携を通じて手に入れた共同

研究開発の成果も大きく貢献している。同社は、小石真純・東京理科大学教授（現名誉

教授）との共同研究開発を始めた。同社にとっては全く異分野への挑戦となったが、同

教授との共同研究・開発の末、微粉体表面改質技術「ハイブリダイゼーションシステム」

を共同開発した。この成果が現在の医薬や電池向け販路の開拓に結びついている。

同社は現在も、次なる事業の柱を確立させるために、国内外の大学との共同研究・開
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発を積極的に行い、粉粒体処理技術の向上に努めている。米国・フロリダ大学とはナノ

粒子生成装置「レーザーアブレーション」を共同開発し、ナノテクノロジー分野への展

開を進めている。

以上、近年のオープン・イノベーションの事例を概観してきた。研究開発も自社内に閉

じこもっているだけではなく、外部との協業により、創造の幅を広げたり、事業としての

確度を高めるといった取り組みが必要になってくる。特に今後、厳しい経済環境の中で研

究開発投資も抑制される可能性があるとすれば、オープン・イノベーションを通じてより

効率的、効果的な体制を構築していくことが重要である。

第 5 節 技能承継

日本のものづくり企業では技術者の高齢化が進み技術者の断層に対する懸念が存在する。

特に現在のものづくり企業では分業が進み自社で技能が進んでも、協力工場や下請会社で

技能が断絶し品質低下を招くようでは、自社の品質や生産性を確保する事は難しい。この

ため、企業の壁を超えて業界として人材育成を行うケースも見られる。また、技能承継の

ためにマニュアル化、自動化を進めている事例がある。

1. 企業の壁を超えた技能伝承のケース

納入業者など取引先の人材育成や、マニュアル共有により、技能承継をしている事例が

ある。例えば、アルプス電気は自社の技術・技能の研修施設で、受注先企業や地元の教育

機関など社外の人材を受け入れている。型設計・製作を考慮した製品設計力が必要となる

ため、金型に関する技術・技能の研修を、協力会社を巻き込んで強化している。

また、日産自動車系の変速機大手ジヤトコは、取引先の部品メーカーを巻き込み、詳細

な作業マニュアルを作成している。これは不良品比率を低下させるのみならず、熟練工か

ら若手への技能継承にも役立っている。

一方、同業他社が集まり人材育成をしているのが次の岡山県倉敷市の水島コンビナート

の事例である。「水島地区コンビナートの国際競争力を強化する」ことを目的として、競合

関係にある三菱化学と旭化成、新日本石油が若手教育を実施している。

【事例 水島地区コンビナート：企業の壁を超えた人材育成】

水島コンビナートでは、旭化成、三菱化学、新日本石油精製、ジャパンエナジーの 4

社が中心となって、企業の垣根を越えた安全教育が進められている。

2000 年以降、事故が急増したがその原因の多くはヒューマンエラーによるものであっ

た。安全性の確保は各社共通の最優先課題として認識されていたが、個別企業が単独で
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充実した安全教育を実施することは難しかった。ヒューマンエラーを防止するには、理

論、事故事例、体験をセットにした安全教育が有効だが、それには専用設備や現場経験

が豊富な講師が必要となる。

水島コンビナートでは、産学連携製造中核人材育成事業を通じて、安定運転管理、緊

急対応能力に優れたオペレーターや全体最適化をマネジメントできるリーダーを共同で

育成する仕組みを構築し、その後事業化している。各社から現場経験豊かなマネージャ

や工場長、センター長が集い、これまで各社個別に蓄積されてきたノウハウや事例を集

約し、さらに岡山大学、山口大学の協力を得ることで体系化された教材を作成した。こ

れに各社が保有する専用設備を用いたトラブル演習やプラント構成機器の運転シミュレ

ーション等の実践型教育を合わせた安全体験教育が実現されている。

図 37 水島コンビナートにおける教育・訓練風景

写真）エムネット社提供

2. 技能のマニュアル化

近畿経済産業局が平成 17 年度に行った「ものづくり技能伝承と技能人材育成方策に関す

る調査研究」の中で、268 社の中小企業を対象としたアンケート調査を実施している。以下

に特徴的な結果を紹介する。

・「技能の必要性」について不必要と回答したのはわずか 12.5％だが、その中の約半数が

「個人の特質に頼ることのないよう、すでに自動化・マニュアル化により対応済み」

と回答。

・「技能のデジタル化、マニュアル化」「技能レベル評価制度の導入」といった、技能の

客観化が将来的に増えると考えられている。
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図 38 技能伝承が必要ないとする理由

出所）近畿経済産業局「ものづくり技能伝承と技能人材育成方策に関する調査研究」（平

成 17 年度）

図 39 現在と将来の技能人材育成の取組みの比較

出所）近畿経済産業局「ものづくり技能伝承と技能人材育成方策に関する調査研究」（平成

17 年度）

以下では、マニュアル化、自動化の事例を取り上げる。
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１）熟練作業員の暗黙知の見える化

マニュアル化、データベース化するためには、先ずは暗黙知の形式知化が必要である。

ダイセル方式で有名なダイセル化学工業では熟練工へのヒアリングを積み重ねる事で、

事例の蓄積を図っている。これ以外にも、IT 技術の進化により、これまでは見える化が

困難な技能も見える化する取り組みがなされている。以下に新日本製鉄、新日本石油の

事例を紹介する。

【事例 新日本製鐵：IT を駆使した見える化8】

新日本製鐵は、IT を駆使した「見える化」で成果を上げている。名古屋製鉄所の亜鉛

メッキ鋼板の検査ラインでは、人間の目でしか分からない表面の傷をデジタルカメラで

撮影し、数十種類にのぼる傷の分類表を作成。パソコンで誰でも検索できる仕組みを作

り、継承を図っている。製造現場の整備・操業データや熟練工のノウハウを電子情報化

して蓄積することで技能伝承を促進し、ミス低減にもつなげるのが狙いである。

更に、約 2 年かけて開発した「騒音下音声認識技術」を組み入れた小型装置を現場従

業員のヘルメットに装備し、会話や指示を記録。操業データも携帯情報端末に電子ペン

で入力する。熟練工が口頭で伝えてきた現場の工夫などをきめ細かく記録し、作業の効

率化や円滑な技能伝承につなげる。

音声情報を単に逐一取り込んだのでは有益な情報も埋没してしまう可能性があるが、

データマイニングの方法も開発する事で有意な情報のみを抽出して蓄積する事が出来る

ようになった。

図 40 騒音下音声認識システムと携帯端末

出所）新日本製鉄アニュアルレポートより

8 関連参考資料等は以下の通り：

東工大 出口教授、寺村教授、京都大学 喜田教授、インダストリーネットワーク 大滝代表

とのディスカッション及び以下の新聞記事を参照してとりまとめた。

2007/10/16 日刊工業新聞 スキルを継ぐ暗黙地の移転

2007/02/14 日本経済新聞新日鉄の製鉄所、「団塊の技」ＩＴで蓄積

2007/02/15 日刊産業新聞 新日本製鉄／製鉄所での技能伝承
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【事例 新日本石油：石油プラント保守・点検作業支援システム9】

新日本石油では、東洋エンジニアリングが経済産業省の支援を受けて人間生活工学研

究センターや産業総合研究所と共同で開発した「石油プラント保守・点検作業支援シス

テム」を利用して、保守業務に関するベテラン点検員のノウハウ抽出を行っている。

ベテラン点検員の移動情報、注視点の移動情報等の時系列情報から熟練者と未熟練者

との作業行動の違いや、普段と異なる作業が発生した場面を自動的に抽出して、ベテラ

ンのノウハウなどを洗い出し、共有する事に役立つ。この石油プラント保守・点検作業

支援システムは、ヘルメットに取りつけられた小型カメラと、腰に携帯する 3 軸方向の

加速度センサーなどによりベテラン点検員の行動から有意な行動を検出する。更にプラ

ント施設には無線 LAN（構内情報通信網）の基地局が複数設置され、各種データがイン

ターネット経由で送られてくる。また、製油所内には様々な文字が記された「画像タグ」

が配置されており、カメラがその文字を認識する。

図 41 石油プラント保守・点検作業支援システムの概要

出所）東洋エンジニアリング HP

プラントの情報を集中管理してリスク管理を行う安全システムは進化し続けているが、

それでも全てを機械に任せる事はできない。最終的には、ベテラン点検員の経験と知恵

がモノをいう。このため新日本石油では点検員の細かな動きを逐一記録する地道な活動

9 参考資料等：2006/07/10 日経ビジネス 団塊の知恵をデジタル化、同社ヒアリング及び東洋

エンジニアリング HP 運転保全業務革新

http://www.toyo-eng.co.jp/ja/cases/oandm/index.html
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に力を注いでいる。

