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　ここ数年縁あってブラジルを訪れる機
会が増えている。
　もともと最初の出張は 1982 年。マイ
アミから深夜のベレンに到着。翌朝、ホ
テルのカーテンを開けアマゾン河の河口
を目の前にした時の感激は忘れられな
い。当時は資源開発融資を担当しており、
現在でも代表的な日伯協力プロジェクト
とされているウジミナス製鉄所、セニブ
ラ紙パルプ工場や建設途上にあったア
マゾンアルミ工場、カラジャス鉄鉱山な
どを見せて頂いた。
　当時のブラジルは 1960 年代後半から
70 年代初期にかけての“ブラジルの奇
跡”といわれた時代は既に過ぎ、後に“失
われた 10 年”と呼ばれる債務危機とハ
イパーインフレの時代に入っていた。
　戦後の中南米経済の歩みはポピュリ
ズムの歴史といわれる。経済的ポピュリ
ズムのもとでは政府は市民の要求を受け
入れ、財源の確保を考えることなく大き
な約束を行ない、国全体の富の将来を
深く考えようとしない。この時期のブラ
ジルも多かれ少なかれこうした傾向のも
とで数年毎に経済は極端な振幅を繰り
返していた。1950 年代から 70 年代にか

けてブラジルに進出した前記の日伯協力
プロジェクトも多くの苦労・困難に直面
し、関係者の努力でこうした時代を乗り
超えてこられたのだと思う。
　暫く機会がないまま次にブラジルを訪
れたのは 20 年後の 2002 年 5 月、カル
ドーゾ大統領が退任しルーラが選ばれ
ることとなる大統領選挙の直前であっ
た。この 20 年の間に“ブラジルは変わっ
た”というのが強烈な印象であった。そ
の背景は言うまでもなくカルドーゾ大統
領のもとで 90 年代半ばから実施された
レアルプラン（経済安定化政策）の成
果であっただろう。
　何が変ったのか。考えてみればそれ
は国に対する信頼感、政府に対する信
頼感、将来に対する安心感ではなかっ
たかと思う。市場メカニズムが機能しは
じめ、人々も企業も将来を予測し長期的
な視点で行動出来るようになった。カル
ドーゾを次いだルーラ大統領は選挙前
の言動から国際社会の懸念を招いたが、
前政権の政策を基本的に継承し、現実
的な政治経済手腕を発揮して一部の懸
念を払拭し、国際的な信頼をかちえて
いった。

〈巻頭言〉

ブラジル再訪で思うこと

株式会社日本政策金融公庫代表取締役
専務取締役（国際協力銀行経営責任者補佐）

森田　嘉彦
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　その後 2005 年以降はほぼ毎年ブラジ
ルを訪れる機会に恵まれている。
　ルーラ大統領のもとで注目すべきはブ
ラジルが国際舞台での存在感を急速に
高めてきていることである。BRICs そし
て G-20 の一員でもある。経済は安定成
長を維持してきており、今回の金融危
機・世界不況のもとでも最も影響の少な
い形で乗り切ってきている国のひとつで
ある。資源を巡る不安定性が懸念され
る国際経済において鉱物資源に加え
2006 年には石油の自給を達成、食糧生
産や水資源の大国としても重要度を増し
ている。工業化も着実に進展しており、
また、環境問題の分野でも豊富な森林
資源やバイオ燃料の活用などを背景に
重要な役割が期待されている。
　勿論ブラジルが抱える問題も少なくな
い。市場の信認と所得格差の是正など
社会政策の両立は引続き大きな課題で
あり、治安問題、法制・税制の運用、イ
ンフラの整備などの面でも改善が期待さ
れる。
　今年はルーラ大統領が任期を迎え、
大統領選挙の年である。最近の石油・
ガス部門への政府関与の強まりや財政
節度が維持されるかといった点を懸念す
る声も聞かれる。しかし大きな政策変更
リスクは少ないように思われる。円滑な
政権移行と市場経済をベースとした堅
実な経済運営の維持を期待したい。
　2008 年は日本からのブラジル移民
100 年にあたり日伯双方で様々な式典が
行なわれた。現在 150 万人を超えるとい
われる日系人の方々の貢献もあってブラ
ジルは極めて親日的な国のひとつであ
る。1960 年代、70 年代に日伯経済関係

は前記の日伯協力プロジェクトを含めて
深まっていった。しかし 80 年代にはブ
ラジルが、90 年代には日本経済が困難
に直面し、この間両国の経済関係は停
滞した。しかし 21 世紀に入りブラジル
経済の変貌につれて日本企業のブラジ
ルに対する関心は改めて高まってきてい
る。JBIC が毎年行っている調査でも、
今後 3 年程度をみた時に日本の製造業
各社が有望と考える海外事業展開先と
してブラジルは年々ランキングをあげて
きている。2003 年の 16 位から 2009 年
の調査では 6 位、対象企業 480 社中 95
社が関心ありと回答している。
　現在日本には推定 30 万人といわれる
ブラジル人が生活している。ペトロブラ
スは沖縄に精油所を取得しアジアへの
拠点としている。現下の厳しい経済状
況を乗り越え、日本において、ブラジル
において、あるいは第三国での事業を含
め日伯協力プロジェクトが具体化して
いって欲しいものである。
　カルドーゾ、ルーラ大統領の時代を経
てブラジルのファンダメンタルズは明ら
かに飛躍的に改善してきている。2014
年にはワールドカップ、2016 年にはオリ
ンピックも開催される。ブラジルにとっ
て自国の持つ豊かさや国際社会における
存在感をどう活かしていくかが課題であ
ると共に責務でもある時代に入ってきて
いる。日本としても国際社会での存在感
を高めてきているブラジルの大きな変容
を確認しつつ、長年の友好的交流を活
かして信頼感を確実なものとし、相互
パートナーとしての建設的な関係のあり
方を再構築してみる時期に入っているよ
うに思える。
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わが国製造業企業の海外事業展開＊1に
関する調査報告
－�2009年度　海外直接投資アンケート調査結果（第21回）－

国際経営企画部国際調査室　前主任研究員　 牛田　　晋＊2

調査役　 遊佐　弘美  　

副調査役　 宮口　知之  　

要　旨

今回の経済危機が日本企業に及ぼした影響は大きく、未だ尾を引いている。しかし、海外事
業へ活路を求める動きは続いており、内需型の業種も含めて中国・インド等新興国の市場へ
の関心が高まっている。また、景気後退局面でも研究・開発は着実に行われ、特に今後の成
長分野である環境関連事業での動きが注目される。

■�経済危機の際、2/3 が「守りと攻め」両面の施策を実施。攻めの施策は国内の研究開発、
アジアの生産拡大

　経済危機の際の対応として、2/3 が「攻めと守り両方を実施」、1/3 が「守りに専念」と回
答。多くの企業が何らかの前向きの施策を実行している。攻めの施策で比較的目立つのが、
国内における研究・開発、アジア地域における生産拡大。

■�海外事業を強化・拡大する企業は 66％。前年より低下するが、依然多くの企業が海外事
業に積極的

　海外事業に対する取組姿勢では約 66％の企業が強化・拡大すると回答した（前年比では
約 13 ポイント減）。一方、国内事業で強化・拡大するとした企業は約 27％にとどまり（前
年比約 14 ポイントの減）、現状維持するとした企業が 55％となった。

■海外事業の強化に対する意欲は、自動車で大きく後退、食品は高水準維持
　海外事業を強化・拡大するとした回答の業種別比率は、自動車では 50％と前年比 35 ポイ
ントの大幅減少で全業種の中で最も低い。一方、食品は 83％と前年比 5 ポイント上昇し、
全業種の中で最も高かった。国内事業を強化・拡大するとした回答の業種別比率も、自動車
が低水準、食品が高水準であった。

■有望国は中国の人気が回復。インド、ブラジル、インドネシアも堅調
　有望国調査（事業展開先としての期待値を含む）では、中国が 1 位。中国を有望とする企
業数は過去数年減少していたが、今年度は増加に転じる。インド、ブラジル、インドネシア
を有望視する企業数がやや増加する一方、ロシア、タイ、米国については減少した。

＊1 本調査では、「海外事業」の定義は、海外拠点での製造、販売、研究開発などの活動に加えて、各社が取組む生産の外部委託、
調達等を含むものとしている。

＊2 現在、シンガポール駐在員事務所首席駐在員
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■�国際競争力維持・強化の取組は、新製品の開発が引続き 1 位。拠点集約が優先度上がる
一方、人材は低下

　国際競争力の維持・強化の取り組みは、新製品の開発、原価低減が 1 位、2 位となり前年
と同様であった。大きく増加した項目としては、「国内外の生産拠点の集約化」と「財務体
質の健全化」、大きく減少した項目は「グローバル化に対応しうる優秀な人材の獲得」。

Abstract

The recent economic crisis had a major impact on Japanese companies, and its effects 
undergoing.  Nevertheless, the search for new business opportunities overseas continues, 
with increasing degrees of interest being shown in China, India, and other emerging 
markets, driven by its domestic demand. In addition, despite the recession, Robust 
motivation for Research and Development (R&D) is continuing steadily, with a particular 
focus in environment-related businesses as a great potential area.

■  2/3 companies implement both “offense” and “defense” measures for the economic 
crisis. Offense strategies include domestic R&D as well as expansion of production in 
Asia.

　・ 2/3 companies reported implementing both “offense” and “defense” measures, with 
the remaining 1/3 responding that they are concentrating on “defensive” steps. Most 
companies can be said they took some forward-oriented policies. In many companies, 
however, those policies consist of domestic R&D and production expansion in Asia. 

■  The portion of companies that wish to strengthen overseas operations is 66% of the 
total. While this is down from the previous year,  a majority of companies are still 
positive about overseas businesses.

　・ The number of companies responding that they wish to strengthen overseas 
operations accounts for 66% of the total (down 13 points from the previous year). On 
the other hand, only 27% companies said they wanted to strengthen domestic 
operations (down 14 points from previous year), with 55% wished to maintain their 
businesses as it is. 

■  The will to strengthen overseas has largely fallen off in the auto industry, but remains 
at high levels for food.

　・ Of the industries for which respondent companies reported they would strengthen 
overseas, automobiles was the lowest among all industries, a 35 point dropped to 50%. 
Meanwhile, 83% of foodstuffs companies responded affirmatively, up 5 points from 
last year, making it the highest rated industry in terms of desire to strengthen 
overseas operations. Responses for domestic strengthening mirrored this trend, with 
automobiles at low levels and foodstuffs at high ones. 

＊1 Overseas business operations are defined as production, sales and research and development (R&D) activities in overseas 
bases, as well as outsourcing of production to and procurement from overseas sources.
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■  China has regained its status as a promising country. India, Brazil and Indonesia are 
also strong.

　・ In the portion of the survey (including expectation), China retained the top spot. In 
the past few years the number of companies that viewed China as promising had 
been on the decline, but for this fiscal year it increased. In addition, while more 
companies viewed the markets of India, Brazil and Indonesia as promising, although 
companies holding the same view of Russia, Thailand and the United States have 
decreased. 

■  Efforts to strengthen global competitiveness continue to be directed foremost towards 
new product development. Consolidating plants and bases has risen for priority, while 
human resources has fallen.

　・ The development of new products and cost reductions continue to be as first and 
second place for priority. Issues that significantly gained importance included 

“Consolidating domestic and overseas production” and “Creating a healthier financial 
standing”, while issues such as “Procuring human resources to globalization” saw a 
major drop. 
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はじめに

　わが国製業企業の海外事業展開に関する調
査は、1989 年以降本行が毎年アンケート形
式で実施しているものであり、本報告は、第
21 回目となる 2009 年度調査の結果をとりま
とめたものである。まずは、本年度のアンケー
ト調査項目などについて以下で簡単にふれつ
つ本編の構成を紹介する。また、アンケート
の回収、数字の集計だけではなく、7 月から
9 月にかけて電話ヒアリングを行うととも
に、企業訪問によりインタビューを実施し、
生の声を多数集めるよう注力した。本編には、
それらで得られた意見を多数盛り込んでいる
ので、ご参考になればと考える次第である。

　第 1 章では、調査方法と今回調査に回答い
ただいた企業の概要をまとめる。第 3 章では、
景気後退時に回答企業がとった対応について
俯瞰を行う。今年度調査は、リーマンショッ
ク後に実施した初めての調査であることか
ら、100 年に 1 度といわれたショックの際の
対応方針や施策などについて質問を行ってお
り、その結果についてまとめる。第 2 章と、
第 4 章から第 7 章までは、本調査で継続的に
質問している項目である。第 2 章では、海外
生産比率及び海外売上高比率についての調査
結果を分析し、第 4 章では、今後の国内外で
の事業展開のスタンスについて分析する。

　その後は、個別国や地域を軸とした分析に
移行する。第 5 章では、海外各地域ごとの事
業展開のスタンスや積極姿勢をとる際の強化
分野をまとめ、国や業種などによる事業展開

上の特徴を明らかにする。第 6 章では、各国
事業の事業評価、すなわち売上高、収益の評
価などのまとめを行い、特に、地域ごとに違
いが大きかった収益不満足理由については詳
細な分析を実施した。第 7 章では、海外事業
展開有望国・地域について分析を行い、近年
の人気国の変遷をまとめた。また、海外事業
展開有望国・地域として多くの企業が回答し
た中国など 6 カ国についてはその有望理由と
有望国の課題についても併せてまとめた。
　第 8 章では国際競争力の維持・強化のため
に回答企業が特に力を入れている取組につい
ての調査結果を紹介する。

　第 9 章と、続く第 10 章では、新興国の中
間層を対象にしたビジネスと環境関連のビジ
ネスについてまとめた。これらは、景気後退
後の日本企業の成長を支えうる分野として注
目されていることから、今年度調査でトピッ
ク的に質問を行ったものである。また、最後
に昨年度と同様に補論として中堅・中小企業
に関する動向を取りまとめている。

　詳細な分析・説明は各章で述べるが、以下
では、新興国ビジネスに関しての大きなポイ
ントについて 2 点述べたい。

・�事業強化の力点は新興国へ、景気変動に左
右されないスタンス確立を

　世界的な景気後退を経て、国内事業、海外
事業とも大きなショックを受け、全体的には
事業拡大の動きが弱まっている。とりわけ、
日本国内の事業に対する拡大意欲は、少子高
齢化などで国内市場の拡大が見込みがたいこ
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とを背景に弱まっている。その一方で、海外
事業に対する拡大意欲はやや後退したとはい
え、比較的高く、今後の事業の注力点として、
海外事業の重要性が高まっていくものと思わ
れる。また、海外の中でも、新興国、特に、
中国、インドなどのアジア新興国が世界の成
長を引っ張る構図がますます明らかになって
いる。
　これまで、アジアの成長力は注目されては
いたが、欧米市場の方が規模が大きく、高付
加価値品が売れることもあって、アジアに対
する資源の投入が中途半場なものとなってい
た企業もあるのではないかと想像される。新
興国に本腰をいれて取り組もうとしている矢
先ではあるが、もともと欧米でのビジネスが
大きいことから、景気回復とともに資源投入
の軸が元に戻り、結局どっちつかずの戦略に
なってしまう可能性もある。各社の各市場に
対する見通しや経営環境により、どういった
地域・分野に力を入れていくか、様々な戦略
がとりうると思われる。ただ、その場その場
のトレンドで、あっちこっちをつまみ食いす
るのではなく、スタンスを定めた取り組みが
必要であろう。そんな中、今後も力強い成長
が見込まれる新興国に力を入れていく、とい
うのはひとつの有力なオプションと思われ
る。我々が回答企業に対してインタビューを
行った 09 年夏の時点であっても、新興国に
対する期待が高かった。その後の報道などを
みているとさらに新興国シフトが強まる方向
にあるように思われる。
　先日、欧米の投資家と話をした。日本への
投資を躊躇する要因として、従来はビジネス
慣行やコスト高などが言われたが、最近は単
に中国の方がリターンが期待できるので、日
本ではなく、中国へ投資をしていくというス
タンスだ。リスクがあることは承知している
が、それでも投資をする。今年度の調査でも
例年通り、有望国の課題について質問をして
おり、中国であれば法律の運用が不透明、イ
ンドであればインフラの未整備が第一位の課
題となっている。ただ、これらは「だから、
新興国には行かない」ということではなく、

「そうであっても新興国に行く」という具合
にとるべきだろう。

・�新興国中間層向けビジネスでは発想の転換
を

　新興国の経済成長とともに、ボリューム
ゾーンと呼ばれる中間所得者層が拡大してい
る。従来、日本企業は、新興国では一部の高
所得者層へ向けた高級品戦略を主としていた
が、中間層の台頭とともに、事業の力点を変
化させる必要があるとの認識が企業の間にも
広まっている。そこで、本年度の調査では、
中間層向けビジネスに対する取組の現状や施
策などについて簡単な質問をしている。取組
の現状などは各社によりまちまちであるが、
同ビジネスに対する関心は高まりつつあるよ
うに見受けられる。
　しかし、新興国中間層向けビジネスの実施
に際しては、従来、高付加価値製品を主体と
してきた日本企業にとって、様々な変化を求
められることとなる。まずは、中間層とはい
え新興国であることから、先進国と比較する
と購買力は落ちるのが現実であり、いかに価
格をリーズナブルに抑えつつ、求められる機
能を実現していくか。特に、製品を高機能化
することで差別化を図ってきた日本企業に
とっては新興国中間層向けビジネスでは、製
品開発などの面で発想の転換が求められるだ
ろう。また、中間層を対象にするということ
は、幅広い地域、顧客に製品を供給していく
ことを意味し、新たなサプライチェーンの構
築や提携・合弁なども必要となってくるだろ
う。一般に、新興国の流通や販売は進んでい
ないため、日本で作りこんだ先進手法などを
新興国に持ち込むということも考えられる。
以上のように、新興国中間層向けビジネス実
施に際しては様々な対応が求められるが、い
ずれの施策においても、現地の人材の活用が
特に重要となると思われる。製品開発では現
地サイドの目線を活かした製品の開発、改良
となる。個別の商品を売っていくのは現地の
販売員であり、それらをまとめ、教育してい
くのは日本人派遣員より現地人の方が好まし
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いと思われる。一言でまとめると現地化を進
めることとなるが、これは日本企業の海外進
出に際して、古くから指摘されている問題で
ある。中間層の攻略に際していよいよ現地化
の重要性が増しており、腰を据えた取組が求
められているのではないか。
　以上のことに加え、新興国での事業展開は
先進国でのそれに比べ障害が多い。また、中
間層向けだとやや価格帯が低くなるため地場
系企業との競合も出てくるなど、中間層向け
ビジネスは、日本企業にとって大きな挑戦と
なるだろう。一方で、新興国では未だ勢力の
分布が定まっていない市場も多い。言い換え
れば、日本国内や先進国のシェアがそのまま
持ち込まれるわけではなく、戦いようによっ
ては大きな市場を得られる、取組に値する
チャンスも大きい分野だ。これまで磨いてき
た日本企業の強みを生かしつつ、この分野で
の成功を収めることが企業の中長期的な成長
力を大きく左右するすのではないか。

　最後になるが、今年度の調査においても例
年どおり様々な方にご協力をいただいた。ま
ず、調査にご回答いただいた企業の皆様に、
心より感謝したい。言うまでもないが、本調
査は企業の回答があってはじめて成立するも
のである。回答企業の皆様には、ご多用中に
もかかわらず、貴重な時間と手間を頂戴して
いる。また、電話ヒアリングやインタビュー
に応じていただいた企業も多数ある。そう
いったことを考えると、心が引き締まる思い
であり、分析の結果などが回答企業の皆様の
今後の事業展開検討などの一助になれば、と
願う次第である。また、調査票の設計から結
果分析、公表にいたるまで、諸大学、諸研究
機関の研究者や行内関係者のアドバイスやコ
メントをいただいた。非常に示唆に富むコメ
ントなども多数あり、本調査の質を高める上
で有益であった。その他、本調査が出来上が
る過程では多数の関係者の皆様のご協力をい

ただいている。ご協力いただいた皆様にはこ
の機会を借り厚く御礼を申し上げたい。

第 1章　�調査方法および回答
企業の概要

1．調査対象および調査方法

　原則として海外現地法人を 3 社以上（うち
生産拠点 1 社以上を含む）有しているわが国
製造業企業 1,004 社の本社を対象に調査票を
送付した。調査票の回収期間は 2009 年 7 月
～8 月で、625 社から有効回答を得た。有効
回答率は 62.3％である（図表 1-1）。なお、ア
ンケートの回収とあわせて 7 月から 9 月にか
けて電話ヒアリングを行なうとともに、企業
訪問によりインタビューを実施した。

2．回答企業の概要

　本年度調査の回答企業を業種別にみると
（図表 1-2）、電機・電子（17.6％、110 社）、
自動車＊3（16.8％、105 社）、化学（14.6％、
91 社）および一般機械（11.0％、69 社）の 4
業種で全体の約 6 割を占めている。売上高別
内訳では、1 兆円以上（8.6％、54 社）、3,000
億円以上 1 兆円未満（11.5％、72 社）、1,000
億円以上 3,000 億円未満（18.9％、118 社）、
500 億円以上 1,000 億円未満（14.6％、91 社）、
100 億円以上 500 億円未満（35.2％、220 社）、
100 億円未満（9.9％、62 社）となっている（図
表 1-3）。なお、資本金 10 億円未満（単体ベー
ス）の中堅・中小企業が 161 社で全回答企業
の約 4 分の 1 となる 25.8％であった。また、
従業員数 300 人未満（単体ベース）は 82 社
であり 13.1％であった。
　回答企業が持つ海外現地法人の総数は
12,006 社であり（図表 1-4）、このうち半数は
生産拠点である（5,817 拠点）。現地法人の地

＊3 2 輪車、4 輪車、部品メーカー及び組立も含む
＊4 国名については 12 ページ図表 1-4 参照、EU15、NIEs3 についても同様。

10　国際調査室報



域分布で最も多いのは中国（2,907 社）、次い
で ASEAN5＊4（2,386 社）、北米（1,784 社）、
EU15（1,750 社）、NIEs3（1,272 社）などの
順となっている。また、研究・開発拠点とし
ては、北米が 90 社と最も多いものの、近年
の中国市場のプレゼンスの高まりを反映して
中国（67 社）が EU15（66 社）を僅差で抜

いて第 2 位となった。
　中国の現地法人数は、2005 年度調査で
ASEAN5 を上回ってからも高いペースで伸
びており（図表 1-5）、経済危機下にあっても、
更に数を増やした。他の地域が横ばいである
のとは対照的である。生産拠点でみても同じ
傾向が示されており（図表 1-6）、中国（1,888

図表 1-1　調査概要

図表 1-2　業種別回答企業 図表 1-3　売上高別回答企業
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社）、次いで ASEAN5（1,345 社）と現地法
人数、海外生産拠点数共に日本企業にとって
の中国、ASEAN の重要性は高い。

第 2章　�海外生産比率・海外
売上高比率

　図表 2-1 は、海外生産比率及び海外売上高
比率についての各企業の回答を加重平均
し＊5、2002 度年と 2008 年度の実績を業種別

に比較できるようグラフ化したものである。
これによると、2008 年度の海外生産比率実
績は 34.5%、海外売上高比率実績は 43.6％と
なり、わが国製造業の事業展開は金額ベース
で約 3 分の 1 以上が海外で行われている。少
子化等社会構造的な問題のほか、景気低迷で
国内市場の需要が伸びない中で、全業種で海
外生産比率と売上高比率の上昇が見られ、特
に自動車業界の 2008 年度の実績は共に 5 割
以上となった。なお、海外売上高比率の上昇
幅は多くの業種で海外生産比率の上昇幅を上
回っており、今後海外市場が拡大していけば

＊5 総売上高を加重して計算。具体的には次のとおり：各社の総売上高×各社の申告比率（売上高比率等）÷総売上高の和（2002
年度の数字も同様）。

図表 1-6　海外生産拠点数図表 1-5　海外現地法人数

（※ 1）中国は 1993 年度より、その他アジアは 1996 年度より個別集計開始。
（※ 2）��シンガポールは 1998 年までNIEs に、1999 年より ASEANに分類。EUは 2004 年度から EU15 としている。

図表 1-4　海外現地法人数の機能別・地域別内訳

（n=625）（単位：社） 

NIEs3 ASEAN5 中国
印越

その他
アジア

北米 中南米 EU15 中・東
欧

その他
欧州・

CIS
ロシア 大洋州 中近東 アフリカ 合計

生 産 拠 点 460 1,345 1,888 333 763 273 498 115 23 15 59 13 32 5,817
販 売 拠 点 726 810 803 153 666 250 1,000 79 56 41 142 62 33 4,821
研究・開発拠点 5 45 67 10 90 9 66 1 0 1 5 1 1 301
そ　 の　 他 81 186 149 51 265 72 186 7 8 8 37 10 7 1,067
合 計 1,272 2,386 2,907 547 1,784 604 1,750 202 87 65 243 86 73 12,006

＜本調査における主要地域の分類＞��
NIEs3	 （韓国、台湾、香港）	
ASEAN5		（シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン）	
北米	 （米国、カナダ）　
EU15	 	（英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ギリシャ、ルクセン

ブルク、デンマーク、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、スウェー
デン、アイルランド）	

中・東欧		（ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ブルガリア、ルーマニア、スロ
ベニア、アルバニア、クロアチア、セルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェ
コビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア）

＜本調査における中国国内の分類＞�
東北地域（黒龍江省、吉林省、遼寧省）	
華北地域（北京市、天津市、河北省、山東省） 
華東地域（上海市、江蘇省、安徽省、浙江省）	
華南地域（福建省、広東省、海南省）	
内陸地域（上記以外の省、自治区）
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海外生産比率が上昇していく可能性もある。
　また、鉄鋼をはじめとする多くの業種では
海外売上高が同生産比率よりも高いが、この
差は輸出を示している。この傾向は鉄鋼のほ
か、一般機械、精密機械で強く、他業種と比
較して国内で生産した製品を輸出している割
合が高いことが分かる。この背景には、鉄鋼
については競争力があるため輸出で対応でき
ることや規模が大きいため進出・撤退リスク
が高いこと、また工作機械をはじめとする一
般機械や精密機械は、組み立て後の調整が非
常に重要であり、国内での生産が有利である
こと、等が考えられる。しかしながら、2002
年度の数値と比較すると鉄鋼や食品等の内需
型業種も含め、全業種で海外事業へのシフト
が進んでいる。
　他方、繊維については海外売上高比率が海
外生産比率を下回っており、これはコスト削
減のため中国をはじめとするアジアで生産・
加工された衣料品を日本に輸入するというビ
ジネスモデルが多いためとみられる。しかし
ながらヒアリングによると、2008 年 9 月の
経済危機以降は繊維についても中国市場の需
要が旺盛で、軸足が日本国内市場から中国へ

移っているとした企業の声も多く聞いた。同
じくこれまでは内需型であった食品について
も、キリンホールディングスは国内市場の縮
小を受けて 2006 年以降、オセアニア地域で
M&A（合弁・買収）を実施、2009 年 11 月
には買収した現地ビール大手に 230 億円を投
じて設備を増強することを発表する等、海外
事業を拡大している。
　化学については、2002 年度と比較して最
も変化が見られない業種であったが、これは
①装置産業ゆえ進出・撤退が容易でないこと、
②規模の経済を考慮すると国内に生産設備を
維持することに合理性があること、③近年急
拡大した新興国需要に輸出で対応したこと等
の理由が考えられる。しかしながら、同業種
についても中国や中東で石油化学工場の稼動
が本格化するにあたり、コストの高い日本製
石油化学製品の国際競争力には限界があるの
ではないかという懸念から海外生産拡大の動
きは始まっている。2009 年 4 月には住友化
学とサウジアラムコ＊6 による世界最大級の
石油精製・化学工場となるペトロ・ラービグ
社が稼動し、12 月にはフル生産に入った。
ペトロ・ラービグ社はサウジアラムコから安

＊6 サウジアラビア政府が株式の 100％を保有。住友化学はラービグ社へ 37.5% を出資。

図表 2-1　海外生産比率と海外売上高比率

※各比率は、売上高による加重平均にて算出
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価な価格で原料＊7 を供給されており、今後
は日本を含むアジア市場に製品が流れ込むた
め、国内の化学メーカーの脅威となると予測
されている。

