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は じ め に 

 

日本の機械工業は、新興国が高い経済成長を示す等、事業環境が大きく変化する中で、

各社は競争力の維持、強化に向けてさまざまな対応に腐心しています。 

 

こうした中で、日本の人口は 2005 年を境に減少が始まり、少子高齢化社会へ突入するこ

とになりました。 

 

少子高齢化とともに労働力人口の減少が始まろうとしています。 

国連の推計によれば 2020 年には 2005 年に比べ 11.6%の減少が予測されています。これは先

進国共通の課題でありますが、この課題を機械工業として捉え展望を持つために弊会に“人

口減少社会における機械工業の国内展開に関する調査研究専門部会”を設け検討すること

に致しました。 

 需要も供給力も減る環境下で国民の豊かさを向上していくには、今からどのような施策、

もしくは政府の政策が必要か検討すべきであるとの問題意識から、本調査を進めて参りま

した。 

 今年度は現状分析に留め、主として課題の抽出を行いましたが、来年度は本年度の成果

も踏まえて、政策提言まで行えればと考えています。 

 

 尚、調査研究は、事業基盤研究委員会、経営課題研究委員会の会員各社から有志に専門

部会に参加いただき、報告書を纏めるにあたっては株式会社東レ経営研究所に調査を委託

しました。 

 

 後に「人口減少社会における機械工業の国内展開に関する調査研究」事業を実施する

にあたり、ご協力いただいた方々に対し、深く謝意を表す次第です。 

 

平成 22 年 3 月 

 

 

                       社団法人日本機械工業連合会 

                        会長   伊 藤 源 嗣 
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エグゼクティブサマリー 

 

序章 

  

1.専門部会の目的 

我が国の来るべき人口減少社会は、労働力の供給不足と国内需要の減少を招くことが懸

念されている。そのような社会にあって、機械工業がどのように生き残り、発展していけ

るのかを検討し、企業の構造改革に資する提言を行うことを目的とする。 

 

２．専門部会の検討の方針  

 人口減少社会の機械工業への影響は、需要と生産（労働力）の両面に及ぶが、これらを

グローバル化という流れの中で課題として捉え、検討を行う。 

 

３．検討課題としての需要 

  人口減少の進展に伴い、国内需要、特に消費財等人口比例的要素の高い需要は減少する。

このため機械工業企業は市場を国内に限定した成長戦略を描くことはできない。対象とす

る市場を世界に広げつつ、改めて国内市場の需要について検討しなければならない。ここ

では、人口減少社会の大きな需要動向から人口減少社会の需要の全体像を把握し、人口減

少社会が必要とする新しい需要（高齢者需要、女性の労働支援需要など）を調査する。 

日本は世界に先駆けて人口減少(少子・高齢化)社会を経験する国である。そこで発生する

新たな需要への対応の成果を、今後日本と同じように人口減少が見込まれる諸国に向けて

活用することが期待される。 

 

４．検討課題としての生産・労働力 

 我が国の産業、企業、国民の発展に貢献するためになすべきことは何かという観点から、

雇用、労働力の確保(労働力の量的側面)と人材育成(労働力の質的側面)について調査研究を

行う。 

 人材のミスマッチが減少すれば就業率は向上する。どのような人材が必要になるのかを

考えた上で、どのような人作りをするかを考える。 

 

当専門部会では、初年度は人口減少社会の全般的な問題と、検討課題としての需要を取

り上げ、来年度は検討課題としての生産･労働力を取り上げる。 
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第 1章 我が国の人口減少と世界の人口増加  

１．我が国の人口減少問題 

 2050 年の人口中位推計値は 9,680 万人である。2010 年から約 3,000 万人（約 25%）減少

する。その 大の問題は、労働力人口の減少であり、現在の約 3 分の 2 に相当する約 4,200

万人になると推測されている。 

２．世界の人口増加 

世界の人口は 2000 年には 61 億 2,400 万人であったが、後発工業国等における人口増加

が続き、2050 年には約 92 億人に増加し、工業化の進展、医療等の発達から高齢化が進展す

ると予測されている。  

３．人口減少社会の課題 

 日本経団連、経済同友会も警鐘を鳴らしているように、人口減少社会は避けられないと

の認識の下に、当専門部会では機械工業における課題を抽出し、時代を先取りした対策を

検討したい。例えば、女性の労働力化等から、企業も育児や保育、ワークライフバランス

など対策を考えるなど。 

 

第２章 人口減少社会の需要への対応  

１．人口減少社会がもたらす需要構造の変化 

 医療・健康、インフラ、住宅リフォームなど需要増加の分野もあれば、食料、繊維、教

育等需要減少する分野もある。人口減少社会の需要は全体としては減少する。その一方で

顧客ニーズの多様化が予想され、そうした需要への対応が必要となる。  

２．人口減少社会における機械工業の需要創造 

人口減少社会における優先課題は「安心・安全」である。人口に占める高齢者比率の増

加、女性等の労働力化などから安心・安全の社会構築が課題となる。また、成熟社会では

ニーズが多様化し、高付加価値化すると考えられる。 

こうした社会に向けて、情報・通信、センサーおよびロボット等の技術の開発が重要視

される。 
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図表 2 機械工業にとってこれから期待される需要分野 

大分類 中分類

情報通信 8　ユビキタスネットワーキング

19  デジタル家電

20  ユビキタスエレクトロニクス

21  ロボットエレクトロニクス

22  カーエレクトロニクス

39  ITの医療への応用

43  高齢化社会に向けた医療・福祉

87  高度ＩＴ利用製造技術

89  高付加価値製品製造技術

92  製造に関わる人間・ロボット

96　産業基盤の地域的な分散・集中による 適化

103　サービス産業・サービス分野の生産性向上

106　人口非集中地域の社会基盤技術

109　高齢化社会に対応した社会基盤技術

116　新たな交通システム技術

117　交通安全に関する技術

120　暮らしの安全・安心・安定

121　都市の安全・安心・安定

122　サービスのユニバーサル化

123　高齢者・障害者の生活支援

126　教育・学習支援技術

社会基盤

社会技術

エレクトロニクス

保険、医療、福祉

製造

産業基盤

 

  

 

第 3 章 機械工業企業にとっての人口減少社会  

１．人口減少と機械工業企業 

 機械工業の従業員数は 1990 年以降の減少傾向にあったが、2005 年頃からリーマンショ

ックに至るまで増加に転じていた。統計に表れない非正規雇用の問題もあるが、労働生産

性は上昇している。機械工業企業のグローバル化、省力化投資等から、人口減少が機械工

業企業の国内の労働需給にどのような影響を及ぼすかは企業の計画によって異なる。 

ただし、研究開発面では 1990 年以降、研究開発者、研究費とも一貫して増加している。

企業の付加価値額がさほど伸びていないことから、研究開発の生産性は低下している。 

２．人口減少社会に関する委員対象のアンケート調査結果 

 人口減少社会における日本の競争優位は安全・安心の高い技術力にあり、物心共に豊か

な生活を送れるようグローバル化、労働力確保、人材育成に取り組まなければならないと

する意見が多くを占めた。 

３．専門部会委員所属企業の人口減少社会の問題に対する取り組み状況 

 専門部会委員に所属企業の取り組みを確認したが、各社とも本格的な取り組みはこれか

らという状況である。 

 

出典：文部科学省『2035 年の科学技術』 
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第 4章 まとめ  

１．人口減少と機械工業 

人口減少社会では、消費財等の人口比例的な需要は減少する。 

その一方で、世界は新興国を中心に人口が大幅に増加し、世界的に見れば需要は大幅な

増加が期待され、その経済発展のセンターは中国、インド等アジアである。 

市場をグローバルに捉え直すことにより、我が国産業の在り方を考えなければならない。

グローバルな市場の中で、我が国機械工業の果たすべき役割、位置付けを確保することが

重要であり、そのため国内でどのように事業展開すべきかが問われている。 

  

２．人口減少社会の機械工業企業に必要な発想の転換 

 目先の経済は、若年失業者の増加など、人口減少社会の課題とは逆の環境下にあり、企

業の関心も現在ここにはない。しかしながら、人口減少は避けられない社会現象であり、

企業は長期的視野に立った発想に転換すべきである。  

 

３．抽出された課題 

 今年度の調査の結果から抽出された大きな課題は以下の通り整理される。 

(1)売上の維持、向上のためには需要の質の向上を図る戦略が必要である。 

(2)我が国機械工業企業は海外の市場からも利益を稼ぐ戦略が必要である。 

(3)国内、海外の業務分担の峻別と国内でなすべき企業経営、基礎研究、マザー工場機能な

ど明確な戦略が必要である。 

(4)以上を考え合わせると、我が国は知財・技術立国を目指すという方向が見えてくる。 

知財・技術立国に向け山積する課題を全て列挙して、一つ一つ解決する努力が必要であ

る。 

図表 3 機械工業の人口減少社会への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度成長期・工業立国の発想

発想の転換

人口減少社会の目標：技術立国

日本の役割

需要の質の向上 海外から利益還流

グローバル経営 基礎研究 マザー工場 他
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調査研究の概要 

 
１．調査研究の目的 

1.1 必要性 

 我が国の総人口は 2004 年をピークに減少に向かっている。国立社会保障・人口問題研

究所の予測（出生中位・死亡中位）では、例えば 2030 年の我が国の総人口と労働人口（生

産年齢人口＝15 歳～64 歳）は次のように見込まれている。 

・総人口は 2007 年の 1 億 2,777 万人から 2030 年に 1 億 1,522 万人まで減少する。 

・労働人口は 2007 年の 8,301 万人から 2030 年に 6,740 万人まで減少する。 

 この事実は 2 つの大きな問題を含んでいる。1 つは人口減少による顧客の減少、すなわ

ち国内需要の縮小を意味し、もう 1 つは労働力人口の減少による供給力低下（経済成長

の阻害）である。我が国機械工業は貿易立国の一環として、これまで輸出に注力すると

共に、国内消費（内需）をその大きな下支えとして発展してきた。今後、機械工業とし

て、このような人口減少の状況に対しどのような国内展開を図っていくべきかを研究す

る必要がある。 

 

1.2 目的 

 将来予測される国内需要の減少と供給力不足の事態に対し、この影響をできるだけ

小限に抑えるための需要面、供給面での機械工業としての有効な国内事業展開の方策に

つき、研究開発・技術開発面、事業（企業）経営面等から提言を行い、また、行政施策

の在り方についても検討するなど、本調査研究を通して、機械工業を取り巻く国内環境

を改めて見直すことにより、機械工業企業の持続的な発展のための構造改革に資するこ

とを目的とした。 

  

２．調査研究の内容 

１）人口減少社会への過程の需要把握と問題点の認識について整理すると共に、所得面、

教育面など経済格差が存在する場合、これらの格差が人口減少・高齢化社会に与える影

響について検討すべき課題の抽出を行った。 

２）調査課題の発掘と対応策の検討 

①需要面での対応策と課題 

 内需を高めるための新製品開発を念頭に入れた、研究開発、イノベーション（プロ

ダクト・イノベーション）の在り方の検討、国際競争力の強化策などの検討。 

また、著しい所得格差により一部の階層の需要に不均衡が生ずる場合、新規産業の創

成や新ビジネスモデル等による雇用確保を通じた、格差の是正を図る方策などの可能

性についても検討した。 
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②供給面での対応策と課題 

 労働供給の観点から、高齢者、女性、外国人労働者などの雇用対策、人事・労務管

理の在り方、教育格差が存在する場合、その実態を把握し優秀な国内人材を確保する

ための格差の是正策などについての検討を行うと共に、資本蓄積とイノベーションの

推進、生産性向上策、国内生産設備・研究施設の在り方等につき検討した。 

３）需要・供給の両面からみた人口減少社会における機械工業の将来展望と対応策につい

てもグローバルな観点から、産業界全体および機械工業界としての対応策などにつき検

討した 

 

図表 0.1 具体的調査活動の総括 

項 目 内  容 

①資料収集 人口減少とその経済的影響に関する統計等のデータ収集 

②展望と課題に関する調査 日本の機械工業が置かれた国内事業環境について検討し、構

造的課題を抽出。 

③委員会開催 5 回開催。国内展開の先進事例について現地調査（工場視察）

も実施。 

④報告書作成 上記の調査結果を報告書にとりまとめた。 

 

図表 0.2 調査のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文献等調査

人口減少についての
論調

人口減少についての
統計データ

事例1

委員会
（報告と審議）

展望と課題調査結果
まとめ

調査レポート 報告書調査方法、委員会

図の説明

調査レポート 報告書調査方法、委員会

図の説明
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図表 0.3 専門部会の開催 

専門部会 内 容 開催 

第 1 回 

 

調査研究内容審議 

講演（（独）産業技術総合研究所 デジタルヒューマン

研究センター 人間行動理解チーム  

チーム長 西田佳史氏） 

平成 21 年 

8 月 25 日 

第２回 

文献調査結果報告 

講演（（独）高齢・障害者雇用支援機構 

         情報研究部長 金崎幸子氏） 

10 月 30 日 

視察実施 （トヨタ自動車・堤工場及びトヨタ博物館） 12 月 10 日 第３回 

 文献調査結果報告ならびに意見交換 12 月 11 日 

第４回 
アンケート調査結果報告ならびに審議 

報告書素案に基づき、調査内容の再検討  

平成 22 年 

2 月 12 日 

第５回 
報告書 終案審議 平成 22 年 

3 月 8 日 
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序章 

 

人口減少問題については政府も明確なビジョンを提示できていない大きなテーマである。 

本専門部会では、『人口減少社会における機械工業の国内展開』という調査研究課題が漠

然していることから、具体的な調査研究活動に入る前に時間をかけて、専門部会の目的や

目標等について議論を行い、委員のこの問題に対する認識の統一を図った。 

 

図表序.1 専門部会の人口減少問題に関する議論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.専門部会の目的 

我が国の来るべき人口減少社会は、労働力の供給不足と国内需要の減少を招くことが懸

念されている。そのような社会にあって、機械工業がどのように生き残り、発展していけ

るのかを検討し、企業の構造改革に資する提言を行うことを目的とする。 

 

２．専門部会の検討の方針  

 人口減少社会の機械工業への影響は、需要と生産（労働力）の両面に及ぶが、これらを

グローバル化という流れの中で課題として捉え、検討を行う。 

 

人口減少社会・国内展開専門部会のテーマ人口減少社会・国内展開専門部会のテーマ

需要面の変化

生産面の変化

社会の変化

内需は人口比例で減少

人口減、年齢構成の変
動は、需要の変化をも

たらす

需要減少分のカバー

国内の基盤整備

サポート産業の維持

優秀人材の育成確保

グローバル化

高付加価値化

基盤・ハブ機能

社会問題は除外する
年金、介護、

少子化、格差等

機械化ロボット化

新規需要創造
高齢者需要対応

輸出・外貨獲得

何を作るか

労働力の確保

海外事業展開

高齢者、主婦、
外国人等活用

海外移転・育成

人材の育成

省力化コストダウン

議論のあった課題注：
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３．検討課題としての需要 

  人口減少の進展に伴い、国内需要、特に消費財等人口比例的要素の高い需要は減少する。

このため機械工業企業は市場を国内に限定した成長戦略を描くことはできない。対象とす

る市場を世界に広げつつ、改めて国内市場の需要について検討しなければならない。 こ

こでは、人口減少社会の大きな需要動向から人口減少社会の需要の全体像を把握し、人口

減少社会が必要とする新しい需要（高齢者需要、女性の労働支援需要など）を調査する。 

日本は世界に先駆けて人口減少(少子・高齢化)社会を経験する国である。そこで発生する

新たな需要への対応の成果を、今後日本と同じように人口減少が見込まれる諸国に向けて

活用することが期待される。 

 

４．検討課題としての生産・労働力 

 我が国の産業、企業、国民の発展に貢献するためになすべきことは何かという観点から、

雇用、労働力の確保(労働力の量的側面)と人材育成(労働力の質的側面)について調査研究を

行う。 

 人材のミスマッチが減少すれば就業率は向上する。どのような人材が必要になるのかを

考えた上で、どのような人作りをするかを考える。 

 

当専門部会では、初年度は人口減少社会の全般的な問題と、検討課題としての需要を取

り上げ、来年度は検討課題としての生産･労働力を取り上げる。 
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２．調査研究の内容と課題 

図表序.2 調査研究の問題と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門部会では、初年度は人口減少社会の全般的な問題点と、需要について検討し、来年

度は生産、労働力を取り上げる。 

図表序.3 専門部会の課題とテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H22 人口減少社会と生産力

H21 人口減少社会と新たな需要専門部会の課題

■需要減（事業開発）
■供給力減（生産性）
■経営

安心・安全な快適生活
（健康・福祉・機器・サービス）

労働支援機器等

高齢者・女性・外国人の雇用推進

人口減少社会における
（国内）機械工業像

専門部会の検討テーマ

人材の確保・育成

生産性向上（量・質）

機械工業・企業の方向

人口減少社会の課題

国内の人口減少は需要減少に繋がる
が、「豊かさ」は維持したい

↓
①一人当たりGDPの維持には

生産性向上が必要
②産業・企業として、売上・利益の

拡大は必要
国内新規需要・海外需要の獲得少子化

人口減少社会の問題

データを中心にどのような
社会になるのか検討

例
①人口減少社会の人口構成

高齢者、少子化対策
②人口比例的な需要の減少
③供給力の減退懸念
など

対策
＊労働者の減少対策

高齢者、外人、女性の雇用
＊労働生産性の向上
・新製品開発・高付加価値化
・機械化・省力化→海外需要の獲得
・サービス産業支援（機械化等）
＊その他(知識・技術立国等）

・知的財産の拡大、活用
・グローバル展開の拠点機能の強化

etc

高齢者比率
増加

労働人口減少

人口減少期の機械工業を考える

・人口減少による新規需要対応
・労働生産性の向上
・高付加価値化
・グローバル時代の国内の役割

“Innovate Japan”
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(参考) 専門部会が検討する「人口減少社会が目指すべき世界」 

経済産業省は『人間生活技術戦略 2007』において 4つのゴール（目標）を設定しており、

ゴールに到達するには 3つのイノベーションが必要だとしている。 

人口減少社会が目指すべき世界は「安心して働ける社会」、「子育てや老後の心配のない

社会」である。経済と社会の好循環により、新たなビジネスへのチャレンジが可能な世界

である。 

 

弊専門部会においても、この 4つの目標を前提に調査研究することにした。 

 

図表序.4 人口減少社会の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表序.5 人口減少社会実現に必要なイノベーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年齢・性別・言語に関係なく共同して働ける。
・安全・安心に心身へのストレスなく働ける。
・少ない労働力でも高い労働生産を実現する。