ベテラン点検員は視覚だけでなく、配管のわずかな振動や油のにおい、異音など五感

をフル活用して、異常を察知する。各種の計測器や安全装置がどんなに進化しても、こ

れは変わらない。新日石総研の北岡信一郎環境・製品技術調査部長は「点検場所やルー

トは人によって違い、同じ点検員でも設備の運転状態によってチェック項目を変える。

臨機応変な現場での判断こそがノウハウ」と話す。これらのノウハウのほとんどが「暗

黙知」である。プロジェクトのリーダー、産業技術総合研究所の松岡克典・総括企画主

幹は「ベテラン点検員は自分の持つノウハウを自覚していないことが多く、他人に伝え

ることは難しい。行動パターンをデータベース化し、普段との少しの違いからノウハウ

を抽出していくしかない」と説明する。

【事例 日立製作所：e-マイスター10】

2001 年から、製造現場で働くベテラン技能者の仕事ぶりを撮影・編集して、データベ

ース（DB）に蓄積する「ｅ－マイスター」を始めた。長い経験から導かれた職人技を映

像や音声、文字を組み合わせて記録し、若い技能者の訓練や生産現場の改善活動に役立

てようというもので、いわゆる“可視化”への取り組みである。

図 42 e-マイスター技能コンテンツ教材の製作

出所）日立ビジネスソリューション HP

２）熟練工の動きをデータ化・数値化しマニュアルとして社内に蓄積

データ化・数値化された熟練工の高度な技能をデータベース、マニュアル化して現場

10 参考資料等：2007/02/14 日本経済新聞新日鉄の製鉄所、「団塊の技」ＩＴで蓄積 、2006/07/10

日経ビジネス 短期連載－これで解決！草の根ＩＴ活用術
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のオペレーションや研修に活用する動きは確実に広がっている。以下に代表的な事例を

まとめる。

【事例 三井造船：OJT による技能伝承の一部としてのマニュアル化】

三井造船は、造船の主力拠点である千葉と玉野の両事業所に「技能伝承センター」を

開設。これまで、技能伝承は OJT が中心だったが、操業が忙しくなるとともに多能工化

が進み、技能を受け継げないケースが出てきた。

ベテラン社員や再雇用社員約 10 人を専属配置し、技能伝承の計画づくりから進め方の

検討、現場での指導と合わせて技能のマニュアル化を進める。

溶接や組み立て、機器類の据え付けなどで必要な技能項目を洗い出し、各職場での OJT

の進み具合や技能保持者の年齢などを考えて伝承の優先順位を決める。若手へのアンケ

ートによって各技能の習熟度を把握し、技能伝承の対象者や伝承項目を決定する。

【事例 東京電機産業：技能伝承ソフトの開発】

生産現場のベテラン社員が勘と経験を生かした対応を書き込んだ「帳票」をデータ化

して分析できるソフトウェアを開発。

表計算ソフトをベースに、現場で熟練者が走り書きした「バルブ詰まり気味」「どろど

ろ」といったメモとその際の対応策などを記録する。例えば、「バルブ詰まり気味」とい

う走り書きが残された際、工場の圧力設定や材料の投入量をどう調整したかをデータと

して蓄積する。また、その結果、製品の生産効率や品質がどれだけ向上したかを解析す

る。

【事例 パナソニック：マニュアル化11】

パナソニックでは、2008 年 2 月から動画マニュアルを技能向上、技能継承に活用して

いる。設備保全の方法や金型の保守などで現在は 22 コンテンツ、224 巻が作成されてい

る。このマニュアル化に伴い暗黙知であったノウハウなどを出来る限り数値化すること

も試みている。（例：ネジ締めではトルク量を数値で表示）

【事例 NEC エレクトロニクス：マニュアル化12】

半導体ものづくり推進センターを開設し、それと共に新たなマニュアルを策定して、

作業効率の標準化を図っているが、ここでも暗黙知であったノウハウを数値化し、マニ

ュアル化することで、熟練技能者の経験を標準作業手順に落とし込んでいる。

11 参考資料等：2008/12/29 日刊工業新聞 パナソニック、技能教育に動画活用、2004/01/21

日刊工業新聞 強さの秘密／松下電器産業（10）匠のノウハウを可視化
12 参考資料等：2007/11/13 日刊工業新聞 NEC エレ、神奈川・相模原に訓練場開設、

2007/11/16 日本経済新聞 NEC エレ、相模原に技術伝承拠点
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【事例 日本精工：品質管理マニュアル13】

2002 年に品質保証本部と人事部の社員、工場の熟練技能者など計 6 人で専門チームを

設立し、品質管理に関する技能の教え方のマニュアルを策定した。専門チームは各工場

が使用する教育用テキストを全て取り寄せ、並行して、熟練技能者から「何を」「どうや

って」教えているかを丹念に聞き取り調査し 3,000 ページ近いマニュアルを作成。一律

的なマニュアルではなく、社内ネットから取得して自由に書き換えられる。マニュアル

を使いこなすために、各現場に求められるノウハウを柔軟に盛り込む。また、熟練技能

者を集めて専門チームを前に模擬講義を行わせる手法を導入した。

【事例 早川工業：溶接技術のデジタル化教材14】

アルミニウムの溶接技能のデジタル化教材を導入した。同社は電車の扉や新幹線の車

体部品などアルミニウムを材料とする製品を多く抱え、溶接は中核の技能となる。

早川工業はプロジェクトを通じて動画などデジタル化した教材を作成した。それを使

うことでベテランの直接指導の手間が省けるようになった。溶接工は一人前になるまで

に長い年月を要し、これまではベテランが若手に実技を指導する方法しかなかったが、

若年層の定着率が悪いこともあって、効率的な人材育成の仕組みを築くのが難しかった。

デジタル化教材は溶接の基本知識や技能について、誰がどの程度のレベルにあるかを確

認する材料にもなるので、新人教育にも動画やフローチャートを活用し始めた。

【事例 山本精工：ルーティンワークの自動化15】

山本精工はアルミ素材の部品加工や表面処理などを手掛ける京都の中小企業である。

主たる製品は量産品ではなく、試作品などである。元々、自動車部品等の量産品を扱っ

ていたが低収益に甘んじていた。そこで、付加価値の高い単品加工へのシフトを目指し、

現在は、20％と言う高い利益率を確保している。これは、従来の作業の進め方を見直し、

ノウハウの見える化、標準化、システム化を進めた結果である。

同社のポイントは知的生産とルーティンワークをキッチリ仕分けしたことにある。人

にしか出来ない知的生産は人が行い、ルーティンワークは全て自動化、機械化した。そ

して、個人に依存せず、何時でもボタン一つで再現可能にした。図面を見て使用材料、

使用すべき刃物、適切な補助機具、コストなどを考えることを加工デザインと言うが、

これらを知的生産と考え、工作機械を使って実際に作業させるなどルーティンの作業の

部分は機械の仕事と割り切り、無人化・自動化を目指した。

ルーティンワークについては徹底したノウハウのデータベース化・マニュアル化を進

めた。まず、何百とある段取りの仕方を一旦細分化して、類似部分同士を集めて大きな

13 参考資料等：2005/11/24 日経産業新聞 日本精工、現場の熟練技能、教え方教えます
14 参考資料等：2006/07/10 日経ビジネス 短期連載－これで解決！草の根ＩＴ活用術
15 参考資料等：2003/2/20 日刊工業新聞 IT 百撰・パート 2 山本精工、脱職人
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括りで整理する。初めのうち、同社の山本常務（現副社長）が社員の作業を全て記録し

データベース化していった。このデータベース化を進めるうちに、データ相互に矛盾も

生じるため、皆で議論をして整合性をとり標準化を進めた。例えばある加工を行なう際

の機械の回転数は人によって考え方が異なるため、誰が使っても違和感がないよう社内

で徹底した議論を行い同社としての数字を定めた。

また、自分のノウハウを溜めずに全部出させた。当初、社員の間に自分のノウハウを

出す事に対して抵抗が大きかったが、ノウハウはいずれ陳腐化し、新しい事に挑戦しな

いことによるリスクを説いて行った。また、システムは一連の作業の内、一つでも情報

が欠けると、そこが穴となり無人化が実現できない。そこで、全ての作業を一つ一つデ

ータベースに記録させる。加工環境、段取りのポジション、方法、使ったもの、道具、

ボルト一本にまで全て名称があり、全部記録させる。しかし、従来は機械の前の時間が 7

～8 割、机の前が 2～3 割という按配だった。これが全く逆転したため、「早く作業しない

と納期に間に合わない」と社員には焦りが出てくる。山本常務は「これをきちんとやり

抜けば、絶対に自分たちのためなる。」と社員に言い聞かせて鬼のように見張り続けなが

らやらせていった。そして、社員が納得して自分たちでやり始めたところで、監視する

のをやめた。

そして、ノウハウを落としこむシステム（HILLTOP SYSTEM）についても山本常務

が BASIC を使ってプログラムを書いていった。その際には人の記憶に頼ることなく、で

きる限りワンシートで作業環境、加工環境を記述再現できるようなシステム作りを心が

けた。

図 43 HILLTOP システム

出所）山本精工 HP
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また、システムやマニュアルは作ったときから陳腐化するため、定期的なアップデー