第 3章　�経済危機における対
応

1．概要

　冒頭でもふれた点だが、今年度の調査は経
済危機後に行われた初めての調査である。経
済危機時に各企業がどういったスタンスでど
ういった施策を行ったのかについて質問をし
た。現時点では、先般の経済危機の状況を捉
えることにとどまるが、将来的には、経済危
機時の対応が景気回復後の企業の成長にどの
ように影響しているのかを検証するための材
料となりうるものと期待している。
　質問は、08 年秋の経済危機発生から調査
を実施した 09 年夏までの間の事業取組のス
タンスとして、「守りに専念した」、「攻めと
守り両方を実施した」、「攻めに注力した」の
3 つの選択肢を提示し、各社の経済危機に際
しての対応の大きな方向性を確認した。
　さらに、日本、アジア、北米、欧州の 4 つ
の地域を設け、それらの地域ごとに、経済危
機時に実施した施策について質問を行った。
具体的施策については、「設備投資見送り」、

「生産調整」などの守りの色彩の強いものと、
逆に「設備投資実行」、「生産拡大」などの攻
めの色彩の強いものの合計で 13 の選択肢を
提示し、選択してもらった。

2．対応姿勢

　全業種の結果としては、33％の企業が「守
りに専念した」、66％が「攻めと守り両方を
実施」、1％が「攻めに注力した」と回答した。

3 分の 2 の企業が経済危機の中でも、何らか
の攻めの施策も行ったとの結果であるが、業
種ごとに見てみると違いがあることがわか
る。図表 3-1 は、全業種及び業種ごとの結果
をまとめたものである。「守りに専念した」
との回答が最も少なかったのは、食料品であ
る。景気の変動に需要が左右されにくい業種
の筆頭格であり、今年度調査の他の調査項目
においても、経済危機のショックがそれほど
出ていない。食料品に続いて、「守りに専念
した」が少なかったのは、紙・パルプ・木材
であった。景気変動の影響は受けうるものの、
比較的需要の変動が小さく、海外依存度が低
いことも影響を小さくさせた要因と思われ
る。なお、業種別のデータとはなっていない
が、以下コメントを引用したように、医療・
医薬関連企業も経済危機の影響が比較的軽微
であったと推測される。
　逆に、「守りに専念した」との回答が多かっ
たのは、自動車、電機・電子であり、今回の
景気後退の影響を大きく受けた業種であるこ
とは、新聞報道や各社ディスクロージャーな
どとも符合するところである。
　・ 経済危機の影響（販売の減少）は日本国

内で大きく出た。海外事業だけをみれば
「攻めに注力した」でよいのだが、当社
全体の対応となると「攻めと守り両方を
実施」となる。（食料品）

　・ 危機の間、食品関連事業が良かった分、
企業全体としては化学関連事業の業績の
悪さが隠れた感じ。化学関連事業単体で
は赤字に近い水準だったはず。経済危機
の影響が大きいのは情報電子関連。今年
度に入ってデジタル関連は回復傾向にあ
るが、情報系はまだ戻りきっていない。

（化学）
　・ 2009 年第 1 四半期も 2 割の増収。その

主因として①医療業界は世界の総生産額
の 2 ～ 3％を占めているに過ぎず、現在
マーケット自体が拡大している、②人命

＊7 日本ではエチレンの原料にナフサを使用しているが、ペトロ・ラービグでは最新の設備を使ってナフサの 10 分の 1 の価格の
エタンガスを原料としてエチレンを生産している。
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にかかわる重度な病気は節約できず、不
況に左右されないという業界上の特色が
ある。（精密機械組立）

　・ 日本、アジア、北米、欧州で設備投資見
送り、生産・雇用調整、欧州を除いた全
地域で資金繰り対策等、守りに徹した。

（自動車部品）

3．施策

　経済危機における施策を守りの施策、攻め
の施策別に、それぞれの施策が対になるよう
まとめた（図表 3-2）。図表の中の回答数は、
各地域ごとの回答数を集計したものであるこ
とから、回答の多い項目では、回答企業数を
上回る数字となっている。回答の絶対数とし
ては、守りの施策数が攻めの施策数を大きく
上回っている。これは、景気後退の中での施
策としては、どうしても守りが中心にならざ
るを得ない状況であったことを示している。
上記 2．で、「攻めと守り両方を実施」と回答
した企業が 3 分の 2 であったことを紹介して
いるが、施策のウエイトとしては守りが大半
であったという企業が多いのが実態である。
　全体的に、守りの施策が多い中で、比較的

攻めの項目が多いのが、「研究開発の維持・
拡大」である。我々が行ったインタビューに
おいても多く聞かれたコメントが、研究開発
については、不要不急のものは見合わせなが
らも、企業の中長期的な成長を確保する施策
として景気後退の中でも着実に行っていく、
とするものである。その他では、「販売・広
告の強化」が比較的多いことが目立つ。広告
費については、景気後退の中で大きく減少さ
せた企業が多いようだが、販売活動について
は、不景気の時こそ力を入れて売っていこう、
という営業活動強化の動きもあり、一定の回
答があった。
　・ 「攻めと守り両方を実施」と「守りに専

念した」のどちらにするかで迷ったが、
大型の設備投資を継続したため「両方を
実施」を選択した。（化学）

　・ 危機への対応としては生産調整を実施し
た。また GW や夏休みを例年より長く
することで稼働日数を減らした。さすが
に多大な影響を受け、1 月までは後ろ向
きの対応をとらざるを得なかった。2 月
位からは次の一手のための事業組み換え
や、基礎研究の再開、新規事業の検討な
どに入った。R&D は止められない。止
めることはメーカーとしての突然死を意
味すると思っている。（一般機械組立）

　・ 研究開発費は維持した。経済危機を受け
て、必要な分野に集中することはしてい
るが、不断の技術開発で他社との製品差
別化が出来ないと生き残っていけない。

（その他）
　・ 日本、北米、欧州、アジアの全地域で「研

究開発の維持拡大」と回答したが、これ
は拡大というよりほぼ横ばい。昨年の業
績悪化の中、他の分野は徹底したコスト
削減を実行したが研究開発は重要な戦略
分野と判断して苦しいながらも現状を維
持した。（繊維）

　・ 業績が苦しい中でも新製品の開発は行っ
ており、細かい部分の改良を重ねて差別
化を図っている。しかし当社の製品は、
新製品といっても形や素材が大きく変わ

図表 3-1　経済危機における対応姿勢・攻めと守り
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るものではないので、自動車や食品等の
業界に比べ目に見えるような新製品開発
は大変難しい。（一般機械部品）

　・ 全世界で当社全体の約 25% にあたる労
働者をリストラした。一部地域では規模
を拡大したが、これは他拠点からのシフ
トを行ったため、結果として規模拡大に
つながっただけ。また、リストラと併せ
て R&D も凍結している。（自動車部品）

　・ 販売活動は強化した。投入できる人員は
限られているものの、重点分野に集中し
て投入することで効果を出すべく対応し
た。（化学）

4．地域別

　経済危機における施策のうち攻めの施策に
ついて地域毎にまとめた（図表 3-3）。まず、
日本国内においては、研究・開発の維持・拡
大をあげる企業が多い。これは、上述のよう
に経済危機の中でも R&D 投資は行っていく
としている企業が目立つ中、開発の拠点は依
然日本国内が想定されているものと思われ
る。海外のアジア、北米、欧州に目を転じる
と、アジアでの攻めの施策が他の二地域に比
して多くとられていることがわかる。特に、
設備投資の実行、生産拡大では、他の二地域
ではきわめて低水準であるのに対し、アジア
では相応の回答数があった。インタビューで

は、特に中国を中心にアジアでは景気後退の
ショックが比較的小さく、結果的に前向きの
施策につながったことを示す意見が目立っ
た。以下、代表的なコメントを紹介する。
　・ 経済危機を受けてアジア地域以外では守

り一辺倒だった。前向きなビジネスがで
きたのはタイと、生産が V 字回復した
中国。特に、日系メーカーはこの危機の
中で中国事業に助けられたと感じている
ところが多いのではないか。（一般機械
組立）

　・ アジア事業では、設備投資を中断しなかっ
たという意味で守りよりも攻めだった。
日本以外の地域では「資金繰対策」に丸
をつけたが、これは各地域会社への送金
を円建で行っている関係上、為替差損が
大きく、支払サイトの短縮を実施したこ
とで資金繰りが必要になったもの。（化学）

　・ 国内事業では派遣労働者数を減らした。
海外では具体的な対策はまだだが雇用を
増やそうと思っている。特に中国は人口
も多く、顧客企業も進出をしていくだろ
うと考えている。（その他）

　・ アジアでの設備投資で代表的なのは中国。
合弁にて当社の最先端技術に基づく製品
の生産を開始する予定である。（繊維）

　・ 経済危機を経て足もとではかなり状況が
明るくなってきた。地域によって異なる

図表 3-2　経済危機における対応姿勢（全業種）
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が、特に中国市場は好調で、危機があっ
たのかと思うくらい。（自動車部品）

　・ 世界的な経済危機のためマレーシア第 2
工場の増設計画を 1 年ほど延期してお
り、外枠の建設が終わった所でストップ
している。今まさにこの凍結を解除しよ
うかという議論を行っているところ。（電
機・電子部品）

第 4章　�中期的な国内外事業
見通し

　海外事業に対する中期的な（今後 3 年程度）
事業展開見通しについて、全業種平均で「強
化・拡大する」と回答した企業の割合は前年
比 13.4 ポ イ ン ト 減 の 65.8％ と な り（ 図 表
4-1）、調査開始以来最高の値を記録した 2006

図表 3-3　経済危機における対応姿勢（地域毎）

攻めの施策

守りの施策
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年度調査（82.8％）から 3 年連続して値を下
げたものの、世界的な景気後退の中でも回答
企業の 7 割近くが今後積極的に海外事業を進
めていく姿勢を示している。一方、国内事業
については、「強化・拡大する」と回答した
企業は前年比 13.6 ポイント減の 27.2% とい
う低水準にとどまった（図表 4-2）。また、海
外及び国内で「現状程度を維持する」という
回答が増加し、現在の事業規模を維持しなが
ら世界経済の行方を見守るという傾向が現れ
ている。国内事業見通しの「検討中」という
回答も大きく増加して 10.8% となり、国内市
場の回復見通しが明らかになるまで今後の事
業の方向性を決めかねている企業も目立つ。
　今回の調査結果をみると海外に活路を見出
す企業の傾向としては、新規の投資先を探す
というよりも、「既存拠点を強化する」と回
答した企業がほとんどであった（第 5 章参
照）。近年の調査ではバングラデシュやアフ
リカ等新規の地域を有望とする回答が散見さ
れていたが、経済危機をはさんでそのような

回答が激減し、2009 年度は反対に従来から
人気が高かった中国を挙げる企業が増加し
た。しかしながら、このように中国の人気が
反転したものの「実際に中国に投資計画があ
る」と回答した企業は減少しており、具体的
な計画のない企業が「中国が有望である」の
増加に貢献した形となっている（第 7 章参照）。
　ヒアリングでも「国内需要は縮小傾向であ
り、今後も成長は見込めないため海外市場に
出て行かざるを得ない（食料品）」「今後は限
られた国内市場を競合他社と争う構図とな
る。中期経営計画に掲げる成長の源泉はやは
り海外市場（化学）」といった声が聞かれ、
成長継続のためには、拡大が見込まれる海外
市場への積極的な事業展開が重要であるとい
う企業の姿勢がみてとれる。
　業種別にみると（図表 4-3）、昨年までは化
学や一般機械で海外事業を「強化・拡大する」
と答えた割合が最も多かったが、今回の調査
では①食料品（82.9%）、②一般機械（76.8%）、
③化学（73.0％）の順となった。経済危機を
はさみ、全体的に強化・拡大傾向は減少して

図表 4-2　中期的な（今後 3年程度）国内事業
　　　　� �展開見通し推移

図表 4-1　中期的な（今後 3年程度）海外事業展開
　　　　� �見通し推移

（注）�「海外事業」の定義；海外拠点での製造、販売、研究開発などの活動に加えて、各社が取組む生産の外部委託、調
達等を含む。
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いる中で、これまで内需型であった食料品、
また繊維については強化・拡大すると答えた
割合が増加した。自動車は化学等と並びこれ
まで強化・拡大の姿勢が最も強かった業種だ
が、今回の調査ではこの回答の割合が激減し、
50.0％と全業種の中でも最も低いレベルとい
う結果になっている。しかしながら、この調
査は 2009 年夏にアンケートを回収している

ため、秋以降、現在に至るまでに各国政府の
支援策や旺盛な新興国市場の消費もあって自
動車市場は回復基調となっており、アンケー
ト回収時に比べれば明るい兆しが見えてきて
いる＊8。
　国内事業展開についても、自動車分野は「強
化・拡大する」と回答した割合が大きく減少
して 1 割程度となった一方、食品や繊維につ

＊8 2010 年 2 月 15 日付日経産業新聞「トヨタ自動車など乗用車 7 社は 2009 年度の世界販売台数計画を合計 46 万台上積みした。
世界各国での需要刺激策が奏功。中国やインドなど新興国需要の拡大を追い風に日産自動車やスズキなど業績を上方修正し
た企業も少なくない」

図表 4-3　事業強化姿勢（業種別）

（注）�「海外事業」の定義；海外拠点での製造、販売、研究開発などの活動に加えて、各社が取組む生産の外部委託、調
達等を含む。
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いては下げ幅が小さいかあるいは微増してお
り、海外で「強化・拡大」という回答の割合
が多かった業種は国内においてもこの姿勢が
強い。

第 5章　�事業強化姿勢と強化
する国・地域、分野

　本章では、より具体的に個別の国・地域に
対する企業の事業展開見通し（予定されるア
クション）についての調査結果を紹介する。
本調査では海外事業について国・地域ごとに

「強化・拡大する」、「現状程度を維持する」、
「縮小・撤退する」の 3 つの設問を用意した。
また、「強化・拡大する」を選択した国・地
域については更に「強化・拡大する分野（生
産機能、販売機能等）」を聞いた。「縮小・撤
退する」とされた国・地域についてはその後
のアクションにつき「第三国へ移管」、「事業
そのものから撤退」等の選択肢を用意した。

　アフリカ地域への投資については、独立し
た設問を設け、アフリカ向け事業への姿勢と
内容につき調査を行った。

1．事業強化姿勢（地域別） 

　図表 5-1 は海外事業展開見通しについて
2008 年の調査と 2009 年の調査結果を地域別
に比較したものである。「強化・拡大する」
と回答した企業の割合は前回調査に比べて全
地域で減少したが、中国と中南米では減少幅
が比較的小さく、北米、EU15、その他欧州・
CIS、中・東欧では減少幅が大きかった。強化・
拡大と答えた水準自体が高いのは、①インド
とベトナムを含むその他アジア・大洋州地域

（69.4％）、②ロシア（67.0％）、③中国（59.5％）、
④中近東（57.7%）であった。一方、北米、
EU15、NIEs3 においては、現状維持の姿勢
が太宗である。「縮小・撤退する」と答えた
企業の割合が圧倒的に多かったのは北米（8.1 
%）であった。
　中南米を強化する理由をヒアリングしたと
ころ、「北米の業績が悪化したため、生産拠

図表 5-1　事業強化姿勢（地域別）
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点をメキシコに移管する。米国企業として迎
え入れられる上、NAFTA などで様々な利
便性もあり、競合相手もいないので値下げ競
争にもならない（鉄鋼）」などの声もあり、
北米事業を閉じて中南米に軸足を移す企業の
動きも伺える。

⑴�強化する国・地域と分野（中国・インド・
ベトナム）

　中期的（今後 3 年程度）事業展開を拡大す
るとした回答数では、中国が他を圧倒してい
るものの、比率をみるとインド（82.9%）や
ベトナム（69.7%）の方が中国よりも高く（図
表 5-2）、両国への積極的な事業強化意欲が伺
える。中国各地域は、比率自体はインド・ベ
トナムより低いものの、強化拡大すると答え
た企業の前年比減少幅は両国よりも概ね少な
かった。
　生産・販売別の絶対数をみると（2009 年）、
華東で生産機能を強化・拡大すると回答した
企業は 159 社、販売機能を強化すると回答し

た企業は 196 社となった。これに華南＊9（生
産拠点 107 社、販売拠点 110 社）、インド（生
産拠点 85 社、販売拠点 122 社）が続いてい
るが、販売拠点としてはインドが華南を上
回った。生産・販売の傾向としては、生産機
能を強化する企業は各地域とも減少し、一方
で販売機能については概ね横ばいであった。
　華東＊10、内陸＊11 では経済危機の中でも販
売拠点を強化・拡大すると回答した企業は逆
に増加した。特に内陸については数としては
少ないものの、景気後退の状況下においても
強化・拡大の姿勢はほとんど変化がなく（図
表 5-2）、中国政府の内陸支援策もあって経済
危機の影響を比較的受けなかったことが伺え
る。生産・販売別の絶対数をみても（図表

＊9 華南：広東省、海南省、広西チワン自治区族、江南省、湖北省
＊10 華東：江蘇省、浙江省、上海市、山東省、安徽省、江西省、福建省
＊11 内陸：四川省、重慶市、貴州省、雲南省、青海省、甘粛省、寧夏回族自治区、新彊ウイグル自治区、チベット自治区

図表 5-2　中期的事業展開規模（中・印・越） 図表 5-3　（生産）強化・拡大する分野

図表 5-4　（販売）強化・拡大する分野
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5-3、5-4）、ほとんどの地域で「強化・拡大す
る」とした回答数が経済危機をはさんで減少
しているのに対し、華東に並んで内陸部の販
売は増加した。これを裏付けるように、これ
まで日本企業の中国での事業展開先は華東や
華南、華北が中心であったが、近年は東北や
内陸にも拠点を設立する動きがでてきた。企
業ヒアリングでも「中国については東北と華
東に「強化・拡大」と回答したが、今後は両
地域に限らず内陸についても視野に入れてお
り、実際は「強化・拡大」の地域はもっと広
がる（一般機械組立）」等、今後も内陸のポ
テンシャルを期待するコメントが聞かれた。
また、国際調査室が別に実施した「新興国中
間所得層向け事業戦略調査」においても、某
メーカーが中国内陸部で展示会を開催した
際、予想に反して大きな購買意欲がみられた
ため、急遽製品を取り寄せて即席の展示販売
会となったとのコメントを得られた。しかも
最も売れたのが製品ラインの中でもプレミア
ムと呼ばれる高級品ラインであったという。

⑵�強化する国・地域と分野（韓国、台湾、香
港、シンガポール、タイ、インドネシア、
マレーシア、フィリピン）

　NIEs3 と ASEAN5 で事業を強化・拡大す
るとした企業の比率は、28.5％および 36.8%
となり、前述した中国（59.5%）、インド（82.9 
%）、ベトナム（69.7%）と比較して低い水準
にとどまった。経済危機をはさんだ変化をみ
ると、香港が概ね横ばいであることを除き、
各地域とも減少した（図表 5-5）。タイは、他
国と比較すると強化・拡大の姿勢が強いが、
前年の得票率と比べるとシンガポールと共に
大きな減少を見せた。
　生産と販売別の絶対数では、全体的に販売
強化の回答数が生産強化の回答数を大幅に上
回った（図表 5-6、5-7）。生産機能において
はタイが他国・地域を大幅に引き離している
ものの、自動車関連企業の投資意欲減退が影
響し、絶対数の減少が目立つ。

図表 5-5　中期的事業展開規模（NIEs3、ASEAN5）

図表 5-7　（販売）強化・拡大する分野

図表 5-6　（生産）強化・拡大する分野
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⑶�強化する国・地域と分野（米国、欧州、中
東、アフリカ）

　事業を強化・拡大すると回答した企業の比
率が高いのは、ロシア（67.0%）と中近東

（57.7%）であり、企業の同地域に対する積極
的な姿勢を示している（図表 5-8）。メキシコ
は比率としては 43.8% とロシア等に及ばない
が、前年レベルの水準を保ち多くの地域と
違って減少には転じなかった。生産・販売機
能の傾向をみると（図表 5-9、5-10）、メキシ
コを除き各地域とも強化していくと回答した
企業数は減少し、特に北米の生産事業、EU 
15 の販売事業に対して大幅な減少が見られ
た。また、全体的に生産拠点よりも販売拠点
を強化していくと答えた企業が多く、アジア
と同様に販売面での取組が優先されている。
景気後退の中で初期投資がかかる生産よりも
まずは販売面を強化して収益を伸ばそうとす
る企業の姿勢が伺える。

⑷アフリカへの事業展開方針
　2008 年までアフリカでの事業を「強化・
拡大する」と回答した企業数は増加傾向に
あったが、経済危機をはさんで前年比 7 社減
少し、本年度調査では 29 社となった（図表

5-11）。それでも 2006 年度、2007 年度よりも
回答数は多く、経済危機の中にあっても一定

図表 5-8　中期的事業展開規模（米・欧・中東・アフリカ）

図表 5-10　（販売）強化・拡大する分野

図表 5-9　（生産）強化・拡大する分野

図表 5-11　アフリカへの中期的事業展開規模
　　　　　�（全業種）
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のレベルを保っている。投資先国としては、
84 社の回答数のうち南アフリカを挙げた企
業が 39 社と最も多かった。この他の国では、
モロッコ（5 社）、チュニジア（4 社）、アルジェ
リア（4 社）等が続く。
　また、アフリカにおける事業展開の中心は、
資源やインフラ分野だと考えられがちであ
る。回答企業に商社等が含まれていないとい

う背景もあるが、事業の内容を問うた設問で
は製造業と回答した企業が資源・インフラ関
連を大きく上回った（図表 5-12）。

図表 5-12　アフリカでの事業展開分野（国別）

図表 5-14　縮小・撤退する国（08年、09 年比較）

図表 5-13　縮小・撤退する数（機能別）

24　国際調査室報



⑸縮小・撤退する機能・地域
　本節では、中期的（今後 3 年程度）に海外
事業を「縮小・撤退する」と回答した企業に
対し、さらに生産機能、販売機能、研究開発・
統括機能の 3 分野のうち、どれを縮小・撤退
したかという設問の回答結果を紹介する。世
界の景気後退の影響を受け、縮小・撤退する
拠点数は前年の 91 件（生産機能 61 件、販売
機能 26 件、研究開発・統括機能 4 件）から
大幅に増加して 151 件（生産機能 92 件、販
売機能 52 件、研究開発・統括機能 7 件）となっ
た（図表 5-13）。業種としては、例年縮小・
撤退数が少なかった自動車分野が 2009 年の
調査では増加しており、地域別では①北米（28
件）、②中国（27 件）、③ EU15（17 件）の
順で多かったが、増加幅をみると特に北米と
EU15 が大きかった（図表 5-14）。両地域に
比べ、アジアでは縮小・撤退数の増加幅が少
なく、インドネシアや台湾、フィリピンでは
逆に減少した。
　また、中国における縮小・撤退する業種に
ついて、自動車や電機・電子以外の件数が多
いが、これは精密機械組み立てや食料品、繊
維、化学等の業種からの回答が太宗を占めて
いる。図表 26 の「その他」に含まれる国・
地域としては、ベトナム、ブラジル、中東欧、
メキシコ等からの回答数が多かった。
　一方、某金融機関へのヒアリングによると

「海外からの撤退が急増することを見込み、
行内で撤退チームを設立して備えていたのだ
が思ったほど引き合いがなく、肩透かしで
あった」とのコメントがあり、このような景
気後退においても長期的に海外事業は重要で
あると判断して撤退を選択しなかった企業も
多かった可能性もある。

第 6章　�海外事業展開の�
パフォーマンス評価

1．概要

　本調査では、「売上高」及び「収益」につ
いて当初目標に対する 2009 年度の実績評価
を、「5 満足」「4 やや満足」「3 どちらでもな
い」「2 やや不十分」「1 不十分」の 5 段階で
実施して頂いた（図表 6-1）。更に、収益に関
して「2 やや不十分」「1 不十分」と回答し
た企業にその理由を聞いた（図表 6-2）。なお、
この設問はあくまで「当初目標値に対する主
観的な達成度」を聞いており、「1 不十分」
を選択したからといって必ずしも赤字である
ことを意味するわけではない。

⑴収益・売上高満足度評価（全地域）
　図表 6-1 は 2009 年度調査（●印）と 2008
年度調査（▲印）の結果比較である。調査結
果をみると、世界的な景気後退が影響し各地
域とも満足度が大幅に低下したため、標準点
となる「3 どちらでもない」との評価に達す
る業種は皆無である。国・地域別には、売上・
収益とも中国や ASEAN を抜いて中南米が
2.51 ポイント（売上）、2.55 ポイント（収益）
と最も高い評価をつけた。
　中南米に事業展開する企業数はアジアより
も少ないが、進出した企業は経済危機をはさ
んで相対的に他地域より高い満足度を示す結
果となった。前述した地域別海外事業展開見
通し（図表 5-1）でも、中南米を「強化・拡
大する」と回答した企業は中国と並んで減少
幅が少なかった。企業ヒアリングによると、
中南米の中ではブラジルやメキシコの人気が
高かった。代表的なコメントは以下のとおり。
　・ ブラジルの人口伸び率は非常に高く、市

場としての大きな魅力がある。地場メー
カーの競合も少ない。（石油・ゴム）

　・ 日本ではあまり知られていないが、ブラ
ジルは電機電子産業に欧州からかなりの
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投資を受け入れており、同産業からの需
要が堅調。（一般機械組立）

　・ これまでブラジルからは北米市場向けに
生産を行っていたが、現在は堅調な需要
を背景に内販に力を入れている。製品に
よっては全世界向けの生産も行ってい
る。（精密機械組立）

　・ メキシコは意外と消費大国である。ペプ
シコの売上高が世界中で最も大きいのも
同国と聞いている。ブラジルも同様の傾
向があるが、両国とも特に「食」にかけ
るお金が非常に大きい。（食料品）

　一方、2009 年度の北米の売上高、収益は
それぞれ 2.03 ポイント及び 1.97 ポイントと
なっており、前年に引き続き最も低い評価と
なった。EU15 や中・東欧については、2008
年度は比較的好調な事業展開を行っていたも
のの、2009 年度はアジアや中南米の企業の
満足度を下回る結果となった。EU15 の収益
に「やや満足」と回答した企業に背景をヒア
リングしたところ、欧州市場自体による収益
というよりも「EU から中東への輸出が伸び

たことが大きかった。中東はドバイを除き世
界経済危機による景気落ち込みが他地域より
少なく、新規投資がコンスタントにあった（一
般機械）」との声もあり、新興国に活路を見
出していた。
　このように、全体的にみてアジアや中南米
に対する評価が欧米を大きく上回り、経済危
機をはさんで新興国のプレゼンスの大きさが
示されている。他の企業ヒアリングでも「中
国事業は命綱。有望度合いは経済危機を受け
て高くなった。日系メーカーはこの危機で中
国事業に助けられたと感じているところが多
いのではないか（一般機械組立）」、「タイで
自動車向け製品を扱っており、本来ならばこ
の景気後退で大幅な収益減となってもおかし
くないのだが、不思議と子会社が赤字化せず
持ちこたえたのが意外であったので「やや満
足」と回答した（繊維）」、「ブラジルの売上
は好調な上、人口伸び率も高く、市場として
大きな魅力がある（石油・ゴム）」との声が
聞かれた。
　しかしながら、「これまで新興国の企業と
は競争しなくてもよかった付加価値の高い分

図表 6-1　海外事業展開実績評価（全業種）
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野まで彼らの技術は上がってきており、当社
としても価格を下げる必要が出てきた（一般
機械組立）」、「汎用品の技術については中国・
韓国が結構追いついてきている。ハイエンド
についても 20 年後はどうなるかわからない
と危機感を持っている（一般機械部品）」と
いうコメントに代表されるように、新興国の
製造業は徐々に技術力をつけてきており、魅

力的な市場であるものの、地場メーカーや他
のアジア諸国との競争も厳しくなってきてい
る。
　収益不満足の理由は「景気変動による市場
規模縮小」が他を圧倒し、昨年の 160 件か
ら今年は 971 件と急増した（図表 6-2）。また、
去年の調査でも回答が多かった「販売先確保
が困難（390 件→ 359 件）」、「コスト削減が
困難（390 件→ 305 件）」という理由も引き
続き収益不満足の主要な理由となっている。

「為替差損（100 件→ 221 件）」や「円高によ
る製品競争力低下（0 件→ 204 件）」等、為
替の変動による影響を受けた企業も大きく増
加している。

⑵収益不満足の理由（地域別・主要項目）
　前述した通り各地域とも景気後退の影響を
受けて収益の満足度は低下したが、地域別に
みると、不満足の理由は一様ではない（図表
6-3）。北米と EU15 においては、「景気変動
による市場規模縮小」との回答が各 72.7%、
67.4％と他の理由を圧倒しているが、中国と
インドについては単純に不況による収益減少
とはいえず、「販売先からの値引き要求や販
売先確保困難」（中国）との回答が 51.8% と、