④ 安全・安心で働
きがいのある環境
の実現

・乗ると元気になるモビリティーの実現。
・誰でも安全快適に自由に移動できる。
・安全快適に省エネドライブができる。

③ 安全･快適なモ
ビリティーの実現

・五感で楽しみ快適な空間でくつろげる。
・省エネしながらでも快適に暮らせる。
・家族みんなが安心して暮らせる。

② 楽しく安らげる
暮らしの実現

・生きがいを持ち毎日生き生きと生活できる。
・80 歳でも元気に自立して暮らせる。
・健やかに成長し心身ともに健康な日々をおくれる。

① 心身ともに健康
な生活の実現

・年齢・性別・言語に関係なく共同して働ける。
・安全・安心に心身へのストレスなく働ける。
・少ない労働力でも高い労働生産を実現する。

④ 安全・安心で働
きがいのある環境
の実現

・乗ると元気になるモビリティーの実現。
・誰でも安全快適に自由に移動できる。
・安全快適に省エネドライブができる。

③ 安全･快適なモ
ビリティーの実現

・五感で楽しみ快適な空間でくつろげる。
・省エネしながらでも快適に暮らせる。
・家族みんなが安心して暮らせる。

② 楽しく安らげる
暮らしの実現

・生きがいを持ち毎日生き生きと生活できる。
・80 歳でも元気に自立して暮らせる。
・健やかに成長し心身ともに健康な日々をおくれる。

① 心身ともに健康
な生活の実現

Innovationの機会 目標とする社会人口減少社会
の課題

人間らしさ
人間生活技術

生きがいを持って
健康に暮らす

健康寿命80歳
介護なし

高齢者の労働参加

女性の労働参加

日本経済の
競争力強化

労働支援技術

生活支援技術
安心・安全で快適

に暮らす

人間生活技術とは

将来においても誰もが生き生きと暮らせることを目指して、感性や五感をはじ
めとした人の身体特性（感性・五感、身体形状、行動、認知など）や生活空間

を計測し活用する技術である
出典：経済産業省『人間生活技術戦略２００７』

子どもを安心して育て
られる生活環境
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第 1章 我が国の人口減少と世界の人口増加 

 

人口問題は将来の経済動向、需要動向を考える上で も正確に予測できる現象であると

いわれる。また、様々な製品等の需給や労働力需給を考える上で基本となる重要なデータ

である。しかしながら、その変化はイノベーションなどによる急激な需要構造の変化とは

異なり、緩やかに進行するため需要、労働力の変化は 5～10 年単位でないと実感されにく

い現象である。景気変動対策、年度毎の利益対策等に追われ、気が付けば「ゆで蛙」状態

ということも考えられ、要注意である。 

しかしながら、変化はチャンスであり、上手く変化に対応できれば成功を収めることが

できる一方、対応が遅れるとライバル企業に差をつけられてしまうことになる。企業戦略

として、できるだけ早く、その変化に気付き、対応策を作成し、タイミングよく実行する

ことが求められる。 

我が国の人口については国立社会保障・人口問題研究所の 2002 年度予測において、2007

年から人口減少に転じる（2007 年問題）と言われたが、予測よりも早く 2005 年から減少が

始まっている。その一方、世界というスケールで人口問題を見た場合、我が国とは逆に益々

人口は増加するとされている。 

人口減少の理由は人口の高齢化と出生数の減少である。これからは、人口減少が避けが

たい変化である以上、人口の減少を前提とした経済設計、社会設計を考えていくしかない。 

 

１．我が国の人口減少問題 

1.1 日本の人口推移    図表 1.1 我が国の人口構造の推移と見通し 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『少子化白書 2009』
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 我が国の人口は、封建社会から近代社会に転換した明治元年において約 3,400 万人であ

り、その後人口増加は続き、ピークとなった 2004 年には約 4 倍の 1 億 2,768 万人となった。

その後、我が国の人口は 2005 年から減少に転じたとはいえ 2008 年末現在で 1 億 2,598 万

人(日本国籍のみ)であり、人口規模では世界第 10 位の大国である。       

 

1.1.1 今後の日本の人口予測 

我が国の約 40 年後の 2050 年の人口は、国立社会保障・人口問題研究所によると合計特

殊出生率（参照：次項 1.1.2）を も高く見た高位推計で 10,360 万人、逆に低く見た低位

推計では 9,161 万人となっている。一般によく利用される中間の中位推計値は 9,680 万人

である。2010年から 2050年にかけて約 3,000万人約 25%もの人口減少が見込まれている。 

 

図表 1.2 我が国の人口推計 

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

高位 127,768 127,639 126,612 124,834 122,398 119,397 115,895 111,964 107,790 103,603 

中位 127,768 127,352 125,811 123,335 120,100 116,273 111,936 107,127 102,004 96,803 

低位 127,768 127,005 124,889 121,823 118,019 113,626 108,704 103,264 97,477 91,613 

05 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所の 2006 年 12 月の推計を基に作成 

http://www.ipss.go.jp/  
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1.1.2 人口減少の原因とその対策 

(1) 人口減少 

 我が国では男女とも平均寿命が年々伸び続け、今や世界一の長寿国となったが、その一

方で、他の先進国に先駆けて人口減少が進んでいる。 

図表 1-3 に見られるとおり、その理由は出生数減、合計特殊出生率（次項(3)参照）の低

下である。 

図表 1.3 我が国の出生数と合計特殊出生率の推移 

          

                    2.08 を切ると人口は維持できない 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『少子化白書 2009』 

 

(2) 出生率低下の背景  

1950 年代以降の出生率の低下・少子化が人口減少の主たる原因であるが、出生率の低下・

少子化の原因としては以下の事項が指摘されることが多い。        

        ・子育てコストの上昇（大学進学率の上昇等、子育て期間の長期化） 

        ・人々の価値観の多様化 

（女性の社会進出、核家族化、親の面倒を見ない） 

→ 晩婚化、晩産化  

        ・子どもを労働力として期待しなくなった 

        ・仕事と子育てを両立させるシステムが不在    
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(3) 合計特殊出生率の見通し 

 合計特殊出生率は女性が一生涯を通じてもうける子どもの数であり、2.08 人を下回ると

人口減少に転じるとされる。2007 年は 1.34 と、 低を記録した 2005 年の 1.26 から若干

上昇している。 

合計特殊出生率は次の算式で得られる。 

   合計特殊出生率＝（１－生涯未婚率）×夫婦間結出児数×離死別等の影響 

今後、増加に転ずるか占うために、この算式を使って、国民の結婚、子ども数の希望か

ら特殊出生率を算出してみる。計算の前提として生涯未婚率は、2005 年出生動向調査（独

身者調査）によれば国民の 9 割以上が結婚を希望していることから、10%とする。また、

同調査における国民が希望する子ども数は 2 人以上となっているので、ここでは 2 人とし

て計算する。離死別等の影響（人口予測における 2040 年ごろの中位影響度）は 0.96～0.97

となっている。これらの数字を使って計算した国民の希望を反映した合計特殊出生率は

1.75 程度であり、国民の希望通りになったとしても、当面人口が増えることは期待できな

い状況にある。  

過去 30 年間の出生数を見ると 1973 年以降は減少傾向となっており、2008 年においては

その当時に比べほぼ半減している。また、合計特殊出生率も年々低くなり 2007 年では 1.34

となっている。少子化に歯止めをかける対策が必要であり、育児・家事・介護の支援等を

行うことにより、仕事と育児・家事・介護との両立をサポートすることが重要と考えられ

る。 

 

(4) 我が国の人口構成  

 年齢の幅のとり方にもよるが、図表 1-4 を見ると労働人口に相当する 15～64 歳が大きく

減少し、14 歳以下の層も減少が続いている。高齢者の人口は微増ないし横ばいであるが、

65 歳以下の人口減少が大きく影響して全体として人口が減少すると予想されている。現在

と比較してより少数の労働人口がより多数の老齢人口を養う構図となる。現役世代は、2030

年に 2005 年の 1.78 倍の高齢者を支えなければならない計算になる。 

 2030 年の人口構成推計を見ると、団塊世代が 80 歳を超え、高齢者人口が 2005 年よりも

1,120万人増加する一方で現役世代人口が 1,498万人減少するという、超高齢社会を迎える。

こうした将来でも、誰もが安全・安心かつ生き生きと毎日を暮らせるようにすることが重

要であろう。  
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図表 1.4 日本の人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所の 2006 年 12 月の推計を基に作成 

http://www.ipss.go.jp/  

図表 1.5 現役世代と高齢世代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成 1８年１２月推計）』、 

総務省統計局『人口推計月報平成 17年 12 月』 

 
日本の人口構成（中位推計）単位:千人
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65歳以上
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+11.8ポイント31.8％20.0％総人口比

▲6.4ポイント54.7％61.1％総人口比

0.56倍1.72人3.06人高齢者一人当たりの
現役世代人口

+1,120万人

(1.44倍）

3,667万人2,547万人高齢世代人口

(65歳～）
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現役世代から見れば1.8倍

の負荷となる！
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図表 1.6 15～64 歳人口の推移と見通し 
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女
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千
人

 

単位：千人
年 男 女 計
９０ 42,969 42,935 85,904
９５ 43,735 43,430 87,165
００ 43,281 42,938 86,219
０５ 42,210 41,881 84,091
１０ 40,851 40,433 81,284
１５ 38,626 38,181 76,807
２０ 37,049 36,586 73,635
２５ 35,709 35,252 70,961
３０ 33,922 33,482 67,404
３５ 31,684 31,235 62,919  

出典：2005 年まで総務省統計局『国勢調査』、2010 年以降は国立社会保障・人口問題研究

所『日本の将来推計人口』2006.12 

図表 1.7 15 歳以上の労働力人口 
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単位：万人 

年
15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70歳
以上

合計

85 151 582 588 672 838 759 679 618 488 288 163 137 5,963
90 181 653 641 584 731 884 765 653 560 372 199 161 6,384
95 146 740 717 610 619 759 885 731 593 421 253 192 6,666
00 132 629 827 681 643 653 764 853 666 426 265 229 6,768
05 108 526 721 782 700 676 662 730 776 465 257 247 6,650
08 100 495 654 735 775 703 669 658 765 530 298 268 6,650
12 113 474 638 647 777 805 714 656 623 600 309 273 6,629
17 118 470 575 618 660 805 826 706 605 489 383 302 6,557
30 90 399 530 549 550 595 670 735 788 586 342 344 6,178  

出典：2008 年まで総務省統計局『労働力調査』、2012 年以降は雇用政策研究会『すべての

人々が能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる社会の実現』2007.12  
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図表 1.8 は、我が国の図表内の各年における年齢別人口をグラフ化した人口ピラミッド図

である。1980 年はピラミッドに近い形となっているが、次第に形がいびつになり、2010

年には紡錘のような、あるいは菱形のような形になり、2050 年には今にも倒れそうな安定

感の無い菱形のような形になっている。そうならないような多子化の方策が望まれる。 

 

図表 1.8 我が国の人口ピラミッドの推移 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所ホームページ 

注：グラフの横線は、上の線が 65 歳、下の線が 15 歳を示している。

 1980 年 

2010 年 

2050 年 

2000 年

 

2020 年

2030 年 
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1.1.3 労働人口の減少 

(1) 労働力人口の推移と見通し 

図表 1.9 から、労働力人口の問題が今後、次第に深刻化することが読み取れ、労働市場

への参加が進まなければ、40 年後の 2050 年には労働力人口は 3 分の 2 程度まで落ち込む。 

図表 1.9 労働力人口の推移と見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 人口増加・労働力確保対策 

 人口増加・労働力強化に奇策はなく、常識的な対策を積み重ねるしかないものと考えら

れる。 

◆人口増加策   

①出生数を増やす 

        ②死亡数を減らす1           

        ③移民を受け入れる 

     ◆労働力増加対策 

①高齢者を雇用する 

        ②女性を労働力化する 

        ③外国人を受け入れる 

                                                  
1 一段と高齢化することになり、労働力確保対策としては難しいと考えられる。 
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①高齢者雇用者数の推移 

年金財源問題などもあり、高齢者も社会の支え手として活躍できるように 65 歳まで継続

勤務できる労働市場の整備が求められ、平成 18 年 4 月 1 日には高齢者雇用安定法の改正に

より 65 歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等が施行され、60 歳以上の雇用が急

激に拡大している。 

図表 1.10 高齢雇用者数の推移 
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出典：総務省『労働力調査』平成 20 年 

②女性の労働力化 

我が国は結婚・出産から小学生の間の子育て期間の労働力率が低く、子育て支援が不可

欠である。 

図表 1.11 年齢階層別女性の労働力率の国際比較 
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出典：総務省統計局『世界の統計 2006』から作成 
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 欧州諸国と比較すると 60-64 才は日本の方が多く働いている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢階級別労働力率 

出典：http://www.gender.go.jp/data/files/z3-1.pdf 

 

③外国人の受け入れ 

 図表 1-15 を見ると外国人受け入れに前向きな米国やシンガポールは別格として、陸続き

のヨーロッパにおいても外国人労働者数の人口に占める比率はさほど高くない。 

我が国の場合、江戸時代の鎖国の影響、言葉の問題などから外国人労働者の受け入れに

は多くの問題が存在する。 

ドイツなど 100 年に一度の不況に遭遇、失業者の増加により外国人労働者は深刻な問題

となっていること等を考えると少子高齢化を理由として今、安易に外国人労働者受け入れ

に走るのではなく、国内において女性や定年退職者の活用、ならびにそれらを支援する制

度や作業の機械化、産業ロボット導入など環境整備を優先し、外国人労働者受け入れにつ

いては議論を重ねた後に実施するのが現実的な対応と考えられる。例えば、介護関連で受

け入れたい低賃金外国人労働者の年齢は 20-30 歳代であり、我が国の第 2 次ベビーブーム

の世代と重なる。将来の国内定住希望を考慮すれば、現在の人口構成の波が増幅されるこ

とになる。その場しのぎの対策であり、40 年後に現在のような年齢別人口構成の山と谷の

問題が再発することが予想される。 

また、現在日本に来ているアジア高度人材や留学生の定住希望は少なく、いずれ帰国し

たいとしているなど問題が多いことも事実である。 

第３-３-24図　年齢階層別女性の労働力率の国際比較

（単位：％）
年齢階級別（歳） 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

日本 68.9 74.0 61.4 62.4 70.4 73.0 68.4 59.6 39.7
韓国 62.8 63.9 50.4 58.9 65.5 62.7 56.2 49.5 43.4
米国 70.5 73.1 74.0 74.5 76.7 78.2 74.5 65.0 45.4
イタリア 45.3 64.2 65.8 65.2 61.8 58.2 48.4 28.9 10.3
ドイツ 64.7 73.3 76.8 79.1 82.3 81.9 76.4 61.7 19.7
ノルウェー 70.9 78.6 83.3 83.8 85.1 84.1 81.0 70.9 52.7
フィンランド 64.2 75.5 80.8 83.2 89.3 89.7 86.7 72.5 28.4
フランス 51.7 77.9 79.4 81.3 83.8 81.9 77.0 56.2 16.2
ニュージーランド 66.2 70.2 67.9 72.8 78.4 81.5 79.6 70.2 46.1

（備考）時点は、イタリアは2003年、その他の国は2004年。
（資料）総務省統計局（2006）「世界の統計2006」から作成。

図表 1.12 女性の年齢階層別労働力率の国際比較 
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図表 1.13 我が国における外国人労働者数の推移 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1.14 外国人技能実習生が働く業種 
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図表 1.15 世界各国の外国人労働者(2000 年) 
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■参考 『適正人口規模』 

 人口減少に関しては、人口密度や他の国との比較などを基準に、①国力低下防止の観

点から人口維持が重要とする議論と、②エネルギーや環境面から減少は望ましいとする

議論の 2 つがある。正面から議論されることの少ないテーマではあるが、我が国の人口

は維持・増加が望ましいのか、それとも適正規模（論者によって 3,000 万人～1 億人程度

までばらつきがある）まで減少させるのがよいのかなどについて文献等に見られた有識

者の意見を紹介する。どの人口規模を目指すにせよ、できるだけ早く安定的な人口ピラ

ミッド(年齢構成)を実現することが重要である。 

 

次頁「我が国の総人口に関する有識者の意見」の出典 

＊国土審議会資料 

http://www.mlit.go.jp/singikai/kokudosin/keikaku/lifestyle/3/shiryou3-2.pdf 

＊「我が国の人口減少はいつまで続くのか～我が国の適正人口規模を考える～」 

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/pdf/2007

0907087.pdf 

＊『立法と調査』2007.9 No.272 
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「我が国の総人口に関する有識者の意見」(敬称略) 

□梅棹忠夫：国立民族学博物館顧問 

我が国の人口の適切な規模は、１億人前後と見る。その程度までなら人口減少もかまわ

ない。外国人移民の受け入れは当面考える必要はなく、むしろ日本からオーストラリア

やカナダなどの移民受け入れ国に出て行っても良い。 

□神田玲子：総合研究開発機構総括主任研究員 

出生率が 2015 年までに 1.6 となり、その後 2050 年に人口置換水準である 2.07 まで回

復すれば、人口を長期的に 9,000 万人で安定させられる（注：現在の合計特殊出生率

H18 年 1.32 を考えると相当野心的な目標）。こうした姿を実現させるための戦略的な取

り組みが求められている。 

□鬼頭宏：上智大学教授 

我が国の人口は減少に転じるが、人口停滞の時代は文明の成熟期であり、豊かさを享受

できる時代である。しかし、際限ない人口減少は社会の崩落を招くので、経済社会シス

テムや家族形態の見直しにより新しい形の日本文明を構築し「静止人口」の実現を急ぐ

必要がある。 

□丹保憲仁：放送大学学長 

「都市産業域」「生物生産域（生産緑地）」「自然生態系保全域」という 3 つの空間領域

を健全に保ち流域圏を自足的に構成できる人口は 4～5,000 万人。自然依存（グリーン

な）生活のためには、21 世紀半ばの日本人口 1 億人の半分は過剰である。今後、人々

は高度にコンパクト化した都市空間に集中して住み、情報と技術の産物を途上国に供給

し、他の先進国と相互に不足分を交換して財貨を獲得し、国際的都市住民として世界の

中で生きていくことを考えねばならない。 

□寺島実郎：(財)日本総合研究所理事長 

2050 年には１億人を割るとの予測があり、余程のことがないかぎりそれは当たるだろ

う。１億人程度で静止人口にする努力を始めないと、日本民族は急速に衰亡のサイクル

に入っていくのではなかろうか。 

□藤正巌：政策研究大学院大学教授 

可住地面積あたりの人口密度は欧米諸国に比べ 5～10 倍高い。日本人はこの中で生産・

消費活動をするためエネルギー消費や廃棄物の多い社会を作っている。現在の 1/4 だっ

た江戸時代末期の人口で、ようやくドイツやフランス並みの人口密度となる。 

□森本哲朗：評論家 

我が国の人口１億 2,000 万人以上が仮に半分になっても 6,000 万人である。日本の国土

規模を考えても、6,000 万人なら西欧の国々にひけをとらない。広い視野で見ると、い

くら人為的に干渉してもどうにもならない一つのエコロジカルなシステムがある。すで

に若い人たちは本能的にそれを感じとって、選択していっているのだろう。人口は増え

ないと考える。 
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２．世界の人口増加と予想される人口減少 

 我が国は人口減少社会という課題先進国である。 

我が国における経験と今後の対処は少し遅れて問題が顕在化する国・地域の教科書とな

りうること、経済面から見れば、新たな市場・フロンティアの開拓者となりうることを明

らかにする。 

 