トが肝心である。このため、新たな注文を受ける都度、実際の加工にどのツールをどの

順番で使ったかと言うデータや最終的に作成した制御プログラムなどを全てパソコン上

に保存させている。これを受注先の企業名、図面番号、ツールの種類、使用した加工機

械、加工内容など様々な切り口で検索できるようにした。そして、データがある程度蓄

積されるとこれを整合・標準化させた上で正式なノウハウとして HILLTOP システムの

中に正式に組み込んでいる。

このようなシステムが完成した事で、社員はルーティンから解放された。日中は加工

デザインとプログラミングに打ち込み、夜間や休日にボタン一つで機械が加工作業を行

なってくれる。このため、常に新しい仕事に打ち込み、創造的で付加価値の高い事に時

間を費やす事が出来るようになり、現在の利益率を実現している。

３）マニュアルを生産ラインに一体化させる事例

技能のマニュアルを作り上げても、生産ラインで逐一行なわれる動作について一々マ

ニュアルをチェックするわけには行かない。このため、非熟練者でも少量多品種生産を

可能にするために、生産ラインと指示書やマニュアルを一体化することが行なわれてい

る。

各社によって取り組み方はそれぞれ異なるが、基本的にはセル生産方式やコンベア式

生産ラインの作業台やスペースに電子マニュアルや電子指示書を取り付け、これとあわ

せて「ポカよけ」の仕組みも構築する。電子指示書と不具合予測システムが連動し、取

り付け間違いなどが発生するとそれを感知し、先に進めない仕組みを作り出す。

ローランド DG（業務用大型プリンタ）、JUKI、(工業用ミシン)、コマツ（建設機器）

やオムロン（FA 機器）、ミヤチテクノス（レーザー）などでも同様の電子指示書とポカ

よけの仕組みを組み合わせた取組を行なっている。これにより非熟練工を短期間で戦力

化することが可能になり、且つ、生産調整が容易になる。セル生産式以外のコンベア式

でも、ローランド（電子ピアノ：ローランド DG の親会社)、コガネイ（空気圧シリンダ）

は液晶モニターによる電子マニュアルを連動させて、製品ごとに非熟練工でも多品種生

産に対応できるようにした。また、アマダ（板金加工機械）ではビジュアルマニュアル

を映し出す大型ディスプレイを現場に設置し、内容の確認を容易にすると共に、このデ

ィスプレイを通じて生産能力の配置などを予約できるシステムも用意している。

【事例 ローランド DG16】

作業に連動したデジタルマニュアルとエラー・セイフの仕組みを組み合わせた

「D-Shop」を活用して従業員の技能を問わないセル生産を実現している。全ての製品に

16 参考資料：日経ものづくり編「ものづくり教科書 強い工場のしくみ」、2006/10/30 日経

産業新聞 ローランドＤＧ都田事業所（静岡県浜松市）等
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対応して、1,000 枚を超す詳細なデジタルマニュアルを表示する液晶モニターがあり、こ

れを見ながら作業員は作業を進める。回転式の部品棚がモニターに連動して回転、電動

ドライバーはネジ数をカウントする機能が有り、取り付け違いがあれば先には進めない

ようになっている。このような仕組みで一つ一つの工程を正確に進める仕組みを作り上

げ、非熟練工でもセル生産が可能になった。人に依存しない生産現場は、生産調整にも

柔軟に対応できる現場でもある。

図 44 ローランド DGの D-shop

出所）ローランド DG HP

（効果）

①導入前（2000 年から導入）年間 10 件ほど発生していた不良品発生率は 2006 年 10 月

時点でほぼゼロ。万一ミスが発生した場合には、工場報告後 24 時間以内に作業工程を

見直しマニュアルに反映。

②生産ノルマをなくして作業に専念させ労働生産性が向上。2000 年 3 月期から 2006 年

3 月期まで売上高 2.8 倍に対して、作業員数は 1.5 倍にとどまった。作業進捗は D-shop

からのデータ転送により工場全体を集中的に最適管理。遅滞している台があれば、先行

する台に余計に作業を割りあて全体を調整する。より多く製品を組み立てた人には、時

給や賞与でインセンティブを与えた。

【事例 ミヤチテクノス】

同社は動画や静止画で作業内容を教えるｅラーニングと、電動ドライバーや可動式の

部品棚といった生産設備を融合したシステムを導入。これには事前に定義した作業手順

と実際の作業内容をリアルタイムに突き合わせる機能が備わっている。作業者が誤った

部品を取り出したり、螺子の締め忘れがあると、ディスプレイにエラー画面が表示され、

それ以上先には進めなくなる。



86

ネジ締めの最後に力を入れたかどうかも、電動ドライバーに内蔵したトルクセンサー

を通じて自動的に確認可能。

【事例 オムロン：デジタル屋台17】

センサや IT ツールを利用し、スキルレスの生産ラインを具現化した「デジタル屋台」

を綾部工場に導入している。これまでの生産ラインは、作業者自身が工程順に必要な部

品や冶具・工具を選び、それが間違っていないか確認し組立、加工していたが、デジタ

ル屋台は「工程順」、「選ぶ」、「確認」を作業者任せでなく、生産ライン自体が行う。作

業者はデジタル屋台の指示通りに作業をすれば、安定した工数と品質でものづくりでき

る。オムロン綾部ではこれを社内で開発、導入し生産現場で使用している。

「デジタル屋台」の導入で、月に数台や、年に数台といった非繰り返し生産品や注文

数が変動する商品に効果があった。非繰り返し生産の商品は作業者の習熟までに期間が

かかる上に、覚えたと思ったら生産が無くなり、忘れた頃の注文で改めて作業要領書を

見て生産するといった事が多くあった。また注文数が変動する商品では、何人応援作業

者を投入しても予定通りに生産があがらないなどの課題もあった。このような商品では

デジタル屋台を展開することで、誰でも安定した品質で生産でき、付加価値外作業の低

減も図れると言う効果が見られた。

【事例 JUKI：デジタル屋台18】

JUKI でもデジタル屋台を導入。同社のデジタル屋台では、作業指示書を細分化して静

止画と音声で説明する。1 作業を 6 枚に細分化するなど、ベテランが標準指示書にはない

独自のノウハウなどを盛り込み作業の抜けや漏れを見つけ出す仕組みを目指している。

このデジタル屋台を導入する前には全ての組立作業を分解し解析する事から始まって

いる。すべての組立作業を 5 人で 1 週間かけて分解し、組立要素技術マニュアルとして

まとめた。これは取り扱っている全機種の組立作業を洗い出すとともに、作業ごとに 4

レベルの難易度を設定。1 万 3,000 ほどに分解し、ネジ締めやグリス塗布などの 11 程度

の大分類でくくった。このマニュアルを基にして機種別の作業手順が出来上がった。こ

のデジタル屋台を同社では教育の場と考えているが、従来は新人導入までの指導に 5 日

間かかっていたのが 1 日に短縮される成果も出ている。

４）現場力の向上

技能を継承しつつ、さらに現場力を高めようという事例もある。以下では、ダイセル

化学工業の事例を示す。

17 参考資料：オムロン資料より（http://www.omron-ayabe.jp/yataihoushiki/）
18 参考資料：参考資料：2008/09/01 日経コンピュータ 「デジタル屋台」が工場を変える－

IT と生産技術の融合で逆風を跳ね返す、JUKI HP

http://www.juki.co.jp/jm/jmn/fuku/jmnprdtjukiv01.html
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【事例 ダイセル化学工業：現場力向上に向けた統合生産システム導入】

ダイセル化学工業は、知的統合生産システム導入による IT 化を通じて人生産性の 3 倍

向上という飛躍的な成果を達成した。同社では IT 化を通じて人への負荷を軽減しつつ、

現場の力を重視した取組も行なわれている。

まず、生産革新活動の結果、基盤整備や標準化、また運転支援システムの導入にによ

って生産プロセスが安定化した反面、トラブルに遭遇する機会自体が少なくなり、実際

に想定外のトラブルに直面したためのトラブル対応の経験をつませるかが重要な課題で

ある。このため同社では 2002 年に教育訓練センターを設立し、あえて小スケールの手動

プラントを設置し体験型プラントとして活用している。教育センターで原理原則と採る

べき行動について学んだ後に、実際のオペレーションを行い、人為的に発生させたトラ

ブルなどを体験し、現場力を強化している。

図 45 ダイセル化学の生産革新の概要

出所）同社 CSR 資料より

同社では、実際にトラブルが発生した場合、即時に現場の関係者が集まり、その原
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因について分析し、対応策を検討・協議している。これによりオペレーターは自らの対