「景気変動による市場規模縮小（49.8％）」を
上回っており、中国市場における競争が激化

図表 6-2　収益「不満足」理由（全業種）

図表 6-3　収益不満足の理由（地域別・主要項目）
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している様子が伺える。また、景気後退によっ
て、消費者が低価格の模倣品に流れてしまう
のを懸念する指摘もあった。業種によっては
利幅を犠牲にして価格競争になっている傾向
もみられ、付加価値の高い製品が主流である
欧米よりもコスト軽減が困難な状態となって
いる。
　中国が収益不満足であった理由について企
業ヒアリングしたところ、以下のような背景
が聞かれた。
　・ 取引先である日系メーカーが現地化し、

当社より現地企業との関係が強くなった
ため、競合が激しくなった。（一般機械
組立）

　・ 直販の割合が多く、資金回収が困難で資
金繰り自体が難しくなり、販売店数も減
らした（一般機械組立）

　・ 当初の想定よりも利益が届かなかった、
思ったより売上が伸びなかったという主
観的な意味で収益不満足とした。（食料品）

　・ 今般のような景気後退局面では、低価格
の模倣品にシェアを奪われてしまうこと
が悩み（食料品）

　インドについては「設立後まもないため本
格稼動に入っていない（24.3％）」等の理由
が目立っているほか、コスト削減は他地域に

比べて大きな問題となっていない状況を示し
ている。インドが収益不満足であった理由に
ついて企業ヒアリングしたところ、以下のよ
うな背景が聞かれた。
　・ まだ進出して 1、2 年なので、利益確保

は難しい。新興国については 3 年程の利
益を目処にしている。（電機・電子組立）

　・ インドへは進出して 1 年経つが、予定し
ていたほどの実績を残せていない。理由
としては流通網が整備されていないこ
と、国が広いため、製品を置く都市が限
られており、広告の効果が出にくいこと
等が考えられる。（食料品）

　・ 利益を追求するより戦略的な判断でイン
ド企業に製品を供給している。（自動車
部品）

⑶収益・売上高満足度評価（主要業種）
　業種ごとの満足度評価では、全体的に大き
く落ち込んだが、景気悪化の影響が比較的少
ないという特性から、食料品が概ね 2008 年
度の水準を保ち、最も収益・売上高満足度評
価が高いという結果となった（図表 6-4）。自
動車は前回の調査では最も高い評価であった

図表 6-4　海外事業展開実績評価（主要業種）

図表 6-5　地域毎の収益・売上高満足度
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が、2009 年度の評価では食料品の次の順位
となり、景気変動の影響を大きく受けている
と報道されている割には、他業種に比べて評
価が高かった。この背景には、大きな痛手を
負った欧米市場に比べて、アジアについては
予測していたよりも良かったという主観的な
要素も入って満足度が高かった可能性もあ
る。（図表 6-5）一方、電機・電子では、中国
をはじめとするアジアでも満足度は低い水準
にとどまっており、自動車に比べて苦戦して
いる状況が伺える。ただし、報道＊12 による
と 2009 年 4 月～9 月の決算では電機各社の
業績底入れがみえ、電機のアジアの営業利益
は直前下期比 3 倍に急増した。

第 7章　�今後の有望事業展開
先国・地域の有望理
由と課題

1．中期的有望事業展開先国・地域

⑴概要
　調査では、拠点や事業計画の有無にかかわ
らず中期的（今後 3 年程度）に有望と考える
事業展開先国・地域を 5 つまで記入しても
らっている。2009 年度と 2008 年度の調査結
果をランキングにまとめたものが図表 7-1 で
ある。
　ランキングを概観すると、2009 年度は本
設問に 480 社が回答し、その中で最大の得票
数を集めたのは中国で、353 社が有望国とし
て国名を挙げた。2 位以降はインド（278 社）、
ベトナム（149 社）、タイ（110 社）、ロシア（103
社）と続き、5 位までが 100 社以上からの票
を得ている。2008 年度調査と比較すると、
順位においてタイがロシアを逆転し 4 位に
なっているが、これはタイの得票率が伸びた
ためではなく、2008 年度調査からの減少幅
がロシアよりも小さかったためである。6 位
には 100 社には票が届かなかったものの、ブ

ラジル（95 社）が入り、日本の製造業企業
が海外直接投資先として注目しているのは
BRICs およびアジア諸国であることが分か
る。なお、表中に得票率という項目があるが、
これは当該国の得票数を全回答数で割った値

（中国を例にとれば 353 ÷ 480、74%）である。
　11 位以下の諸国を見ると、フィリピン（13
位、14 社）が前年度に比べ票を増やした一
方で、シンガポール（18 位、7 社）やチェコ

（19 位、6 社）が票を減らした。なお、中東
では 2008 年度 14 位のアラブ首長国連邦に代
わってサウジアラビア（16 位、9 社）がラン
キングに名を連ねている。また、本ランキン
グには複数の国を含む地域（北米、EU など）
は含めておらず欄外に注記するのみだが、「中
近東」と回答した企業が 11 社あり、同地域
は事業展開先として一定の期待を集めている
ことが分かる。

＊12 日本経済新聞、2009 年 12 月 15 日付。

図表 7-1　中期的（今後 3年程度）
　　　　� �有望事業展開先国・地域�（複数回答可）

（注）�上に掲げた国・地域以外に、EU・欧州（回答企業
数 34社、得票率 7%）、北米（回答企業数 21社、
得票率 4%）、中東欧・東欧（回答企業 8社、得票
率 2％）、中近東（回答企業数 11社、得票率
2%）などがあった。

2010年3月　第4号　29



⑵得票率の変遷
　2000 年度調査から 2009 年度調査までの 10
回にわたる調査結果について、有望事業展開
先国ランキングの上位国の得票率推移を表し
たものが図表 7-2 であり、いずれの年度にお
いても中国が首位となっている。WTO 加盟
などをきっかけとして中国への投資ブームが
起きたことから得票率が増加し、ピークであ
る 2003 年度調査では 93% もの得票率を得
た。その後、賃金上昇等の投資環境の悪化が
見られたことや一極集中リスクなどを意識す
る企業が増えたため得票率は 2008 年度調査
まで 5 年続けて下落したが、2009 年度調査
ではそのトレンドが反転し、74% となった。
中国の得票率が下落傾向にあった期間には、
日系企業の BRICs を中心とした他の新興国
への関心の分散が見られた。中でもインドは
得票率を大幅に伸ばし 2008 年度には中国に
迫った（58%、中国との差は 5 ポイント）が、
2009 年度は横ばいとなり中国との差が広が
る結果（16 ポイント差）となった。インド
以外の国については、ベトナムが 2006 年度
にタイを逆転して 3 位になってから安定した

得票を得ており、近年はほぼ横ばいの推移を
見せている。4 位のタイも、この 10 年間を
通じて安定した得票を得ている。ロシアはイ
ンド、ベトナム、ブラジルなどと時を同じく
して得票を伸ばし、2008 年度は 4 位と期待
を集めたが 2009 年度は主要輸出品である資
源価格の下落もあり、景気減速の影響を強く
受けたため得票率が低下した。BRICs の残
り一カ国であるブラジルは順位こそ 6 位だっ
たものの、得票率を伸ばした数少ない国（ラ
ンキング 10 位以内では中国、ブラジル、イ
ンドネシアのみ）のひとつであり、日系企業
の期待の高さが伺われる。
　昨年、①中国の投資環境変化（投資優遇税
制の変更、労働コストの上昇）、②日系製造
業企業の投資一巡感、③中国への事業集中リ
スクの 3 点を中国の得票率が減少している要
因として紹介したが、これらの要因に大きな
変化がない中で 2009 年度は得票率が増加し
た。その背景としては、2008 年秋に発生し
た世界経済危機後、特に欧米を中心とした先
進国において需要の急激な収縮がみられる
中、圧倒的な規模を誇る国内市場を持ち、迅

図表 7-2　中期的（今後 3年程度）有望事業展開先国・地域　得票率の推移
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速な景気対策の実施も行ったために危機から
の立ち直りが早く、今後の成長が期待できる
国として企業の注目を再び集めたことが考え
られる。
　インド、ベトナム、ブラジル、インドネシ
アといった比較的人口規模の大きな新興国は
2009 年度も一定の得票率を維持しており、
市場としての魅力が評価されているものと考
えられる。原油価格水準に国内消費が大きく
左右されるロシアは 2008 年度から 7 ポイン
ト得票率を落としているものの、実際の経済
の減速と比較すると得票率は踏みとどまった
印象がある。本設問では今後 3 年程度という
期間で有望か否かを聞いていることから、足
元の経済状況よりも将来的なポテンシャルに
評価が集まったとも考えられる。

⑶具体的な計画の有無
　調査では、有望と答えた国・地域について
具体的な事業計画を有しているか否かを更に
尋ねており、その結果をまとめたものが図表
7-3 である。それぞれの有望国・地域（1 位
～10 位まで）につき、上段は「具体的な計
画あり」とする企業数、下段は「具体的な計
画はない」とする企業数を表し、それぞれ過
去 3 年分をグラフ化している。「計画あり」

とする企業数では中国が 197 社と 2 番目以下
を大きく引き離しており、現実的な投資対象
国としての中国の重要性は、事業計画の有無
を勘案しない有望国順位以上に大きいと言え
る。また、「計画あり」企業数が「計画無し」
企業数を上回るのは中国、タイ、米国の 3 カ
国に限られ、既に日系企業の進出が進んでい
る国の特徴と言えるのかも知れないが、これ
ら 3 カ国とも「計画あり」企業数は減少傾向
にある。一方、その他の国では「計画無し」
とする企業数が有望国順位を支えており、中
国以外の BRICs であるインド、ロシア、ブ
ラジルも例外ではない。ただし、インドは危
機を経ても「計画あり」とする企業数の増加
傾向を維持しており、「計画あり」企業数で
も中国に次いで 2 位となり、巨大な国内市場
を抱える同国への期待が実際の投資に結びつ
いてきている状況にあると考えられる。
　なお、2009 年度は 5 年ぶりに中国を有望
とする企業数が増加したが、それには「計画
無し」とする企業数が大幅に増加したこと（08
年度 86 社→ 09 年度 142 社）が貢献している。
上述したとおり、先進国を中心として世界の
需要が収縮する中、いち早く大規模な経済対
策を実施し新興国の中でも特に高い経済成長
率を危機後も維持していることから、「国内

図表 7-3　有望国・地域における具体的な事業計画の有無
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市場は拡大が見込めず海外に目を向けるしか
ない。だが、海外市場も先進国をはじめとし
て危機の影響から需要が大きく減退してお
り、期待が持てるのは中国」といった考えを
持つ企業が多く、票に繋がっているのではな
いかと思われる。

2．有望国の有望理由と課題

　調査では各有望国・地域について、その有
望理由と課題を質問しており（いずれも複数
回答可）、その結果を主要国ごとにまとめた
ものを紹介する。

⑴中国の有望理由と課題（図表 7-4）
　有望理由としては、「現地マーケットの今
後の成長性」が突出しており、中国を有望と
する企業の約 85% が選択している。過去 5
年分のアンケート調査結果の推移を見ると、

「現地マーケットの今後の成長性」と「現地
マーケットの現状規模」という販売市場とし
ての投資先を見る際に選ばれる項目が上昇基
調にある一方で、有望理由 2 位の「安価な労
働力」や「対日輸出拠点として」「第三国輸
出拠点として」といった輸出加工拠点として

中国を評価する項目の比率が減少している。
　この傾向については、労働集約的な産業で
は労働コストの上昇を懸念した動きがあるこ
とや、中国への生産拠点の一極集中リスクを
緩和するために他国への分散を進めている可
能性があると論じてきたが、2009 年度調査
では、世界的な経済危機を受け、継続的な需
要拡大を望める国・地域が中国などごく少数
に限られることから、中国市場の相対的な魅
力が高まったことも要因のひとつとして挙げ
られるだろう。
　・ 海外ではやはり中国が有望。現在は年間

10 億円程度の売上だが、省力化投資へ
のニーズが高まっており引き合いが増加
し、今後も製造業を中心に需要が伸びる
と見込み体制を強化、人員を 100 人規模
に増強して既に効果が見られている。（そ
の他）

　・ 危機を受けて顧客が一斉に在庫調整を
行った期間は操業率が落ちたが、調整が
終われば需要があるので回復が早い。こ
のため華東で既存生産拠点を増設中。（化
学）

　・ 中国へは当初安い人件費が目的で進出し
たが、現在では日本向けから内販向けに
軸足を移している。品質は落としておら
ず、価格も日本より高い製品が売れるほ
どなので競合先との価格競争は無い。（繊
維）

　中国投資の課題については、2008 年度調
査で初めて 1 位となった「労働コストの上昇」
が 2009 年度も最も多くの票を集めた。2 位
以下ではこれまで代表的な中国投資にかかる
課題にあげられていた「法制の運用が不透明

（2 位）」、「知的財産権の保護が不十分（4 位）」
が引き続き 5 位以内に入っているが、同じく
代表的な課題であった「代金回収が困難」は
7 番目に下がった。一方、「他社との激しい
競争」が 3 位となり、中国国内市場での販売
活動を通じて意識されるようになった課題へ
の票の増加が見られる。以下、企業ヒアリン
グにおける各社のコメントを幾つか紹介する

図表 7-4　有望理由と課題（中国）
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が、「労働コストの上昇」をはじめとした労
務関連の内容よりも、徴税制度や手続き等に
かかるコメントが多く集まった。
　・ 兼業が認められないという規制には頭を

痛めている。装置機械の建設と日本から
の輸入製品販売が 1 社では出来ず、2 つ
の会社を設立しなければならない。（一
般機械）

　・ 知的財産権の問題を気にしていては中国
でビジネスは出来ない。対策としては販
売契約や労働契約を締結する際にしっか
り定めておくほか無い。（化学）

　・ 最も問題と感じているのは税関係の変更
が大きいことである。税率変更も多いが、
求められる書類が突然変更されたり追加
されたりするのにはかなわない。（鉄鋼）

⑵インドの有望理由と課題（図表 7-5）
　有望理由では「現地マーケットの今後の成
長性（90.2%）」が他を圧倒しており、中国と
並ぶ巨大市場の魅力がインドへの得票を支え
ている。企業ヒアリングを通じてもマーケッ
ト規模を評価する声が集まった。また、有望
理由において輸出拠点として考えていると回

答する企業は少なかったものの、インドを拠
点に他国への製品輸出を行っている企業や、
FTA を利用した ASEAN 地域の補完場所と
して期待する企業もあった。
　・ 当社の経営者が「人口の多い国でなけれ

ば成長は無い」という理念を持っており、
有望国に選んだ。他社と対等に競争して
いくためには世界市場の中である程度の
シェアを占めなければ生き残れない。（精
密機械）

　・ インドでの製品需要は大きく、大変な有
望国。地場企業との競争も激しいので価
格競争になってしまう面はあるが、無視
できない市場。（一般機械）

　・ 現在はインドでの売上高はほとんど無い
が、市場の規模・成長性などを考え合わ
せると放っておけない国。（電機・電子）

　・ インドでは質を少々下げた製品を生産し
てアフリカに輸出している。しかしなが
ら技術の到達点をどこに置くのが悩まし
いところである。なるべく良い部品を
使って目標価格とすり合わせることが理
想。（一般機械）

　・ ASEAN の拠点拡大を考えた時、タイが
有力（当社はタイに拠点が無い）だが、
既に他社の進出が進んでおり「いまさら」
感がある。それならばいっそのことイン
ドで早めにオペレーションを開始し、イ
ンド国内の仕事は少なくても ASEAN
の仕事を持っていくことも考えられる。
そ の 意 味 で、 イ ン ド ＝ ASEAN 間 で
FTA が締結されたことは大きい。（自動
車）

　課題としては「インフラが未整備（46.9%）」
をあげる企業が最も多かったが、2008 年度
調査より 5.2 ポイント減少しており、インフ
ラの整備も徐々にではあるが進んでいると評
価されている様子。2 位には 2008 年度 8 位
だった「治安・社会情勢が不安（30.0%）」が
選ばれ、2008 年 11 月にムンバイで発生した
テロ事件による影響が見てとれる。3 番目に
は 2008 年度に引き続き「他社との激しい競

図表 7-5　有望理由と課題（インド）
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争（29.6%）」が入り、低価格品が主体である
市場において地場企業等との厳しい販売競争
にさらされている様子が伺える。なお、企業
ヒアリングではインフラについての指摘のほ
か、生産環境や駐在員の生活環境に関するコ
メントも見られた。
　・ 頻繁に起きる停電に困っている。自家発

電設備で補っているが重油代が馬鹿にな
らない。なお、水などの現地調達する原
材料については進出前に十分調査して必
要なものが揃っていることを確認した。

（食料品）
　・ インドで苦労したことといえば金利が高

いことと、自由に海外から資金を持ち込
めないことである。そのため今のところ
は増資という形で対応している。（自動車）

　・ インドは暑すぎるのが難点。製品を微細
加工する場合には温度による膨張を補正
する必要があるが、暑いとそれが難しく
なる。個人的見解としては、微細加工品
の大量生産が成立するのは気候が極端で
はなく、安定したところに限られる。（一
般機械）

　・ インドの駐在生活は厳しく、テレビや本
くらいしか娯楽がない。中華料理店も少
なく毎日カレーが中心となる。住宅価格
も外国人向け価格として年々上昇してい
る上、駐在員の社宅にまで課税する動き
がある。（一般機械）

⑶ベトナムの有望理由と課題（図表 7-6）
　ベトナムの有望理由としてはこれまで一貫
して最大得票数を集めていた「安価な労働力

（57.7%）」が 2 位に後退し、代わりに「現地マー
ケットの今後の成長性（60.4%）」がトップに
なった。4 位、5 位にそれぞれ「他国のリス
ク分散の受け皿として（18.8% ）」、「組み立
てメーカーへの供給拠点として（14.8%）」が
選ばれるなど、前述の中国やインドよりも生
産拠点としての評価が高いが、8,000 万人を
超える人口を背景とした市場としての魅力が
増してきていることが分かる。
　課題としては近年得票数が減少傾向にある

「インフラが未整備（33.8%）」がトップにあ
げられているものの、2008 年度調査と比べ
ても 9.3 ポイントの大幅な減少を見せてお
り、インドと同様インフラ整備の進展が日本
企業から評価されている。以下に企業ヒアリ
ングにおけるコメントを紹介するが、インフ
ラに関するコメントは少なかった。
　・ 機械化できない労働集約的なプロセスの

ある製品を生産しているため、労働力の
安い拠点を探した。中国は人件費が上昇
するが、ベトナムはそれほどでもないと
思われるため、中期的に有望とした。（化
学）

　・ ベトナムでは人件費と習熟度を鑑みなが
ら簡単な工程の製品を生産している。ベ
トナム進出の理由の 1 つには、中国集中
リスクを分散させるためということもあ
る。（電機・電子）

　・ ベトナムの市場が拡大するのは間違いな
いと考えており、併せてレアメタルなど
の原料調達先としても期待している。（化
学）

図表 7-6　有望理由と課題（ベトナム）
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⑷タイの有望理由と課題（図表 7-7）
　有望理由としては「現地マーケットの今後
の成長性（48.1%）」、「安価な労働力（41.7%）」、

「第三国輸出拠点として（26.9%）」が上位 3
項目である。有望国ランキング上位国の中で、
有望理由の 5 番目までに「第三国輸出拠点と
して」が入るのはタイだけであり、同国に日
系自動車産業の集積が形成されていることが
影響していると考えられる。また、「現地の
インフラが整備されている（5 位、23.1%）」
が他国に比べ多くの票を獲得していることか
ら、自動車産業などで既に日系企業の産業集
積が出来ており、進出しやすい環境にあるこ
とも伺える。経済危機の影響で欧米市場の需
要が急減したことを受け、企業ヒアリングで
は輸出拠点としての魅力よりも市場としての
潜在能力を評価する声が集まる結果となった。
　・ 工場増強、品質管理体制強化、最新設備

導入を実施し、生産量を 2 倍に拡大する。
先進国市場で伸びが鈍化している中、所
得水準が向上し成長が見込める新興国市
場での需要拡大に対応する。（精密機械）

　・ これまでは生産拠点候補として考えてお
り、バーツ高やテロ等の政治不安から有

望国から外していたが、潜在能力は高い
と思っている。（電機・電子）

　・ 近年工業化のおかげで資金が田舎にも還
流し始めていること、世代交代が進んで
新しい製品の人気が高まってきたことな
どを背景に市場が拡大している。（一般
機械）

　課題では、2008 年度調査でトップであっ
た「労働コストの上昇（26.9%）」が 4 位とな
り、「他社との激しい競争（38.5%）」が最も
多くの票を集めた。また、2008 年暮れから
2009 年春にかけて、国際空港の占拠や国際
会議が中止に追い込まれるなど政情不安が顕
在化したことを受けて「治安・社会情勢が不
安（3 位、27.9%）」が 2008 年度の倍以上の
得票を集めた。企業ヒアリングでは課題の 2
位となった「管理職クラスの人材確保が困難

（29.8%）」に関連するコメントが寄せられた。
　・ 重要なのは労働力の数ではなく、トラブ

ル対応等の経験を積んだ人材。しかしな
がらタイを含む東南アジア一帯は定着率
が低く、折角経験を積んでも他社に引き
抜かれてしまうことが課題。（鉄鋼）

図表 7-7　有望理由と課題（タイ）

図表 7-8　有望理由と課題（ロシア）
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⑸ロシアの有望理由と課題（図表 7-8）
　有望理由では、「現地マーケットの今後の
成長性（84.5%）」が他の項目を圧倒しており、
新興国のランキング上位国に見られる典型的
なパターンとなっている。2 位が「現地マー
ケットの現状規模（17.5%）」であり、3 位以
降には「組み立てメーカーへの供給拠点とし
て」など、生産拠点として進出先を見る際の
項目が並ぶが、得票率は一桁台に留まってい
ることから、日本の製造業企業各社はロシア
を生産拠点としてよりも販売先として捉えて
いることが分かる。企業ヒアリングにおいて
もこの傾向を支持するコメントが多く、相対
的な競合状況の緩さから同国に注力するとの
意見もあり、興味深い。
　・ 経済危機を受けて販売台数が大きく落ち

込み、工場の稼働率をかなり落としてい
るが、ポテンシャルはあると考えている。
景気が回復してくれば市場拡大の余地は
大きい。市場としては「一番上（高級車）」
と「中の上」辺りが売れる国だと考えて
いる。（自動車）

　・ ロシアではコンスタントに販売が進むと
見ている。今は減少してしまったが、一
時期は欧州で最も機械が売れる国だっ
た。（一般機械）

　・ 新興市場の中では人口の多い中国が最大
市場だろうが、他社との競合状況を勘案
するとロシアの方が戦いやすいと考えて
いる。しかし、ロシアは長期的に人口が
減少すると見られていることから一抹の
不安もある。（石油・ゴム）

　 課 題 と し て は「 法 制 の 運 用 が 不 透 明
（33.3%）」、「治安・社会情勢が不安（26.3%）」、
「投資先の情報不足（25.3%）」が上位 3 項目
となった。組み合わせは 2008 年度と変わら
ないが、突出した項目は無い。トップに選ば
れた項目の得票率が下がったことで、全体と
しては項目間の得票率の差が小さくなってい
ることから、課題が改善されつつあると考え
られる反面、進出事例の少なさ等から、投資
に当たっては幅広く懸念事項があるとも言え

る。なお、2008 年夏には隣国グルジアとの
間で武力衝突が起きたが、日系企業が事業を
展開している地域から遠く離れていること
や、調査時点では事件発生から 1 年が経過し
ていたこともあって影響は小さく、「治安・
社会情勢が不安」の項目の得票率に大きな変
動は見られなかった。
　・ ロシアでの許認可取得は非常に面倒。他

の企業が設備を輸入する際の手続きに要
した書類が 4t トラックで 10 台分にも
なったという話を聞いたことがある。（石
油・ゴム）

　・ ロシアには見えないリスクが多くあると
感じる。個別の商談もあり、進出を望む
声もあるが、当社としては政治リスクが
あると理解していることから本格進出は
決断できない。（一般機械）

⑹ブラジルの有望理由と課題（図表 7-9）
　有望理由は「現地マーケットの今後の成長
性（86.3%）」が突出しており、2 位の「現地マー
ケットの現状規模（17.9%）」を 68.4 ポイン
トも離している。上位 2 項目から判断できる
通り販売先としてブラジルを評価する企業が

図表 7-9　有望理由と課題（ブラジル）
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多く、企業ヒアリングでもその傾向が見られ
る。しかしながら、有望理由の 3 位以下には
得票率こそ少ないものの「組み立てメーカー
への供給拠点として」、「安価な労働力」、「第
三国輸出拠点として」が並び、生産拠点の立
地先としても一定の評価がある様子。日本企
業の生産拠点が多い東アジア・東南アジアか
らは遠く、輸送費もかさむことからこのよう
な傾向が見られるのではないか。
　課題は 2008 年度トップだった「他社との
激しい競争（5 位、20.5%）」が 10 ポイント
以上も得票率を減らした一方で「治安・社会
情勢が不安（28.4%）」が 10 ポイント以上得
票率を増やしトップになった。インドやタイ
のように大きな事件が発生してはいないた
め、一般的に治安が良くないイメージがある
ことや、2010 年末に 2 期 8 年を勤めた現職
のルラ大統領の任期が切れることなどが影響
している可能性がある。また、「徴税システ
ムが複雑（4 位、21.6%）」という項目がイン
ドに次いで多くの票を集めており、ヒアリン
グでも関連したコメントがあった。
　・ ブラジルへの進出については南米市場を

念頭においている。やはり人口的要素（国
内消費）にポテンシャルを感じている。

（自動車）
　・ ブラジルでは北米向け生産を行っている。

メルコスール市場を念頭においての進出
だったが、現在は内販にも力を入れてい
る。（精密機械）

　・ 課税強化や関税などのコスト（いわゆる
「ブラジルコスト」）がネック。（化学）

⑺有望理由の推移（4カ国、図表 7-10）
　6 カ国にわたってそれぞれの有望理由・課
題をみてきたが、ここでは中国、インド、ベ
トナム、タイの 4 カ国について有望理由の過
去 5 年度分の推移を紹介する。各国とも水準
はそれぞれ異なるが同様の傾向を見せてい
る。まず、「現地マーケットの成長性」及び「現
地マーケットの現状規模」の得票率が右肩上
がりに増加している。次に、「安価な労働力」
や「対日輸出拠点として」と「第三国輸出拠
点として」を合算した得票率は減少傾向にあ
る。これらのことから、日本の製造業企業が
アンケート上位国への事業展開を考える際、
低コストを目指した輸出拠点としての見方か
ら、現地市場の購買力に期待した販売市場と
しての見方が高まっていることが顕著に現れ
ている。

⑻未整備なインフラ
　調査では各国の課題として「インフラが未
整備」を選択した企業に対して、具体的に不
足しているインフラを挙げてもらっており、
その結果を中国、インド、ベトナム、ロシア、
インドネシアの 5 カ国についてまとめたもの
が図表 7-11 である。各国の右肩にある円グ
ラフは、課題について回答した企業のうち「イ
ンフラが未整備」を選んだ企業の割合を示す。

図表 7-10　有望理由の推移（複数回答可）
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棒グラフは具体的にどのインフラの整備状況
が不足しているかを示したものである。
　「インフラが未整備」との指摘が多い国は、
インド（47%）、インドネシア（35%）、ベト
ナム（34%）の順である。これら 3 カ国を含
め、中国以外の 4 カ国では不足するインフラ
として最も多く指摘されているのは道路であ
り、2 番目は電力である。港湾を選ぶ企業も
比較的多く、物流面と生産に必須である電力
供給の面で各国ともまだまだ十分ではないと
評価されている模様。中国では電力が不足し
ているとする企業が最も多く、他の分野はさ
ほど票を集めていない。インフラの改善が進
んだことが評価される一方で、電力について
はやや不満が残るために一極集中型の結果と
なっていると考えられる。なお、5 カ国いず
れについても前年度調査時点よりも「インフ
ラが未整備」を選択する企業の割合が減少し
ており、特に中国では 11 ポイントも減少し
ている。直接投資が進む中で各国政府もイン
フラ整備に努力しており、それが日本企業に