2.1 世界の人口増加 

世界の人口は 1950 年には 25 億 3,500 百万人だったが、2000 年には 61 億 2,400 万人とな

り、2050 年には 91 億 9,400 万人と凄まじい勢いで増加する。下記の 5つの図表から、3つ

の傾向を読み取ることができる。 

①世界的に見れば、後発工業国等における人口増加が続いている。 

 ②世界的に高齢化が進展する。 

  （一人当たり GDP の増加は、平均寿命を長くする。） 

③一部の先進国（ドイツ）、人口抑制国(中国)、ロシア、ブラジルなどでも人口が減少す

る。 

 十分な検証を行ったわけではないが、人為的な人口操作は人口減少に繋がる傾向が高

い。また、GDP が上昇すると出生率は低下する傾向があると考えられる。 

  注：人為的な人口操作の例 

    日本：中絶認可・産児制限、ドイツ：労働力輸入、中国：人口抑制策  

 

図表 1.16 世界主要国の人口推計(単位：百万人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 

92-64-05604-1 - © OECD 2009 より抜粋 

 

 

 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
日本 84 94 105 117 124 127 127 123 115 106 95

アメリカ 152 181 205 227 250 282 309 336 364 392 420

ドイツ 68 73 78 78 79 82 83 83 81 78 74

フランス 42 46 51 54 57 59 62 65 67 69 70

イギリス 50 52 56 56 57 59 62 67 71 74 77

先進5ヶ国計 399 448 496 535 569 611 646 675 700 721 738

ブラジル 54 73 96 119 147 171 197 219 238 251 260

ロシア 103 120 130 139 149 147 140 132 124 116 108

インド 372 446 549 689 860 1,046 1,220 1,379 1,506 1,597 1,658

中国 555 657 831 999 1,149 1,270 1,352 1,421 1,458 1,448 1,409

BRICｓ計 1,083 1,296 1,606 1,945 2,304 2,635 2,909 3,152 3,326 3,412 3,435

世界合計 2,535 3,032 3,699 4,451 5,295 6,124 6,907 7,667 8,318 8,824 9,191
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図表 1.17 2009 年～2050 年の世界各国の人口増減率（％） 
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        図表 1.18 先進 5 カ国と BRICs の人口増減見通し(2000 年基準) 
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出典：国連による推計 2008 年版 
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2.2 世界的に高齢化が進展 

図表 1.19 世界の高齢化率の推移 
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2.3 人口増加がもたらす需要増 

世界全体で見た場合、人口増加とそれに伴う需要の増加が見込まれる。 

ただし、需要の質は先進国向けは高級品、新興国・後進国向けは機能本位の低価格品が

中心となる。機械工業企業は、売りたい商品と売り込みたい地域や国の需要を対比し、売

れる商品が生産可能か、どうすれば生産できるかを詳細に検討しなければならないが、今

後、需要増が期待できるのは新興国等である。 

世界の人口増による需要を取り込みたいと考える企業には、新興国等の需要に合致した

製品を安いコストで生産できる能力が求められる。 
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３．人口減少社会の課題 

 

人口減少がもたらす問題は、図表 1.20 の通り整理される。人口減少は GDP の減少に直結

する。企業は売上・利益の減少対策として新たな需要創造とグローバル化に着手しなけれ

ばならず、また懸念される労働力不足に対する何らかの対策を検討しなければならない。 

ここにおいて機械工業は「人口減少」、すなわち「高齢化」と「少子化」を、前向きにビ

ジネスチャンスと捉え、「明るい人口減少社会」づくりに取り組んで行けば、展望が開ける

ものと考えられる。 

図表 1.20 人口減少がもたらすと考えられる問題と必要な検討課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1.21 人口減少社会に必要な対策の目標 

人口減少社会の先進国『ニッポン』の機会

世界に先駆けて、少子高齢化社会を経験し、それら問題への対応が、今後、少子高齢
が進む世界に貢献する事になると同時に我が国産業の競争力の強化になる。

高齢であっても健康で生き生きとあり続ける
①仕事、趣味など、生きがいの向上
②介護不要者の増加→介護以外の労働者増加
③労働・生産を活発化し、消費も活発化

→経済活動の活性化

少子化対策
目標

高齢化対策
目標

子どもの生活の安全性を高める
①子ども自身の生活の質の向上
②育児を行いやすい環境作り

→育児と仕事が両立しやすい環境
→子どもを産みやすい、育てやすい環境  

４．労働力の確保

３．需要創造

５．グローバル化

１．社会的問題

ＧＤＰ減少 少子化 労働力の確保

高付加価値化

新規需要創出

２．消費・需要構造
の変化

外国人、主婦
高齢者、ニート等

海外市場から
利益還流

イノベーション
ビジネスモデル

ＧＮＩ（国民総所得）
に転換

多子化

海外投資、生産

生産性向上
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参考１．経済同友会の人口減少社会（少子高齢化）がもたらす 7つの社会問題 

 「現在の日本が抱えている課題はほどなく世界的な課題になる。日本が自分たちの課題

に答えを作ることができれば、それが世界のデファクト（スタンダード）になる可能性が

高い」2 

 

少子高齢化社会になると、どのような社会的問題が発生しうるかについて、経済同友会

では、以下の 7 つの問題が発生もしくは深刻化する恐れがあると警鐘を鳴らしている。 

 

① 人口減少に連動した経済力低下 

労働力の減少に加え、全要素生産性の伸び悩み、貯蓄率低下に伴う資本ストックの減

少により、早ければ 2010 年代後半、遅くとも 2020 年代後半には「潜在成長率」がマ

イナスに転じると予想。その結果、プライマリーバランスは大幅な赤字が継続する。「国

民一人当たり GDP」も、労働生産性の伸び悩み（ないしは低下）、高齢化による非労働

力人口比率の増加により、マイナスに転じる恐れもある。 

② 食料・エネルギー等の輸入購買力の低下 

日本の食料輸入金額は、2004 年で年間 500 億ドル、貿易黒字は 1,000 億ドル程度で

ある。しかし、中国、インドなどの人口増加で、仮に食料価格が 2 倍になった場合、食

料輸入額は 1,000 億ドル程度の膨らむことになる。今後、経済力が低下する過程で、食

料価格に加え、石油等の資源価格が高騰した場合には、調達不可能といった 悪の事態

も考えられる。、 

③ 社会保障、防衛、治安、国土保全、教育等社会インフラのための支出における問題 

高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少が進めば、現役世代一人当たりの国民負担は

激増する。これに加えて経済全体が縮小していけば、社会保障のみならず、防衛、治安、

国土保全、教育等の社会インフラのための支出に耐えられなくなる恐れがある。 

④ 国・地方の財政破綻 

財政再建は、人口減少による経済力低下で一層困難になる。 

⑤ 基礎的社会サービス（上下水道・学校・消防・医療等）の提供困難な地域の拡大 

人口減少の影響が先ず生じるのは、都市よりも過疎といわれる地方である。こうした

地域は財政力が脆弱なため、諸々の基礎的社会サービスを提供することが困難になる。

また、地域コミュニティーの崩壊、地域文化の衰退、耕作放棄地の増大などの問題も生

じる恐れがある。 

⑥ 社会活力の大幅な低下 

社会保障負担の在り方を巡って世代間の対立が激しくなる恐れがある。現役世代の労

働意欲を減退させるなど、社会の活力を低下させる恐れがある。 

⑦ 世界における存在感の大幅な低下 

                                                  
2 小宮山宏 前東大総長 2008.3.18 「IRT 研究機構発足シンポジュウム」にて 
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特に、中国との経済的地位が大幅に逆転する可能性がある。インドについても、2050

年までに日本と逆転する可能性が高い。 

出典：経済同友会「人口 1億人時代の日本委員会資料」2006 年 6月 

 

図表 1.22 人口減少による社会の変化3 

 プラス面 マイナス面 

社
会
・
経
済 

 ①規模の経済効果が失われる 

②労働力投入が減り、成長率が低下する 

③貯蓄率が低下し、資本投入が減る 

④若者の数が減り、創造性、積極性が失われる 

⑤人口減少により現役世代の負担が増加する 

財
政 

行政の効率化が進む ＧＤＰの減少による歳入の減少、歳出増加は社会保障

関係費の膨張で人口減少により、国と地方の財政赤字

が拡大する 

地
域 

人口減少によって都市機能が再生

される 

地方の過疎化・高齢化が加速 

家
庭 

単身世帯、夫婦のみ世帯の増加 

政府の育児・教育支援が増加する 

 

家族のあり方が変化 

世帯人員 1970年3.41  1990年2.99 2000年 2.67

2025 年 2.37 人 

    国立社会保障・人口問題研究所 

消
費
と
貯
蓄 

少子高齢化は消費構造を変える 

健康、医療、介護のほか、住宅の修

繕(バリアフリー化など)・維持費、

交通・通信費、デジタル家電、教養、

娯楽費が増加 

人口減少社会では、貯蓄率が低下する        

高齢者世帯の貯蓄取り崩し 

日本の家計貯蓄率は低下傾向 

2002 年 日本 6.4％、ドイツ 12.1％、フランス 10.8％、

イギリス 5.5％ 

 出典：内閣府『国民経済計算年報』 

大
学 

教授と学生の人数比が改善し、教育

の充実が期待される。 

大学全入時代の到来による学力低下の深刻化 

 

 

 

 

                                                  
3高木勝『人口減少日本 経済・金融・社会はこうなる』（実業の日本社）を参考に東レ経営研究

所が作成した。 
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参考２．(社)日本経済団体連合会「人口減少社会に対応した経済社会のあり方」2008.10.14 

 

3.1 人口減少が経済社会に及ぼす影響と早期対策の必要性 

今後 50 年で、わが国の総人口は 8,993 万人（2055 年）となって 30%近く減少し、経済

の主たる担い手である生産年齢人口は 4,595 万人と半減する。2055 年には、高齢者１人に

対して、わずか 1.3 人の現役世代で支えなければならないと計算している。 

こうした急速な人口減少により、経済成長は押し下げられ、財政・年金制度は持続可能

性を喪失し、医療、介護、教育、治安、防災等の人手を要する経済社会システムは脆弱化

すると予測している。例えば、医療・介護分野では現在と同水準のサービスを維持するに

は約 180 万人の人材不足が発生すると弾いている。 

人口減少の影響は、時間の経過とともに、深刻度が増していく。さらに、若者世代が将

来に希望を失えば、人口が海外に流失し、人口減少が加速する恐れがある。そこで、即効

性のある対策とともに、比較的長い時間を要する対策にも、同時並行で直ちに着手する必

要がある。 

 

3.2 中長期的な経済社会の活力維持に向けた 3つの政策提言 

 

提言１：成長力の強化 

労働力人口の減少をはねのけて、成長を続けられる力強い経済を構築していく必要があ

る。そのためには、以下の 4 施策が必要である。 

(1)研究開発活動の促進 

 革新的な製品、既存製品の高付加価値化等を通じた企業の国際競争力強化であり、研究

開発税制、産学連携、政府の重点投資が必要である。 

(2)イノベーションを担う人材の育成と海外からの招聘 

 高等教育の国際競争力の強化と、外国人、特に優秀なアジア人学生の招聘である。 

(3)各国との EPA（経済連携協定）／FTA（自由貿易協定）の締結促進を通じた世界の成長

力の取り込み 

 国内では、多様なニーズ対応、きめ細かなサービス等による高付加価値化、海外では EPA、

FTA の締結による世界経済の成長の取り込みである。 

(4)地域活性化と道州制の導入 

 地域の活力、資源、特色を生かした地域経済の活性化、行政ニーズ(医療、介護、防災、

ごみ処理等)への柔軟な対応である。また、道州制導入による広域経済圏の確立と行政のス

リム化が求められる。 
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提言２：未来世代の育成 

(1)少子化対策 

人口減少そのものを正面から食い止める努力として、抜本的な少子化対策を推進し、出

生率を反転、上昇させていかなければならない。 

 ①保育サービスの拡充、地域の子育て支援 

 ②税制抜本改革による子育て減税、安定財源の確保 

 ③仕事と生活の調和や多様かつ柔軟な働き方の推進 

(2)教育の再生、とりわけ初等・中等教育の機能回復 

 

提言３：経済社会システムの維持に必要な人材の活用と確保 

(1)女性の社会進出等の促進 

(2)国際的な人材獲得競争と日本型移民政策の検討 

人口減少が本格的に進む中で、その機能を安定的に維持していくためには、国内の労働

力を 大限活用することに加えて、海外から相当規模の人材の受け入れと定住化を図って

いかなければならない。 

全世界的に人材獲得競争が激しくなる中、①高度人材の積極的な受け入れや、②留学生

の受け入れ拡大と就業促進といった取り組みに加え、今後は、③一定の資格や技能を有す

る外国人材を積極的に受け入れていく必要がある。 

 (3)受け入れた外国人材の定着の推進 

 ①地域・政府・企業の連携による社会統合政策の推進 

 ②中長期的な受け入れ規模 

 上記(2)(3)を実現するには、法制面の整備や、担当大臣の設置を含む行政面での体制整備

など、「日本型移民政策」の本格的な検討が待ったなしの課題であるとしている。 

 

 

出典：(社)日本経済団体連合会「人口減少社会に対応した経済社会のあり方」2008.10.14
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参考３．経済産業省の報告書に見る人口減少社会（高齢化）の機械工業への影響 

 

 経済産業省の『人間生活技術戦略 2007』に取り上げられた 9 項目から、人口減少社会に

絡んで機械工業に関連すると考えられる 5 項目（③、④、⑤、⑥、⑦、⑧）を抽出、紹介

する。（注：文中の下線は東レ経営研究所が挿入） 

図表 1.23 経済産業省の取り上げた人口減少社会における 

社会環境の変化と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会環境の変化③ －労働力人口の変化－（人財と労働のミスマッチ） 

数年後に就業を終えるリタイア層には、団塊の世代が含まれ、労働力人口が激減する。

この問題の解決に向け、働きたい高齢者・女性への労働参加支援が重要。しかし、団塊世

代（特に男性）と新たに就業する若手との間には人数だけでなく就業業種にも大きな差が

あり、この差を補う人財の身体機能と労働とのミスマッチが大きな問題となる。そのため

に、体力・筋力等の身体機能が男性に比して小さな高齢者・女性にあっても安全・安心に

労働参加できることが重要。 

労働人口の差を人財で補うとすると、製造業、建設業、運輸業などの技術や体力を必要

とする職においても女性や高齢者が安心して働けるようにすることが必須。 

 

社会環境の変化④ －世帯数の変化－（３軒に１軒が高齢者世帯に） 

人口は減少に向かうものの、ライフスタイルの変化等による核家族化が進むなど世帯数

は 2020 年ごろまで増加すると見込まれる。併せて、高齢者世帯も増え、その割合も増加し、

2030 年には総世帯のうち約 4 割が高齢者世帯となり、一人で暮らす高齢者も増える。こう

した中でも、高齢者自身とその家族が共に安心して暮らせるように、高齢者の自立した日

常生活の支援や高齢者の行動・生理を家族が見守ることができるようにすることが重要。 

① 人口構成の変化（人口の3 割が高齢世代に）

② 出生数と合計特殊出生率（少子化）

③ 労働力人口の変化（人財と労働のミスマッチ）

④ 世帯数の変化（３軒に１軒が高齢者世帯に）

⑤ 健康寿命（生き生きとした暮らしの享受）

⑥ 体力の変化（若年層の体力の低下）

⑦ 事故とその原因

⑧ 自動車運転免許保有者の変化（高齢ドライバーの増加）

⑨地球温暖化への対応
（住宅・オフィスにおいての省エネが必須）
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社会環境の変化⑤ －健康寿命－ (生き生きとした暮らしの享受) 

2030 年には団塊世代が 80 歳を超える中で、80 歳になっても元気で自立した生活が営め

ることが求められている。これは、高齢者自身が生き生きと生活できる喜びを享受できる

だけではなく、我が国全体で介護に要する費用が削減できる。また、高齢者本人の経済活

動が行われることはもちろんのこと、介護に従事するはずであった人が他の労働活動に従

事できることとなり、今のままの健康寿命での社会に較べると、２倍、３倍の経済効果が

期待できる。これに向け、加齢による身体機能（体力、筋力、視覚、聴覚、柔軟性など）

の低下を抑制することが重要。 

 

社会環境の変化⑥ －体力の変化－（若年層の体力の低下） 

近年、子どもの身長・体重など体格が良くなっている一方で、日常生活で身体を動かす

機会（外遊びやスポーツ）が減少し、子どもの身体機能は低下している。これは健やかな

発達を阻害するだけでなく、この子どもが将来加齢による身体機能の低下を起こすと、現

在の高齢者以上に身体機能が低下するおそれもあり、自立した日常生活を送れない可能性

もある。このため、子どもの健やかな成長・発達を目指し、身体機能の育成を図ることが

重要。 

 

社会環境の変化⑦ －事故とその原因－ 

自転車対歩行者の事故件数は 10 年前に比べて 4.5 倍と増えている。また、自動車の死亡

交通事故における原因の変化を見ると、死亡事故件数自体は減少傾向にあるものの、居眠

り等の漫然運転、脇見運転、安全不確認など、運転者の集中力低下・ヒューマンエラーに

よる割合が増加し、近年では 2,000 件以上（40%）に及ぶ。したがって、将来にわたって事

故を軽減させていくためには、こうしたヒューマンエラーを無くすこと、もしくは万が一

ヒューマンエラーが起こっても死亡事故につながらないことが重要。 

 

社会環境の変化⑧ －自動車運転免許保有者の変化－（高齢者ドライバーの増加） 

現在の 65 歳以上の運転免許保有者数は 1,107 万人であり、同年齢人口の 40.3%に当たり、

今後、ますますその割合上昇が見込まれ、急激に高齢者ドライバーが増加することが推測

される。また、高齢になっても自分で自由に移動できることは高齢者が自立した生活を送

る上でも効果的な手段であることから、加齢による身体機能の低下をシステムで補い、よ

り安全な運転を支援することが重要。 
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４．人口減少社会（少子化）の機械工業への影響 

 ①少子化がもたらす問題点、②少子化をどの程度まで容認すべきか、③少子化防止策（出

生率の回復）などが政策課題として今後行政の大きなテーマになる。機械工業は、女性の

労働力化のための環境づくり、ワークライフバランスなど、社会システムの改善に協力し

なければならない。少子化の需要面の影響では、IT 機器を用いた子供教育の高度化、育児

管理、監視システム等が考えられる。 

  

 

＜ 参考 ＞ 『新成長戦略』の子供支援対策の目標 

『新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～』2009 年 12 月 30 日 

【2020 年までの目標】 

『誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の実現による出生率の継続的上昇を通じ、 

人口の急激な減少傾向に歯止め』 

『速やかに就学前・就学期の待機児童を解消』 

『出産・子育ての後、働くことを希望するすべての人が仕事に復帰』 

『国際的な学習到達度調査で常に世界トップレベルの順位へ』 

【主な施策】 

● 幼保一体化を含む各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進 

● 育児休業の取得期間・方法の弾力化（育児期の短時間勤務の活用等） 

● 教員の質の向上、民間人の活用を含めた地域での教育支援体制の強化 

● 高等教育の充実 

● 子どもの安全を守るための社会環境の整備 
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第２章 人口減少社会の需要への対応 

 

１．人口減少社会がもたらす需要構造の変化 

 