応を振り返る事が出来ると共に、データベースに無い変調やその対処については新たに

システムに加え、ノウハウを蓄積し更新していく。システムの更新に際しては、使用者

であるオペレーターが自らシステムの設計を手掛ける。これは実際の使用者がシステム

を設計する事で、技術・技能のブラックボックス化を回避し、使いやすいシステムを現

場のオペレーター自らが実現するためである。

同社では、生産革新の推進に際し、全社横断的組織である生産革新プロジェクトメン

バーを任命している。メンバーは月 1 度定期的に合宿形式で一堂に会し、各工場での改

革の進捗状況やルール化の課題等を所属部門の立場を離れ、全社を見渡す視点から議論

を行い、会社全体として目指すべき姿を追求した。現在では、生産のみならず、業務、

研究・開発と言ったテーマでも業務革新プロジェクトを発足させ、生産革新プロジェク

トと連携して同様の取り組みを行なっている。

3. 自動車産業におけるゲスト・エンジニア

日本のものづくり産業、特に系列化された下請け構造を持つ自動車産業においては、サ

プライヤー側が納入先企業にエンジニアを派遣し、納入先企業と一体となって新しい製品

開発や設計に取り組む、いわゆるゲスト・エンジニアという制度が見られる。これは、す

り合わせによるものづくりで競争優位を維持している日本企業にとって、重要な役割を果

たしてきた。

しかし、近年ではゲスト・エンジニアは減少の傾向が見られる。例えば、ある有力部品

メーカーでは以下のような認識を示している。

・金融危機までは、世界全体で部品のモジュール化を進めていたこともあり、派遣

元企業との協業体制の構築とさらなる権限委譲のため、ゲスト・エンジニアの数

を増やしていた。

・しかし、近年はゲスト・エンジニアは減少傾向にある。その根本要因は、2～3 年

前から始まった完成車メーカー側の情報漏洩阻止の強化にある。以前は、ゲスト・

エンジニアは完成車メーカーの開発会議に参加できたので、次期モデルの仕様情

報が事前に入手でき、出向する価値があった。しかし、情報漏洩阻止の強化で開

発会議に参加できなくなったことから、情報収集ができなくなり出向の価値が減

ったため、出向人数を減らして行った。

・これに加えて、昨年の米国発金融危機以降、世界規模での減産が深刻になった今

は、生産部門・設計部門を問わず、ゲスト・エンジニアは基本的に派遣元に戻す

措置を講じている。

ものづくりの現場における技術、技能の維持・向上は、日本のものづくりの根幹を支え
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る部分であり、今後も現場力を高め、次世代に継承ししてくための仕組み構築が課題にな

る。

第 6 節 サービサイジングによる事業拡大

製造企業が付加価値を向上させる一つの方策としては、これまで製品として販売してい

たものをサービス化して提供する、いわゆる「サービサイジング」がある。これは、単に

「モノ」を売り切るだけの事業ではなく、顧客の抱える問題を解決したり、サービスを併

せて提供することで、顧客への提供価値を高め、収益性を向上させる取り組みである。

1. サービサイジング化の事例

大企業も含めたより一般的なサービサイジング化の事例を見ると、販売後のアフターサ

ービスの事業化、製品周辺領域の物流サービス提供、超ハイエンド製品の供給サービスな

どがある。

【事例 半導体製造装置メーカーによるストックベース事業の強化】

＜取組の背景＞

日本の半導体製造装置業界は半導体業界の構造的な変化により、1990 年代後半から業

界の構造的変化に直面してきた。1996 年を境に半導体価格は長期上昇傾向から長期下落

傾向に転換した19。

また、半導体業界では LSI 製造に使う Si ウェハの大口口径化が進められてきた。しか

し、この大口口径化は非常に大きな設備投資、技術開発投資を伴うために、これにより

業界内の淘汰が進んできた。現在は主に 300mm の時代であり、450mm へ移行するかが

激しく論争されているが、この 300mm への移行期に企業数が大きく淘汰が進んだ。これ

により半導体製造装置業界はユーザーである半導体業界への相対的交渉力が低下した。

更に今回の金融危機以前の成長局面で中期的に半導体業界の投資金額は成長したものの、

半導体特有のサイクルである 2～7 年単位で考えると、今回（2002 年～2007 年）は前回

（1996 年～2001 年）から大きな変化が見られない。

19 2009/1/13 野村証券 投資レポート 半導体製造装置業界
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図 46 半導体価格の推移

出所）野村證券金融経済研究所

こういった状況の中で製造装置業界の各社は改革に取り組む事になる。その一つのテ

ーマがストックベース事業の強化である。日本の半導体製業界では日系半導体メーカー

との力関係から長年、保守サービスは対価を支払う商習慣が弱く、製造装置メーカーの

方でも、顧客満足度向上の取り組みの一環として捉えられており、独立した事業として

の考え方は薄かった。以下の事例は、これを変えて、シリコンサイクルと言われる半導

体業界独特の投資の波の影響を平準化したいという試みである。

＜東京エレクトロンのポストセールス事業＞

東京エレクトロンは 2003 年に就任した佐藤社長の下で踏み込んだ改革に着手し、この

業界では成功したケースと言える。同社が力を入れたのはポストセールス事業の強化で

ある。東京エレクトロンのポストセールス事業は

①装置改造サービス、

②中古装置販売事業、

③スペアパーツ事業、

④テクニカルトレーニングサービス

の 4 つを柱としている。事業が本格化した 2004 年 3 月期の 601 億円から 2007 年 3 月期

には 1,124 億円となった20。2007 年には事業強化のために東京エレクトロン PS（メンテ

ナンス子会社である東京エレクトロン FE のポストセールス事業部分を独立したもの）を

設立し、更に 2008 年には本社の中ではポストセールス事業部として独立した収益管理を

されるまでになった。

20 2009/1/13 野村証券 投資レポート 半導体製造装置業界
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表 20 東京エレクトロンのポストセールス事業

製造装置改造

サービス

「安全対策」、「装置の構成」、「スループット向上」、「信頼性向上」、「 CoO

/メンテナンス性 」、「プロセス」、「ソフトウェア」の改善サポートを提供

中古装置販売

事業

東京エレクトロンが仲介を行い、中古装置の一貫したサービス・サポート

を提供。

住商リースやユニファイとパートナー契約を締結し、製品レベルを保証し

ながらも設備の立下げ・再生・立上げを低コストで実施する仕組みを構築

（住商リースは半導体製造装置のオペレーティングリースを提供する最

大手）

スペアパーツ

事業

TEL 純正スペアパーツの提供。スペアパーツは、日本、米国をはじめ各

地の在庫より、迅速に顧客の工場へ配送

テクニカルトレ

ーニングサー

ビス事業

顧客ニーズに沿った技術トレーニングを提供（実際の装置オペレーション

に準じた実践的なカリキュラム）。具体的には、「システムオペレーショ

ン」、「装置の安全対策」、「改良保全」、「トラブルシューティング」など

出所）同社資料等

＜問題点の克服＞

これを実施するに当たっては、社内では人の面での大きな壁があった。半導体製造装

置は最先端の技術を活用していることもあり、製造装置の不具合・不良に関するクレー

ムを全面に受ける。そのため、仕事にやりがいや意義を見出せず、ストレスをためて悩

む社員が多かった。これが結果として、サービス事業の立ち上がりを阻害していた。

また、客先での作業条件の改善交渉や、アシスタントによるエンジニアの作業環境の

整備などを行なった。一方で事務効率の改善のためにアシスタントが事務手続きに講習

を行うなど、全体として作業効率が向上するようなサービス・事務の体系化に努めてい

った。サービス子会社の会長自らがクリーンルームに入りサービス業務に従事し率先垂

範し、上述した顧客との作業条件改善交渉を行なったりした。

こうした試みにより徐々に社員から自主的な改善提案などが出され、業務効率化、サ

ービスの質の向上、顧客満足の上昇と言った正のサイクルに入った。こういった提案と

しては芸能人のポスターの前にドリンクを用意するなどのナナコカフェと言ったエンジ

ニアのモチベーションアップの試みも社員からの提案によるものであった21。

【事例 セントラルユニ：サービス化領域への取り組み】

＜セントラルユニについて＞

21 同上
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医療ガス供給設備では国内シェアトップ 50%で、国内市場をエアウォーターと二分す