も評価されつつあるのだろう。

3．長期的有望事業展開先国・地域

　ここまでは、今後 3 年程度という中期的な
視野での有望事業展開先国・地域について解
説を行ってきた。調査では、これとは別に
10 年程度の長期的視野での有望事業展開先
国・地域についても質問を行っている。質問
形式は中期的有望事業展開先国・地域と同様
であり、2009 年度と 2008 年度の回答結果を

図表 7-12　有望事業展開先国・地域の推移

図表 7-11　整備が望まれるインフラ（複数回答可）　
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図表 7-12 に載せた。2008 年度は、2007 年度
に初めて中国を抜いたインド（2 位、274 社）
がトップを維持していたが、2009 年度は中
国（1 位、284 社）が 3 年ぶりにトップに返
り咲いた。インドは 2008 年度よりも多くの
企業からの票を得ているが、全体の回答企業
数が増え中国が大幅に得票を伸ばしたことか
らこのような結果となった。中期的有望国・
地域と同様、ここでも進出企業数が多く危機
下でも高成長を維持する隣国の市場規模・購
買力に期待する企業が多いことが分かる。3

位以下はロシア（3 位、135 社）、ブラジル（4
位、133 社）と続き BRICs が上位 4 カ国を
占めたことは昨年同様である。5 位以降も国
の順位・構成は大きく変わらないが、経済危
機の影響を強く受けた米国（8 位、48 社）と
2 億人を超える大きな国内市場を持つインド
ネシア（7 位、54 社）の順位が逆転した。な
お、2008 年度アフリカ諸国として初めてラ
ンクインした南アフリカ（9 位、19 社）は引
き続き 10 位以内に留まっている。

＜コラム＞有望事業展開先国・地域についての質問の回答数

　2008 年度の調査報告において、調査回答企業数に占める有望事業展開先国・地域の問へ
の回答企業数の割合が 8 年ぶりに 80% と割れとなったことを紹介した。同割合の直近のボ
トムは 1999 年度調査の 59% であり、アジア通貨危機や金融機関破綻が続いた景気停滞期と
重なっている。回答企業の心理として、景気後退期で守りのスタンスが強まると調査には
回答するものの「有望」と言える国・地域を挙げにくくなるのではという仮説が成り立つ
可能性があるが、図表 7-13 で 2009 年度の結果をみてみよう。
　結果としては、調査回答企業数が前年度から 5 社増加して 625 社となり、有望国の設問
に解答した企業数は 9 社増加の 480 社となったため、その割合は 77% へと微増した。依然
として 80% 割れが続いていることから、日本経済及び世界経済の減速もあり、前述の仮説
が正しいとも言えるが、第 3 章で論じたように危機に対して何らかの攻めの施策を採った
企業も 3 分の 2 あることから、回復の兆しとも言える。いずれにしろ仮説の妥当性は比較
的長い期間で検討する必要があるだろう。

図表 7-13　回答企業数と有望国企業数

2010年3月　第4号　39



第 8章　�国際競争力維持・強
化のために重要な国
内外での取組

1．概要

　本調査では、国際競争力を維持・強化する
ために重要な国内外での取り組みとして例年
に続き 22 の選択肢を用意し、その中から重
要と思われる項目を最高 5 つまで選択しても
らった。調査の結果は図表 8-1 であり、回答
数の多い項目順に順位をつけている。なお、
表中の比率は、回答社数のうちどれだけの割
合の企業がこの項目を選択したかを示すもの
である。
　上位に来た項目としては、「新製品の開発

（313 社、52％）」、「調達部品・原材料等の原
価低減（257 社、43％）」が昨年から継続し
て第 1 位、2 位を占め、経済危機によって経
営環境に大きな変化があった中でも、最重要
の取組事項は変わらなかった。特に「新製品
の開発」については、半分以上の企業が国際
競争力の維持・強化のために重要としている。
また、「海外生産の拡大（245 社、41％）」は
コスト削減および新興国市場の成長性等を背
景に昨年の 4 位から 3 位に上昇した。一方、

「国内生産の拡大（20 社、3％）」と回答した

企業は全体の 3％に過ぎず、最低順位の 22
位となった。
　大きな変化としては、「財務体質の健全化

（164 社、27％）」と回答した企業の割合が前
年の 19％から 27％に増加して順位も第 11 位
から 7 位に上昇、「国内外の生産体制の集約
化（138 社、23％）」についても第 18 位から
10 位となり、景気後退の影響を顕著に示し
ている。
　また、前回の調査では第 3 位であった「グ
ローバル化に対応する優秀な人材の獲得」は
今回の調査では第 9 位（156 社、26％）と、
大幅に順位を下げた。これは海外での事業拡
大ペースが鈍化したことに加え、相対的に他
の項目の重要性が上がったためであると見ら
れる。今回は順位を下げたものの、企業イン
タビューによると同項目は日本企業にとって
重要な項目であることは変わらず、景気回復
基調になれば再び上位に転じる可能性は高い。
　「外部事業資源の獲得（M&A 等）（73 社、
12％）」については、国内の専門家の中には
経済危機の中で今がチャンスという声もある
が、アンケート結果をみると、景気後退の中
で手元資金不足等の理由から前回の第 12 位
から今回は 17 位に順位を下げた。大企業の
中には、景気後退の中にあっても新興国や米
国等で大型の企業買収に踏み切る例もみられ
たが 、全体的には優先順位は上がらなかった。
　以下の各項では、製品開発関連、生産関連、
販売関連、グローバル人材関連、原材料の安
定調達・グローバルサプライチェーン、外部
事業資源の獲得（M&A 等）に分けて、企業
インタビューを紹介しつつ、それら項目が選
択された背景などを分析する。

2．製品開発関連

　世界的な経済危機の中にあっても「新製品
の開発」（第 1 位）、「製品開発の迅速化」（第
5 位）の順位に変化はなかった。中国や韓国
企業が技術力をつけてきていることもあり、
差別化された新製品の開発や、顧客の嗜好の
変化が激しい業界で製品開発を迅速化するこ
とは急務の課題といえよう。日本企業の製品

図表 8-1　国際競争力維持・強化のために重要な
　　　　� �国内外での取り組み（全業種）
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開発としては、これまでのように最先端の技
術を目指した基礎研究と、新興国における
ターゲット市場で受け入れられるような製品
の開発を行う研究に大別される。今回の調査
で「先進技術の獲得を目的とした基礎研究（83
社、14％）」という項目は第 13 位となってお
り、相対的には最先端の技術獲得というより
も他社と比較して差別化が図れる製品の開発
に注力している様子が伺える。また、企業ヒ
アリングによると、環境ビジネス等新しい分
野の潮流に合わせ、既存の技術をこれまでの
事業分野とは異なる事業に使うために製品開
発するという姿勢もみられた。企業ヒアリン
グによる代表的なコメントを以下に紹介する。
　・ これまでは富裕層向け商品をターゲット

としていたが、これからはボリューム
ゾーン向け製品が必要と判断し開発を
行っている。（化学）

　・ 中国の地場メーカーは安さだけを求めて
製品を作っていると思われているが、中
には技術力のあるしっかりとした企業も
あり、大学との共同研究等を通して日進
月歩で技術を獲得していると聞く。市場
の競争が激しくなっている中で、不断の
努力で製品を開発していかないと生き残
れない。（一般機械部品）

　・ 「新製品の開発」については、既存ビジ
ネスから少し広げて食料やエネルギー

（燃料電池等等）という人類共通の課題
に当社の技術を使っていきたいと考えて
いる。（一般機械組立）

　・ 「新製品の開発」を選択したが、当社が扱っ
てきたものと全く異なるものを開発する
のは非常に困難。現在の技術の延長線上
にありながら、他社とは差別化できる製
品を開発したい。（化学）

　・ 「製品開発の迅速化」は、他社に先行し
て新製品を投入し、競合会社との差を広
げたいという意向で選択した。意思決定
も含めて全社が一連となって動くよう、
組織改革を実施している。（食料品）

　・ 経済危機を受けて「製品開発の迅速化」
と「販売機能の強化」の重要度が増した。

これまではブランド力もあり、国内事業
で十分やっていけたが、景気減速でこれ
ではいけないという危機感が生まれた。

（食料品）
　・ 環境と医療機器関連は利益率もよく、経

済危機の影響もあまり受けないため、両
分野の優先度は非常に上がった。また、
ハイブリッド車、バイオディーゼル車等、
これまでの自動車の構造とは全く異なる
自動車の形になってきており、これに
よって耐熱性部品なども従来とは違う構
造のものが求められてくる。新しいタイ
プの自動車市場の出現によって当社の技
術を活かした製品の需要も出てくると期
待している。（鉄鋼）

　・ 燃費改善・軽量化等現状のものに対する
研究開発以外に、将来的には自動車に燃
料が不要となるような時代が来ることも
考えられるため、自動車以外の分野にお
ける新製品開発も視野に入れている。（自
動車部品）

3．生産関連

　生産関連の項目についても各社とも非常に
重要視しており、「調達部品・原材料等の原
価低減（257 社、43％）」が第 2 位、「海外生
産の拡大（245 社、41％）が第 3 位、「生産
工程の効率化（166 社、27％）が第 6 位となっ
た。「国内外の生産体制の集約化（138 社、
23％）」は景気後退の影響を顕著に受けて、
選択した企業の割合も 2 倍以上の回答数とな
り、順位も第 18 位から 10 位となった。
　・ 「原価低減」はメーカーとして避けられ

ない課題。「生産工程の効率化」も革新
的な方法が見つかるとは考えていないも
のの、コストカットできる所はカットし
ていく。（化学）

　・ 「原価低減」は重要であるが、下請け企
業に負担を負わせるようなコストカット
は良くない。下請け企業の体力が消耗し、
新しい製品アイディアが出てこなくな
る。設計等を工夫して原価低減に努める
べきだと思っている。（一般機械組立）
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　・ 当社は品質にこだわりが強くこれまでは
自前主義（国内工場での生産が基本）で
あったが、コスト削減のため現地企業へ
の委託生産が必要となっていると感じて
いる（化学）

　・ 海外生産は中国での委託生産を含め拡大
していきたい。特に日本で生産して輸出
している部品については、出来る限り納
入先での生産に移したい。（電機・電子
部品）

　・ 「国内外の生産体制の集約化」と回答し
たが、世界的にメーカーの生産が激減し
ている中、設備が余ってしまっている。
同一製品を生産している工場は集約して
いく。顧客の意向も汲みながらではある
が、アジアについても地域間の集約を行
わなければいけないと思っている。（一
般機械組立）

4．販売関連

　景気後退下で企業の販売量が減少したた
め、相対的に固定費負担が大きくなり、企業
の利益を圧迫する要因となっている。一方で
市場の競争は激化しているため、新製品の開
発、コスト削減、海外生産と並んで販売強化
に注力する企業が増加している。「販売機能
の強化」を選択した企業数は、前回の第 6 位

（195 社、35％）から 2009 年の調査では 4 位
（242 社、40％）に上昇した。
　・ 競争が激化する中、数多く売らなければ

利益は期待できない。そのために販売強
化は最重要課題。（一般機械組立）

　・ 「販売機能の強化」は「開発・生産・販
売各部門の連携強化」とやや重なってお
り、エリアマーケティングの強化を実施
し、顧客ニーズを汲み取り、それを受け
て開発を実施する流れを考えて選択し
た。（食料品）

　・ これまでの販路は独自の販売網を持たず
に、日系店舗か本社同士の商談で話がま
とまり、グローバル小売チェーンに当社
の製品を置いてもらっていた。しかし
チェーン企業は商品を置いてもらうだけ

でコストがかかるので、これを見直し、
現地の問屋などに直接働きかけて販路を
拡大したい。（化学）

　・ 北米市場の需要低迷には悩まされたが、
当社販売子会社の積極的な新規顧客開拓
により、販売が好調に推移した。（石油・
ゴム）

　・ これまで海外拠点は「内需をサポートす
る原料調達先」という認識であったが、
現在は「市場を目指した販売拠点」とい
う役割である。このため、販売強化を今
後本格化していく。（紙・パルプ）

5．グローバル人材関連

　この項目は、国内における海外事業の人材
と海外現地法人で働く人材の区別をつけずに
広く「グローバル人材獲得への取り組み」と
して設問を設けた。企業ヒアリングでは、国
内における人材の不足および海外でのローカ
ルスタッフの定着率共に、頭の痛い問題であ
るというコメントが聞かれた。
　・ グローバル人材の獲得は大きな課題の 1

つ。優先するものを 5 つまで、というこ
とだったので外したが、6 ～ 7 番目に重
要な項目であることは間違いない。（一
般機械組立）

　・ 本社において中国・東南アジアの子会社
をコントロールできる人材が育たないの
が課題と考えている。対策としては、人
材育成プログラムを組んだり、ローテー
ションを組んだりしているが、駐在経験
を積んでも本社の経験が少なければ海外
子会社をコントロールすることができ
ず、時間がかかる取り組みと思っている。

（一般機械組立）
　・ グローバル人材の確保は大問題である。

海外駐在員に経営管理能力が不足してい
るのは、本社では営業部長や製造部長と
いったポストの社員が現地法人の社長と
なるため。やったことのない仕事をやら
なければならず、かなり苦労している様
子。（化学）

　・ 元々海外ビジネスに人材を割いていな
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かった上に、海外駐在経験のある団塊の
世代が定年してしまい、下が育っていな
い。（一般機械組立）

　・ グローバル人材については回答しなかっ
たが、重要な課題であることは認識して
いる。基本的に常に人材が不足している
一方、景気減速による雇用抑制のために
海外要員を新しく雇うこともできずにい
る。（その他）

　・ 現地の人材面では定着率が低いことが問
題。当社の場合、日本語ができないため
に出世ができないということはない。ま
た、残ってほしいと考えているローカル
スタッフに対してはフリンジベネフィッ
ト等も含めてそれなりの待遇を採ってい
ると思うが、優秀な社員ほどヘッドハン
トされやすいのが実情。ローカルスタッ
フをマネジメントに登用する等現地化に
も気を配っているが、それだけでは決定
的な解決策につながらない。日系企業で
教育を受けたことがブランドとなり、一
定期間が経過すると待遇の良い企業に
移ってしまうことが多い。（化学）

6． 原材料の安定調達・グローバル
サプライチェーンの最適化

　2009 年の調査では、98 社（16％）の企業
が「原材料の安定調達」が重要であると回答
し、順位としては前回の第 10 位（115 社、
20％）から 12 位に下げた。この項目を選択
した理由としては、原材料の価格変動による
危機感のほか、コスト削減やグローバルサプ
ライチェーンの一貫として同項目を選択した
企業も多かった。代表的なものを以下に紹介
する。
　・ 当社製品の原料は国際価格の変動に影響

を受けるため、2008 年夏までは価格が
高水準で推移し、苦労した。今後はでき
るだけ安定的にかつ安く調達したい。（自
動車部品）

　・ 当社は装置製造企業なので「原材料」と
しては部品をイメージして選択した。海
外からの安定した部品の調達および拡大

は、コスト削減の 1 つの打ち手として掲
げている取り組み。海外生産拠点におい
て現地調達し、問題なく利用できたもの
については、国内生産拠点でも利用して
いくという方針で考えている。

　・ 「原材料の安定調達」を選択したのは、
原材料価格が高騰化した背景もあるが、
汎用品については海外から安い製品が台
頭し、当社の取引先の経営が圧迫されて
きていることで、当社にとって必要な製
品数が減ってきていることへの危機感が
ある。取引先の企業はこれまで 100 種類
程度の原料を販売していたが、選択と集
中により 50 種類程度に品数を絞ってし
まった。これによって、当社としても今
までのような最高級の品質の製品を作る
ことが不可能となってしまっている。（化
学）

　・ 富裕層向けに絞ったターゲットでは将来
性はないと認識しており、品質を落とし
て価格を下げている。このため、日本の
国内市場でも中国から部品調達したり、
タイやマレーシアで生産プロセスにおけ
る材料を変えてみたり、中国、インドで
幅広い製品をそろえ、対象商品の市況に
よって最適の場所から持ってくる体制を
整え、コストダウンの努力をしている。

（自動車部品）
　・ グローバルサプライチェーンチームを発

足させた。原材料・商品といったものの
流れを最適化していく予定。現在は原材
料の調達はまとめて本社で行い、子会社
に安く販売する一方で、生産工程は現地
法人に任せていたが、少なくともアジア
については生産・販売まで一体化した運
営を目指す。（化学）

7．外部事業資源の獲得（M&A 等）

　国際競争力の維持・強化のために「外部事
業資源の獲得（M&A 等）」が重要であると
回答した企業は前回の 95 社（17％、12 位）
から 2009 年度の調査では 73 社（12％、17 位）
と減少した。円高や世界株安が進んでいる状
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況は日本企業にとっては好機であったが、国
内でも景気減速の影響が出ており、資金に余
裕がある企業からは積極的なコメントが聞か
れたものの、全体的な傾向としては重要度が
下がっている。同項目を選択した企業の代表
的なコメントは以下のとおり。
　・ 「外部事業資源獲得」については、中国

を念頭に選択したが、具体化までは 2 ～
3 年はかかると思っている。（その他）

　・ 「外部事業資源の獲得」を選択したが、
これはこれまで国内志向・自前主義で
やってきた当社が「自社に欠けているも
のは外部から調達する」という方針に変
わってきたため。このような方針転換の
契機となったのは北米の事業である。当
社には米国内での生産インフラに加え販
売・物流のインフラが欠けていた。これ
を他社への委託で賄っていたが、結局コ
スト高となり利益が出にくい構造を作っ
てしまった。自前ではどうにもならない
ものについては既に基盤のある企業と提
携するなどして事業の成功可能性を高め
たい。（食料品）

　・ 「原材料の安定調達」と共に「原価低減」
を期待して外資企業に出資し、プロジェ
クトを立ち上げた。同プロジェクトによ
る製品は、シンガポール拠点が管轄し、
中国にも供給していく。その意味で「販

売機能の強化」も含まれる。（化学）
　・ 小さいながらも他社の事業を引き取ると

いう話は来ている。これまで当社製品の
主な市場はサウジや中国であったが、両
国で現地生産が拡大していることもあ
り、従来のような事業展開では限界があ
ると思っている。このため、化学業界は
M&A には積極的ではなかったが、今後
は合併というシナリオの可能性がないこ
とはないと思う。（化学）

　・ このような時期だからこそ積極的に展開
していきたい。この数年間で内部留保も
蓄積されていることもあり、今年から
M&A 担当のグループを新設した。（電
機・電子組立）

　・ グローバルに強い販売網を持つ米国企業
を買収した。同社の販売網を利用すれば
事業拡大が望めると考えていたが、管理
がずさんだったり、買収後に人材が流出
したりと問題が起き、思ったようにうま
くいっていない。（その他）

　・ 中国市場を見据え、シンガポール企業を
買収した。同社は中国市場で高い評価を
受けており、同社の持つブランド力と中
国国内の製造・販売拠点が魅力であった。
同社については、景気後退の状況下にも
かかわらず、比較的売上高・収益とも堅
調であり、満足している。（その他）

＜コラム＞業種別の特徴

　全回答企業についての結果を、主要な業種ごとにブレークダウンしたのが図表 8-2 である。
2008 年 9 月のリーマンショック前に実施された前回調査と今回の調査では上位 5 位の回答
内容が大きく変わった。前回調査で「新製品の開発」が最も多かったのは電機・電子と化
学のみであり、自動車組立と自動車部品は「部品・原材料の原価低減」、化学は「アフターサー
ビス強化」、食料品は「ブランド力強化」が最も重要視されていた。ところが今回の調査で
は自動車部品と一般機械以外では全て「新製品の開発」を第 1 位としており、自動車部品
と一般機械についても同項目を挙げた回答が 2 番目に多かった。前回調査で同項目は、自
動車組立についてはランク外、自動車部品、一般機械、食料品で第 3 位以下の順位であった。
このように「新製品の開発」が今回幅広い業種で順位を上げたのは、経済危機の状況下で
製品の差別化が早急に必要であるとの認識が広まったためとみられる。
　また、取り組みの重点として全業種では上位に入っていないが、個別業種では上位となっ
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ている項目についてハイライトしている。自動車組立については、環境対応型自動車の普
及を見据え、「環境ビジネス・環境規制への対応」が前回調査に引き続き第 2 位の順位につ
けている。一方、前回調査ではランク外であった「海外生産の拡大」「販売機能の強化」が
それぞれ同数で第 5 位となった。

図表 8-2　国際競争力維持・強化のために重要な国内外での取組（業種別）

自動車組立（10 社） 自動車部品（91 社） 電機・電子組立（106 社）

1　新製品の開発 1　 調達部品・原材料等の原価削減 1　新製品の開発

2　 環境ビジネス・環境規制への対応 2　新製品の開発 2　調達部品・原材料等の原価削減

3　 調達部品・原材料等の原価削減 2　海外生産の拡大 3　販売機能の強化

4　 先進技術の獲得を目的とした基礎研究 3　財務体質の健全化 4　製品開発の迅速化

5　海外生産の拡大 4　国内外の生産体制の集約化 5　海外生産の拡大

5　販売機能の強化 4　生産工程の効率化

一般機械（68 社） 化学（88 社） 食料品（34 社）

1　販売機能の強化 1　新製品の開発 1　新製品の開発

2　新製品の開発 2　製品開発の迅速化 2　ブランド力の強化

3　調達部品・原材料等の原価削減 3　販売機能の強化 3　原材料の安定調達

4　海外生産の拡大 4　海外生産の拡大 4　海外生産の拡大

5　アフターサービスの強化 5　グローバル化に対応しうる人材の取得 5　販売機能の強化

　一般機械で第 5 位となった「アフターサービスの強化」は、前回調査では第 1 位の項目
であった。他業種では前回、今回ともランクインしていない項目である。日本の一般機械
は高性能であることから、取引先が自ら修理することが難しいため、アフターサービスは
重要な競争力となっていたとみえる。しかしながら、このような景気後退下では、ソフト
面のサービスよりも短期的・直接的に利益に結びつく項目の方が相対的に重要視されたた
め、順位を落としたとみられる。
　「ブランド力の強化」については食料品のみで上位に位置している（前回調査では第 1 位）。
食料品は従来、内需型の業種であるが、2002 年には 10％に満たなかった海外売上高が、
2008 年度実績では 20％近くに増えており、自動車等と比較するとまだ海外展開の比率は低
いものの、今後は海外に目を向けていく傾向がみえる。その場合、一般消費者が顧客であ
る同業種にとって「高品質・安全な日本製品」としてのブランド力を強化しながら海外事
業を展開することが重要な課題であると認識されていることが分かる。
　また、「グローバル化に対応しうる優秀な人材の獲得」の取り組みを業種別にみると（図
表 8-3）、これまで同項目に対する回答数が多かった自動車、電機・電子が今回の調査では
大きく数を減らした。他業種と比較しても両業種の下げ幅は大きく、化学や一般機械と同
じレベルとなった。前述したとおり、企業インタビューでは「グローバル人材」は日本企
業にとって重要な課題であることは変わらないとのコメントが多く聞かれるものの、景気
後退の影響を大きく受けた自動車、電機・電子にとっては、中長期的な課題である同項目
の優先順位は下がった形となっている。一方、海外事業比率が他業種に比べて高くない食
料品、繊維については元々同項目を選択する企業は多くはなかったが、経済危機をはさん
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第 9章　�新興国市場の中間所
得層向け事業

　2009 年度調査では、経済危機後の不況下
にあっても今後成長が期待できるであろう事
業分野として「新興国市場の中間所得層向け
事業」と「環境ビジネス」の 2 つを選択し、
それらに関する問を設けた。本章では前者に

ついての調査結果を紹介する。

1． 新興国市場の中間層向け事業へ
の取組

　図表 9-1 は、新興国市場の中間所得層向け
事業に対する姿勢を「既に実施している」、「実
施検討中」、「関心はあるが具体的な検討はし
ていない」、「関心が無い」の 4 つの選択肢の
中から選んで回答していただいた結果をまと
めたものである。全業種の回答結果を見ると、

での減少は軽微にとどまり、全体的な業種別の差は縮まった感がある。

図表 8-3　グローバル化に対応しうる優秀な人材の取得（業種別）

　景気後退の影響を示す指標として、「国内外の生産体制の集約化」について業界別にみる
と以下のとおりとなり、多くの業種で需要が減少する中で、生産体制の見直しが図られた
結果となっている。前回は全業種とも回答数が 10 を越えることはなかったが、今回の調査
では特に自動車、電機・電子の両業種について顕著な増加が見られた。一方、食料品に変
化は見られず、景気後退下でも相対的に影響が少なかった様子が伺える。

図表 8-4　国内外の生産体制の集約化
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「関心が無い」と回答した企業は 2 割に留ま
り、8 割の企業が事業を実施しているか関心
を持っていることが分かる。業種別に見ると

「既に実施している」と回答した割合が最も
多いのは食料品であり、4 割以上の企業が既
に中間所得層向けに事業を展開している。食
料品は一般消費者向け事業が主であることか
ら、新興国で事業を展開することが、すなわ
ち中間所得層向け事業の実施を意味する可能
性が高い、という産業の特性によるものとも
考えられる。食料品を除いては「関心が無い」
という企業の割合は概ね 20～30% 付近で大
きく変わらないが、「既に実施している」と「実
施検討中」の割合は精密機械、一般機械、電
機・電子でやや高く、自動車、化学、繊維で
は低めである。しかしながら、現時点で実施
が進んでいない産業であっても、新興国市場
向け戦略車（低価格車）の開発を促進したり、
ジェネリック（後発）医薬品への取り組みを
開始したりする企業が報道で取り上げられる
などしており「実施している」の割合は今後

徐々に拡大していくのではないかと推定され
る。企業ヒアリングでは新興国市場の中間層
向け事業について以下のようなコメントが寄
せられており、企業の成長を維持するために
は新興国ビジネスへの取り組みが不可欠との
認識が広まっているものと考えられる。
　・ これまでの顧客は海外事業も含めて大半

が日系企業。このままではボリューム
ゾーンへの販売につながっていかないた
め、ローカル企業との取引を進めていか
なければならないと考えている。（化学）

　・ 日本市場には（少子高齢化の影響による
市場縮小等により）期待できないため、
新興国市場を中心とした海外事業を頑
張っていくほかない。（一般機械）

　・ 自社の成長目標を達成するためには新興
国市場で事業を拡大しなければならない
と意識している。（化学）

2．実施済み企業の注力点

　調査では新興国市場の中間所得層向け事業
を「既に実施している」と回答した企業に対
し、特に力を入れている点について更問をし
ており、その回答をまとめたものが図表 9-2
である。「販売網拡大・サービス体制構築（67
社）」、「コスト削減（66 社）」が多くの得票
を集め、それぞれ 1 位、2 位となった。3 位
となった「製品の仕様・品質の見直し（46 社）」
も、販売市場向けの仕様にするほか、不要な
機能を排除して価格を下げるための方策とも
考えられる。4 位は「商品の優位性・利用法
等の顧客説明（25 社）」だが、やはり地場企
業の製品に比べて高価格となることは避けら
れないことから、機能の高さを顧客に説明し、
納得させて販売を増加させることを重要視し

図表 9-1　新興国市場の中間層向け事業への取組

図表 9-2　実施済み企業の注力点
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ているものと思われる。なお、本設問では 7
つの選択肢（うちひとつは「その他」）を設
けて複数回答可として回答していただいた
が、選択肢のうちひとつだけを選択する企業
は非常に少なかった。このことから、中間所
得層向け事業を実施するにはあるひとつの対
策を実施すればよいと言うことではなく、幾
つかの対策を組み合わせて実施することが一
般的のようである。地場企業や欧米の先行企
業との厳しい競争に打ち勝つために試行錯誤
する日本企業の様子が伺える。企業ヒアリン
グでは品質と価格のバランスに苦心する様子
が伺える一方、ブランドを確立させたことに
より、強みを発揮しているといった企業も見
られた。
　・ 元々消費財を販売しているため、新興国

への事業展開イコール中間層向けであ
る。日本の基準のままではオーバース
ペックとなるため現地仕様の品質に合わ
せることはある。ただし、当社としても
譲れない一線があり、どの辺りで線引き
するかが非常に難しい。（食料品）

　・ 中国でのインキ事業は日系企業が強みを
持つ。ブランドが確立しており、現地生
産でコスト低下にも励んでいることから
地場企業が低級品から中級品（ボリュー
ムゾーン）へと攻めあがることは極めて
難しい。（化学）