1.1 需要内容の変化 

(1)需要の多様化・需要の質の向上 

 現下の不況に突入する直前まで「所得格差」「教育格差」の問題がクローズアップされ

たが、本調査研究では、人口構成の変化による需要内容の変化にも着目して議論を進め

る。例えば、高所得者はブランド品、高級品を買い求めたが、少子高齢化社会では、一

人っ子に良いものを与える、高齢者は良いものを長く使うというような観点から、質の

向上を追求することになると考えられる。 

行き過ぎた所得格差の拡大は、歴史的に考えれば社会問題化することになるため望ま

しいことではないが、それは需要の多様化をもたらし、製造業は需要に合った多様な製

品の生産が必要になると考えられる。 

(2)少子化は需要減少要因 

少子化は将来の労働人口の減少要因であるが、少子化は需要の縮小に繋がる。 

 少子化がもたらすビジネスチャンスは少ない。むしろ若年層の人口減少に比例した需要

減小を高付加価値化や、新しい需要開拓により、特に金額面でいかにカバーできるかが問

題となる。 

(3)高齢化はビジネスチャンス 

  少子化よりも、人口が増加する高齢化がビジネスチャンスとなる。 

  今後、我が国では進諸国の中で も急激な高齢化が進行する中（50 歳以上人口は既に

全人口の4割となっているが、20 年後にはほぼ５割に達する）、家族を対象とした従来

型のマーケティングからシニア世代を中心としたマーケティング戦略へ転換することに

より、高齢化を新たなビジネスチャンスと捉えることができよう。   

  ※ 労働人口である年代の層にとって未経験の分野であり、この分野の製品・サービ

ス開発には当事者である高齢者が当たる方が良いと思われる。 

 

1.2 年齢層・世代による消費の変化 （参照：図表 2.1、2.2） 

将来の産業構造を展望する上で も大きな変化は、少子高齢化による人口構成・世帯構

成の変化である。ライフステージに応じて消費傾向に大きな差異があることから、このよ

うな少子高齢化による消費構造の変化に応じて今後伸びる産業と伸び悩む産業が生じる。 

 

◆少子高齢化はサービス需要を増加させる 

   健康、医療、介護のほか、住宅の改造 (バリアフリー化など)・維持費、交通・通信

費、教養娯楽費が増加するなどサービス産業が重要になるが、この分野の競争力は欧
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米に劣っており、機械化等による支援が望まれる。 

   逆に、我が国が欧米諸国に対して競争力を有する分野としてはロボット、環境、コ

ンテンツ産業などがある。   

 

◆人口減少によって需要減少が予測される産業 

   若者が主な顧客の教育、服飾、繊維、玩具、外食産業などでは、経営規模の縮小が

余儀なくされ、経営のスリム化と同時に利益部門に選択と集中するなど利益率を高め

ることが求められる。 

   考えられる対策は、月並みであるが、アウトソーシングなどによるコスト削減、顧

客が欲しいと思う商品の供給、高付加価値化、シェアアップなどである。 

 

(1)少子高齢化による人口構成・世帯構成の変化 

我が国の人口構成・世帯構成には、団塊の世代と団塊ジュニア世代という２つの山があ

る。2010 年に団塊の世代が 60 歳代に入り、定年退職を迎え、社会保障に関して支える

側から支えられる側へと変化し、高齢者世帯（特に 60 歳代の前期高齢者を世帯主とする

世帯）が急増する。2025 年にかけては、団塊ジュニア世代が 50 歳代に入り、30 歳代以

下の若年世帯が急減し、少子化の進行が顕在化する。また、団塊の世代が 70 歳代後半と

なり、70 歳代以上の後期高齢者を世帯主とする世帯が急増する一方で、60 歳代の前期高

齢者を世帯主とする世帯は減少する、という高齢者世帯の中での構造変化が生じる。また、

2010 年以降は少子化が顕在化する時代でもある。 

 

(2)ライフステージに応じた消費傾向の特徴 

  以下、経済産業省『新産業創造戦略』の分析を、引用、紹介する。 

図表 2.1、2.2 のグラフは、世帯主の年齢層別の消費支出に占める主要な消費項目のウ

ェイトを示したものである。各ライフステージに応じて消費傾向が相当変化することが見

て取れる。 

また、同じ 35～39 歳でも、2000 年の 35～39 歳と 2010 年、2025 年の 35～39 歳とで

は、消費傾向に変化が生じるものと考え、これまでの消費傾向の変化を参考に、将来的な

消費傾向の変化を試算して加味した。 

①食費 

食べ盛りの子供を抱える 30 歳代後半～40 歳台前半のファミリー世代や消費行動の範

囲が狭まる年金受給世代である65 歳以上の世代において消費支出に占めるウェイトが高

い。 

②住居費 

30 歳代前半までは持ち家比率が低く、賃貸物件に居住する割合が高いため、これらの

世代において消費支出に占めるウェイトが高い。他方、持ち家比率の高まる 40 歳台以上
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の世代においては、消費支出に占めるウェイトが低い。 

③光熱・水道費 

高齢者ほど消費支出に占めるウェイトが高く、外出せずに自宅にいる時間が長くなる傾

向やより快適な生活を送るために、よりエネルギーや水資源を消費する傾向があることが

うかがえる。 

④保健医療費 

60 歳以上の高齢者において消費支出に占めるウェイトが高い。 

⑤交通・通信費 

活動が活発な 30 歳代前半までの若年層において消費支出に占めるウェイトが高い。他

方、行動範囲が狭くなる 60 歳以上の高齢者において消費支出に占めるウェイトが低い。

また、携帯電話やインターネットの利用の浸透に伴って、全年齢層において、消費支出に

占めるウェイトが上昇する傾向が顕著である。 

⑥教養娯楽費 

30 歳代以下（特に 20 歳代）の若年層及び 60 歳以上の高齢者において消費支出に占め

るウェイトが高く、40 歳代、50 歳代のファミリー世代においてウェイトが低く、教育

費との代替的な関係が推測される。 
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図表2.1 年齢層別・世代別の消費傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経済産業省『新産業創造戦略2004』 
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図表2.2 2025年の消費項目別支出額見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経済産業省『新産業創造戦略2004』
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図表2.3 人口減少社会の産業への影響 

 人口減少社会の影響、求められる対応 マイナス影響 

ロボット、環境、コンテンツ 

サービス産業（競争力は欧米に劣る）が重要になる 

産
業
へ
の
影
響 

機器、家庭用移動機器、介護サービス 

高齢者向けの巨大市場が誕生 

住宅 バリアフリー、リフォーム、住み替え 

生活支援 家事のアウトソーシング（家政婦、ホームヘルパ

ー）、生活支援ロボット 

健康に関する不安解消 在宅医療機器・システム、在宅遠隔

診断システム 

安心できる介護制度の実現、介護関連機器 

若者が主な顧客の教育、

服飾、繊維、玩具、外食

産業 

 

経
営
へ
の
影
響 

経営規模の縮小  

経営のスリム化、利益率を高める→利益部門に選択と集中 

アウトソーシングなどコスト削減、顧客が欲しいと思う商品

の供給、高付加価値化、シェアアップ 

経済成長率を高めるには労働生産性を高める必要がある 

  全要素生産性、資本生産性を高める 

資本ストック（機械・設

備）は高齢化で貯蓄率が

減少 

 

生
産
面
で
の
影
響 

人口減少社会では一人当たり労働生産性は上昇する 

失業率が低下する 

高齢者、女性の雇用増が実現する 

教育費の増加によって、人的資本の質が向上する 

人口減少社会では一層の国際分業が進む 

技術やノウハウの継承不

足で基幹システムがブラ

ックボックス化し、もの

づくりの空洞化が予測さ

れる 

出典：高木勝『人口減少日本 経済・金融・社会はこうなる』実業の日本社（2006.2.8）を

参考に東レ経営研究所が対比表に整理した。  
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1.3 大幅減少が予想される公共投資 

政府の税収減が予測される。さらに人口減少社会における経済の特徴の一つは、投資

余力が縮小することにある。人口の高齢化によって生産年齢人口の割合が低下し、国民

全体の貯蓄余力も低下するためである。その結果、設備投資、公共投資、住宅投資等は

急速に縮小することになるだろう。 

  戦後、営々と続けてきた公共事業は、これからは維持管理に費用が掛かるようになり、

廃棄が必要になってくるケースも発生すると予測される。 

  既存の社会資本の運営管理も PFI 等、民間が協力する場面が増えてくると考えられ、

機械工業企業にとってはこうしたメンテナンス、設備の維持管理サービスの業務の増大

が考えられる。 
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２．人口減少社会における機械工業の需要創造 

 

2.1 グローバル化の中で 

 これからはアジアがグローバル化の中心になる。 

 アジアは中国、インド、インドネシア等の大きな人口を抱える国が存在し、世界の人口

66 億人のうち 37 億人の人口を擁する地域である。各国とも国を挙げてハイテクによる工業

化に力を注いでおり、勤勉で教育熱心な国が多く、今後工業化が急速に進展していくのは

間違いない。そのアジア諸国のそれぞれと、お互いの力を活かしあう新しい関係を築くこ

とは日本にとってきわめて重要である。 

これまで我が国機械工業はアジアで生産し、先進国へ輸出するというパターンが多かっ

たと思われるが、これからのアジアは生産拠点であると同時に大きく育つ可能性を持った

市場でもある。 

＜量産技術のアジアへの新戦略＞ 

 ①高級かつ高度な機器を伸ばす。（ただし、高級だが非常に高価ではない製品） 

  アジアでは中間層が増えていくが、その上の部分のニューリッチもたくさんいる。 

 ②アジア諸国で拡大していく大量生産のための機器、システムを伸ばす。 

  リサイクルのプラント=製品のライフサイクル全体に関するシステム、プラント。 

 ③アジア諸国の企業に対しての開発･設計の支援。 

  地球環境保全、CO2削減等の技術支援。 

＜社会システムをいかに広げていくか＞ 

  人口の多い中国、インドで新技術、システムを展開することは、我が国の技術を使う

国や企業が増えることになり、これまで我が国が不得手としたデファクトスタンダード

獲得にも繋がることが期待される。新興国では我が国技術を導入する資金が不足するこ

とが予想される。そのような場合には、我が国企業等がイニシアチブを取り、現地で PFI

等を活用して技術導入支援を行うなどが考えられる。 

 

2.2 人口減少社会と新たな需要開拓 

ａ．技術力 

戦後、我が国製造業は欧米企業に「追いつき、追い越せ」で、必死に頑張ってきた。そ

して、今、欧米企業と並んでフロントランナーの位置にいる。 

 我が国の使用可能な国土は狭く、人口が密集している。第 3 章記載のアンケート調査結

果でも見られるように国民は物質面では豊かな生活を営んでいる。環境をはじめ各種規制

がある中で、新たな需要を創造していくことは困難なことであるが、国民一人当たりの GDP

を維持、向上させるためには技術力を伸ばしていくことが重要である。 

日本の躍進を支えてきた大量生産に関わる技術が成熟し、新たな展開が求められており、

これまで蓄積してきた技術を活用し、新製品の創出が待たれる。 
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＊新たな需要・技術開発が待たれる分野 

   ・環境問題、エネルギー問題、自動車等の交通 

   ・教育、マルチメディア教育 

・医療、診断医療技術+サービス(電子カルテ、遠隔診断等) 

・福祉 

 

ｂ．技術力の活用 

 プロダクトアウトも重要だが、マーケットインも重要である。 

 人口減少社会は人口の高齢化と少子高齢化が引き起こす労働力の減少の２つが主な問題

である。そこでは労働力不足への対応、高齢者の増加・人口の高齢化への対応、安心安全

の社会構築が課題となり、成熟社会が求める高付加価値化も要求される。さらに機械工業

企業では行政と共同で、社会をあるべき姿に持っていく、例えば環境にやさしい社会造り

等にするために住宅用太陽光発電装置への補助金等の政策誘導や、インフラ整備が進み、

人口が減少する我が国では効率的な小さな政府が必須となることから PFI（官民連携の事業

推進）等で協力するといった発想も重要である。 

 また、中国やインド等発展途上国に対して、積極的に公害防止に協力するなど、日本発

のデファクトスタンダードを確立し、我が国のプレゼンスを高めることが重要である。 

図表 2.4 人口減少社会と新たな需要開拓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少社会

高付加価値化

顧客ニーズ対応
の商品設計

マーケティング
ビジネスモデル

高付加価値
多品種少量
生産技術

全体として
需要の減少＝
GDPの減少

企業の売上減少

高齢者需要の増加

高齢者福祉・介護

安心・安全な社会

輸送手段・モビリティ

個人社会の
セキュリティ

保育安全監視

人口非集中地域等の
インフラ・社会基盤

労働環境の整備税収減少・小さな政府
社会的負荷の小さい社会

労働人口の減少

労働力の不足

企業売上の減少

企業は
収益維持拡大

企業のグローバル化

医療・健康管理

身の回り
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2.3 機械工業にとってこれから期待される需要分野 

 これからの需要分野を探る一つの手がかりとして、人口減少社会に関連する新たな技術

分野を、『2035 年の科学技術』から抽出、整理を行った。 

注：『2035年の科学技術』に紹介された例からアンケート回答した専門家のコメントを東

レ経営研究所が選択したものである。四角の囲みの中の表題数字は、出典にある番号であ

る。 

 

※『2035 年の科学技術』は文部科学省が 5 年に一度行う「科学技術の中長期発展に掛か

る俯瞰的予測調査」である。調査方法は 30 年後の科学技術予測を各分野の専門家を対象

にアンケートを繰り返し、意見を集約整理するデルファイ調査4である。 

経済産業省の『技術戦略マップ』が特定技術分野を対象とするのに対し、広汎な技術

分野を対象とし、予測期間も長く取っているのが特徴である。 

図表 2.5 機械工業にとってこれから期待される需要分野 

大分類 中分類

情報通信 8　ユビキタスネットワーキング

19  デジタル家電

20  ユビキタスエレクトロニクス

21  ロボットエレクトロニクス

22  カーエレクトロニクス

39  ITの医療への応用

43  高齢化社会に向けた医療・福祉

87  高度ＩＴ利用製造技術

89  高付加価値製品製造技術

92  製造に関わる人間・ロボット

96　産業基盤の地域的な分散・集中による 適化

103　サービス産業・サービス分野の生産性向上

106　人口非集中地域の社会基盤技術

109　高齢化社会に対応した社会基盤技術

116　新たな交通システム技術

117　交通安全に関する技術

120　暮らしの安全・安心・安定

121　都市の安全・安心・安定

122　サービスのユニバーサル化

123　高齢者・障害者の生活支援

126　教育・学習支援技術

社会基盤

社会技術

エレクトロニクス

保険、医療、福祉

製造

産業基盤

 

出典：文部科学省『2035 年の科学技術』 

 

                                                  
43000～4000 名の専門家に同一のアンケート調査を繰り返し、回答者の意見を収斂させる方法で

ある。2回目以降のアンケートでは、前回の調査結果を回答者にフィードバックする。 

回答者は全体の回答傾向を見ながら、自分の回答を再検討するので、意見が収斂してゆく。 
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■情報・通信分野 

例①：もの同士が相互に存在、性質、状況を感知し自動的に危険回避や協調作業を行う技

術(例えば、自動車と自転車、ストーブとソファーが接近して危険な状態になったときに、

物同士が通信して、自動的にアラームを出したり、止まったり、火が消えたりして危険

を回避するようになること) 

コメント：○法整備と標準化が課題となる。○関連する省庁の壁を越える調整機関が必要。 

○自動車で先行すると思われるが、PL に関する社会的合意が必要 

 

■エレクトロニクス分野 

例：日用品の大部分に貼り付けられ、その位置や状況の管理を可能にするRFタグコメント：

○企業間の連携促進が重要。○コストが課題。○国際標準にすること。個人のプライバシ

ーの保護など法整備が必要。国が管理すべき。 

 

 

 

 

 

 

19 デジタル家電 

家電は、グローバルな環境変化、インターネットの普及、環境への意識の高まり等の

動きに伴い、デジタル化、ネットワーク化、新機能付加の動きが著しい。本領域は、QOL 

(Quality of Life)の視点でも重要であり、AV、ロボット、インテリア等と、それらのヒュ

ーマンインタフェースや部品、連携する社会システム等を対象とする。 

20 ユビキタスエレクトロニクス 

ユビキタス環境では、いつでも・どこでも・誰とでも・どんな物とでも情報のやり取

りが求められる。これを実現するために、リアルタイムで、かつ自律的に情報交換を行

うための、通信機能を付加した超小型のコンピュータチップの開発が必要となる。 

８．ユビキタスネットワーキング 

ユビキタス世界では、実世界の物体の位置やIDや環境情報を集め、意味を解釈し、相

互に作用させるネットワーキング機能が重要になる。小さくて無数のデバイスが通信し

あうためには、ナノテクノロジー、情報管理技術、自律分散制御技術、ロボット技術、

エネルギーといった多種多様な技術の結集が必要である。高効率化、大容量化、高性能

化という価値ではなく、単機能化、簡素化、多元化、超小型化、環境適用化といった新

しい価値の追求が行われるようになる。 
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例①：家庭に一台、掃除、洗濯などを行う「お手伝いロボット」が一般化する。 

コメント：○高齢化対応に必須。○「お手伝い」ではなく、明確にまず「介護支援」等を

ターゲットとすべき。○他の技術(電池、センシング、ディスプレー等)との融合が重要。 

例②センサ・コントローラ・アクチュエータをマイクロマシン技術を用いて集積化した体

内検査マイクロロボット 

コメント：○重要な技術だが、医療行為の本質を変化させるので、規制緩和が必要。○体

内で使用する材料など、生体反応に対する基準などの見直し必要。 

例③： 各種センサ、マニピュレータなどを備えたマイクロマシンを遠隔操作することによ

る手術 

 

 

例①：目的地を入力すると自動運転で目的地に到達できるシステム 

コメント：○車技術だけでなく、町（道路）技術インフラ整備に大きく依存。○事故発生

時の責任の所在が不明。○技術的には今でも可能。製造物責任の原則から適用されない。

○インフラ化が重要（GPS だけでは）。 

例②：自動車内に各種センサが配備され、故障・事故の予知、判断ができるシステム 

コメント：○社会インフラとの連動、車車間通信も重要。○技術は実現済、エンドユーザ

が追加コストを負担することになるので、強制する以外普及する可能性はない。 

 

 

 

 

 

22 カーエレクトロニクス 

自動車技術は運転の高性能化、環境保護からの廃棄ガス対策へと進んできた。 近は

GPSの活用など、運転者への補助機能の充実が進んでいる。さらに将来に向けて高速道路、

一般道路を問わず自動運転を可能にすること、各種センサを配備して事故・故障に対して

危機管理を行うこと、また、ユビキタスなマルチメディア情報交換ができることなどが期

待されている。 

21 ロボットエレクトロニクス 

家庭で使うロボットなど、生活により近いところにロボット技術の適用が期待される。

ロボットの利用範囲を格段に広げるためには、インテリジェントなセンサを搭載し環境

認識を得意とするとともに、自立歩行や対話インターフェースを備えたロボットを開発

することが必要である。また、小型化による、体内検査や遠隔操作による手術を可能に

するマイクロロボットも重要である。 



－51－ 

■保険、医療、福祉 

例①：個人のすべての検査結果、病歴、投薬等の医療情報をカード１枚に蓄積し、利用で

きるシステム 

コメント：○個人情報保護の問題が 大の課題である。 

例②：マイクロマシンを用いた全消化管の治療技術 

コメント：○医工連携で実現。 

例③：生体内での信号伝達や代謝などの機能の可視化技術 

コメント：○動的な状態の可視化は医療のみならず生体の基礎的理解にも繋がる。 

例④：全身のほとんどすべての疾患を検出できる画像診断装置 

コメント：○装置のコンパクト化、実用サイズ化とコストが問題である。 

 