る。同社のガス供給工事案件は、凡そ 300 病床以上の大病院が対象であるが、現在の病

院の経営環境では新規案件は限定的である。当社のガス供給設備事業はこの 5 年間横ば

いで推移している。このため、サービス領域の拡充は同社にとって重要なテーマである。

取り扱い製品はガス供給設備の他に、手術室や病室などの各種設備、什器、キャビネ

ットなどの生産販売を行う。また、この他後述する病院関連のアウトソーシングを受託

する。

＜ガス供給設備の保守＞

ガス供給設備の保守は現在、同社の他に同社の代理店、独立系ディーラーなどが手掛

ける。保守は比較的利益率が高く拡大を図っている。現在、同社のガス供給設備の導入

ストックは 3～4,000 件だが、3 年前に 1,000 件だった保守先は 1,300 件に増加した。

他社ガス供給設備納入物件では正確なガス配管位置の把握が難しいために、他社の設

備設置病院は手掛けない。このため、供給設備の保守案件のパイは限られているため、

病院あたりの保守分野の拡充が今後の課題となっている。

例えば手術室の消毒、無影灯や院内感染防止機器、物流管理機器の保守などが今後の

取り組み領域となる。手術室消毒は実績が積みあがってきたが、無影灯や無影灯や院内

感染防止機器、物流管理機器の保守などが今後の強化ポイントであるとしている。

図 47 セントラルユニの保守サービスの戦略

出所）同社 IR 資料
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＜SPD（Supply Processing & Distribution）事業について＞

当社が現在、柱とするサービス領域が SPD と言う院内物流管理業務である。これは病

院内に常駐し、診療材料や診療材料の管理を代行、数量管理、内部配置の管理、院内物

流の支援を行い、病院経費の削減を図る。当社の院内 SPD の特徴はスタッフが常駐する

ことで実際に院内の資材、薬剤、設備の実際の物流を手掛け、管理していくことにある。

このサービスの導入は 25 年前に遡る。医療関連設備を総合的に手がけるため診療材料

用キャビネットも販売していたが、什器メーカーとの差別化のために営業担当が効率的

な診療材料の配置の仕方などを病院に指導、アドバイスしていた。病院から「いっその

こと君のところで全部やってくれ」と逆に依頼があり、SPD 事業への進出の切っ掛けと

なった。医療本来の業務に集中できること、効率的な院内物流の実現、購買業務の代行

による購買費用の削減が病院のメリットとなる。

特に様々な人間関係が絡むディーラーとの関係を整理し、少数の先に集約、大口化す

ることで購買単価を引き下げ、経費削減を直接的に実現させた。更に契約に当たっては、

削減する金額や担保するべきサービスの質などにもコミットする。

SPD で対象となる業務は物品管理（診療材料、事務品、日用品、印刷物、滅菌物）、薬

品の物流、滅菌、ME（医療設備）の管理、そして、医療材料の一括調達がある。現在約

60 病院の物流管理を受託し受託病院も伸長中だが、更に受託サービスの拡充が営業テー

マとなっている。

また、SPD は、現在では単なる病院の医療資材にとどまらず、この 2～3 年は病院内の

コンビニエンスストアやフードサービスなどのサービス領域の一括代行も始めた。当社

の関連会社が病院と一括契約し、同社が各業者と個別契約を行なう。これは単に契約を

一元化するだけではなく、病院が求めるサービスの質や経費水準なども同社が管理を行

なう。

（４）SPD 事業の成功要因

SPD の成功要因は、ガスの配管工事など通じて病院との太いパイプを持ち、信頼関係

を築き上げてきたこと、そして、院内動線に対する強い理解の蓄積があることといえる。
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図 48 株式会社エフエスユニマネジメントの SPD

出所）同社 IR 資料

SPD 事業は昭和 62 年から開始し現在は子会社の株式会社エフエスユニマネジメント

が手掛けているが、ある程度、スケールメリットが活きる部分もあるため、病院の経費

節減の動きが本格化し、受注が伸びたこの 10 年間で利益を生む体質に変化しつつある。

＜SPD 事業の課題＞

当該事業では、人材の配置や物流設計などの物流の企画設計力、積年の関係を持つ業

者との取引を穏便に整理する交渉力が要求される。現状は 5 名程度のスタッフがこの企

画、交渉を担当するが人材育成が非常に難しい。病院経営環境が厳しい昨今、当社の SPD

へのニーズは高まっているが、そのチャンスを活かすための人材育成が課題である。

【事例 栗田工業の水処理事業】

＜事業構造＞

栗田工業は当初、水処理薬液、水処理装置事業を行なっていた。元々、受注事業であ

る装置販売では顧客の投資サイクルに事業収益が左右されるために、安定的な売上を確

保できる薬液販売とサービス事業は当社の事業構造重要な意味を持つ。このため、同社

は事業構造のサービス化に早くから取り組んできた。現在、サービス収入は全収入の 46%

を占めるまでになった。
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図 49 事業構造の推移
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しかし、単なるメンテナンスのみでは差別化が困難になる中、超純水の供給事業や装

置の精密洗浄、土壌浄化などの新しい事業を手掛けている。中でも超純水供給事業はメ

ンテナンスに継ぐ柱として、2008 年にはサービス売上の 2 割を占めるまでに成長するな

ど順調な推移を示している。

図 50 サービス事業の内訳推移
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＜超純水供給事業＞

同社の産業用水処理装置は水中からイオンや微粒子、細菌などを除去し、極めて純度

の高い水（超純水）を提供する装置。「超純水供給事業」とは、顧客の工場内にこの水処

理装置を栗田工業の資産として設置し、設備の運転管理からメンテナンスまでトータル

ソリューションを提供する事業である。

安定的に純水を提供するため、栗田は顧客と水処理設備や下水処理施設などの運営管

理を行う「運転管理契約」、顧客の設備を定期訪問によって管理する「巡回メンテナンス

契約」を結ぶ。顧客にとって、投資資金、人材育成、運転管理といった負担を軽減する

メリットがある。

2002 年からシンガポールで第 1 号案件を開始した。特に半導体や薄型パネルディスプ

レイなどの電機メーカーを主力ターゲットにしている。これらの産業では微細化が進ん

でおり、超純水の需要が非常に大きい。

同社が同事業を順調に拡大できたのは、川上から川下までのバリューチェーンの設計

エンジニアリング、建設、消耗品販売、メンテナンスと言う幅広い実績と経験、そして、

世界的に見ても非常に高い競争力を持つ水処理薬品とのシナジーが当社の競争力の源泉

となっている。また、財務内容が強い事も巨額の投資を必要とする同事業での大きな優

位性の一つとなっている。

図 51 栗田工業超純水供給事業の概念図

出所）栗田工業 2008 年 3 月期決算説明会資料
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2. その他の新ビジネス・モデル事例

必ずしもサービサイジングという概念では捉えきれないものの、新しいビジネス・モ

デルを模索している事例もみられる。

表 21 新ビジネス・モデル事例

企業名 ビジネス・モデルの内容

セーレン㈱

（アパレル）

消費者が好みによってオーダーする事業、カスタムオーダー

システム「VISCINAVI（ビスコナビ）」を活用し、ヴァー

チャル在庫を実現。

フラワー・ロボティクス

（ロボット開発・建築設

計）

日本 SGI（IT システム開

発）

マネキン型ロボット「パレット」の量産体制が構築された。

「パレット」はセンサーにより人間を感知し、状況に応じた

動きをする。ショーウインドーでエレガントな動きにより衣

服の美しさを伝えたり、さらにブロードバンド・ユビキタス

技術と融合すれば、人の動きを検知し、セキュリティー技術

と組み合わせれば、監視カメラを超える高度で顧客に優しい

環境を作り出す。

コマツ

（重機メーカー）

「KOMTRAX」システムの GPS 機能と通信機によって、車

両の位置やその稼働状況を把握する。通信機能から建機の実

際の作業内容などのすべてデータ管理でき、建機の作業なし

時間や走行距離を短くするにはどうすべきかといった、最適

な使用のためのコンサルサービスを提供できるようになっ

た。

カウイチ

（WEBショップサイト運

営）

プロミスグループが提供する、クレジットカードを発行せず

に商品を購入することができるカードレス決済サービス

「Do-Link」の導入、ネットモールと出店企業の自社サイト

を連動させる「ネットモールのオープン化」、複数の出店企

業で購入した商品をまとめて一度に決済することが可能な

「集中カート方式」などを採用。

出所）新聞報道等よりとりまとめ

自動車部品のメーカーが、長期的な国内市場の成熟化を見通した上で、本業以外の分野

における事業を起こそうとする事例も見られる。
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表 22 本業以外の分野での事業化事例