　・ 欧米・日本向け商品でも低価格品を含め
幅広い価格帯を設けているため、新興国
向けについてもこれらの製品で対処す
る。特別な製品を開発するということは
考えていない。（電機・電子）

　・ 製品を現地嗜好に合わせて変えていく必
要がある。中国ではその効果が徐々に現
れている印象。またクオリティはやや下
げて価格を抑えるよう努力している。日
本向け製品では現地では超高級品扱いと
なり売れない。結局、途上国では価格が
売上高に大きく影響している。（化学）

3．実施検討中企業にとっての課題

　中間所得層向け事業に取り組んではいない

が、実施を検討していると回答した企業に対
しては「実施にあたって何が課題か」につい
て質問を設けている。その結果をまとめたも
のが図表 9-3 である。6 つ設けた選択肢のう
ち、「他社との競合が激しい（35 社）」が最
も多くの票を集めた。地場企業のほか、欧米
や韓国の先行企業との競争状態が避けられな
いことは明らかであり、その点を懸念する企
業が多いためと考えられる。また、2 位の「コ
スト削減が難しい（29 社）」と 3 位の「販路
の開拓が難しい（25 社）」は上記 2．で実施済
み企業の注力点として紹介した調査結果の上
位項目と同様の内容である。やはり、新興国
の中間所得層向けビジネスを検討する際には
既存の自社製品では対応できない価格帯の製
品を如何に作り、物流の未発達な市場で販売
するかということが乗り越えなければならな
い大きな課題になっているようである。以下
の企業ヒアリングの結果からは、低価格品の
開発にあたってはこれまでは高機能を追求し
てきた技術陣との意識調整や、ブランドイ
メージの棄損を心配する声などがみてとれ
る。また、他社の成功モデルを参考にしたい
との意見もあったが、本室報掲載の『日本企
業の新興国中間層向け事業戦略の施策及び事
例～中国とインドを中心に～』では、新興国
市場で成功を収めた日系製造業企業を分析
し、その成功要因を紹介しているので、ご関
心ある方は一読いただきたい。
　・ 大々的に広告宣伝費を投じれば商品の認

知度も高まっていくのではないかと考え
ているものの、投資額に見合った効果（利
益）が出ると確信できない段階では、徐々
に認知度を上げるのが精一杯である。（食

図表 9-3　検討中企業にとっての課題
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料品）
　・ 日本で生産している製品は「芸術品」。

海外市場では「素晴らしい」という評価
はもらえるが、高すぎて売れずビジネス
にならない。現地で売れる製品を作らな
ければと考え取り組みを続けており、既
に対応済みの製品への反応は上々であ
る。（化学）

　・ 製品のスペックを落とすことで価格を下
げ、新興国のボリュームゾーン向け製品
の部品として組み込んでもらうことが出
来ないかと考えてはいるが、具体的な取
組はまだ行っていない。技術陣にとって
は、スペックを下げる方向での開発は抵
抗があると思う。（電機・電子）

　・ ボリュームゾーン（普及価格帯）はこれ
までも常に注目していたマーケットだ
が、採算性が大きな課題。また、安い製
品を販売することで当社のブランドイ
メージが傷つくことも懸念材料。（一般
機械）

　・ 中国や東南アジアに生産拠点を移すなど
してコスト削減を図り、新興国の中間層
も取り込んでいきたいと思っている。そ
の際、他社が成功したモデルを参考にし
たいと考えている。（一般機械）

第 10 章　�環境ビジネスへの
取組

　前章に続いて、2009 年度調査における個
別テーマのひとつである「環境ビジネスへの
取組」について、調査結果を報告する。同分
野は経済危機下においても成長が期待される
ことから注目度が高まってきており、企業ヒ
アリングにおいても「経済危機の勃発を受け
て競争力維持・強化のために優先度が上がっ
た（一般機械）」というコメントがみられた。
　なお、「環境ビジネス」とひとくくりにし
て語られることも多いが、その分野は多岐に
わたる。調査では数多くの分野の中から「省

エネ・エネルギー効率化」、「太陽光発電」、「低
公害車（エコカー）」及び「水関連（水供給・
水処理）」の 4 分野に絞って各社の取り組み
姿勢を伺った。
　以下、調査内容を紹介するが「省エネ・エ
ネルギー効率化」の結果については省略して
いる。これは、同項目に回答した企業のうち
かなりの数については「自社の製造プロセス
を効率化する」ことを意図していることが企
業ヒアリングを通じて分かり、本行が設問作
成当初に想定していた「自社で確立した省エ
ネ生産プロセスの外販」等の、企業が自社の
ために蓄積したノウハウを事業化するという
動きを分析するには不十分なデータとなって
しまったためである。お忙しい中同設問に回
答いただいたにも拘らず、利用できない結果
に終わった責任は全て設問を設計した本行に
ある。お詫びすると共に、ご協力いただいた
各社に対してはお礼申し上げる。

図表 10-1　環境ビジネスへの取組：全業種
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1．全業種

　全業種の回答を集計した結果が図表 10-1
である。事業化を検討している企業も含める
と、取り組み・関心が最も多いのは「太陽光
発電」で、110 社から票が集まった。うち、
半数にあたる 55 社は「既存技術を転用し事
業化した」と回答しており、これまで各社が
培った技術が新たな分野にも活用できている
ことが分かる。「低公害車（エコカー）」は
92 社からの票が入り、こちらも半数を超え
る 47 社が既存技術を用いて事業化を実現し
ている。75 社から票が入った「水ビジネス（水
供給・水処理）」についても、6 割にあたる
45 社が既存技術を利用している。いずれの
分野においても「既存技術を転用し事業化し
た」が最も多いが、次には「事業化を検討中」
が来る。あくまで検討中であり事業化には
至っていないわけであるが、事業化するにあ
たっての課題については図表 10-2 にまとめ
たとおりである。
　最大の理由はどの分野においても「研究開
発段階であり、事業化可能な水準まで成熟し
ていない」となっている。このことから環境
ビジネスに関心を持つ企業は、その多くが研
究開発を通じて同分野への参入を目指してい
る途上であることが伺える。また、「当該技

術の優位性・競争力（当該技術を利用した事
業の実現性）の見極めがつかない」と「売上・
収益の見通しを立てるのが困難」が多くの票
を集めており、新興産業ゆえに自社技術の優
位性や生み出す利益規模の判断がつかないこ
とも企業に二の足を踏ませる要因になってい
るようだ。

2．分野・業種別

　ここでは、先ほど紹介した環境ビジネスへ
の取組を分野別に見ていく。また、併せて企
業ヒアリングの結果も紹介する。

⑴太陽光発電（図表 10-3）
　化学と電機・電子が他の業種に比べて高い
関心を示しているが、事業化している企業数
としては電機・電子が多い。太陽光発電パネ
ルの組立・販売を手がける企業は限られてい
ると想像できるが、パネルの生産には製造装
置をはじめ、ガラスパネルやフィルム、シリ
コンなど多岐にわたる原材料・部材の生産が
必要となる。「その他」業種からの関心も高
いことが、様々な業種からの参入が起こりう
る裾野の広い分野であることを示している。
　・ 太陽電池向けの新組織を社内に立ち上げ、

ソーラーパネルの生産に必要な部品に用
いる薬剤の一種に進出することを検討し

図表 10-2　事業化にあたっての課題（分野別）

研究開発段階で
あり、事 業 化可
能な水 準まで成
熟していない

当該技術の優位
性・競争力（当該
技術を利用した
事業の実現性）
の見極めがつか
ない

技術流出の懸念
がある

初期の投資負担
が大きい

売 上・収 益 の見
通しを立てるのが
困難（厳しい競合、
市場規模、収益
性等）

事業化した経験
がない（事業化の
ノウハウ、販路、
提 携 パートナー
等の不足）

その他 回答企業

水関連  8  3 − 1  5  5 − 15
低公害車  9  8 − 4  5  4 1 22
太陽光発電 20 13 − 5  9  8 1 38
省エネ 21 10 − 5  5  5 1 32
合計 41 21 − 8 14 12 3 71

研究開発段階で
あり、事 業 化可
能な水 準まで成
熟していない

当該技術の優位
性・競争力（当該
技術を利用した
事業の実現性）
の見極めがつか
ない

初期の投資負担
が大きい

売 上・収 益 の見
通しを立てるのが
困難（厳しい競合、
市場規模、収益
性等）

事業化した経験
がない（事業化の
ノウハウ、販路、
提 携 パートナー
等の不足）

太陽光発電 20 13 5 9 8
低公害車  9  8 4 5 4
水関連  8  3 1 5 5
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ている。年間数十億円程度の市場規模な
のであまり大きくは無い。また、必ずし
も当社製品が優れているとも言い切れ
ず、後発であることもあって利益を生む
までの道のりは厳しいかもしれないと感
じている。（化学）

　・  薄膜型太陽電池の増産のため 2008 年度
から 3 年間で約 300 億円を投資する計
画である。現在は多結晶シリコン型が
主流だが、シリコン使用量の少ない薄
膜型の需要が拡大する見通し。（一般機
械）

⑵低公害車（エコカー）（図表 10-4）
　自動車産業の関心の高さが目立つ。既存技
術の転用に加え、低公害車向けに新規技術開
発を行って事業化した企業も存在する。他の
業種では電機・電子の関心が高く、基幹部品
がこれまでのガソリンエンジンから、モー
ターや蓄電池に移行することで参入機会が増
えることが関心を高めている要因だと想像さ
れる。また、これら新しい基幹部品の高性能
化に利用される希少金属を扱う企業などから
も関心が寄せられている。なお、企業ヒアリ
ングでは電気自動車の普及速度についての話
題が出ることも多かったが、各社の意見は
様々である。
　・ ハイブリッド車用のコンデンサは電気を

一時的に蓄える装置であり、電気自動車
ならば必ず用いられるため、今後の需要
拡大に期待している。（電機・電子）

　・ 電気自動車は一般的に考えられているよ
り早く普及していくことは間違いない。

電池がボトルネックだと言われているが
早晩解決するだろう。次にボトルネック
となりうるのは、現在レアアースを用い
ている高出力モーター。ただし、これら
の課題が解決しなくとも規模の経済が働
くので、生産台数が増えるにつれ普及し
やすい価格になっていくはず。（一般機械）

　・ 当社は内燃機関の製造を念頭に置いた工
作機械を生産しているが、本格的なエコ
カーになれば自動車の構造は抜本的に変
わる。このようなユーザーの環境変化に
よって当社も影響を受けるだろうが、電
気自動車等が一般的になるまで 30～40
年はかかると考えており、この不景気の
中で機械メーカーは新規分野に設備投資
しないのではないか。（一般機械）

⑶水関連（水供給・水処理）（図表 10-5）
　化学関連企業の関心が高い。欧州系の水メ
ジャーが水供給設備の管理・運営ノウハウに
強みを持っている一方で、日系企業は水処理
膜（逆浸透膜等）や浄化用の薬剤などに強み
を持つと言われるが、それを裏付ける結果と
いえるのではないか。一般機械からの関心が
高いのは、水の浄化装置等の生産・販売を行っ
ている企業が含まれるためと考えられる。
　・ 主に日系製造業企業向けに超純水供給設

備を販売しているため、顧客の進出が多
い中国が重点国である。また、韓国は景
気減退があまり感じられず、他地域に比
べ落ち込みもずいぶん軽かった。（一般
機械）

　・ 当社は顧客企業の設備投資動向に業績が

図表 10-3　環境ビジネスへの取組：分野・業種別 図表 10-4　環境ビジネスへの取組：分野・業種別
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左右される受注産業。ただし、設備を納
入したら終わりという売り切りのビジネ
スではなく、水処理膜や薬品といった設
備の稼動に応じて交換・メンテナンスが
必要になる消耗品がある。そのため単な
る受注産業よりは業績の落ち込みがやや
緩和される事業構造である。メンテナン
ス事業の売上は設備稼働率に比例する。

（その他）
　・ 当社が扱う水ビジネスは上下水道管理と

いうよりは産業用設備に偏っている。官
民あげて海外での水ビジネスを開拓しよ
うという報道が気にならないわけではな
いが、海水淡水化や他国の水メジャーが
実施しているような下水処理事業は政府
の全面的なバックアップが無ければ到底
手を出せない。（その他）

⑷まとめ
　いずれの分野においても化学及び電機・電
子関連の企業の関心が高いことが目を引く。
これらの企業が扱う製品は原材料から最終製
品まで幅広いため、新しい分野である環境ビ
ジネスであっても応用することが出来る場合
が多いためではないだろうか。一方で、自動
車産業の企業は環境ビジネスの中でも低公害
車（エコカー）への取り組みに集中している
姿が見て取れる。駆動系の部品などはガソリ
ン車が電気自動車になっても必要となること
や、そもそも自動車部品のノウハウがすぐに
発電や水の浄化設備などへの応用が困難だと
いうことも言えるだろう。いずれにしろ、本
調査では日系企業の同分野への関心の程度が

わかるのみであり、今後も成長が期待される
環境ビジネスについて日本企業がどのように
取組んでいるのか、または取組んでいくべき
かは更なる調査が必要と考えられる。なお、
中堅・中小企業のみの回答を分析すると、や
や異なる傾向が見られているが、詳細につい
ては補論をご覧いただきたい。

補論　�中堅・中小企業の海外
事業展開

1．序

　本補論は「2009 年度海外事業展開調査」
における回答企業の中から、資本金 10 億円
未満の企業を「中堅・中小企業」として抽出
し（該当回答企業：161 社）、全回答企業のケー
スと比較して特徴的な動きなどを取りまとめ
たものである（図表補 1 ～補 5）。

・該当回答企業：161 社
・ 全回答企業（625 社）のうち中堅・中

小企業の占める割合は 25.8%。このう
ち資本金 3 億円以上 10 億円未満の会
社は 75 社（全体の 46.6%）、3 億円未
満の会社は 86 社（同 53.4％）。

・ 総売上高は 500 億円未満が 130 社で全
体の 80.7% を占めている。

・ 保有する現地法人は 1,222 社。うちア
ジア地域は 897 社で、全体の 73.4％が
同地域に集中している。ちなみに、前
回調査の比率は 71.6% であり、アジア
地域の比率は上昇している。

・ 従業員数は 300 人以下が 50.9% を占め
る。

・ 業種別で最も多い比率は自動車で
21.1％（このうち部品生産が 20.5％、
組 立 が 0.6％）、 次 が 電 機・ 電 子 の
14.9％。

図表 10-5　環境ビジネスへの取組：分野・業種別
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2．海外生産比率

　海外生産比率に対する回答企業は 145 社
で、回答した企業の 2009 年度海外生産比率
見 込 み は 37.3％ と な り、2008 年 度 実 績 の
36.4% から若干上昇した。2012 年度計画につ
いては更に上昇して 40.2% となっており、中
堅・中小企業が今後、更に海外生産に軸足を
移していく様相を示している（図表補 6）。
一方、中堅・中小企業に限らない全回答企業

図表補 1　回答企業の資本金別内訳

企業数 構成比（%）
  3 億円未満  86 53.4%
 3 億円以上～  10 億円未満  75 46.6%
10 億円以上～  50 億円未満   0  0.0%
50 億円以上～ 100 億円未満   0  0.0%
 100 億円以上   0  0.0%

合　　計 161 100%

図表補 5　海外現地法人の機能別・地域別内訳

（単位：拠点数、回答企業数 161 社）

NIEs3 ASEAN5 中国
印越

その他
アジア

北米 中南米 EU15 中・東
欧

その他
欧州・

CIS
ロシア 大洋州 中近東 アフリカ 合計

生産拠点  40 161 311 31  77 21 21  6 2 0 2 0 1  673
販売拠点  59  93 145 25  69 18 67 10 2 1 6 2 1  498

研究・開発拠点   1   2   5  2   5  0  3 0 0 0 0 0 0   18
そ　の　他   7   7   6  2   5  3  3 0 0 0 0 0 0   33

合計 107 263 467 60 156 42 94 16 4 1 8 2 2 1222

図表補 2　回答企業の総売上高別内訳

企業数 構成比
（%）

500 億円未満 130 80.7%
500 億円以上～ 1,000 億円未満  15  9.3%
1,000 億円以上～ 2,000 億円未満   7  4.3%
2,000 億円以上～ 3,000 億円未満   2  1.2%
3,000 億円以上～ 5,000 億円未満   1  0.6%
5,000 億円以上～ 1 兆円未満   1  0.6%
 1 兆円以上   0  0.0%
無回答   5  3.1%

合　　計 161 100.0%

図表補 3　回答企業の従業員数別内訳

企業数 構成比（%）
 ～ 300 人  82  50.9%
301 人～ 500 人  31  19.3%
501 人～ 1,000 人  35  21.7%
1,001 人～ 5,000 人  13   8.1%
5,001 人～ 10,000 人   0   0.0%
10,001 人～   0   0.0%

合　　計 161 100.0%

図表補 4　回答企業の業種別内訳

業        種 企業数 構成比
（%）

食料品   9  5.6%
繊維  14  8.7%
紙・パルプ・木材   2  1.2%
化学  14  8.7%

化学［プラスチック製品含む］  13  8.1%
［医薬品］   1  0.6%

石油・ゴム   5  3.1%
窯業・土石製品   1  0.6%
鉄鋼   1  0.6%
非鉄金属   6  3.7%
金属製品   8  5.0%
一般機械  10  6.2%
電機・電子  24 14.9%
輸送機（除自動車）   1  0.6%
自動車  34 21.1%
［自動車組立］   1  0.6%
［自動車部品］  33 20.5%

精密機械  16  9.9%
［精密機械組立］  13  8.1%
［精密機械部品］   3  1.9%

その他  16  9.9%
合      計 161 100%
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の海外生産比率は、それぞれ 2008 年度の実
績が 30.9％、2009 年度見込みが 31.6%、2012
年度計画値が 35.1％となっており、中堅・中
小企業の方が全回答企業よりも海外生産比率
を拡大していく姿勢が強い。
　しかしながら、業種別でみると一般機械及
び自動車については中堅・中小企業の方が全
回答企業より海外生産比率は低い結果となっ
ている。

3． 経済危機期間の国内外における
対応姿勢

　経済危機が深刻化した 2008 年秋から 2009
年夏にかけての国内外における対応姿勢につ
いて「攻めに注力した」、「攻めと守り両方を
実施」、「守りに専念した」との 3 つの選択肢
を用意したところ、156 社から回答を得た。
このうち、「攻めに注力した」と回答したの

は 4 社（全体の 2.6％）に過ぎなかった。一方、
「守りに専念した」と回答したのは 48 社で約
3 割、104 社の企業が「攻めと守りの両方を
実施した」と回答し、7 割近くを占めた。こ
のように、経済危機の中でも 7 割の企業が守
りに徹せず、なんらかの取り組みを行ったこ
とが伺える。この傾向は資本金 10 億円以上
の大企業を含めた全回答企業の回答とほぼ同
様であったが、全回答企業の方がやや「守り」
の姿勢が強く、全回答企業では 34% が「守
りに専念した」と答えたのに比べ、中堅・中
小企業では 30.8% となった。
　更に実際に「守り」の施策としてはどのよ
うな取組を実施したか聞いたところ（複数回
答）、最も多い回答としては日本（107 社）
及びアジア（87 社）で生産・在庫調整を行っ
たと回答、設備投資見送りや雇用調整も日本
とアジアで多く、全回答企業の傾向と類似し

図表補 6　海外生産比率（主要業種、中堅・中小企業）

全業種 145 36.4 37.3 40.2 
化学  13 32.7 34.2 35.8 
一般機械   9 15.0 15.0 16.1 
電機・電子  24 52.1 54.2 58.3 
自動車  31 29.2 29.8 32.7 

図表補 7　�経済危機期間の「中堅・中小企業」の
　　　　��国内外における対応姿勢

合計 156 社 100.0%
攻めに注力した   4 社   2.6%
攻めと守り両方を実施 104 社  66.7%
守りに専念した  48 社  30.8%

図表補 8　�経済危機における「攻め」の施策（地域別、全回答企業）

設備投資実行 生産拡大 雇用の維持・拡
大

研究・開発の維
持・拡大

販売・広告活動
の強化

新規事業参入・
事業買収

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
日本 80 37.2%  6  7.9% 58 40.8% 139 64.4% 61 27.2% 25 35.7%
アジア 95 44.2% 54 71.1% 46 32.4%  35 16.2% 77 34.4% 22 31.4%
北米 23 10.7%  8 10.5% 20 14.1%  25 11.6% 44 19.6% 11 15.7%
欧州 17  7.9%  8 10.5% 18 12.7%  17  7.9% 42 18.8% 12 17.1%

図表補 9　�経済危機における「攻め」の施策（地域別、中堅・中小）

（単位：社）設備投資実行 生産拡大 雇用の維持・拡
大

研究・開発の維
持・拡大

販売・広告活動
の強化

新規事業参入・
事業買収

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
日本 17 33.3%  1  7.1% 13 44.8% 38 64.4% 20 32.8% 4 30.8%
アジア 26 51.0% 11 78.6%  9 31.0% 10 16.9% 21 34.4% 4 30.8%
北米  6 11.8%  0  0.0%  4 13.8%  8 13.6% 10 16.4% 4 30.8%
欧州  2  3.9%  2 14.3%  3 10.3%  3  5.1% 10 16.4% 1  7.7%
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ていた。
　一方、中堅・中小企業は経済危機下におい
てもアジアでの設備投資実行等全回答企業の
傾向より「攻め」の姿勢を示している部分も
一部ある（図表補 9）。しかしながら、中堅・
中小企業の新規事業参入は全体的に少なく、
特に北米で生産拡大を行ったという回答はゼ
ロ、欧州でも 2 社となり、欧米、欧州とも 8
社の回答を得た全回答企業の傾向と比べて、
中堅・中小企業にとって欧米での生産拡大は
かなり困難であったことを示す結果となって
いる。なお、研究・開発の維持拡大について
は全回答企業の傾向と全く同じ比率を示して
おり、生産はアジアで行うものの、日本にお
ける研究・開発の質は落とさないとする日本
企業の姿勢が伺える。

4．中期的国内外事業展開見通し

⑴全業種
　2009 年度の中期的（今後 3 年程度）海外
事業展開について、「強化・拡大する」と回
答した中堅・中小企業の割合は 52.8％となり、
2008 年度調査の 69.1％を、16.3 ポイント下
回った（図表補 10）。生産比率では海外事業
を拡大する姿勢が強かった中堅・中小企業も、
販売や研究開発などを含めた海外事業全般に
ついては、経済危機をはさんで相対的に取り
組み姿勢は弱くなっているものの（大企業を
含んだ全回答企業の「強化・拡大する」との

回答は 65.8％であり、中小・中堅企業より
13 ポイント高かった）、世界的な同時不況の
中でも、半分以上の中堅 ･ 中小企業が海外事
業全般を今後も「強化・拡大する」と回答し
ている。一方、「現状程度を維持する」とす
る回答は 2008 年の 30.2％と比べて 14.5 ポイ
ント増加した 44.7% となり、経済危機後の厳
しい環境下においても現在の状況を維持しよ
うと努力する企業の姿が伺える（全回答企業
では 32.2％）。
　国内事業については、経済危機をはさんで

「強化・拡大する」と回答した企業の割合は
27.3％に減少したものの、海外事業（16.3 ポ
イント減）に比べれば減少幅は 9.6 ポイント
にとどまった。同様の全回答企業に対する調
査では海外事業と比べると両者の間に大きな
差異はなかった。

⑵業種別
　従来は海外事業を「強化・拡大する」と回
答した企業は繊維を除き、6 割～ 9 割に上っ
ていたが、経済危機を挟んでこの割合は大き
く低下し、最も下落の大きかった自動車で
34.7 ポイント減、次に電機・電子 28.1 ポイ
ント減、一般機械 25.7 ポイント減、化学
20.3 ポイント減となった。また、「縮小・撤
退する」とする回答では、全回答企業の傾向
と同じく精密機械の割合が大きく増加し、全
業種の中でも最も目立つ形となっている。

図表補 10　�中堅・中小企業の海外事業展開見通し（今後 3年程度）

海外事業
全業種 食料品 繊維 化学 一般機械 電機・電子 自動車 精密機械

08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09
強化・拡大する 69.1% 52.8% 62.5% 66.7% 33.3% 35.7% 91.7% 71.4% 85.7% 60.0% 73.9% 45.8% 75.9% 41.2% 81.8% 62.5%
現状程度を維持する 30.2% 44.7% 37.5% 33.3% 58.3% 57.1%  8.3% 28.6% 14.3% 40.0% 26.1% 50.0% 24.1% 58.8% 18.2% 25.0%
縮小・撤退する  0.7%  2.5%  0.0%  0.0%  8.3%  7.1%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  4.2%  0.0%  0.0%  0.0% 12.5%

図表補 11　中堅・中小企業の国内事業展開見通し（今後 3年程度）

国内事業
全業種 食料品 繊維 化学 一般機械 電機・電子 自動車 精密機械

08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09
強化・拡大する 36.9% 27.3% 37.5% 33.3% 25.0% 21.4% 33.3% 57.1% 28.6% 50.0% 26.1% 16.7% 34.5% 11.8% 54.5% 31.3%
現状程度を維持する 55.0% 56.5% 50.0% 55.6% 66.7% 64.3% 66.7% 42.9% 71.4% 40.0% 56.5% 54.2% 65.5% 73.5% 36.4% 56.3%
縮小・撤退する  5.4%  6.8% 12.5%  0.0% 14.3% 10.0%  8.7%  8.3%  5.9%  9.1%  6.3%
検討中  2.7%  9.3% 11.1%  8.3%  8.7% 20.8%  8.8%  6.3%
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　全業種では海外事業を「強化・拡大する」
とした回答比率は前述のとおり大幅に減少し
たが、上述の図表を業種別でみると、食料品
及び繊維については増加を示した（全回答企
業も同様の傾向）。企業ヒアリングでも「国
内出荷量は 4 年連続で縮小しており、急速に
国内市場の成熟が進んでいるのを感じる。海
外展開の拡大は必須。（食料）」、「日本市場の
競合は激しい。このため川上の繊維事業は中
国企業との合弁先で生産している。元々は日
本市場向けであったが、現在、最終製品の戦
略ターゲットとして中国市場を念頭に置いて
いる。（繊維）」とのコメントに代表されるよ
うに、両業種とも海外事業に活路を見出そう
としている姿勢が見える。一方、両業種では

「現状程度を維持する」「縮小・撤退する」と
回答した企業数は逆に減少しており、二桁台
の減少を示した他業種とは異なる傾向となっ
ている。
　国内事業を「強化・拡大する」と回答した
企業の比率は、前回調査に比べ化学、一般機
械がそれぞれ 23.8 ポイント、21.4 ポイント
と大きく増加した。一方で大きく減少したの
は全回答企業と同じく自動車で、2008 年度
には 75.9％の企業が「強化・拡大する」と回
答していたのに対し、2009 年度の調査では
41.2％となり、半数を切った。一方、全回答
企業では国内事業を「強化・拡大する」とし
たのは 10％程度に過ぎず、自動車分野では
中堅・中小企業の方がより国内志向の傾向を
見せた。

⑶中期的有望事業展開先国・地域
　中期的（今後 3 年程度）な有望事業展開先
国は、中国が 80 社で得票率（回答企業数の
中で「中国が有望」と回答した企業の割合）
は 65％となり、前回の 57％から大きく票を
伸ばして引き続き第 1 位を保った（図表補
12）。インド（67 社、54％）も前回と同様に
第 2 位となり、前回調査の 50％から今回は
54％と得票率の増加を示した。この結果、中
堅・中小企業は「中国も有望、インドも有望」
と回答した企業が増加した。インドについて

は、2008 年秋のムンバイ・テロ事件も有望
度合いを判断する上では大きな影響を与えな
かったとみられる。一方、大企業を含む全回
答企業の調査についてはインドの得票率は横
ばいであり、減少傾向を反転させた中国とは
差がみられた。
　第 3 位はベトナム（45 社、37％）、第 4 位
がタイ（38 社、31％）、第 5 位がブラジル（22
社、18％）の順となった。第 1 位から 5 位ま
で 2008 年と順位の変化はなかったが、これ
までは中国への一極集中を避けるための投資
先国として堅調に票を集めていたベトナム
や、ブラジルやロシアの得票が下がったこと
が注目される。ブラジルやロシアについては、
アジアに比べれば日系企業の進出が少なく情
報も少ないため、経済危機下においては、中
国やタイ等日本企業に馴染みの深い国に票が
流れたとみられる。なお、全体回答企業数で
は政情不安等の理由から、タイの得票率は前
回調査よりも下がっている。
　有望国を選択した企業に対しては、全回答
企業と同じく、具体的な事業計画の有無を聞
いた（図表補 13）。全回答企業の結果では、