例①：生物学的年齢を定量的に把握する方法 

コメント：○老化との関連での研究が必要。結果の個人への適用法→健康増進（意欲）へ

の応用。○治験やヒトに対する適用の規制緩和が必要。 

例②：家庭における健康管理と異常時の診断システム 

コメント：○高齢化社会になり、独居の高齢者も多くなると考えられる。簡単なものでな

いと普及しない。 

例③：保育安全監視ロボット 

例④：高齢者フィットネス・プログラム自動作成システム 

 

 

 

39 ITの医療への応用 

電子カルテやPACS（picture archive communicating system）などの医療情報の電子

化の発達により、距離的に離れた病院間で、必要に応じて個人病歴情報を過去に遡り容

易に伝達できるようになり、今までにない新しい医療システムを構築することが可能と

なる。また、医用工学の技術を用いた深部組織やその機能の診断が可能となり、これら

の技術が多くの疾患のスクリーニングや治療方針の決定に応用される。 

43 高齢化社会に向けた医療・福祉 

我が国の人口構成は世界に類をみない急速なスピードで少子高齢化しつつあり、この

問題に対する保健・医療・福祉面での対策を講ずることは焦眉の急であろう。本領域は、

老化の機序解明と高齢者の健康維持、高齢者の日常生活（ADL）を高度に阻害する疾患の

予防と治療、高齢障害者の介護・リハビリテーションの向上と支援、少子化回避・成育

医療・育児支援といった少子高齢化対策に関する技術を対象とする。 
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■ 製造 

例①：熟練者の判断過程や技能・ノウハウを明示化して、他の者による再利用や学習を可

能とするサポートシステム 

コメント：○運動技能では力触覚が非常に重要である。○「現場技術者（マイスター）」

の急激な減少が、日本の産業界の大きな課題。工業高校卒や高専卒技術者のステータス

向上。 

例②：高度で複雑な機能をもつ機器・設備を遠隔地から保守・点検する技術 

コメント：○プラント、工作機械などでは、一部実現されている。標準化が重要。 

 

例①：個人個人に特異な性質（体質、感性、五感、ストレス、遺伝子情報等）を計測、分

析し、それに基づいて商品設計が行われたカスタマイズド製品を作るための技術 

コメント：○人間の性質と製品の仕様、性能との関係を明確にすることが必要と考える。 

例②：具体的なニーズが形成されていない時点で、人間が求める価値を発掘し、具現化す

るためのシミュレーション技術 

コメント：○人間の価値のモデルを明確にすることが必要と考える。○製品設計はニーズ

と人間が求める要求から出るべきものであると考える。 

例③：多種製品について、製品ごとの生産量を迅速かつ柔軟に調整することのできるリコ

ンフィギュラブル（再構築可能）な製造システム 

コメント：○自動車レベルのものであればすでにあるし、今後もさらに高度化される。対

象製品によって大きく異なる。○医薬品の製造工程では多品種対応は常識であるが人海

戦術となっている。 

87 高度IT利用製造技術 

ITをより高度に利用した製造技術の開発が進み、製造に大きな変革をもたらす。例え

ば、多種少量生産などの日本オリジナルな製造用OS技術、自律適応製造システム、遠隔

地からの保守･点検、人間の技能の学習をサポートするシステムが開発されることで、短

納期かつ低コストでありながら、多様な製品をオンデマンドで安定して製造することが

可能となる。 

89 高付加価値製品製造技術 

多くのマーケットにおいて顧客ニーズは多様化しており、各々のニーズに対応した商

品設計や多品種少量の製造が今後益々盛んになると予想される。この様なテーラーメイ

ド（オンデマンド）製造に関連した製造技術、または人間が求める潜在的なニーズを先

読みすることにより付加価値を高めていく技術が重要になる。 
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例①：デジタル化の進展と産業用ロボットの高度化が、製造業に従事する労働者の雇用機

会や雇用形態に大きな変革をもたらす 

コメント：○産業用ロボットより海外からの労働力の取り込みのほうが効果的。○ロボッ

トの概念拡張が必要。○高齢化、3K 業務などの対応に産業用ロボットはニーズが高まる

と予想される。 

例②：作業者の安全を確保するための、製造プロセスの危険作業や極限作業におけるロボ

ットの利用技術 

コメント：○応用分野が限られていくので、産業のコストベースでの発展が難しいと思わ

れる。様々な公的支援が必要。 

例③： 製造現場における人間のリアルタイム動作解析に基づいて、ヒューマンエラーの可

能性を警告するシステム 

コメント：○一般生活でも共通する技術であるので、共通基般的な技術開発が必要。 

例④：女性、高齢者や障害者などにも働きやすい作業サポートシステム 

 

■産業基盤 

例１：情報技術、医療技術、金融技術等において、先進国の国民ではなく、開発途上国の

国民の需要に応えるような技術を開発するための研究開発システム 

コメント：○途上国需要に応えることは地域開発に通じるものがあり、実効力も高いと考

えられる。○日本がリードできる分野。ただし、国力と人材が重要。 

92 製造に係わる人間・ロボット 

製造においてキーとなる作業者・技術者の高齢化、国際化や女性の躍進、また、少子

化による労働人口の減少等が進んでいく。それに対応するため、IT技術やロボット技術

の技術革新を活用し産業基盤を確保していくことが必須となる。その中でもロボット技

術（ロボットの高性能化や高度制御技術）、作業や思考のサポートシステム、工程制御

サポートシステム等が重要である。 

96 産業基盤の地域的な分散・集中による 適化 

地域において、企業・産業が立地して生産が行われ、人々が定住し、生活し、消費が

行われる。また、地域を単位としてコミュニティが形成され、政策が行われる。どのよ

うに地域経済を振興するか、産業クラスターを形成するか、そこに住民の生活の質を高

めるか等が課題となる。また、国の観点からは地域分散をどのように実現するか、都市

問題をどう解決するか等が課題となる。開発途上国の経済成長においては地域単位の解

決が重視される。さらに、グローバル化の時代にあっては、国境を越えて、異なる国の

地域が直接に関係する場面が生じる。さらに国を包含するヨーロッパ、東アジア、等の

広域圏が重要になる。本領域は、産業基盤の地域的な分散・集中による 適化について

の予測課題で構成される。 
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例①：レジ、接客など人的サービスを代替できるロボットや情報システムが一般化する 

コメント：○ホスピタリティーがますます重要になるので、機械やロボットが人間の心の

こもったサービスを代替することはありえない。○介護など特定の分野では有効。○意

味のない技術。サービスは人間がそろって初めて価値あり。 

 

■社会基盤 

例①：コミュニティ単位の自然・未利用エネルギーの活用と物質循環サイクルの形成技術 

コメント：○いかに普及を進める上での低コスト化、購入意欲をそそる技術メリットを打

ち出していけるかがキーではないか。 

例②： 各家庭に分散している水・エネルギー供給設備や排水・生ごみ・し尿処理・再生設

備を集中管理することにより住民の健康・安全を守るセンサリング・情報ネットワーク

技術 

コメント：○この領域において 重要課題と考える。○情報管理を誰が行うかで利用形態

が変化する。○居住をある程度集中させた上で管理しないとコストが大きすぎる。 

例③：排出負荷がなく収集も不要な家庭単位の廃棄物処理・循環技術 

コメント：○ゴミの種類を限定していないと評価は難しい。○エネルギー多消費となるこ

とが想定され普及しないのではないか。○個々の住民が高い知識を有しなければ効率的、

正確な運転ができない、基礎教育が問題である。 

 

 

103 サービス産業・サービス部門の生産性向上 

我が国のサービス業、ならびに間接部門は、工業、生産部門と比較して生産性が低い

といわれている。国もしくは産業の競争力を高めるには、この部門の生産性を向上する

ことが必要である。本領域は、生産性やサービスの測定方法、業務の標準化、生産性向

上のための無人化といった予測課題で構成される。 

106 人口非集中地域の社会基盤技術 

これまでの社会基盤施設は主として都市域、すなわちある程度人口密度の高い地域を対

象として計画・建設されてきた。国土のうち空間的に大きな割合を占める人口非集中地

域における、循環型社会への転換や多様なライフスタイル・人口の偏在・高齢化社会へ

の対応が重要となりつつある。本領域は、人口非集中地域の社会基盤施設のあり方とそ

れを支える技術についての予測課題などで構成される。 
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例①： 高齢者や身障者が、食事、入浴、排泄、娯楽等を介助者なしに自ら行うことを支援

するロボットや機器を備えた住宅 

コメント：○コストダウンがネックと考える。○全ての動作を介助する段階ではないと思

われるが、順次実用化されよう。ただし老人は知力も低下するのが問題。 

例②： 都市公共空間において高齢者や身障者（目の不自由な人）が安心して自由に行動で

きる情報を提供するユビキタスコンピューティング環境（インテリジェントなウェアラ

ブル端末やセンサシステムとそれを支援する埋め込み型センサネットワークや通信環

境） 

コメント：○ユビキタスにおいては、空間情報の整備がポイントと考える。○安価で安定

した通信環境を全国的レベルで確保するための投資。 

例③：我が国におけるコレクティブハウス（単身者共同集合住宅）、グループ・ホーム（高

齢者共同住宅）等少子高齢化対応住宅の一般化 

コメント：○高齢者だけが集まるのは効率的だが幸福か？ 

例④： 誰もが安全かつバリアフリーに移動できる公共空間設計技術 

コメント：○国民の負担を増やさないようにして実現する手法が必要である。 

例⑤： 加齢による動体視力低下等を考慮した公共空間における道路交通標識などの表示シ

ステム 

コメント：○将来的には運転の必要をなくす方向に進むべき。相互に干渉しあうため、一

つを解決しようとすると他がうまくいかなくなることが多い。○様々な場合で情報を適

切に伝達できる方法の研究が重要である。 

 

例①： 加齢等により通常の自動車を運転しにくいあるいはできない人のための運転操作支

援システム 

116 新たな交通システム技術 

旅客ならびに貨物を目的地まで輸送するという役目の交通機関にあっては、個々の交

通機関の高速化・高機能化および情報取得と処理能力の向上により運行密度を上げるな

どの総合的インテリジェント化技術などがある。本領域は、このような要求に応えられ

る新たな交通システムについての予測課題などで構成される。 

109 高齢化社会に対応した社会基盤技術 

高齢者や身体的な障害を持った社会的弱者が、社会の中で快適かつ安全に自立的な活

動を営めるよう支援する環境を構築することが高齢化社会ではきわめて重要である。本

領域は、高齢者が様々な空間で行動する際に生じたトラブル、問題などを素早く検知・

理解し、支援活動を素早く展開するための技術として、ユビキタスコンピューティング

技術やセンサネットワーク技術、ロボット技術などに加え、それらを活かした空間デザ

インやマネジメント技術についての予測課題などで構成される。 
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コメント：○「運転のしやすさ」と「安全性の確保」の2 点が必要では？ 

例②：高速道路等において目的地を設定するだけで安全・円滑に自動走行する自動運転シ

ステム。 

コメント：○特に物流、都市間への適用を期待。○ITS(Intellijent Transportation System)

は 近低調化していないか? IT 技術を駆使して是非実用化すべき。○専用レーンの設置

が必要であり、それが可能かどうかにかかっていると考えられる。 

例③：東アジア経済圏や太平洋航路などに適用可能な50～60 ノット級の高速海上輸送手段 

コメント：○日本独自の技術であり、また、太平洋諸国との連携の深化が求められている

ことから早急な実用化が必要。 

 

例①： 画像認識や各種センサを利用して自動車周囲の状況を認識することによって、衝突

を防止するシステムの一般化 

コメント：○車の密集した日本の道路事情下での実現はハードルが高い。○運転者がブレ

ーキを踏んでいないときに、車を自動停止させるシステムを認可しない行政側が変われ

ばよい。 

 

■社会技術 

例①：各種の情報やサービスの提供により充実した生活を実現すると同時に、ユーザであ

る遠隔地の核家族同士が相互に安全や健康を確認できるロボット 

コメント：○ホームユースロボットは特に一人暮らしの老人向けに必要となる。又、介護 

補助のため、パワーアシスト等も必要と思われる。 

117 交通安全に関する技術 

交通機関に関して現在社会から求められている 重要課題の一つが安全性の確保であ

る。交通安全に関わる技術は、安全に運行（運航）できる技術ならびにシステム、事故

の被害を軽減する技術はもとより、人為的ミスや自然天候に起因する事故を回避する技

術へと発展しつつある。本領域は、周囲の環境を認識する技術、交通機関同士の位置関

係を把握する技術、運動制御技術の高度化についての予測課題などで構成される。 

120 暮らしの安全･安心・安定 

次世代ロボットや超小型移動体も含めた情報端末を高度に活用したユビキタス・コン

ピューティングは、「少子高齢化」への対応や個人が犯罪や災害に巻き込まれることを

未然に防止することに加えて、趣味の充実や地域コミュニティの活性化を通じて便利性

が高くゆとりのある生活環境の実現に貢献すると思われる。しかし、その一方で、コン

ピュータに支えられる社会の脆弱性への対応、例えばプライバシー侵害、個人情報漏洩

や社会システムの機能不全等を狙ったネット犯罪やサイバーテロを防止する技術やシス

テムの開発も重要である。 
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例②：防災、防犯、福祉をキー概念として用いながら地域コミュニティ形成を促進する技術 

 

例①：食の安全を実現するための、食品の生産・流通・加工・販売の全過程を対象とす

る一括管理システム 

コメント：○可能な商品(食料品目)から適用するということであろう(一斉に全品目に適用

ということは難しい)。市場メカニズムとどう結合するかということを考えるとかなり難

しい。○厚生・農水等の省庁の連携必要。縦割りを止めること。 

○生産履歴のトレーサビリティ技術の確立が不可欠。 

例②：防災、防犯、介護支援機能に加え多様なサービスをユーザに提供する生活支援型ロ

ボット等を活用した家庭用セキュリティシステムが相互に接続された地域セキュリティ

システム 

コメント：○工学技術よりも人的サービスとの役割分担や支援技術手段の検討を優先する。

○家庭用システムを地域システムに接続することについてプライバシー上の問題がある。 

 

例①：高齢者、身体障害者が情報ネットワークに参加しやすい情報端末機器およびソフト 

例②：人的資源の地域間格差を解消するための、人材データベースおよび地域への人材誘

致やアウトソーシングをコーディネイトするシステム分の電子カルテにアクセスできる 

セキュアな広域医療情報システム 

例③：インターネットにより届出、手続きなどができる役所の窓口サービス 

コメント：○本人認証水準の維持、私取引慣行におけるペーパーレス化（B-C B-B C-C）の

水準にも依存する問題。○品質の認定、利用者教育。○技術的にはほぼ実現済、国民番

号の理解、セキュリティ強化、罰則強化必要。 

例④：女性の社会活動を支援するために、妊娠・出産の時点において、将来、保育園等の

121 都市の安全･安心・安定 

社会の多様化、国際化が進展する中で、事件・事故に遭遇する機会も増え、多くの人々

が不安を感じている。こうした不安を解消するためには、各種のリスク管理、セキュリ

ティー対策、犯罪防止対策等により、安全・安心で安定した社会システムを構築するこ

とが必要である。本領域は、犯罪・テロ防止、災害対策、食の生産・流通の信頼性向上

等に貢献するため、社会が備えるべき技術やシステムを中心とする。 

122 サービスのユニバーサル化 

居住する地域により、また個人の身体的特性やライフステージ特性により、生活者の

受けるサービスに格差が生じている。この現状に鑑みるに、生活者の多様性に対応でき

るユニバーサルなサービスが求められる。本領域は、その要件となる地域間格差への対

応、デジタルデバイドの解消、社会参加が困難な個人への支援等に貢献するための科学

技術を中心とする。 
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育児援助サービスを受けることが保証されるシステム 

コメント：○少子化対策にも有効かもしれないが、勤務先の民間企業を含めたトータルな

支援が必要。子供を一番に考えた対策を。○個別対応可能なコミュニティを作ることが

重要と考えている。 

例⑤：自宅にいながらにして自分の電子カルテにアクセスできるセキュアな広域医療情報

システム 

コメント：○セキュリティ技術の向上。病院等の積極参加を促すしくみ。○ホームドクタ

ーの推進及び地域病院で患者情報を共有し、適切な医療を可能とすること。技術的には

ほぼ実現済。政府は仕組みづくりの推進を。○セキュリティだけが問題。カードカルテ

の方が先であろう。○医療の質の向上とともにコストダウンの視点が重要。 

 

例①：障害者、高齢者の社会生活が格段に拡大する、高性能移動・歩行支援機器・システ

ム技術 

コメント：○標準規格の制定が重要。○高性能なものより低コストなものを効果的に開発・

導入する視点が必要。○弱者から見た社会インフラ(バリアフリー)の整備の方が急務。

狭い歩道や歩道橋などは見直し必要。 

例②：障害者、高齢者が能力を発揮し快適に仕事ができる環境、労働支援技術 

コメント：○障害者、高齢者の能力判定、就労機会に関する固定観念の打破(科学的判定)

が必要。○高性能なものより低コストなものを効果的に開発・導入する視点が必要。規

制等による導入促進が産業の競争力を失わせない形で展開されるべき。 

例③：末期医療において、人間が安楽に心の安らぎのなかで終末を迎えられる環境、施設、

技術の一般化 

コメント：○医療保険体系との関係が重要なファクターとなると思います。○心理的な支

援もこの技術に含まれると思われる。 

例④：被介護者に不快感・不安感を与えず、入浴等について介護者を支援する介護ロボッﾄ 

コメント：○ロボットよりまずパワーアシストなど介護者の負担を軽減する技術開発必要。 

 

 

123 高齢者・障害者の生活支援 

今世紀半ばには20歳未満の人口と65歳以上の人口がほぼ同程度になるという予測が示

すように、我が国では人類史上初の急速な高齢化が進行している。こうした中、比較的

弱者になりやすい高齢者および障害者に対する支援が今後の重要な課題とされ、我が国

の医療・福祉制度は大きな変革を迫られている。「来るべき高齢社会はどうあるべきか、

どうあって欲しいか」という視点から社会や技術の進展を考え、高齢社会に適合した産

業・技術を展開していくことが、強く求められる。 
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例①： 読書離れ、活字離れが進むなかで、それを抑制するためにマルチメディア技術を駆