企業名 本業 新規事業

アスカ 三菱自動車やトヨタ自動

車を得意先に、ドア等の部

材や溶接ロボットを納入。

下半身に障害がある人に装着して自立歩行を助

ける介護ロボットを開発中。

アイコクアル

ファ

等速ジョイント部品など 搬送クレーン「ラクラクハンド」。

三次元 CAD（コンピューターによる設計）ソフ

ト「CATIA（キャティア）」に関するコンサルテ

ィングも事業化している。

㈱今西製作所 試作品、金型など 試作品を木型ではなく、紙で試作する方法を導

入。ゴルフクラブヘッドや医療機器などを作成。

㈱キーレック

ス
プレス部品

室内装飾などに利用できる樹脂性ブロック（軽

量レンガ）の販売。

西川化成㈱ 樹脂製内装品

保冷能力の高い魚釣り用クーラーボックスを大

手釣具業者に OEM 供給。また、この保冷技術

を生かし、日本赤十字病院に血液搬送用ボック

スを供給。

西川ゴム工業

㈱
ゴム部品

天然素材 100%（主にこんにゃく芋の成分である

グルコマンナン）のスポンジを開発。

日東工業㈱ エンジン部品

レーザー、高速マシニングセンター加工機によ

る微細加工技術を活用し、パソコンに内蔵する

フレキシブルプリント基板の穴開け加工や、光

ファイバー用アンプ関連部品の精密微細加工。

㈱モルテン ゴム・樹脂部品
床ずれ防止機能をもつ介護用エアマットを開

発。

㈱ユーシン
自動車、産業機械、住宅用

電子・電装・機構部品

住宅の鍵をピッキングできないようにする交換

用シリンダー（鍵を差し込み回転させる部分）

を開発。

スタンレー電

気㈱
自動車照明

家庭用の LED 電球やストロボ、エアコン操作パ

ネルなど。

㈱戸上化成 プラスチックの成形加工 プラスチック塗装分野。

シグマ㈱ 油圧バルブなど 万引き防止用の防犯ゲートの開発。

出所）新聞報道等よりとりまとめ

製造企業にとっては、これまでは技術力とものづくりが競争力の源泉となってきた。今後

もその 2 点が重要であることには変わらないが、しかし、それだけでは厳しい競争環境下
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で収益を高めることが難しくなっている。

単に機器を販売するという視点から、顧客の抱える問題解決や、かゆいところに手の届く、

気の効いたサービスを併せて提供することで、顧客の購買動機付けをするとともに、高い

収益性を実現することが可能になる。今後も、このようなサービサイジングへの取り組み

が重要になると考えられる。

第 7 節 感性価値－質感・デザインを重視した製品づくり

日本の機械製品は、一般的に高い技術を活用している、品質が高いといった認識を世界

中で持たれている。しかし、機能面では優れているのにもかかわらず、質感、デザイン等

のいわゆる「感性価値」で優位性を築けているとはいえない。感性価値の向上も従前より

の課題であるが、ここではアマダナの事例を示す。

【事例 日本発の高級家電「アマダナ」】

家電業界はここ数年、高級家電ブームやデザイン家電ブームに沸いており、英ダイソ

ンの掃除機や欧州式のドラム型洗濯機などが牽引役となって、洒落たデザインの海外製

品が参戦してきている。

最近の例では、洗濯機や食器洗などから発したドイツの家電ミーレ(Miele)、掃除機や

冷蔵庫に強いスウェーデンのエレクトロラックス(Electrolux)、暖房機器やコーヒーメー

カーなど厨房機器に強いイタリアの高級ブランドのデロンギ(De’ Longhi)、高級オーディ

オで名高いデンマークのバング＆オルフセン(Bang & Olufsen)などが挙げられる。これ

らの製品は、いずれも洗練されたデザインによる高級イメージづくりに成功している。

一方、日本では高機能・多機能を売りに商品が展開されており、デザインについては

二の次という傾向が強かった。しかし最近になって、機能はそれほど搭載されていない

が、使っている人が愛着を持てるような日本発の家電製品が登場している。それは、「株

式会社リアル・フリート社」が手がける【アマダナ】である。

株式会社リアル・フリート社は、東芝からスピンアウトして設立されたベンチャー企

業で、従業員数 30 名の小規模なファブレス企業であるにもかかわらず、設立からわずか

5～6 年で年商 12 億円に到達している。また【アマダナ】は一般的な家電量販店には納入

せずに、セレクトショップやインテリアショップ、インターネット経由での販売となっ

ており、家電メーカーと戦略的に異なるコンセプトで商品展開を行っている。

レザーケース付きの電卓 1 台が 1 万円、キッチンタイマーが 6,000 円と、決して単価

は安くないものの、「長く使っていてなんとなくアマダナ感がにじみ出る」という質感・

デザインを重視した設計は高く評価されており、デザイン志向の強いヨーロッパからも

わざわざ日本に買いにくる人々も存在する。また、2008 年 8 月には NEC から amadana
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携帯も発売され、好評を博している。

図 52 アマダナの製品例

amadana の電子計算機 amadana の携帯電話

出所）株式会社リアルフリート ホームページ及び日経ＢＰ社「日経ビジネスオンライン」

ホームページより
http://www.amadana.com/collection/explanation/lc504/lc504.html#tit03

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20080701/164115/ph1.jpg

第 8 節 まとめ

100 年に一度ともいわれる、非常に厳しい経済環境のもと、日本企業は当面はコスト削減

を徹底すると共に販売力を強化し、縮小した市場の中で収益を確保していく必要がある。

しかし、このような時期こそ、技術革新を進め、技能を維持・向上させ、厳しい競争に打

ち勝っていく必要がある。

我が国製造企業にとっては、ものづくり力の向上が必要になるが、それは大きくわける

と、ものづくりに関わる技術・技能そのものを強化する取り組みと、ものづくりにまつわ

る付加価値の向上が求められる。

・ものづくり技術・技能の向上

市場が縮小し、競争が厳しくなる中では、技術力を向上させ、イノベーションにより

他社よりも先に抜きん出る必要がますます高まる。日本企業は、自社の有する高い技術

力が差別化要素となってきたため、自社内に閉じて研究開発を行う傾向はいまだに強い。

しかし、成果を出すまでに与えられた時間も限られている中で、社外のリソースも活用

できるものは活用することで、「時間を稼ぐ」ことも必要になる。また、競合しない範囲

で社外と交流を進めることで、全く新しいアイディアや自社だけではできなかった分野

への進出が可能になる可能性もある。オープン・イノベーションへの取り組みが期待さ

れる。
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一方、ものづくりの現場では、引き続き熟練社員の引退、雇用の非正規化などに伴い、

技術、技能の継承が課題となっている。技術の見える化やマニュアル化、自動化などに

より、対処していくことが求められる。

・ものづくり付加価値の向上

ものづくりの付加価値の源泉は技術力にある。しかし、技術力だけでは必ずしも高い

付加価値を生み出すことは難しくなってもいる。よく指摘されるように、iPod は世界的

に流行したが、技術の先進性というよりは音楽配信の iTune との組み合わせと、デザイ

ンやライフスタイルの提案の効果が成功要因となっている。感性価値や、極めて高い安

全性などを製品の付加価値として打ち出すことも重要になる。

また、機器や部材そのものを製造し、顧客に売り切るだけでは、より廉価な製品との

競争が激しくなっており、顧客の満足度も高まらない。以下にサービサイジングを進め

て、ソリューション（課題解決）を価値として提供するかが問われている。
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第 3 章 我が国製造業の国際競争力の維持・向上のための提言

本章では、第 1 章、第 2 章における様々な課題や事例等を踏まえ、今後の我が国製造企

業の国際競争力の維持・向上に向けた提言を行う。提言は、大きく二つの視点、すなわち

国際的な事業戦略の視点と、ものづくり競争力の向上の視点にわけて取りまとめる。

第 1 節 国際機能分業とグローバル・サプライチェーンの進化に向けて

国際的な競争環境が厳しくなる中で、市場としての新興国への期待は非常に高まってい

る。しかし、第 1 章でみたように、日本企業はこれら新興国市場への参入戦略という点で

は、まだ多くの課題を抱えている。ここでは、国際機能分業の高度化、グローバル・サプ

ライチェーンの進化に向けた提言をまとめる。

1. 新興国における販売網の構築－適切な販売パートナーの選定

新興国市場への参入は、先進国市場への参入とは異なる難しさがある。それは、法制度

やインフラの未整備、世界標準とは異なる商習慣や事業環境、現地独特の嗜好やものの考

え方、先進国ほど高くない所得水準など、様々な要因に基づくものである。

そのような事業環境の国に参入し、基盤を築き、一定の収益を実現するためには、通常

であれば非常に長期間、多額にわたる先行投資や試行錯誤などの経験が不可欠である。ロ

シアやインドなどでは、欧州企業が既に 50 年、100 年の歴史を刻んでいることがある。そ

のような先行企業に、短期間で追いつき、追い越すのは決して容易なことではない。

＜現地パートナーの重要性＞

このため、重要な戦略の一つが適切な現地パートナーを選定するということにある。例

えば、三菱自動車は海外に展開する約 170 カ国の中で、ロシアが最大の販売国となってお

り、2008 年度は 14 万台の販売を計画している。現地における日本企業の中では、トヨタ

自動車、日産自動車につく 3 位につけており、日本国内の位置づけと比べても現地販売が

好調である。この背景には、ロルフという現地の販売パートナーの存在がある。

ロルフはロシア国内に幅広い販売網を有し、自動車メーカー7 社とロジスティクス契約を

結んでいる。2006 年度の実績として、フィンランドから輸入された車の 3 分の 1 を輸送し

ている。サービス面では、専従ドクターを配置したり、ロシアで最初に「顧客満足度」と

いう概念を導入するなど、消費者の信頼も高い。

パナソニック電工は、500 億円をかけてインド最大の配線器具メーカーであるアンカー社

を買収したが、これは同社がインド国内に持つ強力な販売網の活用を視野に入れたもので

ある。

ロシアやインドは、国土が広く、商習慣も独特であり、全国的な販売網の構築には多大
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な投資と時間が必要である。以下の図はインドの 150 万人都市の分布を示している。日本