図表補 12　中堅・中小企業の中期的（今後 3年程度）
　　　　　�有望事業展開先国・地域（複数回答）

（注）�上に掲げた国・地域以外に、EU・欧州（回答企業
数 7社、得票率 6%）、北米（回答企業数 7社、得
票率 6%）、東欧（回答企業 2社、得票率 2％）な
どがあった。
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中国の得票率は減少傾向から反転したものの
「計画あり」の絶対数ではこれまでの減少傾
向に歯止めがかからなかった。一方、中堅・
中小企業ではこの回答についても減少傾向か
ら反転し、中国への期待感が示された。「計
画なし」の回答についても全回答企業数と同
様の傾向を示し、大きく増加した。また、米
国およびインドネシアについては「計画あり」
が激減した。
　全回答企業ではインドが「計画あり」の結
果でも第 2 位であったが、中堅・中小企業で
はタイが中国に次いで第 2 位の有望国であ
る。しかしながら、近年の景気後退でも計画
ありの回答数に大きな変化がないインドに対
し、タイは減少傾向にあり、近い将来に両者
が逆転する可能性もある。同様に「具体的な
計画はないもののインドが有望」と回答する
回答数についても増加傾向で中国やベトナム
を上回っており、全回答企業の結果と同様の
傾向を示している。この結果から、インドに
対する好印象は高まっていることがわかり、
インフラ等投資環境が改善されれば、大企業
だけではなく中堅・中小企業においても今後、

具体的な投資に結びついていく可能性もある。
　中国を有望視する理由（図表補 14）として、
最も多かった回答は「現地マーケットの成長
性」が 79.7％とほぼ 8 割の企業が挙げており、
2008 年度の 70.8% を 8.9 ポイント上回った。
次いで、②「安価な労働力」（41.8%）、③「対
日輸出拠点として」（25.3％）となっており、

「現地マーケットの現状規模（32.8%）」を 3
位の理由として挙げた全回答企業の結果とは
違いがみられ、生産拠点としての期待度の高
さが伺われる。
　第 2 位のインドについては、①「現地マー
ケットの成長性」（82.1%）、②「安価な労働力」

（47.8%）の順位は変わらないものの、第 3 位
は「組み立てメーカーへの供給拠点」（19.4%）
となり、前回調査の「優秀な人材」という理
由を上回った（「優秀な人材」という回答は、
前回は 25.9% の得票があったが、今回の調査
では 17.9％）。この背景には、具体的な納品
先を念頭にインドの投資を考える企業が増え
ていることがあるといえよう。この順位の入
れ替わりは全回答企業でも同様の結果となっ
ている。

図表補 13　有望先国・地域における具体的な事業展開の有無（中堅・中小企業の回答）
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　第 3 位のベトナムの有望理由については、
「現地マーケットの成長性」（68.9%）が 2008
年の 37.7% から急増して最も多い回答となっ
た。このため、同年の調査で第 1 位だった「安
価な労働力」（57.8%）は第 2 位、第 3 位は優
秀な人材（26.7%）で前回に引き続き第 3 位
であった。この結果は全回答企業と同じ順位
となっており、ベトナムの魅力が他国のリス
ク分散の受け皿としての役割や安価な労働力
から、市場のポテンシャルに軸足が移ってき
ていることを示す結果となっている。
　なお、いずれの国も「現地マーケットの成
長性」への回答が最も高く、現状の規模や実
際の収益性というよりも今後に期待した投資

が主流である。しかしながらタイについては
「現地マーケットの現状規模」（32.4%）への
回答が比較的多く、産業集積が進んでいる同
国において中堅・中小企業は大手日系企業に
製品を供給している背景もあり、現状の市場
においても満足している企業が相対的に多い
ことが伺える（「現地マーケットの現状規模」
と回答した全回答企業の割合は 25.0%）。
　中国における主な課題（図表補 15）とし
ては、1 位と 2 位については 2008 年と同じ
順位で①「労働コストの上昇」（57.3%）、②「法
制の運用が不透明」（52.0%）となっているが、
第 3 位は前回の「知的財産権の保護が不十分」
に代わって「他社との激しい競争（49.3％）」

図表補 14　�有望理由

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位
中国 インド ベトナム タイ ブラジル

社数
構成比

社数
構成比

社数
構成比

社数
構成比

社数
構成比

（79 社） （67 社） （45 社） （37 社） （22 社）

生
産
面

優秀な人材  9 11.4% 12 17.9% 12 26.7%  0 −  1  4.5%
安価な労働力 33 41.8% 32 47.8% 26 57.8% 15 40.5%  6 27.3%
安価な部材・原材料 16 20.3%  8 11.9%  2  4.4%  4 10.8%  1  4.5%
組立メーカーへの供給
拠点 14 17.7% 13 19.4%  8 17.8% 10 27.0%  4 18.2%

産業集積がある 12 15.2%  3  4.5%  1  2.2%  6 16.2%  1  4.5%
他国リスク分散の受け
皿  1  1.3%  2  3.0%  6 13.3%  6 16.2%  1  4.5%

対日輸出拠点として 20 25.3%  2  3.0%  4  8.9%  3  8.1%  0 −
第三国輸出拠点として 18 22.8%  2  3.0%  2  4.4%  9 24.3%  1  4.5%
原材料の調達に有利 10 12.7%  3  4.5%  1  2.2%  2  5.4%  1  4.5%

販
売
面

現地マーケットの現状
規模 19 24.1% 12 17.9%  4  8.9% 12 32.4%  5 22.7%

現地マーケットの成長
性 63 79.7% 55 82.1% 31 68.9% 16 43.2% 17 77.3%

現地マーケットの収益
性  4  5.1%  2  3.0%  2  4.4%  3  8.1%  1  4.5%

商品開発の拠点  1 1.3%  1  1.5%  1  2.2%  1 2.7%  0 −

イ
ン
フ
ラ
・
制
度

現地のインフラが整備
されている 10 12.7%  1  1.5%  1  2.2%  7 18.9%  1  4.5%

物流サービスが発達し
ている  2  2.5%  0 −  0 −  3  8.1%  1  4.5%

投資にかかる優遇税制
がある  5  6.3%  1  1.5%  5 11.1%  4 10.8%  1  4.5%

外資誘致などの政策が
安定  3  3.8%  2  3.0%  3  6.7%  4 10.8%  0 −

政治・社会情勢が安定  3  3.8%  2  3.0%  4  8.9%  2  5.4%  1  4.5%
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がランクインし、景気後退下でも成長を続け
る中国市場での競争が激化している様子が伺
える。
　第 2 位のインドについては、①「インフラ
が未整備」が 2008 年調査と変わらず第 1 位
の理由となったが（39.3%）、その後は②「法
制の運用が不透明」（29.5%）、③「投資先国
の情報不足」（27.9％）なっている。前回は
第 2 位に「他社との厳しい競争」、第 3 位が「法
制の運用が不透明」となっており、法制を含
めた投資関連情報が 2009 年はさらに大きな
課題として意識されてきていることがわか
る。これに対し、大企業を含めた全回答企業
が挙げた主な課題は①「インフラ未整備」、

②「治安・社会情勢が不安」、③「他社との
激しい競争」となっており、インフラ以外は
中堅・中小企業との違いが明確になっている。
　第 3 位のベトナムについては、これも第 1
位の理由は変わらず「インフラが未整備」

（34.1％）となっているが、前回調査で同課
題を指摘した企業は 47.1% に上っており、い
まだ最大の課題とはしながらも相対的には改
善の傾向がみられる。また、同じ割合で「労
働コストの上昇」（34.1％）も第 1 位の理由
で並んでおり、外国企業の進出増加による現
地労働コストの上昇が中堅・中小企業にとっ
て頭の痛い問題となっている様子である。第
3 位の理由としては「管理職クラスの人材確

図表補 15　�有望国の課題

 

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位
中国 インド ベトナム タイ ブラジル

社数
構成比

社数
構成比

社数
構成比

社数
構成比

社数
構成比

（75 社） （61 社） （41 社） （35 社） （20 社）

法
律
・
税
制

法制が未整備 14 18.7% 11 18.0% 11 26.8%  2  5.7% 3 15.0%
法制の運用が不透明 39 52.0% 18 29.5% 11 26.8%  3  8.6% 5 25.0%
徴税システムが複雑 13 17.3%  9 14.8%  2  4.9%  3  8.6% 4 20.0%
税制の運用が不透明 21 28.0% 14 23.0%  6 14.6%  4 11.4% 2 10.0%
課税強化 19 25.3%  4  6.6%  1  2.4%  3  8.6% 0  0.0%

行
政
全
般

外資規制 16 21.3%  6  9.8%  7 17.1%  5 14.3% 5 25.0%
投資許認可手続きが煩
雑・不透明  9 12.0%  5  8.2%  6 14.6%  3  8.6% 2 10.0%

知的財産権の保護が不
十分 32 42.7%  5  8.2%  3  7.3%  1  2.9% 1  5.0%

為替規制・送金規制 26 34.7%  7 11.5%  9 22.0%  3  8.6% 2 10.0%
輸入規制・通関手続き 15 20.0%  5  8.2%  8 19.5%  2  5.7% 4 20.0%

労
務
問
題

技術系人材の確保が困
難  6  8.0%  8 13.1%  8 19.5%  6 17.1% 2 10.0%

管理職クラスの人材確
保が困難 13 17.3% 11 18.0% 12 29.3% 11 31.4% 4 20.0%

労働コストの上昇 43 57.3%  9 14.8% 14 34.1%  7 20.0% 1  5.0%
労務問題 16 21.3% 14 23.0%  8 19.5%  3  8.6% 2 10.0%

一
般
課
題

他社との厳しい競争 37 49.3% 16 26.2%  7 17.1% 11 31.4% 3 15.0%
代金回収が困難 20 26.7%  7 11.5%  2  4.9%  2  5.7% 2 10.0%
資金調達が困難  3  4.0%  3 4.9%  0 −  0 − 2 10.0%
地場裾野産業が未発達  5  6.7% 11 18.0%  7 17.1%  0 − 2 10.0%
通貨・物価の安定感が
ない  2  2.7%  1  1.6%  6 14.6%  1  2.9% 4 20.0%

インフラが未整備 10 13.3% 24 39.3% 14 34.1%  0 − 2 10.0%
治安・社会情勢が不安  9 12.0% 15 24.6%  4  9.8%  5 14.3% 6 30.0%
投資先国の情報不足  2  2.7% 17 27.9%  8 19.5%  2  5.7% 3 15.0%
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保が困難」が入っており、全回答企業にもい
えることであるが、優れた人材をいかに引き
止めておけるかということが、日本企業に
とって重要なテーマとなっている。全回答企
業の回答では第 2 位に「法制の運用が不透明」
という課題が入っているのを鑑みると、イン
フラは共通の課題であるが、中小・中堅では
より労働力・人材確保を課題としている結果
となっている。

5． 新興国市場の中間所得層向け事
業 

　同設問への回答は 137 社であり、全回答企
業による回答（510 社）と比較して中堅・中

小企業はやや「関心がない」が多い結果となっ
たものの、図表補 16 によると、全回答企業
の傾向と同じく何らかの関心がある企業が 8
割近くにのぼっている。一方、全回答企業で
は「実施検討中」、「既に実施している」が 3
割を超えるのに対し、中堅・中小企業の回答
では 2 割をやや超えた結果となり、関心はあ
るものの相対的には具体的なアクションに結
びついていない状態を示している。特に鉄・
非鉄・金属や一般機械については「実施検討
中」「既に実施している」との回答はゼロであっ
た。最も積極的であったのが精密機械で、約
5 割の企業が「実施検討中」、「既に実施して
いる」と回答し、全回答企業の傾向を上回った。

図表補 16　新興国市場中間層向け事業への取組（回答企業数 137 社）

図表補 17　実施済み企業の注力点
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図表補 18　検討中企業にとっての課題

図表補 19　環境ビジネスへの取り組み（回答企業数 101 社）
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　本論では追加的に「実施済み企業の注力点」
を聞いたが、中堅・中小企業の調査結果でも
全回答企業の傾向とほぼ同様の傾向を示し
た。参考までに「実施済み企業の注力点」で
多かったものとしては、①販売網拡大・サー
ビス体制構築、②コスト削減、③製品の仕様・
品質の見直し、等であった。一方、「検討中
企業にとっての課題」では、①他社との競合
が激しい、②販路の開拓が難しい、③品質・
機能を下げるのが難しい、という順で挙げら
れており、全回答企業の①他社との競合が激
しい、②コスト削減が難しい、③販路の開拓
が難しいという課題に比べ、コスト削減より
も新興国中間層にアクセスするための販路の
開拓や、求められる品質や機能にたどり着く
まで苦労している様子が伺える。

6．環境ビジネスへの取り組み 

　環境ビジネスへの取り組みについて回答し
た中堅・中小企業は、全体の約 6 割を占める
101 社であった。「事業化を検討中」または「既
に事業化した」分野としては太陽光発電が最
も多く、業種としては化学、電機・電子が積
極的であったのは全回答企業の傾向と同様で
ある（図表補 19）。違いとしては、全回答企
業の調査結果では自動車が低公害車以外の分
野への事業意欲が相対的に低かったのに対
し、中堅・中小企業では太陽光発電や水関連
等、全般的に高い意欲を示していることであ
る。また、全回答企業では化学が積極的に水
関連ビジネスを展開していたが、中小・中堅
企業からの回答はゼロであった。

62　国際調査室報



はじめに 

　これまで日本企業は新興国市場においては
上位所得者層を主なターゲットとして高品
質・高価格の製品販売を中心とする事業展開
を行ってきた。これまで日本企業の主な市場
は欧米及び国内市場であり、新興国に対して
は生産拠点としての重要性は高かったもの
の、市場としては相対的に低い認識であった。
しかしながら、2008 年 9 月のリーマンショッ
ク以降、欧米市場が景気後退を続ける一方で、
中国やインド等新興国の V 字回復は大きく

注目を浴び、国際調査室が行った『わが国製
造業企業の海外事業展開に関する調査』に付
随して行った企業インタビューでも「中国事
業に救われた（一般機械組立）」、「世界的な
不況下、インドでの販売が予想に反して好調
であったため、インド向け製品生産のために
タイの工場建設に踏み切った（化学）」とい
うように新興国の存在感を示したコメントを
多く聞いた。
　このように成長を続ける新興国市場を支え
ているのは拡大する中間層であり、日本企業
にとっても重要なターゲット層となっている

日本企業の新興国中間層向け事業戦略の
施策及び事例�
〜中国とインドを中心に〜

国際経営企画部国際調査室　海外投資研究グループ調査役　遊佐　弘美

Abstract

Business Strategies and Examples for the Middle Income Class in Emerging Markets
～ Focusing mainly on China and India ～

Japanese businesses have mainly targeted the upper income class in emerging market 
countries to date, selling them high-quality and high-price products.  Since the principal 
markets for Japanese firms had been U.S., European and domestic markets and emerging 
countries were important as production locations, they were seen as relatively less 
important as market.  However, while U.S. and European markets have been languishing 
in economic slump after the Lehman shock in September 2008, a V-shaped recovery in 
China, India and other emerging economies have drawn a good deal of attention to these 
markets, indicating their growing presence in the global economy.  
  Underlying sustained growth in emerging markets is their ever-increasing middle 
income class.  There is no doubt that this group has also become an important target for 
Japanese businesses now.  However, this market segment requires new approaches, or 
the ways of conducting business that are different from what Japanese firms used to 
carry out.  This study thus polled Japanese and foreign firms operating in China and India 
to identify common concrete features of their business strategies and operational 
practices.  Its objective is to put together a proposal of business strategies for the middle 
income market segment in emerging economies.
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が、新興国の中間層という市場は従来の日本
企業が行ってきたビジネススタイルとは異
なった新しいアプローチが必要である。この
ため、本調査は主に中国とインド等における
日系・外資系企業（計 16 社）を調査し、こ
の中からいくつかの具体的な成功例を紹介す
る。また、共通する具体的施策を抽出、今後

日本企業が取るべき新興国の中間層市場向け
事業戦略の提言をまとめる事を目的としてい
る。

図表 2　中国基礎情報

国名 中華人民共和国　People’s Republic of China

面積 960 万 km2

人口 13 億 5,000 万人（2010 年予測）→ 14 億 6,250 万人（2030 年予測）

首都 北京　Beijing

民族 漢民族（総人口の 91.59％）及び 55 の少数民族

言語 漢語（中国語）

宗教 仏教・イスラム教・キリスト教など（共産主義のため、宗教色は薄い）

識字率 93.3％（2000 年全国普査より）

政治体制 人民民主共和制

元首 胡錦濤国家主席

議会 全国人民代表大会

政府 温家宝（国務院総理）

GDP 4 兆 4,016 億ドル（2008 年推計：世界第 3 位／183ヶ国中）

所得水準 1 人当たり GDP 3,315 ドル（2008 年）

通貨・為替 通貨単位：人民元　1 元＝ 13.2 円（2010 年 2 月 17 日現在）

出所）�外務省ホームページ。GDP、所得水準は IMF,�“World�Economic�Outlook”�（2009 年 4月版）より。人口は国連ホー
ムページ、民族は中華人民共和国国家統計局 2000 年全国人口普査より

図表 1　2カ国の概要

人口 実質 GDP 成長率（前年比） 日本からの直接投資

中国 13 億 2,802 万人 10.0%（2010 年） 9.7％（2011 年） 6,493 億円（2009 年）
（5,017 社）

インド 11 億 8,141 万人 7.7％（2010 年） 7.8％（2011 年） 3,443 億円（2009 年）
（302 社）

注⑴　人口は 2008 年現在、出所は外務省
注⑵　�GDP（前年比）の出所は IMF“World�Economic�Outlook�Update（January�2010）”、2011年の数字は予測値
注⑶　日本からの直接投資（金額）の出所は財務省国際収支統計
注⑷　�日本からの直接投資（社数）の出所は「東洋経済海外企業進出総覧 2009 年度版（国別）の現地法人数」掲載の現

地法人数
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第 1章　�中国

1．中国の概況　

　中国は現在、世界経済の中でもその規模及
び成長性ともにトップクラスの経済大国に
なっている。その GDP 規模は 2007 年には
ドイツを抜いて世界第 3 位となった。2009
年の日本の名目 GDP は、5 兆 849 億ドルと
なり、中国の 4 兆 9,090 億ドルを上回ったが、
IMF は 2010 年の GDP 成長率を日本 0.9％、
中国 10.3％と予測しており、同年には中国が
日本を追い抜く可能性が高い。IMF『World 
Economic Outlook Database (April 2009)』
によると、2014 年には 2009 年の規模の約 2
倍、8 兆 5,000 億ドルに上るとみられている。

2．中国のマクロ経済環境 

　中国は現在、すでに世界第 3 位の経済大国
であるが、今後も高成長を維持すると見られ
る。消費を支える人口は 13 億 5,000 万人と、
言うまでもなく世界一の規模であるが、これ
まで GDP の成長は個人消費というよりも、

図表 3　国内総支出の構成

注）中国は 2008 年、インドは 2007 年度の数字。
出所）Asian�Development�Bank,�Key�Indicators�2009

図表 4　中国の人口構造の推移

出所）�Population�Division�of�the�Department�of�Economic�and�Social�Affairs�of�the�United�Nations�Secretariat,�World�
Population�Prospects：�The�2008�Revision
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インフラなどの固定資産形成や減税等積極的
な財政支出が大きな部分を担ってきた。中国
の民間消費は GDP の 36％となっており、イ
ンドの 55％とは大きな開きがある（図表 3）。
このように現在の V 字型回復は政府の財政
出動によるところが大きく、IMF 等からバ
ブルの懸念も指摘されている。IMF 資料に
よると＊1、2010 年の中国の 1 人当たり GDP
予測は 3,925 ドルで、現在の経済回復が今後、
所得水準・個人消費の上昇に結びついていけ
ば、将来的にも成長が続いていくと見られる。
また、長期的にみると、一人っ子政策などで
人口が減少し高齢化も進んでいくことは必至
であるが、他の地域と比較すれば依然市場規
模は非常に大きい。なお、同 IMF 資料によ
ると中国の 1 人当たり購買力平価は 7,210 ド
ルにのぼり（2010 年予測）、インド（同 3,124
ドル）やインドネシア（同 4,356 ドル）等を
大きく上回って世界的な景気後退下で魅力的
な市場の証左となっている。

3．中国の中間層市場

　中国は 1990 年代から改革路線を取り、広
東、上海、珠海、北京など沿岸周辺の大都市、
次いで、揚子江沿いの都市が成長し、T 型発
展などとされてきた。しかし格差が広がって
デモ等も頻発したため、2002 年に就任した
胡錦濤共産党総書記によって格差を是正する
政策が取られ、農村や内陸が重視されるよう
になった。金融危機後は世界的な景気後退の
中、中国の内需の強さが目立ったが、特に国
際的な金融システムに組み込まれておらず、
輸出減少の影響も少なかった内陸部が高い成
長を示した。この結果として、世帯年間可処
分所得が 5 万元（約 65 万円）から 20 万元（260
万円）といった中間層はこれまでの大都市部
から地方都市に急拡大している＊2。日系企業
もこの恩恵に預かる例があり、例えば日産自
動車は中国への進出は後発であったが、内陸
部に強い販売網を持つ東風汽車集団と合弁を

＊1 IMF, World Economic Outlook Database, October 2009
＊2 2010 年 3 月 4 日現在、1 元＝ 0.07724 円のレート換算

図表 5　中国の都市グループ別所得別世帯分布割合の推移と見通し
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出所）�NRI「金融危機後の中国と日本の戦略」
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行ったことによって既進出のトヨタやホンダ
よりも多く販売量を伸ばした＊3。2012 年に
は内陸部での販売店数を 6 割増と、沿岸部（同
4 割増）より増加させる予定である。後述す
るが、他の外資企業もこれまで重要視されて
こなかった内陸部に注目し始めており、新興
国の国内においてもフロンティアは更に広が
りを見せている。

4．資生堂（化粧品）

⑴中国における資生堂の事業概要
　資生堂が中国に進出したのは 1981 年で、
今から約 30 年前であるが、当初はホテルや
百貨店のみでの販売であり、都市部富裕層向
けの販売に限られていた。しかしながら
1994 年には中国市場に特化した製品を開発、
ヒット商品となった。現在当社にとってアジ
ア地域は非常に重要な市場であり、特に売り
上げを牽引しているのが中国で、当社の短信
でも「日本を含めた先進各国の化粧品市場が
総じて低調に推移した一方で、中国の化粧品
市場は成長を続け、新興国市場は順調に推移
した」と触れている。中国での販売が順調で
あった背景の詳細は後述するが、販売網の拡
大とブランド力を保ちながらの品揃え強化、
新規顧客層の獲得などに成功したことがあげ
られる。ここに、製品見直しだけではなく、
売り方の工夫による新興国事業戦略の鍵があ
る。

⑵資生堂の取り組み
①ブランド構築
　中国への進出は早かったが、地方の販売
チャネルが未発達だったこともあり、大都市
の一部高級百貨店を中心とした販売に限定し
ており、無理に販売チャネルを拡大しなかっ
た。結果的にこれが高いブランドのイメージ
を確立した。

②所得層別に投入ブランドを明確に分類
　2004 年以降は高級デパート以外にも販売
を広げるほか、中国で急増している個人経営
の「化粧品専門店（以下、専門店）」を通じ
て中国市場における事業拡大を本格化させ
た。その際に、従来からの高いブランド価値
を維持するため、富裕層向けデパート等では
従来どおり資生堂の名前を付けた製品を販売
するものの、専門店には資生堂の名前を出さ
ない普及帯価格の製品を投入し、中間層消費
者のとりこみを図った。
　現在は中国最西端の新疆ウイグル自治区カ
シュガルや最南端の海南省（島）等中国全土
に出店しており、店舗を 2010 年までに 5,000
店まで伸ばすことを目標としている。

③販売戦略
▷　 当社の事業戦略で興味深いのは、「利益」

「売上」という数字的指標を意図的に重
視せず、比較的理念を前面に押し出して
ビジネスを進めていることである。中国
事業については、元々「資生堂」の名前
の由来＊4 が中国の古典『易経』の中の「至
哉坤元　万物資生＊5」に由来しており、
当社の名称と中国の古典との関係の深さ
も中国側パートナーへのアピールとして
いるほか、「資生堂の品質とサービスに
よって顧客だけではなく店舗や地域も繁
栄する」との理念を掲げて事業を展開し
ている。

▷　 資生堂専門店の開拓は、中国総代表自ら
が中国全土を奔走し、オーナーとの信頼
関係を築いている。通常、国際的な化粧
品メーカーの中国代表が自ら地方の店舗
に足を運んで信頼関係を構築するという
ことは少ないため、他社との差別化効果
が大きい。同様に、日本の優秀な店頭販
売員を選抜して中国に派遣し、一定期間
現地に滞在させて直接専門店への教育を

＊3 2010 年 2 月 10 日付け日本経済新聞
＊4 資生堂は明治 5（1872）年、漢方薬が主流の時代にあって、日本初の洋風調剤薬局として東京銀座に誕生。
＊5 意味は「大地の徳はなんと素晴らしいものであろうか。すべてのものは、ここから生まれる」。
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行っている。地方のかなりの僻地にも出
向き、地元からは「美容の先生がわざわ
ざ来てくれた」と歓迎を受けている。一
方で、現地に派遣された日本人店頭販売
員のモティベーションも上がるなど、副
次的な効果も出ている。このように、製
品を供給するだけでなく、ソフト面のつ
ながりを重視した販売方法に力を入れて
いる。

▷　 専門店との密接なつながりと共に重要で
あるのがサービスの技術移転である。中
国全土で急速に専門店が拡大している
が、「接客サービス」という概念が十分
に根付いていない中国において、商品を
販売するということよりも、顧客の肌の
悩みを聞きながら最適な商品を選択し、
効果的な使い方をアドバイスするという
日本式サービスの伝達が付加価値となる
ため、そのために優秀な店頭販売員の育
成が大きなキーポイントとなっている。
このため専門店に対しては、商品知識や
接客方法、美容相談の手法だけでなく、
顧客データ及び在庫の管理の仕方、販売

促進策、店舗運営に至るまできめ細かい
経営ノウハウが提供されている。

▷　 国際調査室が『わが国製造業企業の海外
事業展開に関する調査』に付随して行っ
た企業インタビュー（以下、企業インタ
ビュー）では、中国における日系企業の
課題として「販売店からの代金回収が難
しい」という声が多数聞かれたが、当社
のように経営指導にまで踏みこんだノウ
ハウを提供することにより、販売店（当
社の定義では専門店）からの高いロイヤ
リティを維持できている。

5．ピジョン（PIGEON、ベビー用品）

⑴ピジョン上海の事業概要
　当社は国内外で哺乳瓶等の授乳関連用品、
おしゃぶり等のベビー用品、スキンケア用品
等の生産・販売を行っている。第 2 次中期経
営計画によると、2008 年 1 月までの売上高
の達成率は 98.5% で国内事業は目標をやや下
回る形となったが、内訳をみると海外事業で
目標額を大きく上回る 143 億円となり（目標

図表 6　資生堂　中国事業の概況 

事業内容 化粧品の製造・輸入・販売

売上高 2008 年の中国（香港を含む）での売上規模は約 650 億円。
2010 年には 1,000 億円に達する見込み。

沿革 1981 年： 北京市政府の要請を受けて、北京飯店や友宜商店などのホテル・高級百貨店での資生
堂ブランドの輸入販売を開始したのが中国事業の始まり。

1991 年： 北京市政府との合弁の販売会社である「資生堂麗源化粧品有限会社」を設立。

1994 年： 中国の気候、中国人女性の肌などを現地で十分調査し、中国市場向けの専用ブランド
オプレを投入。シドニー、アテネ両オリンピックの中国選手団の公式化粧品に選ばれ
るなど、現在では中国の「国民的ブランド」として大ヒット商品に。

1998 年： 上海に製造販売会社「上海卓多姿中信化粧品有限公司」を設立。

2004 年： 化粧品専門店の開拓を本格的に始め、一気に中国全土に展開していった。現在、資生
堂の専門店は既に 4,200 店舗に達しており、2010 年には 5,000 店舗に達する見込み。