使して開発された電子ブック 

コメント：○標準化の支援や著作権政策が重要。○アナログとデジタルの融合が必要。活

字レスでなく、活字への誘導技術となるもの、ホログラフィー等の技術で本を開くと物

語の一部が具現化するものなど。 

例②：現実のなかでは実験や体験が困難な事象について、シミュレーション技術などによ

ってバーチャルな空間において実験・体験を可能とし、科学的思考を高めることのでき

る学習システム 

コメント：○学校、教育等における非教員系専門職の確立が必要。○バーチャルの利用は

時代・場所で不可能と思われる場合に限定すべき。何事も簡単に体験した気になるのは

問題。なんでも簡単に手に入る時代だが、子供には自分で工夫して達成できるようにす

べきと思う。 

例③：web の自動言語翻訳機能の向上によりweb 上の多言語にわたる情報を特定言語で容

易に検索可能になり、必要な情報を瞬時に世界中から引き出すことのできる知識のレポ

ジトリー・システムが構築される。 

コメント：○既存のソフト会社（Google 等）が実施するのでは。○自動翻訳がどの程度まで

役立つか疑問もある。○情報の公共財的供給が必要。 

 

出典：文部科学省科学技術政策研究所・財団法人未来工学研究所編『2035 年の科学技術』財団

法人未来工学研究所 2005.8 発行（注：2010 年に『2040 年の科学技術』発行予定） 

 

 

 

 

126 教育・学習支援技術 

学ぶことは人間の生涯を通じての欲求であり、教育機会の拡大を実現するために、

新の科学技術をどのように利用していくかが課題である。一方、近年の社会環境の変化

のなかで生じている教育に関わる諸問題の克服のために、どのような科学技術を発展さ

せていくべきかが新たな課題として浮上している。本領域は、教育を受ける手段として

の科学技術、および、教育に関わる問題を克服する、あるいは、克服の糸口を与える科

学技術を中心とする。 
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３．ロボット技術 

これから も注目される技術に情報通信、センサー、ロボット等がある。その中で注目

される技術の代表としてロボットについて検討を行った結果である。 

 

3.1 ロボット 

図表 2.6 ロボット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『新産業創造戦略』では、潜在的市場規模は不透明なところはあるが、介護支援、安全・

災害対策、警備など、人間が行う作業を支援・代替するニーズ、あるいは人にできないこ

とをさせるニーズとしての発展性は大きく、典型的な技術統合製品であり、日本の強みを

発揮できる分野であるとしている 

ロボットは、機械技術、エレクトロニクス技術、材料技術、情報通信技術等、幅広い技

術の統合システムであり、技術も市場も十分に成熟していない現時点では、個々の製品ご

とに技術の擦り合わせを要する典型的な垂直連携型産業であり、ロボット産業が発展する

ためには、我が国の中堅・中小企業などの裾野産業を背景とする「高度部材産業集積地域」

は大きな強みとなる。 

さらに、我が国では、二足歩行ロボット、ロボットスーツ等の研究をはじめ、官民によ

る研究開発活動も活発に行われており、技術水準では世界のトップレベルにある。 

また、駆動装置（アクチュエータ）やセンサなどの要素部品、ロボット全体のシステム

化技術など、広範な分野において国内企業に十分な技術的な蓄積がある。 

我が国機械産業の優位性
１．技術の先進性
２．垂直連携型産業・技術集積、
　・機械技術、エレクトロニクス技術、材料技術、情報通信技術等の統合システム
　・摺り合せ
３．高度部材産業の存在
　　　

人口減少社会

今後の課題「日本のイノベーションの試金石」
１．技術の応用、高機能化
２．事業化への支援
３．世界への展開
　・標準化、デファクト・スタンダードの獲得
　

人間の作業代替 ロボット

ロボットの色々
１．産業用ロボット
　　組立、搬送、セル生産対応
２．サービスロボット
　　2005愛知万博の例（清掃ロボット、食事支援ロボット）
３．フィールドロボット
　　災害復旧、酷寒、危険な場所での作業代替　　　

2025ロボット市場予測
6.2兆円『新経済成長戦略』

2025介護人材2倍
（厚生労働省2008.11）
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ロボットは、「センサー、知能・制御系、駆動系の 3 つの技術要素を有する、知能化した

機械システム」と定義される。ロボットテクノロジー（RT、ロボテク）とは、この意味で

のロボットを構成する技術、すなわちセンサー技術、知能・制御技術、駆動技術である。 

家庭用ロボット市場の潜在規模は大きいものの、ユーザー側のロボット機能・安全面への

要望、期待水準は高く、その水準に価格面を含めて応えられるロボットは直ちには見出し

づらいが具体的な市場化が可能となれば家電、自動車と同様に裾野の広がりが期待できる

技術分野である。 

 

3.2 ロボットの３タイプ 

 いろいろな切り口から分類されるが、下記はその一例である。 

タイプ① ： 特定の人間の近くで動作し、人間に対して直接物理的作業を（接触度小）行

わないロボット（掃除、コミュニケーションロボット、積雪の多い地方におけ

る除雪ロボット、防災・消防支援のための消防支援ロボット、犯罪率の抑制の

ための警備ロボット、林業などの第１次産業向けロボット、等） 

タイプ② ： 特定の人間の近くで動作し、人間に対して直接物理的作業を（接触度中） 行

うロボット（介護など） 

      有力な応用先は医療・福祉分野であり、ユーザ（介護施設等）と連携、モデ

ル開発を支援していく。また、安全基準、制度的課題も重要。 

タイプ③ ： 不特定の人間の安全を確保しながら動作するロボット（汎用（接触度大） 型

ヒューマノイドなど） 

 

3.3 ロボットの需要予測 

経済産業省の次世代ロボットビジョン懇談会によれば、 ロボットの国内市場の伸びは次

のように予測されている。 

2003 年約 5,000 億円→  2010 年約 1.8 兆円 →  2025 年約 6.2 兆円 

出典：経済産業省『次世代ロボットビジョン懇談会報告書』平成 16 年 3 月 

＊日本ロボット工業会によれば、2007 年のロボット生産額は 7,123 億円であった。 

 

＜参考＞ ロボットによる代替労働量予測 

財団法人機械産業記念事業財団の試算によれば、2025 年に不足する労働力は 427 万人

であり、人間から次世代ロボットに置き換えられる業務量(労働力換算)は製造業を除いて

352.5 万人（農業 26％、介護職員 37％、看護・准看護士 20％など）である。 

 出典：「景気と指標 Data 今週の気なる数字 352 万人分 2025 年に次世代ロボットが担

える業務量」 2008.4.26 週刊東洋経済 24 ページ 
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3.4 ロボット技術 

図表 2.7 ロボットと必要な技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ロボット産業政策研究会『ロボット産業政策研究会』2009.3.25 

 

図表 2.7 を見て分かる通り、ロボットはあらゆる技術を集大成したものであり、知識と生

産技術が伴って、実用化されるものと考えられる。今後の技術開発・事業化に当たっては、

社内は勿論、社外との各種連携、分業、デファクトスタンダードの獲得等が必要になって

くると考えられる。 
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図表 2.8 ロボットの開発と実行課題 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ マスコミ等に見る機械工業企業等のロボット開発事例 

 (1)トヨタ自動車 

 ①パートナーロボット開発について「将来ロボット事業をトヨタの中核事業に育てる」

「2010 年代のなるべく早期に、実用化を目指す」「現在 100 人の開発人員を今後 2～3

年位までに倍にする」トヨタ渡辺社長 

②「将来的に、高齢者自身の作業や移動を直接補助したり、高齢者への介助作業を手

助けするロボットの需要が急増するのは明白だ。ロボット開発で目指す４つの要素技

術（人との協調、移動、全身運動、道具の使用）はクルマの高度化に応用できる」 

 トヨタ内山田副社長 

以上の出典：2008.01.28『週刊ダイヤモンド』 

  ③「物作り、人の移動、介護・医療、家事の 4分野で人と共生するロボットを 2010 年

代に実用化する」2008.8.1 立ち乗り型移動支援ロボット「Winglet」発表 

 (2)安川電機 

 双腕ロボット、多関節ロボットが得意。アーク溶接ロボットで国内シェア 40% 

 (3)ファナック 

ロボット開発のチェーンリンクドモデル

材料技術
エネルギー技術

ソフトウェア

市場販売生産幅広い技術
の統合

ＭＥＭＳ技術
計測・制御技術

ＩＴ技術

材料技術
エネルギー技術

ソフトウェア

市場販売生産幅広い技術
の統合

ＭＥＭＳ技術
計測・制御技術

ＩＴ技術

実行課題

我が国機械産業企業
の競争優位

確保

研究開発
スピード

国際分業
コスト

国際標準
デファクト

秘伝の
ノウハウ
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 数値制御(NC)装置で世界１．視覚や力センサーを備えた知能ロボット開発中 

(4)ナブテスコ 

 ロボットの関節部分の精密減速機の大手。世界シェア 5割 

 (5)オムロン 

 センサー部品と制御技術に強味。 

 (6)日本電産 

 日本電産サンキョーがガラス搬送用ロボット 

 (7)ＴＨＫ 

 ロボットの往復運動の精度向上を支えるＬＭガイドの主力メンバー 

  ＊(2)～(8) 出典：2008.8.24『日経ヴェリタス』3P 

 (8) 綜合警備保障  

   綜合警備保障はロボットの「チャオ」を企画・開発、委託製造して 2004.2 から販売、

あるいはレンタルしている。 

   例：摂津水都信金 液晶画面でじゃんけん、金融商品の案内 

     ダイキン 本社ビルで深夜の社内巡回監視(総合警備の新型ロボットレンタル) 

 (9)セコム 

   セコムの警備ロボットは、侵入者を発見「どいてください。警告します」、同時に警

備室に現場映像を送信し、遠隔操作で煙幕も噴射することができる。 

 (10)筑波大学(山海嘉之教授) 

ロボットスーツ「ＨＡＬ」 

 (11)山洋電気 

関節を動かすロボットモーター（世界シェアの 1割強） 

  ＊(9)～(12)出典：「警備や介護、ロボの手も借りたい」2008.7.20『日経ヴェリタス』

17P 
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第３章 機械工業企業にとっての人口減少社会 

 

１．人口減少と機械工業企業 

1.1 機械工業企業の従業員数 

 図表 3.1 は機械工業の従業員数推移である。バブル崩壊後、従業員数は分野により程度

の違いはあるが、削減・リストラが続き、いざなぎ越えで増員するようになった。しかし、

リーマン・ショックで再び雇用調整が検討されている。 

 ただし、機械工業は、バブル後リストラした従業員の代替を統計に現れない派遣社員や

女性を中心としたパート社員で対応してきた企業も多いため、一概にコメントすることは

できない。 

 2005 年からの若干の従業員増加は見られるが 1990 年ごろを境に従業員数は減少傾向に

ある。図表 3.2 の付加価値額がこの 20 年近い期間大きく変動していないことと考え合わ

せると、機械工業の労働力問題について一概に議論することはできない。企業の扱う製品

によってはグローバル化による海外生産、モジュールの輸入、生産の機械化等も可能なこ

とから、どの程度不足するかは個別企業で慎重な検討が必要である。機械工業企業共通の

課題は人材の質の改善、強化である。 

図表 3.1 機械工業の従業員数推移(単位:人) 

輸送用機器

一般機器

精密機器

電子部品、デバイス

情報通信
電気機器
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4,000,000

4,500,000

5,000,000

1985 1990 1995 2000 2005 2007

 

精密機器 輸送用機器
電子部品
デバイス

情報通信 電気機器 一般機器

1985 271,670 976,779 - - 1,843,419 1,184,767
1990 259,489 957,590 - - 1,958,281 1,255,658
1995 198,318 913,355 - - 1,750,103 1,086,575
2000 172,066 849,517 - - 1,573,683 1,037,079
2005 151,188 944,352 490,140 205,331 559,413 983,449
2007 160,473 1,050,334 528,095 231,485 581,924 1,063,957  

出典：経済産業省『工業統計（産業編）』のデータを東レ経営研究所が図表化した。 
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注：『工業統計』は 2004 年から、電気機械を電子部品デバイス、情報通信、電気機器の 3 つに

分類集計している。 

 

1.2 機械工業企業の付加価値額と労働生産性 

 図表 3.2 を見る限り、輸送用機器が数字を伸ばし、一般機器、電気機器、精密機器が横ば

い傾向と見て取れる。 

図表 3.2 機械工業企業の付加価値額(単位:百万円) 

輸送用機器

一般機器

精密機器

電子部品、デバイス

情報通信電気機器
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10,000,000
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50,000,000

60,000,000
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精密機器 輸送用機器
電子部品
デバイス

情報通信 電気機器 一般機器 計

1985 1,864,226 9,819,540 - - 14,926,898 10,238,510 36,849,174
1990 2,056,385 12,643,796 - - 20,169,955 13,937,031 48,807,167
1995 1,673,446 12,494,209 - - 19,643,365 12,131,039 45,942,059
2000 1,770,370 11,815,575 - - 20,144,294 11,572,621 45,302,860
2005 1,655,006 15,136,382 6,622,628 3,249,985 6,447,158 12,132,670 45,243,829
2007 1,823,556 17,690,628 6,999,918 3,668,118 6,858,731 13,259,449 50,300,400  

出典：経済産業省『工業統計（産業編）』のデータを東レ経営研究所が図表化した。 

 

1.3 機械工業企業の労働生産性 

 図表 3.3 の労働生産性は、図表 3.2 の付加価値額を図表 3.1 の従業員数で割って算出して

いる。 

 どの分野も多少の凸凹はあるにしても右肩上がりの折れ線グラフとなっている。 

1.1 にて既述の通り、労働力に占める非正規労働者の比率、機械化設備投資(資本生産性) 

等の多寡により企業別のばらつきが大きいと考えられ、一概にコメントできない。個々の

企業で判断いただくしかない。 

 ただし、欧米企業と比較した場合、他の製造業も含めて我が国企業の企業収益率はかな

り悪い。 
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図表 3.3.1 労働生産性(単位：百万円) 
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図表 3.3.2 労働生産性 1995 年を 1 として指数化 
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1.4 研究開発 

 研究開発者、研究開発費とも、一般機器は年率 6％、 も低い電気機器は約 2%と、ほぼ

横ばいの付加価値額とは関係なく、一貫して増加している。技術・研究を重視する我が国

企業の姿勢が現れていると理解される。 

しかしながら、時代環境並びに競争環境が厳しくなったことからか、研究者一人当たり、

研究開発単位当たりの付加価値生産性は低下している。機械工業に限らず、我が国製造業

では、研究開発投資と設備投資は、拡大傾向にあるが、必ずしも利益に結びついていない。

プロダクトアウトのイノベーションが難しくなった、「 近の若い研究員はやる気が無い」

「 近の若い研究員の能力が低下している」と言われる背景の一つはこの辺りにあると推

測される。 

グローバル化が進んでも基礎研究ならびにマザー工場は国内に残さなければならない

し、海外での開発研究を担当する研究開発者も必要である。 

高学歴化は進むものの、優秀な人材も相対的に減少すると考えられる人口減少社会での

研究開発のあり方は、業界レベルで検討すべきだと考えられる。 

 この辺りの検討は、来年度に改めて実施する予定であるが、研究開発者の増加傾向が続

くのであれば、機械工業企業で も従業員が不足するのは研究開発となることは間違いな

い。ただし、図表 3.6 の研究員一人当たりの付加価値額の長期低下傾向を見る限りにおい

て研究開発効率の改善が急務であると言わざるを得ない。 

図表 3.4 研究開発者(単位:人) 
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電気機器

精密機械
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一般機器 電気機器 輸送用機器 精密機械
1990 27,877 125,983 31,112 14,438
1995 34,728 146,815 39,176 20,174
2000 38,749 161,162 42,896 20,272
2005 55,078 174,492 50,503 23,402
2007 73,170 173,297 55,328 22,746

平均伸び率 1.058 1.019 1.034 1.027  

出典：総務省統計局『科学技術研究調査報告』 
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図表 3.5 研究開発費(単位:百万円) 
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一般機器 電気機器 輸送用機器 精密機械
1990 650,332 3,146,253 1,496,073 335,825
1995 705,222 3,273,601 1,360,871 355,401
2000 883,617 3,820,002 1,552,637 486,859
2005 1,073,910 4,033,198 2,185,133 590,512
2007 1,765,842 4,236,171 2,484,510 492,831

平均伸び率 1.061 1.018 1.030 1.023  
出典：総務省統計局『科学技術研究調査報告』 

 

図表 3.6 研究員一人当たりの付加価値（研究の労働生産性） 
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1.5 資本生産性 

資本の生産性は、次の式により得られる。 

  資本の生産性＝GDP÷生産資本ストック 

 資本の生産性は、IT 投資、環境対策投資、技術開発・生産システム開発投資、原材料、

エネルギーコストの上昇等による資本投入量の増加のため低下傾向にある。   

 製造業の資本＝生産設備はそれを稼動させる労働力がないと動かない。通常、資本が遊

ばないようになるべく多く労働者を充てると、資本の回転率が上昇し資本生産性が高まる。

しかしながら、人口減少社会では、労働力の確保が制約要因となるため、少ない労働力で、

高い生産性を確保するためには、高性能な機械に置き換えることが期待される。 

 

 資本生産性の図表を作成しようとしたが、国際比較、競合他社比較に耐える生産資本ス

トックの把握が不可能に近い。そこで、松谷明彦氏がその著書『人口減少経済の新しい公

式－「縮む世界」の発想とシステム』5において発表された資本の限界生産力に関する研究

があり、以下に引用、紹介する。 

 

■資本の限界生産力の国際比較 

我が国の資本の限界生産力は、バブル期を除いて一貫して低下している。 

      資本の限界生産力＝付加価値の増加額÷新規設備投資額 

 なぜ、我が国企業が設備投資に走ったかというと、労働需給のタイト化が予測されたか

らであり、結果として熱狂的な省力化投資は企業の財務体質を大幅に悪化させた。 

労働力が拡大する場合に生産が拡大し、労働力が縮小する場合には拡大の速度が低下し、

あるいは縮小するのはごく自然なことである。設備投資についても、それによって投資リ

ターン率が向上するような適切な規模のものであれば、労働者と企業をともに豊かにする。 

 我が国企業が展開した省力化投資は明らかに行きすぎであった。 

 

「限界生産力逓減の法則」 

 資本装備率を 2 倍にしても生産量は 2 倍にならない。その理由は、原材料の搬入から、

在庫管理、組立工程、組立管理、工程間の接続、検査、出荷にいたる様々な生産工程にお

いては、機械や産業ロボットよりも人間が行った方が効率的な場合があるからである。要

は機械と労働力をうまく組み合わせた方が全体として効率的な生産になるということであ

る。 

 適な資本装備率、つまり、 適な省力化の水準は全ての企業に確実に存在する。従っ

て経済成長率を も高める方法は、全ての企業が 適資本装備率を目標に省力化を進める

ことである。（中略）日本も 70 年代半ばまでそうだった。（中略）90 年代以降の日本の長期

にわたる景気の低迷については様々な要因が取り沙汰されているが、基本的な要因は日本

                                                  
5  日本経済新聞社 2004.5 発行 
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企業自身の行動に存在したのである。（中略）付加価値の 大化を目指す場合には、生産量

は利用し得る労働力によって自ずと決まってしまうのである。つまり、付加価値と経済成

長率を 大化させるための基本は生産量のコントロールにある。 

 

図表 3.7 資本装備率の対前年上昇率と資本の限界生産力 
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図表 3.8 主要先進国の設備投資の評価 