の 9 倍ほどの国土面積のある国で、これだけの大都市を自社の販売網だけでカバーするの

は容易ではない。本項でみたように、パートナーを活用することで、市場浸透の突破口を

開くというのは一つの方策である。

図 53 インドの 150 万人以上都市の分布

ムンバイ
1,640万人

チェンナイ
660万人

コルカタ
1320万人

デリー
1290万人

ハイデラバード
570万人

バンガロール
570万人

アーメダバード
450万人

プーネ
370万人

スーラット
280万人

カンプール
270万人

ジャイプール
230万人

ラクナウ
220万人

ナグプール
210万人

パトナ
170万人

インドール
150万人

出所）Census of India HP より（データは 2001 年 Census に基づく）

＜M&A の積極的な展開＞

第 1 章では、内需型産業が積極的に海外展開している事例を把握した。世界的な金融危

機の影響で、多くの国で企業の株価は低迷している。また、ドルやユーロなどの主要通貨

が切り下げられた結果、円高傾向となっている。事業環境は厳しいが、キャッシュを有す

る企業は今が海外展開の最適な時期でもある。新興国市場への参入とそこでの成功に向け

て、積極的な M&A の展開が期待される。

2. セグメント・マーケティングの展開

新興国の市場が重要になる中で、新興国の嗜好や所得水準に合わせた商品投入が必要に

なることは、第 1 章で分析したところである。しかし、世界には 170 を越す国があり、1
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カ国ごとに製品のカスタマイズを行っていては、多品種少量生産となり、規模の効率性が

得られず、魅力の少ない事業となってしまう。

それでは、市場をどの程度細分化すればよいのかという議論になる。これは、製品特性

や複数モデル投入にかかるコストなどをよく見極めた上で検討する必要があるが、一般的

には次のように考える。

例えば、テレビを取り上げると、最近は液晶やプラズマなどのディスプレイを使った薄

型テレビが主流となっているが、新興国では購買力が十分に追いつかず、まだ普及は始ま

りつつある段階である。このような状態で、最新機種の高価格製品を投入しても販売数量

を伸ばすのは難しい。このため、現地の事情に合わせて機能にメリハリをつけた製品を投

入することが考えられる。

例えば、新興国ではしばしば、「低重音スピーカー」に対して強いニーズがある。一方、

そのような国ではまだ、デジタル放送が開始されていないことも多く、いわゆるフルスペ

ックのハイビジョン受像機22の必要性は低い。そのようなことを勘案し、従来型の画素数で、

しかし重低音にこだわったスピーカーを搭載した製品を投入することが考えられる。

次の問題になるのが、全ての新興国がそのようなニーズを持っているわけではないとい

う点である。重低音重視の傾向は、南米、インドネシア、インドなどで観測されている。

図 54 市場セグメントの設定例（イメージ）

「低重音テレビを好む市場」と
いうセグメントで括られる市場

（イメージ）

出所）野村総合研究所

例えば、「東南アジア」「南アジア」といった地域単位の視点で見てしまうと、それぞれ

インドネシア、インドだけが該当国となり、市場規模が十分でないように見えるが、より

22 デジタル放送によるハイビジョン映像は、最高で 1,920 x 1,080 の画素で構成されている（約

207 万画素）が、それを表示する側のテレビも同等の画素を持つ場合、従来のハイビジョン対

応テレビ（約 105 万画素）と区別してフルスペック・ハイビジョンと呼ぶことが多い。
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幅広く全世界で同様のニーズを持つ国を探せば、同じ市場セグメントに分類できる国は少

なくない。

このように、今後の国際事業展開においては、市場を地域単位に区切ってみるだけでな

く、製品ニーズなどに基づいて幅広く把握することが、より効果的な製品戦略につながる

と期待される。

3. 現地の自律的経営を促す分業構造の深化

日本企業の国際分業構造は、過去 40 年にわたって、米欧を主要市場とし、途上国を生産

拠点として展開してきた。しかし、途上国が市場としても注目されるようになり、国際分

業の構造も変化が必要となりつつある。

基本的な方向性は、現地経営の自律化である。現地拠点が生産拠点であれば、極論すれ

ば、日本のマザー工場を基点として、生産技術の移管や生産計画に対する指導の下で運営

をしていればよかった。しかし、進出先の国が市場としても重要になると、現地での商品

企画、設計、サプライヤーの選定、調達、販売、ロジスティクス、アフターセールスサー

ビスなどが重要になる。これらは、いずれも日本からの遠隔管理では十分な効果を挙げる

のが難しい。第 1 章では、大手工作機械メーカーが現地での設計業務を行っている現状を

示したが、今後はこのような活動の現地化がますます必要になる。

2008 年夏に野村総合研究所が実施した調査では、タイにおける人件費が高騰しており、

電子部品などの中堅企業は経営が困難になりつつあり、ラオスやカンボジアといった近隣

諸国への展開も検討していた。カンボジアはこれまでは工業団地整備の遅れなどから、ま

たラオスは人口 600 万人程度の小国で山岳丘陵の多い地形から、日本企業の進出は限られ

ていた。しかし、タイにおけるオペレーションがコスト高になる中で、これら地域への展

開が現実性を高めている。

ラオスの場合、ラオス語は隣国のタイ語と非常に近いため、タイに工場を持つ企業であ

れば、タイ工場における人材育成や、タイ工場のタイ人技術者をラオス工場の責任者とし

て派遣するようなことも可能である。しかし、そのようなことができるのは、タイ工場が

十分に能力を高め、日本からのサポートに依存せずに自律的にオペレーションを出来てい

る場合である。トヨタ自動車やデンソーの事例で見たように、技能、技術及びその他必要

なノウハウを海外にも伝承し、運営の自律化を進めていくべきである。

4. 日本本社の積極的関与によるグローバル戦略の推進

世界的な金融危機に伴う先進国市場の落ち込みに対応して、先進国オペレーションの広

域的なサプライチェーンの見直し、新興国市場での急速な事業立ち上げが必要になってい

る。また、上記に掲げたセグメント・マーケティングも、特定の地域に限定せず、地域横

串でのマーケティングが必要になる。

このような全社最適の追及は、個々の事業部や地域本社などで実施するのは難しいこと
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が多い。特に新興国における販売網の構築、工場建設、M&A などには多額の資金も必要と