2008 年：資生堂中国研修センターを設立し、人材教育を一層強化。

出所）�各種公開資料より作成
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額は 80 億円）、予想以上の拡大を達成して国
内の落ち込み分を補った。このため、第 3 次
中期計画（2009 年 1 月期～2011 年 1 月期）
でも、海外事業の成長をさらに加速させるこ
とを予定している。売上高の海外事業の割合
は、全体の 34％で、地域的な内訳は東アジ
ア 21.6%、北米 7.2%、中近東 2.5%、その他
2.7％であり、東アジアの重要性が高いこと
が伺える＊6。
　特に中国については、沿海部の大都市から
地方都市への積極的な販路の拡大、ブランド
浸透・育成への投資、継続的な新製品の投入
等が功を奏し、売上規模は 2002 年度の 4 億
円から 2009 年度は約 90 億円と急増した。
2011 年 1 月には 100 億円、2016 年 1 月期に
は 200 億円の売上規模を目指している。中国
では日本の約 16 倍にあたる年間 1,800 万人
の新生児が誕生しており、所得水準の向上で
母乳パッドや哺乳瓶など育児用品の需要が急
拡大している。ピジョンはこの好機をとらえ、
中国の事業拡張に対応するため、既存の上海
工場の生産能力拡大のために増資を行うほ
か＊7、江蘇省にも第 2 生産拠点を設立する予
定である（第 1 期分 7.4 億円、2010 年 2 月工
事開始、2011 年 1 月稼働予定、当社 100％出

資）。この新工場設立にあたり、現在上海の
既存工場で行っている授乳関連製品の生産は
新工場に移管し、既存工場では洗剤及びトイ
レタリー製品の生産に特化し、幅広い品揃え
で更なる内製化を推進する計画である。
　資生堂等と違い、当社が中国に進出したの
は 2002 年で、比較的近年になってからの参
入であるが、中国市場においてすでにトップ
ブランドの地位を確立し、日系企業の成功例
としてシェアを拡大している。当社の製品は
比較的高品質・高価格であるにもかかわらず
売上が急増した背景を次項で紹介する。

⑵ピジョン上海　中国事業の取り組み
①製品開発・子ども事業
　ターゲット対象が、妊娠中・出産後の女性
や乳幼児であるため、高品質であることと共
に使いやすい商品であるという付加価値が市
場に強くアピールした。また、中国向け製品
については、ゼロから開発を行い、生産まで
全て中国国内で完結している。また、製品の
生産・販売とは別に子ども事業にも参入し、
富裕層や外国人家庭向けに英語、日本語、中
国語で行う絵本の読み聞かせサービスや、清
潔なプレイルームで工作やリトミックを楽し

＊6 ピジョン株式会社平成 22 年 1 月期第 3 四半期決算短信（当第 3 四半期連結累計期間　平成 21 年 2 月 1 日～平成 21 年 10 月
31 日）

＊7 330 万ドル増資して資本金 830 万ドル、従業員約 210 名、このうち日本からの出向者は 3 名。

図表 7　ピジョン中国の概要

法人名 貝親嬰児用品（上海）有限公司

拠点所在地 上海市虹橋路 3 号港汇中心 2 座 3201-3202 室

資本金 95 万ドル（独資）

事業の沿革 2002 年 5 月 15 日設立、従業員数約 110 名。ピジョンからの出向社員は 4 名

売上規模 72 億 6,500 万円（2008 年 2 月～2009 年 1 月）

従業員数 約 280 名（ピジョンマニュファクチャリング上海含む、単独 110 名）

主たる業務 育児用品、子供用品及び母親用品の販売

取扱品目 幼児用トイレタリー商品、ほ乳瓶、母乳パッドなど

生産拠点 ピジョンマニュファクチャリング上海、ピジョンインダストリーズ常州

出所）�各種公開資料より作成
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むプログラム等を行う「ピジョンランド」を
設立した。子ども向け有料施設が少ない中国
で新たな市場を開拓し、ブランドの評価を構
築している。

②きめ細かい代理店管理に基づく、販売ネッ
トワークの構築
　当社は販売ネットワークを中国沿岸の 3 大
都市経済圏（北京・上海・広州）に限らず、
内陸部を含めた全国に張り巡らせることに注
力し、ここ数年間は大都市経済圏よりもそれ
以外の地方都市部や農村で販売が急速に拡大
している。ターゲット戦略として病院などを
組織的に取り込んだこと、中国政府との密接
な関係を構築したこと等が当社の販売を後押
しする大きな強みとなった。
　代理店への姿勢としては、資生堂と共通す
るものがあり、単なる販売管理ではなく、商
品や販売方法等経営指導にまできめ細かい
サポートを実施し、代理店ネットワークと密
接な関係を築いている。中国全土をカバーす
るピジョン上海が持つ 1 次代理店は 3 社あ
るが、それぞれ「卸売担当代理店」、「百貨店
担当代理店」、「スーパー担当代理店」と専門
別に担当を決めており、このほかにも「卸売
担当代理店」の傘下に 28 社の地域代理店（2
次代理店）を選定、更にその傘下に約 7,000
社の販売店を有している。

③中国政府の政策を迅速に把握し、需要に対
応
　中国政府が掲げた「母乳育児推進及び母乳
授乳率を高める政策」にすばやく対応し、中
国衛生部の推進する母乳育児推進政策の唯一
のパートナー企業に認定された。政府の認定
を受け、地域を代表する全国 30 省の大手病
院内に「ピジョン母乳相談室」を相次いで設
置し、同社製品を展示している。同社が育児
相談室を開設した大手病院は中国全土にわた
るため、全地域的にブランドを高めることが
できた。
　育児相談室では母乳パッドの使い方、哺乳
瓶の使い方等を教え、その場で商品販売は行
わないものの、母親にとって病院で初めて使
用する製品がピジョンのものである意味は大
きい。このような製品は 1 度使うとその後も
子どもも母親も慣れ親しんだものを好む傾向
があり、退院後も引き続き同社の製品を使用
する可能性が高い。このため病院周辺のベ
ビーショップに商品を置き、顧客を取りこん
でいる。

6．ヤンマー（農機）

⑴ヤンマーの事業概要
 中国は世界最大の水稲生産国であり、年間
生産量も約 2 億トンと日本の 20 倍近い規模
であるため農機の需要は非常に高い。当社は、
この需要を見込み、中国江蘇省でコンバイン

図表 8　ヤンマー中国の概要

企業名 ヤンマー農機（中国）有限公司（生産能力 2 万台）
（中国名：洋馬農機（中国）有限公司）

設立 1998 年 1 月

株主 日本側：ヤンマー農機株式会社
中国側：江蘇省農機開始有限責任公司公司

出資比率 日本側：93.5%　　中国側：6.5%

資本金 1,543 万ドル

場所 江蘇省無錫国家高新技術産業開発区

取扱品目 コンバイン（中国向けに開発した水田用新モデル）、田植え機、トラクター

出所）�各種公開資料より作成
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などの農業機械を生産・販売する合弁企業を
設立している。中国は国家の重点方針として
農業重視を掲げているが、1980 年代以降に
政府（省レベル）で農業機械化が推進された
ものの、当時の中国の国産農機の技術レベル
は低く収穫の際のロスが多かった。このため
中国政府内において農業の近代化に本格的に
着手することが提言され（第 9 次 5ヶ年計
画）、これに伴って中国政府は当時コンバイ
ンの完成品輸出を行っていたヤンマー日本本
社に対し、農機の現地生産を要請した。当社
はこの要請を受けて、1994 年に中国にアン
テナショップを開設し、中国における輸入販
売を開始した。同時期に、江蘇省から農機生
産の働きかけがあり、これを受けて 1998 年
には無錫で合弁工場を立ち上げた。主な取扱
い製品はコンバイン、田植機、トラクター等
である。
　また、当社は 2010 年春から乗用型より安
価な手押し型田植え機の生産を始めるほか、
乗用型田植え機も増産し、2012 年には 2008
年比 10 倍増を目指している。コンバインに
ついても 2009 年は前年比 5 割増に達した。
研究開発拠点も設立し、耐久性に優れた現地
向け製品の開発も始めている。

⑵ヤンマー農機中国の取り組み
①中国政府からのサポート
　中国の現地政府の呼びかけに応える形で、
他社に先駆け 1994 年より輸出販売、1998 年
に現地政府との合弁工場を立ち上げた。しか
しながら、その後は中央政府からのサポート
に甘んじることなく、自ら代理店開拓を行い、
その際には現地政府との緊密な関係を代理店
選定の条件とした。中国では、国営企業や地
方政府との人脈を維持しないと事業を進めに
くいという状況があり、農機事業では地元資
本や省、市の資本参加を受けて事業を開始し
た。

②製品開発
　生産から販売まで一貫して中国で行ってい
る。現地生産のコンバインは、機能を絞って
日本よりかなり安い価格を設定した一方、刈
り取り後の袋詰め機能を盛り込む等、地場企
業の製品とは性能・機能を差別化している。
これを可能にしているのは、日本本社の開発
担当者であり、中国に出向いて現地の利用実
態を視察し、ニーズに合わせた商品を製品開
発している。

③ターゲット
　当社の製品の中心はコンバインであるが、
前述したように価格は日本よりかなり安く
なっているものの、中国の個人農家が購入す
るレベルの価格まで落とすことは不可能で
あった。このため、ターゲットは農家の稲刈
りを請け負う「賃刈り屋」と呼ばれる職業の
人々で、刈り入れ時期になるとコンバインを
伴って全国を周る。賃刈り屋は 5 ～ 6 人でコ
ンバインを共同購入するスタイルが主流であ
り、 特 約 店 で の 販 売 は 年 間 1,000 ～ 3,000
台＊8。請け負いで広い土地の稲を刈り、使用
期間も通常より長いため、耐久性は個人向け
より高いレベルを要求されるが、これを製品
開発に盛り込んだ。

④独自のファイナンスシステムを提供
　前述したように、日本製品と比較すれば現
地で生産した製品はかなり低い価格に抑えら
れているが、それでも地場企業の製品と比較
すればかなりの価格ギャップがある。政府の
農業の機械化促進政策による補助金制度を積
極的に活用することでカバーしているもの
の、補助金に依存するだけでは限界があり、
政策が変更になった時に販売も停滞してしま
うリスクもあるため、ヤンマー独自の販促支
援策として中国地場銀行とのタイアップによ
るファイナンスを提供している。

＊8 NIKKEI NET　阿部修司・ヤンマー副社長インタビュー： 
http://parts.nikkei.co.jp/china/interview/20051109cd8b9000_09.html
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第 2章　�インド

1．インドの概況

　インドは、日本の約 9 倍の人口及び国土を
持ち、1947 年に英国領から独立したため、
比較的英語が通じ、英国の植民地であった名
残から相対的に法治国家としての体制が整っ
ているといわれている。
　インドでは経済に占める農業の割合が高
く、天候などに経済が左右される状況が長く
続いてきた一方、国内産業が保護政策で守ら
れていたため国際競争力に遅れがみられた。

しかし、ソ連＊9 崩壊によって 1991 年からは
経済自由化が始まり、出資規制などが緩和さ
れてきた。近年は IT 産業の隆盛などもあり、
成長著しい新興国として世界的に注目される
ようになった。
　国際調査室が実施した企業インタビューで
は、「中国は制度があっても適用される場合
もあればされない場合もあり、逆に制度がな
いにも拘らず当局から指摘を受けるなどかな
り人的要素が高い。インドは交渉は大変だが、
1 度決まれば制度的なことで悩まされること
は少ない（一般機械組立）」等のコメントが
あった。しかしながら、広大な国土の上に地
域ごとに言語、宗教、文化、風習、気候など

＊9 インドとソ連は武器輸出等を通じて強い同盟関係にあり、ソ連産の石油などもルピー立てで行うなどかなり優遇措置が取ら
れていた。このためソ連の崩壊によってこのような優遇制度は廃止されたほか、同盟関係による輸出入市場も喪失したため、
インドは困難な経済状況に陥り、経済自由化政策を採らざるを得ない状況となった。

図表 9　インド基礎情報

国名
国旗

インド共和国

面積 328 万 7,263 km2（パキスタン、中国との係争地を含む）

人口 12 億 1,450 万人（2010 年予測）→ 14 億 8,460 万人（2030 年予測）、中国を越えて世界最大
の人口に。

首都 ニューデリー（New Delhi）

民族 インド・アーリヤ族、ドラビダ族、モンゴロイド族等

言語 連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が 21

宗教 ヒンドゥー教徒 80.5％　　　 イスラム教徒 13.4％
キリスト教徒 2.3％　　　　　シーク教徒 1.9％
仏教徒 0.8％　　　　　　　　ジャイナ教徒 0.4％（2001 年国勢調査）

識字率 64.8％（2001 年国勢調査）

政治体制 共和制

元首 プラティバ・デヴィシン・パティル大統領

議会 二院制（上院 245 議席、下院 543 議席）

GDP 1 兆 661 億ドル（2007 年度：インド政府資料）

所得水準 1 人当たり GNI 822.7 ドル（2008 年度（暫定値）：インド政府資料）

通貨・為替 通貨単位：ルピー　1 ルピー＝約 1.97 円（2010 年 2 月 17 日現在）

出所）�外務省ホームページ、国連ホームページ、CIA�“The�World�Fact�Book”
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が異なるうえ、富裕層はごく一部で、多くの
貧困層も抱えている。このため、1 つの国で
はあるが、市場としてみると、EU のような
多様な市場の集合体と捉えた方がより理解し
やすい。
　国際調査室が 2010 年 1 月に行った現地の
日系企業ヒアリングにおいても、「日系企業
の成功例が多い ASEAN 等とインドはまっ
たく状況が違うことを認識するべきである。
インドにはタイの後に赴任してくる人が多
く、赴任してから ASEAN とは全く状況が
異なることに気づくのだが、本社は「タイと
同じようにやれ」という感覚でいるので駐在
員は気の毒である（金融）」というコメント
があった。このため、EU 市場で行うように、
現場の事情と競合企業をよく研究しながら事
業戦略を練ることが肝要である。

2．インドのマクロ経済環境 

　インドの経済成長率は、2000 年代に入っ
て比較的安定した成長を続けている。特に
2005 年から 2007 年にかけては 9% 以上の成
長を記録した。2008 年秋以降は、世界的な
金融危機の影響を受けてやや成長率が鈍化し
ているが、先進国経済がより深刻な状況に
陥っている中、相対的に高い成長率を維持し
ている。
　インドは原油や機械設備等を輸入に頼って
おり、経済が成長するほど輸入が増える。一
方、必ずしも輸出主導型の経済構造になって
いないため、財の貿易では赤字基調が続いて
いる。最近では IT 部門などがサービス輸出
を伸ばしてはいるが、それでも経常収支は赤
字である。この赤字を埋め合わせているのは、
海外からの直接投資などによる資本の流入
で、この海外直接投資資金が政府を通じて農
村経済の下支えやインフラ投資に回るなど、
内需の喚起につながっている。このため直接
投資はインド経済にとって非常に重要である
が、最大の課題はインフラとされている。国

際調査室が実施した『わが国製造業企業の海
外事業展開に関する調査』でも、インドは有
望であると回答した企業のうち 46.9％が「イ
ンフラの未整備」が問題であるとし、更にど
の分野のインフラが問題であるかと聞いたと
ころ、81％の企業が「道路」、76％の企業が「電
力」と回答した。直接投資の誘致や産業育成
のためにインフラの整備が不可欠であること
はインド政府も認識しており、デリー・ムン
バイ産業大動脈プロジェクト等 が着手され
ている。2009 年 5 月の総選挙で国民会議派
を中心とした政権が安定多数を獲得したこと
により、インフラを含んだ重要政策が安定的
に行われることが期待されている。

 3．若年層が多く増加を続ける人口

　インドの人口は、2001 年の国勢調査時点
で 10 億 2,700 万人であったが 10 年足らずの
2009 年推計では 11 億人を超えた。人口構成
は若年層の人口が多いピラミッド型で（図表
12）、国全体で見れば出生率も高く、一人っ
子政策を採る中国とは対照的に今後も継続的
に人口が増加していくものと予想される。
　国連人口局の予測では、2030 年頃には人
口の伸びが鈍化する中国を抜き（図表 13）、
インドは世界最大の人口を擁する国になると
されている。これらの人口増加は、国内市場
の拡大や豊富な労働力供給を意味している
が、一方で増加を続ける労働力の受け皿を作
らなければ、深刻な失業問題に直面する可能
性もある。

4．インドの中間層市場

　インドの所得階層を 5 段階に分ける場合、
一番上の層は世帯年収で 100 万ルピー（1 ル
ピーは約 2 円）以上、次いで 50 万から 100
万ルピー、20 万から 50 万ルピー、9 万から
20 万ルピーと続き、一番下の層が 9 万ルピー
未満となる＊10（図表 14）。

＊10 インド国立応用経済研究所による定義を引用。
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　中間所得層についての統一的な定義はない
が、一般的に世帯年収 20～50 万ルピー前後
を中間所得層として捉えることが多い。大卒
の初年度年収は 30 万ルピー前後であるであ
るため、世帯年収が 30 万ルピーの場合、60
万円相当、月収 5 万円程度である。この所得
水準では、32 インチ以上の液晶テレビなど
耐久消費財は簡単には買うことはできないは
ずであるが、後述する LG 電子（78 ページ）
などは 2004 年頃から好調に売上を伸ばし、
ブランド評価を高めている。やはり旺盛な購
買意欲に支えられ、家族で貯金して買う等消
費は確実に拡大しているといえるだろう。
　世帯年収 20～50 万ルピー前後の層は、人
口の約 1 割だが、規模にして 1. 2 億人であり、

インドの経済発展に伴って増加している。こ
の層には、個人事業主、公務員、企業に勤め
るサラリーマン、比較的裕福な農業従事者な
ど様々な職業の人が含まれると考えられる。
一方、大卒のエリート人材は、多くの場合金
融、IT、専門サービス、大手財閥、外資系
企業、通信などの成長セクターに勤務し、年
収も段階的に上昇して行く。都市部の高額消
費は、このようなエリートや不動産、株など
をもつ富裕層が牽引していると考えられる。
　一方、農村部や地方都市にも年収 50 万ル
ピー以上の富裕層は分布しているほか、政策
的な農作物の買い取り価格設定により、農村
部においても一定の水準の収入がある。この
ため富裕層の多くはデリー、ムンバイなどの
大都市に集中しているものの、成長著しいイ
ンドの購買力を取り込んでいくためには、中
国と同じく、農村や地方都市における販売網
の構築も必要である。
　このようにインド経済の成長と共に中間層
は全国的に増加しており、中間層の購買力増
加によって今後、市場も多様化が進むことが
予想されている。例えば、報道によるとこれ
まで小型車を中心に販売していたスズキの子
会社マルチ・スズキは、ミニバン等の多目的
車（MPV）需要を見据え、インド向け新型
MPV を開発すると共に、日本や北米で発売

図表 10　インドの実質経済成長率の推移と予測

注）図中、○は実績値、●は IMFによる推定値
出所）IMF,�“World�Economic�Outlook,�October�2009”�

図表 11　インドの実質経済成長率及び国際収支

（単位：100 万ドル）
（年度） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GDP 成長率 5.4 3.9 4.5 6.9 7.9 9.0 9.7 9.0 6.7

貿易収支 -12.460 -11,574 -10,690 -13,718 -33,702 -51,904 -61,782 -91,626 -119,403

サービス貿易 9,794 14,974 17,035 27,801 31,232 42,002 52,217 74,592 89,586

経常収支 -2,666 3,400 6,345 14,083 -2,470 -9,902 -9,565 -17,034 -29,817

資本収支 8,535 8,357 10,640 17,338 28,022 25,470 45,203 107,993 9,146

主な
内訳

（内）海外からの投資 6,791 8,146 6,015 15,678 13,000 15,528 14,753 44,957 3,462

（内）対外商業借入 4,308 -1,588 -1,701 -2,928 5,426 2,508 16,103 22,633 8,158

（内）印僑預金 2,316 2,754 2,9778 3,642 -964 2,789 4,321 179 4,290

総合収支 5,868 11,757 16,985 31,421 26,159 15,052 36,606 92,164 -20,080

出所）インド中央準備銀行資料より作成
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している中型セダン「キザシ」も 2010 年の
うちにインド市場に投入する方針である。
　中国に比べ日系企業の対インド投資はまだ
数は少ないが将来のポテンシャルをにらみ今
から基盤を築いている日系企業を紹介する。

5．本田技研工業（二輪車）

⑴本田技研のインド事業概要
　本田技研は二輪車を生産・販売する 2 社の

ほか、4 輪車（ホンダ・シエル・カー・インディ
ア、以下 HSCI、乗用車生産）、貿易業務（ホ
ンダ・トレーディング・インディア）等の現
地法人を持っているが、本稿では主力事業で

図表 13　インドの人口ピラミッド（2010 年）

出所）�United�Nations� Population�Division,�World�
Population�Prospects�2008�Revision

図表 14　インドの所得階層ピラミッド
　　　　�（世帯年収別世帯数の構成比）

出所）�インド国立応用経済研究所のデータ等を参考に野
村総合研究所推計

注）Rs＝ルピー

図表 12　インドの人口ピラミッド（2010 年）

出所）�United�Nations�Population�Division,�World�Population�Prospects�2008�Revision�
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ある二輪車事業について紹介する。
　当社は 1981 年に地場企業である Hero 社
との間に合弁 Hero Honda Motors Ltd.（以
下、HHML）を設立し、インドにおける二
輪車事業を開始した。1999 年には本田技研
100% 出資の子会社として Honda Motorcycle 
and Scooter India（以下、HMSI）を設立し、
現在それぞれの法人にて独立して生産・販売
を行っている。二輪車事業として HHML が
主にオートバイ、HMSI が主にスクーターを

生産・販売する形で市場でのすみわけを行っ
ている。インドの二輪市場は中国に次いで世
界第 2 位（約 900 万台）の巨大市場であり、
そこでホンダグループのシェアは 40% を越
えている（2006 年時点）。また、地場企業で
ある 2 位の TVS と 3 位の Bajai を合わせる
とシェアは 95% に達し、3 社で市場を独占
している形となっている。
　このように、ホンダはこれまでインドにお
けるシェア拡大に努力してきたわけだが、イ

図表 15　HHMLの概要

法人名 Hero Honda Motors Ltd（オートバイが主要商品）

設立 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar,New Delhi - 110057, India.

資本金（出資比率） 3 億 9,938 万ルピー（約 11 億円）
本田技研工業：26％、Hero Group：26％、その他（上場分）：48%

事業の沿革 1984 年：合弁会社として設立
1985 年：生産開始
1997 年：第 2 工場設立
1999 年：第 1 工場 ISO140001 取得
2000 年：第 2 工場 ISO140001 取得
2004 年：単年での販売台数が 200 万台を超える
2008 年：第 3 工場設立

従業員数 4,321 名（2008 年 3 月 31 日時点）

主たる業務 二輪車の生産販売

取扱品目 二輪車　スクーター1 車種、・オートバイ 13 車種

出所）�各種公開資料より作成

図表 16　HMSI の概要

法人名 Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd（スクーターが主要商品）

拠点所在地
Plot No. 1, Sector 3
IMT Manesar, Distt. Gurgaon
Haryana – 122 050.

事業の沿革 1999 年：本田技研工業の 100% 出資会社として設立
2001 年：工場操業開始
2007 年：生産能力がスクーター60 万台、オートバイ 40 万台

売上規模 30 億ルピー（2008 年 3 月期）

従業員数 約 5,700 名（2008 年 3 月 31 日時点）

主たる業務 二輪車の生産販売

取扱品目 二輪車　スクーター3 車種、オートバイ 6 車種

出所）�各種公開資料より作成
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ンド市場向けに開発した低価格製品を先進国
向けに投入する計画も進んでいる。先進国で
は、排ガス規制に対応した製品を生産する必
要があるため、価格が上昇している。このよ
うな状況下で競争力を維持するために、元々
インド仕様で生産された HMSI の二輪車が
世界戦略車として活用される予定で、2011
年にも、低価格の世界戦略中型二輪車が開発
される。これは排気量 250cc クラスで、イン
ドのホンダ系サプライヤーから部品を調達
し、品質を確保しつつ生産コストを下げ、最
終的な販売価格は既存の製品より 30％程度
低減される予定である。インド発の世界戦略
二輪車は、日欧の先進国のほか、中型の潜在
需要を見込むブラジルでの販売も視野に入れ
ており、価格帯は公道走行のオンロード車で
40 万～50 万円、不整地も走行できるオフロー
ド車で 30 万～40 万円台を目指す設計とな
る＊11。このように、当初はインド市場を念
頭に開発された製品が、世界の潮流に乗って
世界市場に投入できる例も出てきたことは興
味深い。

⑵ターゲット
　ホンダの製品は長距離の走行ではなく、都
市内の移動手段を目的としており、年収約 5
万ルピー（約 10 万円）以上という幅広い層
をターゲットにしている。ユーザーとしては、
通勤に使う会社員、荷物運びのトレーダー、
富裕層や中間所得者層の両親に買い与えられ
た大学生などが主なターゲットとなってい
る。このため最低限の機能を求めるユーザー
と、デザイン性やファッション性を求める
ユーザーでは求める機能が違うため、需要に
対応したラインをそろえている。

⑶本田技研工業の取り組み
①高品質の商品を現地価格で投入
　基本設計は世界共通としているため、耐久
性や燃費等品質レベルが高い一方で現地調達

率を 100% にすることで、地場企業と同等レ
ベルでの価格設定が可能となった。信頼性 ･
耐久性の面からも再販価格を高く設定できる
ため、売り上げを伸ばしている。

②販路開拓とアフターサービス
　グローバルでのホンダブランドがインドで
も浸透しており、「ホンダの製品を持つ」と
いうことが一種のステータスとなっていた。
また HHML は現地で 20 年以上前から事業
を展開しており、消費者に密着した販売網も
築いていた。この結果、新しく HMSI を立
ち上げた際にも、広告等の販売促進コストを
比較的低く抑えることができ、事業も立ち上
げやすかった。
　また、HHML の合弁先の Hero グループは
世界最大の自転車メーカーであったため、自
転車の販売網も全国に幅広く保有していた。
これに加え、最終的には合弁を解消したカイ
ナテックホンダの一部販売店の活用も可能で
あったため、全国的な販売網を短期間で構築
できた。
　一方で農村部は穀物価格の上昇などで所得
水準が向上しており、ホンダはこれまで手薄
だった地域についても販売体制を本格化させ
ている。2008 年からは農村部の販路開拓の
ために 500 人の専任販売チームを創設したほ
か、HHML 内に農村部の営業活動を手掛け
る専門部署を設置したほか＊12、トラックを
使った移動式販売店の展開も始めている。ま
た、アフターサービスがブランド評価のため
に重要であるという認識から、販売店がなく、
製品が壊れても修繕が困難な農村部に対し、
定期点検巡回車両も派遣するなどしてアフ
ターサービスに力を入れている。

6．デンソー（自動車部品）

　これまで日系企業が行ってきた製品開発は
「より便利に、より最先端のものを」という

＊11 2010 年 02 月 24 日付け日刊工業新聞
＊12 2008 年 10 月 4 日付日本経済新聞
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路線が基本であった。しかしながら、新興国
向け製品の開発は、今までの製品開発とは異
なり、スペックを落とすだけでは充分ではな
く、全くゼロベースから市場ニーズにあった
機能だけを基本に積み上げて設計するという
発想が必要であるといわれる。タタ自動車が
発売して世界の注目を集めた低価格車ナノに
デンソーが部品を供給したプロセスは、新興
国中間層向けに製品を開発し、本社との調整
も乗り越えた好例であると思われるのでここ
に紹介する。

⑴ナノへの部品参入までの経緯
　2008 年 1 月に 10 万ルピー（当時のレート
で約 28 万円）という価格で発表されたタタ
自動車のナノは、その破格の価格設定で世界
的な注目を集めたが、デンソーはタタ・グルー
プへの製品納入実績を作るため、同車に部品
を供給するまで多大な努力を行った。当社の
当時の現地販売会社社長は、過去にもインド
に駐在した経歴があり 90 年代前半のタタ初
の乗用車インディカへの部品売り込みを行っ
たが日本の性能・機能に固執するあまり、ゼ
ロベースから製品を開発するということがで
きず、参入を果たせなかった。この経験から、
従来の日本の自動車メーカー向けの概念及び
従来の部品の開発手法ではコスト的にインド
メーカーを満足させることはできないと感じ
ており、次にチャンスがあれば必ずこの課題
を克服し受注に結びつけるとの執念を持って
いた。二度目の駐在の際に、今度はタタから
ナノ開発構想が発表された。社内では三輪車
と四輪車の中間的な車で真剣に相手にすべき
ではないという意見もあったが、これは従来
の発想に無い新興国での新しい概念の自動車
であり、今後もインドで事業をしていくため
にはこのような自動車向けに納入できるよう
にならなければならないと社内を説得して
回った。
　そのため、この案件はなんとしても受注で
きるように日本人のみならずインドのスタッ
フとも総智を結集させてコストダウンの活動
を展開していき、最終的にはナノのワイパー