 
 

出典:松谷明彦「人口減少経済の新しい公式」日本経済新聞社 

   OECD の Annual National Accounts に基づき松谷氏が推計したもの 
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２．人口減少社会に関する委員対象のアンケート調査結果 

 

 人口減少社会という調査研究課題は、対象が非常に広汎に及ぶことから、我が国機械工

業が人口減少社会をどのように捉え、機械工業はどのように対処すべきか等々、機械工業

を代表して専門部会委員にアンケートを行った結果である。 

 

＜調査の概要＞ 

 

調査の目的：専門部会の委員、所属企業の問題認識の確認、対応の現状並びに今後の検

討の方向の把握 

調査対象：人口減少社会における機械工業の国内展開に関する調査研究専門部会 8名 

発送：2010 年 1 月 5日 

回収：2010 年 1 月 15 日 

回収率：100％ 

※調査の結果について 

  アンケート数は 8件と少ないものの、機械工業の業界を代表する企業、かつ問題意識

の高い委員を対象としており、調査結果は機械工業の人口減少社会に対する認識を十分

に反映したものであると考えている。 

 

2.1 アンケート結果の集約 

 以下はアンケート結果を、専門部会で審議・検討した結果である。 

(1)人口減少社会の問題点 

 機械工業にとっての問題点は内需の減少であり、将来を背負う若年層の減少である。 

(2)守るべき価値 

 人口減少社会となっても、豊かさ＝国民一人当たりの GDP と我が国の競争優位は守らな

ければならない。欧米諸国と較べて、心の面では豊かでないと考えられている。 

(3)企業の課題 

 企業は売上よりも利益を重視すべきであり、優秀な人材を育成することが課題である。 

(4)労働力不足の解消策 

 高齢者、女性、外国人の労働力化を働きかけたいが、それぞれ解消すべき問題がある。 

(5)グローバル化の時代における我が国の競争力  

 我が国機械工業の競争力は製品・技術の信頼感、安心・安全であるが、競争優位を守る

対策も必要である。 

(6)グローバル経営 

 グローバル化を進めなくてはならないが、海外進出は利益より、売上であり、海外進出

先・現地の経営は現地が主導する方が良い。 
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 グローバル化するに当たって、経営のコアである企業経営、基礎研究、マザー工場は国

内に残すべきである。 

(7)イノベーション 

 イノベーションも大きな課題である。イノベーションには需要・ニーズの抽出・具体化

する技術力が必要であり、我が国は基礎研究を強化しなければならない。特にこれからの

時代には IT、ロボット、センサー技術が重要である。 

図表 3.9 アンケート結果の集約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)本調査研究の課題        図表 3.10 調査研究課題 
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2.2 アンケート結果に関する専門部会審議 

 

専門部会では海外展開と関連した雇用に議論が集中した。以下に議論を要約する。 

 

(1)海外展開の必要性 

人口減少は我が国の国内問題であり、海外の人口は増加する。企業は成長しなければな

らないので、世界に出て行く必要がある。機械工業の海外売上比率は他の産業と比較して

高いものの、まだ 35％程度に過ぎず、欧米先進企業と比較して今後さらに伸ばす余地があ

る。 

我が国企業は、海外展開では先ずシェアを取ることが重視されており、シェアを取って

から利益拡大とする傾向が強いが、必ずしも海外で十分な利益が得られていないのが実態

である。 

 

(2)海外事業収益 

近、我が国企業も海外で儲けることに関心を持ち始め、マーケットシェアを上げ、中

低級品でも儲かる方法を検討している。これからは、海外でも利益を出さないことには企

業全体として成り立たないことも予想される。人口減少が進むことを念頭に収益について

真剣に考えなければならない時代となる。 

 

(3)雇用問題 

現在の不況下にあって我が国は派遣社員、非正規雇用の問題等を抱えている。海外への

生産拠点の移転は、国内の雇用の減少に繋がることも考えられ、特に地方の工場の地域の

問題ともなる。人口減少の問題は中長期の視点から慎重に考えなければならない。 

一方で、海外で得られた利益が国内に還流するようになれば、企業全体の利益が増大し

て、国内に残すべきとした基礎研究、経営、マザー工場その他の要員の拡充、質の向上を

図り優秀な人材を集めることも可能になる。 
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2.3 アンケート結果の詳細 

 

１．人口減少社会の何が問題か 

 人口減少社会について社会システムの破綻、需要面の変化、生産面の変化の 3つの側面 

質問１．何が問題か 

質問1　何が問題か

13%

0%

13%

13%

25%

25%

25%

25%

50%

50%

75%

その他

外国人の増加

年金制度の破綻

非生産人口割合増加による一人当たりGDPの減少

高齢者の生活・介護

生産性の低下

新技術・新製品開発の停滞

生産・研究現場の海外流出

高齢者の増加による若年層の負担増

我が国のシステム・諸制度

我が国のGDP・内需の減少

    

委員が考える人口減少社会の問題は、我が国の内需の減少が も多い。次いで、人口減少

が進んでいくことによる高齢者増加に対する社会の負担増、国を支えてきたシステムや制

度の維持が困難になることなどである。 

 現在、我が国の GDP に占める内需の比率は 90%弱であり、人口比例で需要が減少すると

した場合の影響は大きいと言える。一方、機械工業の輸出比率は 2008 年度において 37.8％

と他の産業に比べて内需依存度は少ない。6 

 

【自由記述】 人口減少／高齢化社会に対応するためのインフラが未整備。 

                                                  
6 出典：内閣府受注統計調査報告 
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質問２．日本の人口減少は中長期的経営課題か。 

質問2　人口減少を中長期的課題としてとらえているか
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 人口減少問題は委員の所属企業の75%において、中長期の課題として取り上げられている。 

ただし、短期の事業業績にすぐさま影響する問題ではないため、企業によって取り扱いは

大きく異なっていると考えられる。 

 

質問３．人口減少による国内需要減、国内生産人口減、どちらが問題か。 

質問3　国内需要減と国内生産人口減のどちらがより大きな問題か

0%

25%

75%

どちらも問題ではない

国内生産人口減

国内需要減

 

国内需要減少の方が大きな問題と捉えられているが、これは生産は機械化による対応も海

外生産も可能であり、質問１で見たように、我が国の GDP への影響が大きいことによると

考えられる。 

 

質問４．人口減少の原因としての高齢者割合増、若年層減少、どちらがより問題か。 

質問4　高齢者割合増と若年層減少のどちらがより喫緊の問題か

0%

25%

75%

どちらも問題ではない

高齢者の割合増加

若年層減少

 

我が国、企業の将来を考え、若年層の減少が注目された結果と推測される。 
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２．人口減少社会にあって日本の経済状態はどうあるべきか。 

人口減少社会は現実の問題となっている。国や企業の経済をどうしたいか。 

 

質問５．ＧＤＰについて 

質問５．１ 人口減少は内需、ＧＤＰの減少につながる。我が国ＧＤＰはどうあるべきか。

質問5.1　我が国GDPはどうあるべきか

0%

0%

25%

25%

50%

生産年齢人口比例のGDPはキープすべき

GDPの縮小はやむを得ない

GDPは成長すべき

GDP規模は維持すべき

一人当たりGDPはキープすべき

   

現在の国民生活の「豊かさ」を維持するには一人当たり GDP は維持されなければならな

い(50%が選択)が、減少する生産年齢人口が増加する非生産年齢人口を扶養しなければなら

ず、かなりの生産性向上が要求されることになる。 

 

質問５．２ では、企業の国内業績はどうあるべきですか。 

質問 5.2.1 貴社では売上高と利益のどちらをより重視するか。 

 

質問5.2.1　売上高と利益のどちらを重視するか

0%

100%

どちらかと言うと売上高

どちらかと言うと利益

 

100%が利益重視である。我が国企業の経営は、国内の過当競争等の結果、どちらかと言

うと売上重視と言うのが定説である。 

 

質問 5.2.2 売上高はどうあるべきか。  

質問5.2.2　企業の売上高はどうあるべきか

0%

38%

63%

一人当たり売上高はキープすべき

売上高はキープすべき

売上高は伸ばすべき

 

次の質問 5.2.3 と合わせて、人口は減少するものの、売上も利益も拡大、悪くとも維持

すべきという結果となった。 

 



－79－ 

質問 5.2.3 利益はどうあるべきか。 

質問5.2.3　企業の利益はどうあるべきか
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質問５．３ 国民一人当たりＧＤＰはどうあるべきか。 

質問5.3　一人当たりGDPはどうあるべきか

0%

0%

13%

25%

63%

一人当たりGDPは若干低下してよい

生産年齢人口一人当たりのGDPを伸ばすべき

一人当たりGDPはキープすべき

現在のGDPはキープすべき

一人当たりGDPを伸ばすべき

 

 企業の業績の方向を質問した後で、質問 5.1 を繰り返し質問した結果である。 

 前回よりもより積極的に、一人当たり GDP 拡大を図ろうと言う意欲が結果から感じ取る

ことができる。 
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３．人口減少社会に対して機械工業企業は国内事業展開をどうすべきか 

労働力、内需、グローバル化について 

質問６.労働力 

質問６．１ 高齢者雇用について 

質問 6.1.1 高齢者雇用制度 

質問6.1.1　高齢者雇用制度への意見

13%

0%

13%

13%

63%

その他

役職定年は不要

雇用義務のある65歳まで

役職定年は必要

労働意欲・能力があれば年齢不問

 

 63%の委員が、人口減少社会では、年齢にかかわらず、労働意欲、能力が続く限り働くべ

きとする回答であった。 

【自由記述】後進のポスト確保のため、役職定年制とすべき。 

一定年齢まで雇用する（雇用条件は要検討）。 

 

質問 6.1.2 高齢者の業務内容 

 

質問6.1.2　高齢者の業務内容はいかにあるべきか

14%

14%

29%

57%

その他

実務より技能伝承、教育等を中心に

本人希望を重視

能力相応の職務内容

 

高齢者の職務内容は、能力相応とする声が多く聞かれた。今後、海外での業務展開を考

えれば、管理職層の需要も増えることから、後進の育成の妨げになる懸念はさほどでもな

いと考えられる。 

【自由記述】若年層のモチベーション・アップのために、後進に道を譲るべき。 

ご恩返し的に後進の育成に力を注ぐべき。 
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質問 6.1.3 高齢者の給与制度 

質問6.1.3　高齢者の給与制度はどうあるべきか

25%

0%

13%

25%

38%

その他

特殊知識・技能保有者は社外流出防止の手当を

業務の質量が同じなら現役と同一

業務内容に応じた能力給

労働条件を緩やかにし現役より低給与

 

 自由記述も含め、回答にばらつきはあるものの年齢給ではなく職能給であるべきとする

回答がかなりあった。 

【自由記述】同一質量業務については、年金を入れて現役と同額とすべき。 

高齢者の果たしている役割と、生活上必要な費用、年金等を含めた総所得の関

係を調整して設定すべき。 

 

質問６．２ 女性の労働について 

質問 6.2.1 女性労働の拡大は経営課題か。 

 

質問6.2.1女性労働の拡大は経営課題か

経営課題

としてい

ない

38% 経営課題
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る

62%

 
女性の労働力化は約 3分の 2の企業において経営課題となっている。 
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質問 6.2.2 女性が長期間働くことの利害・問題点は何か。 

  下記の意見を総合すると、女性が長期間働くことは、男性よりもかなりハードルが高

くなっていることが理解され、人口減少社会で労働力不足対策とするには、社会の理解

と支援が必要である。 

＊結婚後「仕事は適度に」という意識が強くなる傾向がある。 

＊男性側の意識が低い。 

＊子育て支援のための社会インフラの整備が不足している。 

＊結婚、出産による退職を想定しておく必要がある。 

＊WLB（Work Life Balance の略）7が崩れ、健全な家庭の構築・維持ができなくなる可能

性は男女同じ。 

＊ダイバーシティを追求し、個々の従業員が無理なく WLB をマネジメントできるような仕組

みを作るべき。 

＊育児・保育園の関係などで働けないことが問題。 

＊結婚などを機に辞めてしまう。 

＊誰もが認める能力を身に付ける努力が必要（資格取得し、専門知識が活かせる職業などを

選択する道はある）。 

＊女性のさらなる活用と、仕事と育児の両立支援は、企業の競争力維持・強化と社会的責任

の観点から重要。 

＊企業がなすべきこと：優秀な女性の積極的採用。女性を活用する風土の醸成。女性社員に

対する意識付け。キャリア形成支援。仕事と育児の両立を支援するための取り組み。 

＊女性の能力をより発揮できる。 

＊WLB 面も考慮する必要がある（女性に限らない）。 

＊少子化対策になる。 

 

質問６．３ 国内における外国人雇用の拡大についてお聞かせください。 

質問 6.3.1 国内における外国人雇用の拡大を経営課題としていますか。 

  

                                                  
7「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事

上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生

の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。出典：Wikipedia 
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質問6.3.1　国内での外国人雇用拡大は

経営課題か

経営課題

としてい

る

62%

経営課題

としてい

ない

38%

 

国内での外国人の雇用は約 3分の 2の企業において経営課題となっている。 

 

質問 6.3.2 どのような職種に外国人を働かせようと考えていますか。 

 

質問6.3.2　外国人の職種

50%

0%

13%

13%

25%

その他

財務、法務

研究･開発

営業（輸出）

生産活動

 

人数的に不足するのは生産活動と考えられるが、生産活動は 25%と少ない。 

高度技能を持った外国人の国内雇用が検討されているようである。 

＊将来的には生産活動が増加する。 

＊基本的には適材適所で考えるべき。 

＊海外拠点での生産活動、研究・開発、財務・法務、営業（輸出） 

＊研究・開発は早期より始まっているが、他部門も推進していく方向。 

＊基本は適材適所。 

＊研究開発、営業などが中心となる。 

 

質問 6.3.3 外国人の割合が増加すること、外国人が長期間働くことの理解・問題点は何で

すか。 

 年齢構成、先進国、新興国の出身地、職種等によって検討すべき課題は、山積している

ようである。企業とは直接関係しないが、介護需要対応の外国人雇用は年齢層(20 代～30

代)が団塊ジュニアの年齢層と重複することから定住問題を含めた検討が必要である。 
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＊短期的：我が国文化に馴染んで貰う努力と、待遇面での公平さが必要。 

＊長期的：大半の国で生産年齢人口が減少し外国人雇用が難しくなる。 

＊退職時の技術流出につながる可能性がある。 

＊コミュニケーションの難しさが増大する。 

＊明確な job description が必要となる。 

＊教育コストが増大する可能性がある。 

＊治安。 

＊外国人の子供の教育。 

＊グローバル事業展開には国籍に関わらず、能力・意欲のある人材を活用していくこと

は必要。 

＊我が国企業で勤務するには、我が国での長期勤続の意志、高度な日本語能力、我が国

的雇用習慣や労働観、我が国の文化と慣習への十分な理解が不可欠で、現実には非常に

限られた人材となる。このため外国人需給がマッチしない懸念がある。 

＊外国人が短期で帰国する場合、社会保険（年金）制度が不備なので、各国と社会保険

協定を締結することが重要。 

＊永住権のない外国人の不動産取引・住宅賃貸取引が制限されている現実があり、長期

勤務をする上で住宅確保の問題が制約条件となる可能性あり。 

＊我が国で長期間働く意志のある外国人が少ない。 

＊母国に戻ることを前提にした短期間の日本滞在であれば、好ましくない。 

 

質問 6.3.4 外国人の高度人材を国内で雇用するにはどうすればよいと考えていますか。 

 何やら、明治の「お雇い外国人」を連想させる内容の回答が多くなっている。 

理想論であるが、我が国、我が国機械工業企業が魅力ある存在になればよい。 

＊企業レベルでは、生活面の支援と待遇面の強化が必要。 

＊国レベルでは、我が国が暮らしやすく、良い国である印象を持って貰うための施策が必要。

＊給与・処遇の日本人並みへの改善が必要。 

＊研究者、留学生の受け入れ拡大を含め、我が国での労働意欲、生活意欲が湧くような国づく

りが必要。 

＊外国人が暮らしやすい社会システムづくりが必要（政治・行政の課題）。 

＊外国人が働きやすい職場づくりが必要（日本人と外国人が一緒に働くことに違和感を感じな

い雰囲気、仕組み作りが不可欠）。 

＊大学などの教育機関で大量に受け入れる。 
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＊我が国文化・受入企業の文化の理解を促すことが必要。 

＊企業レベルでは、対象者の能力を活かす役割の付与と魅力ある処遇などが必要（高能力の日

本人を雇用するための必要条件と本質的に同じ）。 

＊国レベルでは、高度人材が日本で働くことに魅力を感じさせるため、例えばシンガポールの

ように、高度な研究施設の準備、ビザの優遇処置を含めた意識的な招聘などの工夫が必要。 

＊企業レベルでは、言語の問題、生活環境の整備が重要。 

 

質問７．国内需要 

国内需要減少対策として、新規需要の創造がある。人口減少問題先進国である日本に、い

かなる新規需要の発生があると考えるか。 

 

質問７．１ 人口減少社会の新たなニーズ、需要への対応 

質問 7.1.1 高齢者について 

 

質問7.1.1　人口減少社会の新ニーズ・需要－高齢者

0%

13%

25%

25%

38%

50%

50%

その他

住居

労働補助

移動

余暇・趣味

日常生活補助

介護

 
機械工業企業が注目する新規需要は、介護需要と日常の生活補助であり、次いで情報化時

代を反映してのことか不明であるが、余暇・趣味となった。 

 

質問 7.1.2 家庭について（一人暮らし、共働き等、増加への対応） 

 

質問7.1.2　人口減少社会の新ニーズ・需要－家庭

0%

0%

25%

38%

63%

63%

その他

留守の家の警備

家事補助（掃除、洗濯、炊事）

子育て

育児補助

介護

 
家庭においては、介護と育児の需要が注目されている。 
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質問 7.1.3 子育てについて 

質問7.1.3　人口減少社会の新ニーズ・需要－子育て

0%

14%

14%

29%

29%

57%

57%

その他

体育補助

道徳涵養補助

外国語習得補助

安全な外遊び環境

昼間独りでいることへの対応

知育・教育補助

 
知育・教育需要、家庭内外の安全確保に向けた監視等の需要が注目されている。 

 

質問７．２ 需要創造 

人口が減少する社会では、一段と効率的な企業活動が求められる。 

効率的なイノベーション創造、需要創造について。 

質問 7.2.1 他国に先駆けてイノベーションを起こすために何が必要か。 

質問7.2.1　イノベーション生起に必要なもの

0%

0%

13%

13%

13%

13%

13%

25%

25%

38%

50%

社内教育

交通・通信システム

大学等教育

サプライ･チェーンの育成・強化

企業組織・システムの改革

生産技術

政府の政策

応用・開発技術

基礎、基盤技術

ニーズの把握

ITの活用

 

 ニーズの把握はイノベーションの出発点であることを考えると、IT の活用が目を引く。 

IT の利活用は、我が国が欧米に遅れた分野であり、この機会に「追いつき、追い越せ」を

目指したいところである。 

 

【自由記述】小学校から大学までの、初等教育から専門教育までの人材育成。 
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質問 7.2.2 新規需要に対応する機械製品・サービスを実現するための重要な要素技術 