されるため、日本本社が積極的に関与し、戦略立案から実行まで、事業部や現地法人を支

援していくことが期待される。

5. 日本企業のグローバル展開を支援する税制の検討

第 1 章においては、新興国市場における日本企業のブランド構築の遅れが、課題の一つ

として取り上げられた。単に日本企業というだけで市場から信頼が得られるほど、新興市

場は容易ではない。逆に、テレビ広告などで日頃接する機会の多い企業ほど信頼が高いの

ではないかという印象を消費者が持つこともある。

日本企業が新興国で短期間にブランドを構築するためには、積極的なプロモーションや

広告投資が必要である。しかし、産業構造が閉鎖的で競争の少ない途上国などでは、広告

費が多額に上ることも少なくない。これを現地法人や特定の事業部の負担で実施するのは

難しく、この点も日本本社の支援が必要になる。

但し、海外子会社の広告費支援は、税制上、贈与とみなされ、高率な税が課せられるこ

とがあり、日本企業はなかなかそのような思い切った広告宣伝投資に踏み切れていないと

いう事情もある。

税制度の改革は、税体系全体のバランスの中で検討する必要があり、単に製造企業の国

際展開を支援する目的だけで変更するのは難しいが、企業が生き残りを図るために国際化

を進めている現状を踏まえ、適切な税制へと見直していくことが期待される。

第 2 節 ものづくり競争力の向上に向けて

ものづくりの競争力強化に向けた取り組みのポイントは、競争力の源泉である技術・技

能をいかに維持し、高めるかという点と、市場が求める製品や価値をいかに提供するかと

いう点に集約される。ここでは、これらの点について、産業及び行政に対する提言をまと

める。

1. 金融危機下におけるリスクマネジメント

世界的な金融危機は、企業経営のリスクマネジメントに今まで以上に難しい課題を突き

つけている。例えば、従来は部品・素材の供給途絶リスクに対しては、拠点の分散化など

により対応が取られてきた。しかし、そのような対応はサプライチェーンの冗長化を招き

かねず、現下の厳しい経営環境ではコスト負担に耐えられない可能性がある。すなわち、

集中化によるコスト削減と、分散化によるリスク管理とのバランスをいかに取るかが重要

になる。

そのようなバランス感覚は、各産業の特性や個別企業の事業内容によって異なるため、



107

一般的な戦略方向を打ち出すのは難しい。このため、以下では、いくつかの工夫の例を示

す。

ある機械メーカー大手では、海外の地域統括本社の機能を強化し、販売管理に関わる様々

な権限を集約化した。例えば東南アジアを見ると、シンガポールに地域統括本社を設置し、

タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インドネシアなど域内の有力市場に各国別の

販売会社を設置している。従来は個々の国別販売会社が、財務、ロジスティクス、インボ

イス発行、債権回収リスク、商品の価格決定権などを持っていたが、これらを地域統括本

社の権限として集約し、集中的に管理することで効率的な運営をすべく工夫している。

従前は、国別販売会社がそれぞれ売上の中から、金利コスト、在庫・物流コストなどを

支払っていたが、地域統括本社への機能集約後は、多くの費用項目が地域統括本社の管理

下におかれ、販社側は販売量に応じたコミッションを受け取る形になった。

図 55 地域統括本社と国別販売会社のコスト構造改革

金利コスト

在庫・物流コスト

請回収コスト

サービスコスト

宣伝（ﾛｰｶﾙ）コスト

宣伝（ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）コスト

販社運営コスト
（セールス）

販社利益

販社
マージン

商品原価

地域統括マージン

金利コスト

在庫・物流コスト

請回収コスト

サービスコスト

宣伝（ﾛｰｶﾙ）コスト

宣伝（ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）コスト

販社運営コスト
（セールス）

販社利益

販社
コミッション

商品原価

地域統括マージン

販売価格

販社の売上高

集約化効果でコス
トが低下し、内部留
保できる利益増加

構造改革前

販社の仕入れ
価格

地域統括
本社
コスト

地域統括
本社
利益

構造改革後（コミッション型）

出所）A 社へのヒアリングに基づき作成

ある日用品メーカー大手では、欧州における物流の効率化を進めている。年 2～3 つの国

別販売会社を統合し、ドイツに置いた集中倉庫に移管している。また、これにあわわせて

受発注、配送、請回収などの IT インフラを統合している。物流集中センターに求められる

機能・要素としては、1 品別の在庫管理や発注調整機能、現場との距離を埋める IT インフ

ラ、多国の得意先からの問合せ対応の仕組みなどであるとしている。
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図 56 欧州における物流効率化の事例

工場
各国販社
倉庫

販売店
倉庫

店舗欧州陸揚げ

工場
店舗

（6,000店規模）
物流集中

センター（ドイツ）

在庫と物流業務の
集約化

個店配送

従来

改革後

出所）B 社へのヒアリングに基づき作成

さらに、需要変動リスクに対応するために、生産調整能力の向上、在庫・物流の更なる

集約化を進める計画であるとしている。生産調整能力の向上に向けては、日本などからの

輸出に頼るのではなく、欧州域内での生産を拡大させる。また、全体最適視点で部品在庫

をある程度は許容し、生産リードタイムを短縮させようとしている。さらに、セル生産（小

量生産）体制を導入し、在庫レベルを改善させる取り組みも併せて行っている。

在庫・物流の集約化は既に上の図にも示したとおりであるが、在庫統合、個店配送の対

象販社の拡大、急な仕向地変更などへの対応力の向上などを図っている。

また、販売店舗に対しては、新製品発売前には需要量調査、直営販売員の評価、店頭で

の予約状況確認などを行い、発売後には出荷実績、店頭での売上実績をきめ細かく確認を

している。

このような取り組みで、経済危機の際に起きたような短期的な需要変動への対応力を高

め、リスクへの対応を図っている。

2. オープン・イノベーションのためのプラットフォームづくり

日本企業は、自社の保有する技術を競争力の源泉としているため、他社との協働による

研究開発に対しては長年、躊躇してきた。しかし、研究開発への期待が高まる一方で予算

や成果を出すまでの期待される期間は縮小しており、自前主義では現状を打破することは

難しいという認識も広まっている。

このため、国のプロジェクトに産学連携で応募するなど、様々な形でのオープン・イノ

ベーションが進展しつつある。基本的にはこの現在の流れをさらに展開させていくことが

期待される。

第 2 章の事例で見た InnoCentive 社は、インターネット上でオープン・イノベーション

のためのプラットフォームを提供している。ただし、同社が扱っている分野はごく限られ

ており、今後は業界団体なども積極的に参画し、より幅広い業種分野へと展開していくこ
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とが期待される。

3 環境・省エネ製品の市場創出支援

環境・省エネ分野では、日本で競争力の高い技術や製品があるにもかかわらず、民間市

場では十分に普及できていないものあある。

例えば、カーボンニュートラルな素材であるポリ乳酸（植物由来生分解性プラスチック）

は、米国で基本素材が発明されたが、その樹脂を改良して耐熱性や加工性を高度化する技

術開発は日本が世界の最先端を走っている。これらの改良素材製の部品を量産加工する生

産性の高い金型技術や射出成形技術についてもわが国の生産技術が世界の最先端を凌駕す

るポジションにある。（小松技術士事務所では国際出願を含む 12 件の関連特許を出願中）

しかしながら、素材コストの面では従来の石油由来樹脂との間にはまだ開きがあり、素晴

らしい環境素材であるにもかかわらずその爆発的な市場での普及にはコストが障害となっ

て到達ができてない。

一方、目を EU に転ずれば、環境規制や炭素税の導入によりこれらの植物由来生分解性

プラスチックは石油由来樹脂に比較しても十分にコスト対抗が可能な政策が実行に移され

ている。最終製品にこれらの環境素材を採用できる市場環境が政策主導により整備されて

いることから、様々なプラスチック製品にこれらの素材の採用が積極的に検討されている。

わが国で開発された改良素材や生産技術は日本よりもむしろＥＵでの最終商品の生産に

大きく寄与する可能性が高いと言えよう。新市場の形成のための政策が不十分なために日

本発の素材技術や生産技術は国内での製品生産には活用できるチャンスに恵まれず、欧州

の市場へ先行して展開してしまうというジレンマに陥りつつある。

地球環境保護に資するわが国のものづくりを再生させるためには民間企業側の生産性改

善だけではなく、最終製品の新市場形成のための積極的な政策の立案と実行も重要である。

4. 研究開発マネジメントの改革

研究開発体制の見直しも重要な課題となっているが、特に 2 つの視点での改革が必要で

ある。1 つは、国際分業が進む中で、設計開発を中心に研究開発業務の国際展開が必要であ

るという議論を行ってきた。これに伴い、研究開発のマネジメントも国際化が必要になる。

2 つ目は、単に技術の先進性、機能の高度化だけではない、市場ニーズに合わせた商品企画

と研究開発テーマの設定というマネジメントの問題がある。

研究開発の国際的なマネジメントについては、日本機械輸出組合「東アジアにおける我

が国機械産業の事業戦略―研究開発機能の国際分業体制と人材マネジメントのあり方に関

する調査―」（2007 年 3 月）に詳細な分析と提言がされているが、特に安い労働力確保を

目指して進出してきた国（中国や東南アジアなど）において、創造的業務である研究開発

人材のマネジメントをいかに行うかが重要な課題となっている。営業職の場合、いくら売

上をあげたか、といった評価の指標がわかりやすく、本人や周辺の人も納得しやすい評価
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を行うことが比較的容易である。一方、研究開発人材の場合は、全ての研究成果が事業に

つながるとは限らず、また企業業績に貢献するまでには時間がかかるため、評価の体系作

りや、各国拠点間での横並びの評価なども難しい。こんため、研究開発人材のグローバル

人事評価制度やキャリアパスの設計を行う必要がある。

5. ものづくり技術・技能の継承

2003 年ごろより、団塊世代が大量退職を迎える 2007 年ごろに、技術、技能、ノウハウ

の断絶が起こるのではないかという「2007 年問題」が話題となってきた。その後、雇用延

長制度などもできたが、今度は 2007 年に退職を迎えた高齢者が最長で 5 年間の雇用延長を

終えるのが 2012 年とな、「2012 年問題」が再び浮上してきている。

ただし、多くのものづくり企業はこの点を認識しており、第 2 章で見たとおり、様々な

取り組みがなされてきている。技能の「見える化」、標準化、マニュアル化、自動化などで

ある。特に、ルーティンワークの定型化と自動化により、生産性の向上につなげた山本精

工の事例などは、業界を超えて参考になる事例であり、そのような取り組みを推進してい

くことが期待される。
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