質問7.2.2　新需要への対応に重要な技術要素

0%

0%

13%

38%

50%

50%

50%

アラーム・警報装置

安全・監視装置

環境技術

素材技術

各種センサー

ロボット技術

情報通信

 

注目技術は、情報通信、センサー、ロボットの 3 技術である。次にそれら技術の実用化

を可能にする素材技術が注目されている。 

【自由記述】環境技術 

 

質問７．３ グローバル化 

世界は情報通信技術、輸送技術の発展により、グローバル化が急速に進みつつある。我が

国は若干、グローバル化が遅れているように見える。人口減少社会への移行を機に考え直

す必要がある。 

質問 7.3.1 貴社のグローバル化の目的は何ですか。 

 

質問7.3.1　グローバル化の目的

0%

0%

0%

0%

13%

13%

25%

50%

100%

その他

知識・技術の獲得

国内の余剰能力対策・輸出目的

グローバル化が一流企業の証

国内の需要減少対策

需要に適合した研究・開発の実施

生産コストの低減

利益の増大

新興国等の需要獲得による売上・ｼｪｱ拡大

 

委員全員がグローバル化の目的として、売上・シェアの拡大を選択し、半数が利益の増大

を選択しており、意識の上では内需減少とは別の問題であることが理解される。 

 



－88－ 

質問 7.3.2  企業の機能別に分けて海外で行うべきものと国内に残すべき機能 

質問7.3.2　海外で行うべき機能と国内に残すべき機能

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

広報・情報発信

ソリューション提供

用途開発

市場・ニーズ調査機能

マザー工場機能

特殊品生産設備・技術

汎用品生産設備・技術

開発研究機能

応用研究機能

基礎研究機能

海外拠点の経営責任

人材育成機能

経営管理機能

経営方針・戦略立案機能

国内

海外　先進地域

海外　新興工業
地域　消費地

海外　新興工業
地域　生産適地

どこにあっても
良い

 
人口減少社会にあっても国内に残すべき機能は、経営機能、基礎研究、マザー工場であ

る。逆に国内にこだわらない機能は、海外拠点の経営、用途開発、ソリューション提供、

汎用品生産技術である。 
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質問 7.3.3 国内で行う重視すべき機能 

質問7.3.3　国内で行うべき機能で重視するもの
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0%

0%

0%

0%

13%

25%

25%
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38%

50%

88%

その他の機能

海外拠点の経営責任
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汎用品生産設備・技術

市場・ニーズ調査機能

用途開発

ソリューション提供

広報、情報発信

開発研究機能

経営管理機能

人材育成機能（経営・技術）

特殊品生産設備・技術

マザー工場機能

基礎研究機能

経営方針・戦略立案機能

 

 国内に残すべき機能は経営機能が 88%と高く、次いで基礎研究、マザー工場となった。 

【自由記述】機能とロケーションは 1 対 1 には対応しない。部分 適よりも全体 適とい

う視点で機能の配置、配分を行う。7.3.2 の質問も同様。 

 

質問 7.3.4 日本製品として守るべき特徴は何か 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本製品は高性能・低コストであるよりも何にもまして安全・安心を重視しなければなら

ない。その一方、ブラックボックス化等後発国に追いつかれない工夫も必要である。 

 

質問7.3.4　日本製品として守るべき特徴
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安全・安心性
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質問 7.3.5 貴社が日本を重視する理由、日本の市場の魅力は何ですか 

質問7.3.5　日本を重視する理由、日本市場の重要性

14%

0%

14%

14%

14%

57%

その他

市場動向を占うことができる（市場の先進性）

勤勉な国民、均質な労働力は活用すべき特徴か

原料、エネルギー以外が何でもそろった国

１億人程度の均質な市場

技術力の高さ

 

日本が優れている点は技術力の高さであり、守るべき財産である。 

【自由記述】顧客の質の高さ。 

 

３．その他の質問 

質問８．人口減少社会は生産よりも、知識・技術を重視する社会になると考えられる。 

何が重要か 

質問8　人口減少社会で重要な知識・技術

0%
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0%
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25%

50%

50%

50%

50%

63%

その他

サービス

経営機能

知的財産管理

マザー工場

市場ニーズの把握

市場ニーズの具体化

基礎技術

人材育成

ビジネスモデル

 
 基礎技術力よりもビジネスモデルが重視され、市場ニーズの把握・具体化、人材育成が

基礎技術と並んで重視される。 
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質問９．現在の日本人は、欧米先進国の国民と比べてどの程度豊かと考えているか  

質問9　日本人は欧米人と比べてどの程度豊かか

0%

13%

63%

25%

0%

豊
か

や
や
豊
か

同
程
度

や
や
豊
か
で
な
い

豊
か
で
な
い

 

OECD によれば、一人当たり GDP は 1999 年、2000 年当時、米国を上回り日米英独仏

主要 5 カ国では 1 位であったが、2006 年は OECD 加盟 30 カ国中 18 位、主要 5 カ国中

下位である。実際には為替の問題もあり、英独仏とは大差ないが、米国の 78%である。8 自

由記述にもある通り、長時間労働等を考えればそれほど豊かでないのかも知れない。 

＜日本が豊かな面＞ 

＊様々な技術のレベルが同等以上。 

＊医療制度が充実。 

＊平和ボケといわれるほど「危機感」を感じることが少ない。 

＜日本が豊かでない面＞ 

＊休暇が取りにくい。 

＊子育てに対する支援が少ない。 

＊追い付いたが、目標を定められず、先行できておらず、むしろ後退している状況。

＊経済的価値、社会的価値、文化的価値、知的価値などを総合して、国民は豊かさ

を実感する。一概には言えないが、欧米先進国とほぼ同程度ではないか。 

3.ほぼ

同程度 

＊文明度では豊かだが、文化面、生活面ではより充実化を図る必要がある。 

＊物理的には同程度。 

＊精神的にはやや豊かではない。 

 理由：長い労働時間と短い家庭・自身のための時間。 
4.やや

豊かで

ない 
＊経済的にも、文化的にも、生活に不便を感じない「物の豊かさ」では肩を並べて

いる。 

＊足りないものは「心の豊かさ」。 

                                                  
8 出典：OECD Annual National Accounts Database 
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質問１０．当専門部会で取り上げるべき人口減少社会の機械工業の対応課題 

 以下に委員の意見を列挙する。 

 社会構造、産業構造の変化を踏まえ、機械工業、企業のあるべき姿を模索するなど、非

常に難しい課題が多くなっている。 

＊数十年先までを考えると、世界人口は増加傾向にあるが、日本のみならず世界的に老年

人口の割合も増加していくため、社会インフラの有様は大きく変化せざるを得ない。した

がって、諸外国の検討状況等を並行して調査し、理想の社会インフラを提案できれば、機

械工業にとって有益。 

＊人口減少先進国である日本国内における需要増が見込まれる分野（機械工業のマーケッ

トの可能性分野）を提示できれば、製品開発に役立つ。 

＊人口減少に伴い日本の（機械工業）企業として進むべき方向の参考となるようなポイン

ト、視点、考え方を整理する必要がある。社会や生活に密着したテーマも市場に関係する

重要なテーマではあるが、企業として生き延びる方法を検討すれば、より関心を引こう。

＊産業構造はいかに変化し、機械工業の位置付けはどうなるのか。 

＊機械工業における労働力はどのくらい減少するか。その時、そのレベルは不足なのか、

余剰なのか。 

＊将来シナリオ（複数）の提示と、それにあわせた戦略オプション。 

＊地域の活性化に結び付く企業のあり方。 

＊人口が減少し、経済のパイが小さくなっても、一人当たり GDP の確保・向上を目指すこ

とが必要。機械工業においては、イノベーション創出とその関連産業の活性化、ニーズの

掘り起こしと高付加価値製品の生産、生産の質の向上を目指した対応などが重要となる。

いずれにしても、携わる人材の養成、確保が必須で、そのためには、他産業に対する機械

産業の優位性の確保（イノベーティブ度合い、研究開発力、ブランド力、福利厚生、賃金、

雇用環境、社会的意識、いわゆる人気など）や差別化が必要になる。 

＊人口減少社会の功罪を明らかにした上で、人口減少社会における日本人の望ましい生活

スタイルを想定し、機械工業のあるべき姿（課題と克服）を探求する。 

  



－93－ 

３．専門部会委員所属企業の人口減少社会の問題に対する取り組み状況 

 以下は、第 3 回の専門部会における、委員所属企業の取り組み状況についての報告であ

る。各企業とも課題としての認識はあるものの、本格的な取り組みはこれからという状況

にある。 

＜各委員の報告概要＞ 

＊委員 A：企業として人口減少問題に特別に取り組むことはしていない。現在、職場毎に 5

～6 人単位のチームを作り、1 年かけていろいろ検討を行っているが、その中に人口減少

問題を取り上げているものがある。 

自分の現在の業務が全社のグループ経営に関連しているので、今後子会社を含む業種

の統廃合をこうした観点からも検討する必要があると考えている。 

来年度からの中期計画の重点は次の 3 つのパラダイムシフトとなっている。①製品売

り切りから製品ライフサイクルビジネス（メンテナンス、更新）へのシフト、②技術シ

ーズオリエンテッドからニーズオリエンテッドへのシフト、③国内需要中心からグロー

バル需要対応へのシフト。この中で取り組むことになろう。 

＊委員 B：人口減少社会がキーワードになっているプロジェクトはない。日経の『これが新

成長ビジネスだ』という本が参考になると言われて読んだが、リーマン・ショック以前

に書かれたものなので、認識は大分ずれている感じである。とはいえ、この本の中に出

てくるアイテムやキーワードは参考になる。 

＊委員 C：社内では少子高齢化はよく聞くが、人口減少はあまり聞かないキーワードである。

昨年、人口問題研の講演を聴いてショックを受け、この部会に参加した。日経の『人口

減少経済の新しい公式』を読んだが、今後大変なことになりそうだと感じている。企業

として人口減少問題に正面から取り組んでいるとは言えないが、問題意識としては持っ

ているというのが現状で、エイジフリー社会への新たなパラダイム、社会変化を議論し、

いかなる技術が必要になるかについて、調査を始めた段階である。コンパクトシティー

化、年齢の制約から解放された社会など、新しい需要を考えるのは皆やることだろうが、

経営陣が右肩上がりで考えがちなのが危ういところである。 

＊委員 D：当社でも人口減少への対策は現在ない。CSR がらみ、環境がらみでの取り組み

はある。これまでは若い人が使っていた機械であっても、これからは女性や老人が使い

やすいものが必要になると考えて取り組みを始めている。IT で人間に負担がかからない

物流を目指している。 

＊委員 E：現在進めている中期計画に、人口減少社会対策が入っている。しかし、そこから

出て来る新たな需要への対策はまだ検討されていない。高齢者介護、障害者向けのメモ

リーアシストなどが種々あるが、いずれも大きな事業ではない。人口減少社会の将来に

ついてはまだまだ見えていないと思う。 

＊委員 F：各社医療保健分野での取り組みが増えているのではないか。 
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第４章 まとめ 

１．平成 21 年度調査研究の総括 

 

図表 4.1 に長期の人口減少期に突入した我が国の社会の変化を整理して示した。 

今年度専門部会で議論があった項目についてのみ記したものである。 

図表 4.1 総括 

項目 過去 現在 将来 

１．人口 人口増大 分岐点 人口減少 

２．国内需要 増加(量的拡大) 低調&デフレ傾向 減少(質的変化) 

３．グローバル化 アジアで生産、先進国へ

輸出 

新興国は工業化によ

り、購買力が向上 

アジアで生産、アジアで

販売 

４．産業戦略 工業立国 

生産立国・加工貿易 

方向を見出せず、模索

中 

ものづくりからビジネ

スモデルへ転換 

知識・技術立国 

『新成長戦略』では 

環境、観光、健康 

５．技術力 追いつき、追い越せ フロントランナー 

新興国の追い上げ急 

技術立国を目指す 

知財保護、技術活用の時

代 

良いものを安く 差別化、シェア競争 

が続く 

高度な製品、 

高付加価値化、サービス

化 

大量生産 セル生産等多様化への

取組み開始 

差別化のため個別ニー

ズ対応 

６．製品 

（コンセプト） 

プロダクトアウト マーケットインの必要

性認識進む 

マーケットイン 

高齢化需要等取り込み 

７．設備 高度成長期の設備投資 

 大きく造れば、儲かる

新興国と比べ、老朽化 設備投資縮小 

 過剰な設備の廃棄、 

 需要(内需)見合いの

設備投資 

派遣切り、非正規社員

が問題化 
就業率アップが必要→ 

高齢者、女性、外国人 
8.労働力 1990 年代から余剰 

若手社員の質を問題視 労働の質の向上が求め

られる 

 

1.1 人口減少 

我が国の人口は 2005 年から減少に転じている。 

機械工業にとっての問題は、将来を背負う若年層の減少である。 

労働力確保対策として高齢者、女性、外国人の労働力化を働きかけたいが、それぞれ解

消すべき問題がある。(注：労働力の問題は来年度(平成 22 年度)に検討を予定している) 

現在の不況下にあって労働力は不足ではなく、むしろ逆の状態にあり、我が国は派遣社

員、非正規雇用の問題、新卒採用抑制等を抱えている。人口減少労働力の確保は中長期の
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視点から慎重に考えなければならない。 

また、海外への生産拠点の移転、国内の生産拠点の廃止は、国内の雇用の減少に繋がる

ことも考えられ、特に地方の工場の閉鎖・移転等は地域の雇用にとって大きな問題ともな

る。企業だけでなく、国や地域の行政とも協議し解決すべき問題である。 

 

1.2 需要 

国内の需要は、人口減少に伴い、数量ベースでは減少する。イノベーションによる新規

需要の創造、人口減少社会の新たな需要への対応など、質の向上により需要減少を補う必

要がある。 

我が国国民や社会にとって重要なのは日本全体の GDP（経済の規模）ではなく、国民一

人当たりの GDP、所得水準である。人口減少社会となっても、豊かさ＝国民一人当たりの

GDP と我が国の競争優位は守らなければならない。 

 

1.3 グローバル化 

人口減少は我が国の国内問題であるが、海外の人口は大幅に増加する。 

機械工業の海外への売上高比率は他の産業と比較して高いものの、まだ 35％程度に過ぎ

ず、今後さらに伸ばす余地がある。 

我が国企業は、海外展開では先ずシェアをとることが重視されており、シェアを取って

から利益拡大とする傾向が強いが、必ずしも海外で十分な利益が得られていないのが実態

である。国内で人口減少が進むことから、海外でも利益を出さないとは企業全体として成

り立たないことも予想される。人口減少が進むことから、企業は売上よりも利益を重視の

経営に転換せざるを得ないと考えられる。企業の評価は生産量、売上規模ではなく、利益

で判断される時代になったと考えなければならない。 近、我が国企業も海外で儲けるこ

とに関心を持ち始め、マーケットシェアを上げ、中低級品でも儲かる方法を検討する企業

が増えているようである。 

 海外で得られた利益が国内に還流するようになれば、企業全体の利益が増大して、今般

のアンケートでも国内に残すべきとした基礎研究、経営、マザー工場その他の要員の拡充、

質の向上を図り優秀な人材を集めることも可能になる。 

 需要の伸びは先進工業国に期待することはできず、工業化が進展する新興工業国に期待

が集中する。アジアは中国、インド、インドネシア等の大きな人口を抱える国が存在し、

世界の人口 66 億人のうち 37 億人の人口を擁する地域である。そのアジア諸国のそれぞれ

と、お互いの力を活かしあう新しい関係を築くのは日本にとってきわめて重要である。 

これまで我が国機械工業はアジアで生産し、先進国へ輸出するパターンが大多数であっ

たと思われるが、これからのアジアは生産拠点であると同時に大きく育つ可能性を持った

市場でもある。我が国機械工業はアジア諸国を部品生産・組み立て拠点としてではなく、

ともに発展するパートナーとして、共存共栄を目指さなければならない。 
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1.4 技術立国 

我が国企業は、これまで国内中心の発想からグローバルの視点に立って、これまで培っ

た企業力を総動員して世界の人々の安全で豊かな社会づくりに貢献することを考えなけれ

ばならない。グローバル化するに当たって、経営のコアである企業経営、基礎研究、マザ

ー工場は国内に残すべきである。 

 戦後、我が国製造業は欧米企業に「追いつき、追い越せ」で努力し、漸く、技術面で欧

米企業と並んでフロントランナーの位置に立つことができた。 

我が国が得意としたこれまでの「良いものを安く」生産する工業立国の成長戦略は、今

やアジアの新興国が行うところとなっている。内需が縮小し、新興国需要を対象とした製

品を国内で生産・輸出することは困難なことから、我が国は早急に自らに適した新たな戦

略を見つけ出さなければならない。グローバル化する経済の中で、我が国機械工業企業は

自らのソフト、ハード両面の資産を総点検し、時流に流されることなく新たな戦略を策定

しなければならない。方向としては、ローエンドの製品は新興国で生産し、国内では高品

質・高機能のハイエンドの製品を行うことになると考えられる。我が国は知的財産を生産、

活用する知財・技術立国を目指さなければならない。 

我が国は狭い土地に多数の人口を抱え、工業化が進み、技術力も持っており、環境問題、

人口減少・人口高齢化問題など様々な課題に 初に取り組む先進国である。我が国機械工

業の競争力は製品・技術の信頼感、安心・安全である。それら競争優位を守る知的財産対

策も必要である。国内でそれらの課題にうまく対応することができれば、世界をリードす

ることができる。 

 

２．人口減少社会の機械工業企業に必要な発想の転換 

図表 4.1 を見るとこれから迎える人口減少社会はこれまでの人口増加の時代とはまった

く違う社会となることが理解される。図表の過去・現在の延長線上に明るい将来展望を描

くことはできない。今、機械工業企業に求められているのは、発想の転換である。 

  

 目先の経済は、若年失業者の増加など、人口減少社会の課題とは逆の環境下にあり、企

業の関心も現在人口減少にはあまりない。しかしながら、人口減少は避けられない社会現

象であり、企業は長期的視野に立った発想に転換すべきである。 

 

３．抽出された課題 

 今年度の調査の結果から抽出される大きな課題は以下の通り整理される。 

 

(1)人口減少は需要の量的減少に繋がることから、売上の維持、向上のためには需要の質の

向上を図る戦略が必要である。 

(2)我が国機械工業企業は海外の市場からも利益を稼ぐ戦略が必要である。 
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新興国、特にアジアは生産拠点であるだけでなく、重要な市場になることから、認識を

新たにしなければならない。 

(3)国内、海外の業務分担を明確にし、企業経営、基礎研究、マザー工場機能など、国内で

なすべきことについて明確な戦略が必要である。 

(4)以上を考え合わせると、我が国は知財・技術立国を目指すという方向が見えてくる。 

知財・技術立国に向けた課題は山積していると考えられるが、全て明確にし、一つ一つ

解決するような努力が必要である。 

 

 人口減少問題は 10年単位の長期の課題であり、中長期の視点で考えなければならないが、

上述の通り、これまでと全く違う社会になることが予想され、発想を転換して取り組むこ

とが重要である。 

 

図表 4.2 機械工業の人口減少社会への対応 
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