への納入を勝ち取った。ナノへの部品納入の
成功要因を以下のとおり統括する。

⑵ナノへの部品納入の成功要因
①現地人主体による「インド式ものづくりを
取り込む」という覚悟
　自動車が低価格で販売されているインド市
場では、地場メーカーの要求に応じたスペッ
クダウンを実現しなければ、将来的にはイン
ドで勝ち残るのは難しいという危機感があっ
た。そのため、インド地場メーカーへの納入
を勝ち取るという強い意志があった。

②システム全体の提案
　部品単体ではなく、周辺の部品も含めた構
造全体に関する提案を行った。周辺構造部分
に関しての設計には、車両開発当初よりメー
カーと打ちあわせを重ねた。

③仕様の割り切りによる低価格化
　インドの消費者と日本の消費者の求める仕
様は異なる。例えばインドの道路は騒音であ
ふれているため、ワイパーの出す音等はイン
ドではあまり気にされない。このため、イン
ドの法令は遵守しつつ、本来の機能に関係な
い部分は思い切って仕様を変える開発を行い
低コストを実現した。

④現地の技術者が中心になりゼロから必要な
機能だけ積み上げる開発
　従来製品から不要機能を削ぎ落とすコスト
ダウン開発ではなく、現地技術者が現地ニー
ズに合わせ必要機能を積み上げて設計してコ
ストダウンを行う。またタタからは短期間で
試作品を製作することが要求されたが、その
たびに粘り強く現地スタッフが対応を行った。

7．LG 電子（白物・AV 家電）

⑴ LG電子インドの事業概要
　韓国 LG 電子のインド事業は、100% 出資
の現地法人によって運営されており、インド
の電気製品分野において、最も成功している
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企業の一つである。液晶テレビ、携帯電話、
冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジ、エア
コンなど、幅広く消費者向けの家電製品を
扱っており、多くの製品カテゴリーでマー
ケットシェアの上位に食い込んでいる。
　同社は 1997 年、韓国 LG 電子によって設
立され、1998 年に工場を設立、その後も順

調に業績を伸ばし、2004 年には第二工場も
建設した。
　同社の業績の推移をみると（図表 18）、事
業の立ち上げ初期から、売上は毎年、大幅に
伸びてきたことが見て取れる。最初の 3 年で
立 ち 上 げ、5 年 目（2001 年 ） は 対 前 年 比
16％増とやや成長が鈍化したが、2002～2004

図表 17　LG電子　インド拠点の概要

法人名 LG Electronics India Pvt. Ltd.（LGEIL）

拠点所在地 Plot no 51, Udyog Vihar, Surajpur Kasna Road, Greater Noida, Uttar Pradesh, India

資本金出資比率 LG 電子（韓国）：100％

設立 1997 年 5 月

事業の沿革 1998 年　 グレーターノイダに 50 億ルピーで工場建設、カラーテレビ、洗濯機、エアコン、
電子レンジの生産を開始。

2001 年　冷蔵庫とパソコンモニターの製造ラインを設置。
2004 年　 プネに工場建設（同年 10 月より操業）。液晶テレビ、GSM 携帯、カラーテレビ、

エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、モニターテレビを生産。

売上規模 1,070 億ルピー（2008 年）

主たる業務 電気製品の製造・輸入・販売

取扱品目 液晶テレビ、携帯電話、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジ、エアコンなど

出所）同社ホームページ、日立製作所プレスリリース等をもとに作成

図表 18　LG電子の売上高と対前年伸び率の推移

出所）LG電子ホームページ　http://www.in.lge.com/AboutUs/aboutus-companyProfile-factsnfig.aspx
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年にかけては 35～50% の極めて高い成長を
実現し、その後も毎年 12～15% 程度の成長
を続けている。
　韓国企業は日系企業が中国や ASEAN に
注力しているこの 10 年の間に、着実にイン
ド市場に参入し、家電製品の販売を急速に伸
ばして実績を作っていった。そしてこの 10
年間で現地の生産・販売体制を充実させ、良
好なブランド・イメージを構築し、入手しや
すい価格帯の製品を次々と投入していったこ
とが、現在も続く好調な売上・シェア拡大の
背景にあると考えられる。

⑵中間所得層市場に対する見方
　進出当時の市場は必ずしも大きくはなかっ
たものの、他の有望と見られていた国は競合
が多すぎて参入できなかったため、結果的に
インド進出となった。現在よりも更にインフ
ラが未整備の中で、多大な労力を払って先行
投資を行ったが、今になって実を結んだ形と
なっている。今後は中間所得層を主なター
ゲットとしながらも、日系企業がシェアを持
つ富裕層市場へも本格的な展開をする方針を
明らかにしている。

⑶ LG電子の取り組み
①製品開発
　LG 電子のインド事業は、中間層をター
ゲットしたものであるが必ずしも品質は下げ
ておらず、基本設計は韓国本社のものを使用
しつつ、インド消費者の嗜好を取り込んだ開
発となっている。しかしながら、白物家電な
どを中心に市場ニーズを的確に製品に活かす
ため、400 人の開発体制を構築して Indian 
Insight Products（IIP、デザインや機能をイ
ンド仕様にした製品）を生産している。これ
はインドで取り扱っている製品の約 3 割にあ
たる。

②全国に張り巡らせた販売網
　地方都市や農村への販路拡大は、長期的な
投資が必要である。これまで日本の家電など
は大都市をターゲットにしていたため、地方

都市や農村への販路構築が遅れているが、
LG 電子は敢えて早くから全国をカバーした
販路構築に投資を行っていた。現在インドは
地方都市や農村でも消費が伸びてきており、
全国に 10,000 以上の小売店舗を開拓してい
た LG 電子はこの所得増に迅速に対応できて
いる。また、これだけの販売力を背景にスケー
ルメリットを活かした目標販売価格及び生産
量の設定も可能となるため、コスト競争力の
勝因となっているとみられる。

③サービスの強化によりブランド・イメージ
を向上
　近年、LG 電子は特にアフターサービスを
重要視しており、これがブランド・イメージ
をより強化している。当社は普及価格帯の製
品から市場参入しているが、このようなサー
ビスの充実により、高価格製品でも十分に戦
えるだけのブランド力を構築しつつある。

④現地スタッフへの思い切った権限委譲
　前述したように、インドは国土が広く、言
語や習慣も地域ごとに違うため、当社では外
国人がインド市場を理解するのに 4、5 年は
かかると見て、むしろインド人スタッフに任
せた方が最適な戦略を取れると判断した。こ
のためほとんどの業務について、現地スタッ
フには大きな権限が与えられている。現法社
長、財務、R&D のトップ、各製品開発ライ
ンのトップなど、韓国本社側との橋渡しが必
要な部分は韓国人が務めているが、彼らの役
割は基本的に韓国本社との橋渡しに過ぎず、
オペレーションについての判断は現地スタッ
フに委ねられている。結果的に、現地スタッ
フも裁量の幅が大きい仕事に着くことで、や
りがいを感じて仕事をする状況となってお
り、一般のインド企業の離職率は年間 15％
であるが、LG 電子インドは同 4％、R&D 部
門（約 400 人）では更に低く 1％程度となっ
ている。
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第 3章　�総括

　新興国の中間層市場で成功している企業に
共通している特徴は、市場ニーズをよく捉え
た製品を投入し、現地の人材、消費者、流通
パートナーといわゆる“Win-Win”（互恵）
の関係を構築している点があげられる。また、
現地のニーズに製品を適応させながらも、「日
本力」とも言うべき高い品質・サービスを付
加価値として提供している。
　本章では新興国中間層市場で成功する企業
の戦略を整理し、今後の日系企業の取るべき
事業戦略への示唆とする。

　新興国市場において成功している企業の共
通点は、新興国市場ならではの特徴をうまく
掴み、自社の競争力をニーズに合わせて差別
化している。新興国市場の特徴とは大きく分
けて以下のような 2 点が挙げられる。

＜消費者市場＞
　新興国中間層市場は、これまでは必ずしも
購買力が高い市場ではなかったため、消費者
のニーズが十分に汲みとられていなかった可
能性がある。
　今後はこの市場により対応した商品が投入
されていくと思われるが、この消費者層が、
商品を選ぶ時の判断基準は、細かい機能や微
妙な使い勝手よりも、広告宣伝や口コミ情報、
デザインや価格等分かりやすい要素に影響さ
れることが多い。また、ブランドについても
十分に把握しているとは限らず、日系企業と
韓国企業を取り違えて認識している例も多い。
　一方、先進国市場では各社がマーケティン
グの手を尽くしており、競合の少ない分野を
見つけるのは簡単ではないが、新興国では地
場企業のマーケティング手法が成熟していな
い上に、グローバル企業のマーケティングも
先進国ほど厳しくない場合も多い。中国市場
は現在世界で最も激しい競争が繰り広げられ
ているともいわれているが、市場をよく観察
するとニッチのセグメントを開拓できる可能

性がある（詳細は後述）。

＜流通セクター＞
　流通システムは先進国とは大きく異なり、
小売店舗は個人商店が中心の地域密着型であ
るため、卸売も単に小売や下流の代理店から
注文のあった商品を流しているだけのケース
がよく見られる。小売間の流通ネットワーク
が構築されておらず、メーカー側がマニュア
ル等を用意して人員や資金を投入し、販売物
流を担わなければならないことも多い。しか
しながら、このように流通セクターが未発達
であるということは、裏を返せば、メーカー
からの販売・経営上の提案などを行うことに
より、メーカーが主導権を握ることも可能と
言うことである。この点、メーカーに対して
小売セクターの力が非常に強い先進国の状況
とは異なる。

　以上のような新興国の特徴を前提として、
成功企業の先進事例から、各社の戦略的な取
り組みを整理する。各社の取っている個別の
戦略は異なるが、そこには共通の方向性が見
られる。そこで本節では、各社の取り組みの
中から見て取れる新興国の中間層事業戦略に
ついて本社が持つべき基本スタンス、製品開
発、販売等について示し、総括とする。

⑴本社が持つべき基本スタンス
　特に中国やインド等は、前述したように地
域によって習慣や常識が全く違うほか、
ASEAN 等と違って地場産業も多いため、地
元政府から強力なサポートを受ける場合は例
外として短期的に各地域の市場ニーズを把握
して利益を出すことは難しい。
　これらの国は国土も広く、販売網・サービ
ス網・物流網の構築、全国的なプロモーショ
ン展開などには多額の先行投資が必要とな
る。また、国の経済がダイナミックに動いて
いる時期であるため、事業環境も常に変化し
ており、実情を把握するのも容易ではない。
一方で、流通や物流、インフラが未発達なた
め事業を軌道に乗せるために取り組まなけれ
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ばならない課題も先進国の比ではなく、
ASEAN 等と比べても多い。
　このような事実を前提に、本社が長期ビ
ジョンを設定し、長期戦略に従って必要とな
るリソース（人、モノ、資金、ノウハウ）を
戦略的に投入する必要がある。例えば、ある
日系企業はインドに進出後、従来の総代理店
方式から自社で代理店を直接開拓する方式に
切り替えたいが、一時的に売上は減少するこ
とを本社に打診し、承認を得た。これは短期
的な収益よりも、中長期的にインドでの事業
を育てることを優先した例といえよう。結果
的にパートナーである小売店舗の数は総代理
店方式の時期より減少したが、一店舗あたり
の売上高は大きくなった。また、小売店から
直接消費者の動向や嗜好等を吸い上げられる
ようになった。

⑵現地スタッフの活用
　先進国の市場ニーズは日本市場と類似して
いるため、先進国向け製品の開発は日本人で
もある程度は対応可能であるが、新興国中間
層市場のニーズを把握するには、現地スタッ
フとの密接な協力が不可欠である。また、法
制やシステムに変更が多い国 ･ 地域でもある
ため、現地政府とのやり取りは煩雑であり、
日系企業がビジネスを進める上で障害になる
ことがあるが、この時も優秀な現地スタッフ
による対応で問題が解決できる可能性が高
い。企業インタビューでも「最も問題なのは
税関係の変更が大きいこと。税率の変更も多
いが、求められる書類が突然変更されたり追
加されたりするのはかなわない。また何の根
拠もなく通関で荷物が留め置かれることもあ
り、理解できない問題が次々に出てくる（鉄
鋼）」というコメントに代表されるように、
日常生活で事務的な問題が次々に噴出する企
業も例外ではないようである。一方、「中国
でルールが変更されるたびに中国人の経理ス
タッフが問題をさばいてくれるので助かる

（繊維）」というコメントもあり、優秀な現地
スタッフの確保が事業を展開していくうえで
肝要なことがわかる。

　このように優秀な現地スタッフの重要性は
先進国以上に高いが、せっかく育った人材も、
他社に引き抜かれるという例が後を絶たな
い。このため、優秀な人材を雇用、育成、登
用するにあたっては、現地人材のキャリアパ
スを明確にし、モチベーションを高める必要
がある。前述した LG 電子の例でも見るよう
に、モチベーションを高く持った現地スタッ
フを持つ企業の離職率は低い。
　また、日系企業の海外オペレーションは、
往々にして国別に人事評価制度や業績評価制
度が作られ、運用されることが多いが、他国
との人事交流なども視野に入れるなど、グ
ローバルでの人事評価制度の導入も必要であ
る。

⑶戦略ターゲットを明確化
　先進国の市場には、世界中から企業規模の
大小を問わず、多数の企業が高価格帯から普
及価格帯までひしめきあっていることが多
い。一方、新興国の中間層市場は、これまで
必ずしも市場として有望視されてきていない
ため、競合が少ない分野や、まだ一つのター
ゲット先として認識されていない購買者層が
存在していることがある。

①成長力のある高価格品分野
　新興国市場では高価格品分野もまだ市場が
飽和しておらず、高級セグメントだけを対象
として事業を行っても、一定以上の成長レベ
ルを維持できる可能性もある。今回の調査の
中でも敢えて今まで通り高価格品にターゲッ
トを絞り、かつ現地の仕様で製品開発を行っ
ている企業もあった。企業インタビューでも

「同じ製品でも日本よりも高い価格で売れて
いる（繊維）」とのコメントが聞かれ、販売
量を確保できない場合は敢えて高価格分野で
事業展開すると判断する手法もまだ有効であ
る。一般的に、まだ汎用化していない環境や
医療分野において特にこの傾向が強くみられ
る。
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②新しい切り口からの開拓
　単なる「富裕層向け」と「中・低所得者層
向け」といった二元論ではなく、入念な市場
調査によって従来の基準とは異なった、競合
相手が少ない市場が見い出される可能性もあ
る。例えば中国の農機市場は、小型機につい
ては価格競争力が非常に高い地場メーカー、
大型機については欧米メーカーが席巻してい
る市場であったが前述したとおり、ヤンマー
は「賃刈り屋」という市場を見出し、シェア
を大きく拡大させた。

③市場環境変化に伴う空白分野
　急速な経済成長に伴い、消費者の価値観や
ニーズも変化しており、これまで消費者が意
識していなかった新しいコンセプトを提案で
きる場合がある。例えば、近年インドでも健
康志向が浸透し、食生活が変化してきている。
25 年前には非常に狭い市場しかなかったケ
ロッグのコーンフレークが近年は 20～25％
の売上増を記録していると聞く。「インド人
はスパイスの効いた料理が好きである」とい
う先入観を持たず、自社の製品・技術を売る
ことができる機会を探す意味は大きい。

④幅広いターゲットに向けて製品を投入
　低所得者層から富裕層まで幅広いターゲッ
トで製品をそろえて成功している企業もあ
る。日清食品は小分けにした個装商品を販売
する手法で普及帯価格の製品も販売する一方
で、高価なカップタイプのインスタント麺も
富裕層向けに投入している。また、携帯電話
の欧州大手ノキアは世界的に有名なブランド
でありながら中国市場の約 3 割以上を占める
トップシェアを有し、高級ブランドでも低価
格帯でも競争力を持っている。

⑤地方都市や農村も有力市場
　日系企業は、これまでは大都市にターゲッ

トを絞っていた傾向があるが、日産の売上を
地方都市が支えたとする報道＊13 の例でもみ
るように、新興国の地方都市や農村の購買力
もついてきている。また、中国やロシア等で
は地理的な経済効率を考えずに中央政府の意
向で工場の建設や資源の開発が行われてきた
経緯があり、地方にも一大産業を抱えている
ことがある。地方都市への展開は労力がかか
ることであるが、低価格品で利益を伸ばすに
は一定規模の販売量が必要であり、無視でき
ない市場となっている。前述したノキアは中
国の地方都市部や農村（いわゆる 4 級都市）
の市場が今後成長すると考えており、これら
都市の開拓を 2009 年度以降の重点的な戦略
項目の 1 つとしている。

⑷�日本人の価値判断より現地ニーズを優先さ
せる製品開発。「日本力」はそれを実現す
るための手段。

　新興国市場の中間層の所得水準は、先進国
の中間層と比べれば当然低い。しかし、「購
買力が低い」ことは、必ずしも「付加価値の
高い製品に対するニーズがない」ということ
を意味しない。新興国中間層向け製品で成功
している企業は「使いやすさ」、「エコ」、「高
級感」等を大切にしている例が多い。
　一方、新興国中間層の価値観、製品に対す
るニーズは、日本や先進国の価値観から推し
測れないことがある。例えば、インドの都市
部では自動車は車線通りに走行しないことが
多く、追い抜きのためにサイドミラーをたた
んだまま走行する車が多い。このため、デン
ソーがワイパーを納入したタタ自動車のナノ
のように、左のサイドミラーを最初からつけ
ずに販売している車種もある。また、零下
30 度でも 1 回でエンジンがかかるような性
能は、インドでは過剰品質である。また、イ
ンドネシアでは初めて自動車を買う際は家族
が乗れるワンボックスカーが主流であり、所

＊13 2010 年 2 月 10 日付け日本経済新聞「日産自動車の 2010 年 3 月期の連結営業損益が 2,900 億円の黒字と前期比 4,280 億円改善
するのは、中国を中心とした新興国の販売拡大や緊急の収益改善策が想定以上に進んでいるためだ。特に中国ではいち早く
地方都市が多い内陸部まで進出、今期は国内大手 3 社中、販売量、伸び率ともにトップとなる見通し」
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得が高くなってからセダンタイプの乗用車に
切り替わる。欧米や日本と違ってエントリー
カーの定義も違う場合もある。
　現地スタッフの活用（82 ページ）で述べ
たことであるが、現地の視点に立って、現地
で求められる機能やデザイン、販売方法まで
を取り入れた製品開発を行っていくために
は、日本人の価値判断を優先させない製品開
発が重要である。
　一方、現地のニーズにあった製品・販売を
実現するために必要な技術やノウハウが本社
にある場合は、それを戦略的に使っていくこ
とが付加価値につながる。現地駐在員はこの
業務において大きな役割が期待される。現地
発の企画・開発案を支える現地スタッフと日
本発の技術力を伝える本社との分業体制が競
争力に寄与していくと思われる。

⑸サプライチェーン・マネージメント
　新興国中間層向けに価格を下げる手法とし
て、サプライチェーン・マネージメントを効
果的に使う企業もある。ノキアは、北京に
130 億元（約 1,717 億円）をかけて星網工業
園区を設置し、部品、ソフトウェアのサプラ
イヤーを自社周辺に集中誘致させ、JIT 方
式＊14 で納入させるなど在庫効率化を徹底し
ている。また、現地法人組織を単純化し、組
織の運営効率も高めている。例えば、従来ま
で組織上 4 社に分かれていた北京、蘇州、東
莞の 4 工場を、2004 年から 2 年間かけて一
つの会社に合併・統合させる事に成功した。
これにより、工場間の在庫調整がよりスムー
ズになり、これまで異なる会社として発生し
ていた 4 社の税務コストも削減したと思われ
る。

⑹販売
　新興国中間層をターゲットとした場合、単
価の高い富裕層向け商品と比べてより多くの
販売量が必要となってくる。このため製品開

発以上に重要になってくるのが販売力である。

①販売する際の工夫
　▷　 一回あたりの購入金額を抑える
　　　 ネスレや味の素等日用雑貨や食料品な

どにおいては、1 パッケージ当りの容
量を小さくすることで中間層の消費者
にも手の届く価格を実現している。こ
の手法を採ることで、一回あたりの購
入金額は下がるが、割安価格を設定し
ているわけではなく、企業側はきちん
と利益を確保している。

　▷　 ワンコインで買いやすく
　　　 ある日系企業は商品単価を 1 コインで

買える金額に設定して、買いやすい工
夫を施した。

　▷　 パッケージの見直しは慎重に
　　　 コスト削減のために見直しは必須だ

が、新興国ではイメージが重要である
ため、パッケージの質を大幅に下げて
安物と思われないようにしなければな
らない。

　▷　 新興国中間層の人々にとって、「冷房
の効いたショールーム」はそれだけで
近寄りがたいイメージとなることがあ
る。このためある企業は敢えて冷房を
切り、中間層の人々にも親しみやすい
売り場を追求した。

②販売金融
　絶対金額が高い耐久消費財のような産業で
は、販売金融や与信の仕組みを構築すると効
果が高い。この販売金融では、与信リスク管
理と共に、地場銀行などからの与信確保も大
きな鍵となる。

③販売パートナーの開拓
　現地での販売にあたっては、代理店を通じ
た販売形態をとることが多いが、日本企業の
総代理店になるような規模の企業でも、経営

＊14 Just In Time Production の略で、トヨタ生産方式における生産システムの 1 つ。「つくりすぎの無駄」を省くため、「必要な
ものを、必要なときに、必要なだけ」調達、生産、供給することを基本コンセプトとしている。
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が不安定なところが少なくない。また、経営
が大規模で順調な場合、メーカーの意図を必
ずしも聞いてくれるとは限らない。自社の規
模や信頼関係の構築等を背景に、売り場や販
促等に協力してくれる販売パートナーを開拓
することが重要である。一方で、輸入業者、
販売代理店などは安くても回転がよく、消費
者や小売店からすぐに発注のくるような製品
を好んで仕入れ、販促にも注力する傾向が見
られる。高価格で回転の低い製品を販売して
もらおうと思うと、高いマージンを要求され
る場合もあり、直販に変更した日系企業もあ
る。このような販売パートナーを使用する場
合、自社製品の取扱いを高めるためには先方
にも益になるような工夫が必要である。例え
ば、在庫管理や顧客データベースの管理、活
用方法などのノウハウを伝授したり、代理店
や小売店の収益を高める仕組を実践させる。
日系企業の中には、このプロセスを導入する
まで代理店を説得するにあたり、多くの労力
と時間を割いたが、最終的にこのような取り
組みを通じて、小売店、代理店との強い信頼
関係を築き、自社製品の取り扱いシェア向上
につながった例がある。
　また、ある日系企業は、量販店と同社が認
定した優良販売店の間では販売する製品ライ
ンナップや製品のデザインを変える等、優良
販売店を優遇するといった差別化を図り、優
良な販売パートナーを維持するという手法を
採っているところもみられる。

④商品の価値を伝え、顧客満足度を高めるこ
とでブランドを確立する
　▷　 新興国で価格競争に陥らずに高価格を

維持するためには、資生堂の例をみる
ように、自社製品の優れた機能や品質
などの高い付加価値を消費者やユー
ザーに十分に伝えることが重要であ
る。流通産業が未発達の新興国では、
この説明が不足しているケースが多
く、代理店の説明力を向上させる仕組
みを構築し、代理店経由で難しければ、
自社が直接、小売店の説明力を強化さ

せていくような仕組みを検討しなけれ
ばならない。

　▷　 アフターサービスもブランド構築に重
要であり、新興国中間層市場で好調な
事業展開をしている企業では、アフ
ターサービスを重要視している例が少
なくなかった。

　▷　 ある日系企業は過去に映画俳優を起用
したインド全土へのコマーシャルを流
したが、販売網が整備されていなかっ
たため、消費者の需要に対応できない
という事態に陥った。この結果、当然
シェアを伸ばすことはできなかった。
このように、販売網が整備されるまで
は、コマーシャル等は販売拡大につな
がらない場合もある。これに比べネス
レ等は自社の営業マンが直接販売促進
品や商品を持って中小・零細の小規模
店舗を訪問し、販売網を広げると共に
ブランド認知度をあげていった。

⑺まとめ
　これまで新興国市場は、日系企業にとって
は市場というよりも、安い労働力を活かした
生産拠点や原材料の安定調達先拠点としての
役割が中心であり、市場関連情報も限られて
いた。しかしながら 2008 年秋から始まった
金融危機で欧米市場が大きな痛手を受けた
後、新興国市場が世界の景気を牽引する様相
を見せている。この市場はこれまで日系企業
が本格的には参入してこなかったターゲット
であり、しかも状況の変化も激しい。徹底し
たコスト削減に加え市場のニーズをとらえた
製品を開発することは不可欠であるが、一方
で「中国・韓国の技術は結構追いついてきて
いる。高価格品についても 20 年後はどうな
るか分からないという危機感を持っている

（一般機械部品）」という企業インタビューの
コメントに代表されるように、アジアメー
カーも近年技術力を上げてきている。このた
め、高い品質と低コストを可能とする技術革
新が必要であるといわれているが、この達成
は容易ではない。しかしながら、本稿で紹介
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した企業は、技術革新と現状の差を、前述し
たようなハード・ソフト両面からの付加価値
で埋めており、新興国中間層市場をうまく取
り込んでいる例である。この付加価値を武器
とし、さらなる改善を加えた上で、日本の競
争力とするべきである。

＜参考資料＞
・ 『東アジアの国際分業と日本企業』有斐

閣　天野倫文著
・ 社団法人日本電機工業界（JEMA）ホー

ムページより 2009 年 12 月付け家電出荷
在庫統計実績表

・東洋経済海外進出企業総覧
・各社 IR 情報
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更なる低価格帯の誕生
　低価格車として有名なタタ自動車の「ナノ」
が、どのような市場を狙って投入されたかご
存知だろうか。「安い四輪車」と考えると「ど
うやってこんなに安く作ったのか」とか「ワ
イパーが 1 つしかない」、「ミラーが 1 つしか
ない」と評価しがちである。しかし、タタグ
ループ会長ラタン・タタの発想は「安い四輪
車」ではない。インドではリクシャーと呼ば
れる三輪タクシーが走っている。タタ会長は
リクシャーあるいはオートバイの上のカテゴ
リとして「ナノ」を考えており、リクシャー
やオートバイしか使えないインドの人達にも
四輪車を使えるようにしたいという発想から
開発をしている。つまり、上から下にアプロー

チした（安い自動車を作る）のではなく、もっ
と下から上にアプローチした（オートバイの
延長線上の四輪車を作る）のである。中国で
も旧式の農用車をもう少しまともな車に置き
換えようという発想があるが、それと同じで
ある。インドや中国の企業は日本企業とは全
く異なる考え方をしている。
　中国の自動車市場を見る時、我々日本人の
発想だと上位の価格帯には日本車が、中位に
は韓国車が続き、5 万元前後の低価格帯を中
国メーカーが占めていると考える。低価格帯
からどのような戦略で攻め上がってくるの
か、攻め上がってきた時にどのように迎え撃
つかを考える。しかし実際には、中国メーカー
は 3 万元若しくはそれ以下の価格帯の自動車

〈セミナー報告〉

日本企業の新興国中間層ビジネス戦略を
考える

国際経営企画部国際調査室　前主任研究員　牛田　　晋

要　旨

　国際協力銀行（JBIC）は、2009 年 12 月 18 日東京にて、東京大学ものづくり経営研究セ
ンター、㈶海外投融資情報財団と共催で「日本企業の新興国中間層ビジネス戦略を考える」
と題したシンポジウムを開催した。
　このシンポジウムでは、牛田シンガポール首席駐在員（前国際調査室主任研究員）から
JBIC が例年実施している海外事業展開調査の結果を踏まえて「新興国中間層市場の可能性」
について説明があり、続いて㈱野村総合研究所の岩垂上級コンサルタントより「日本企業の
新興国中間層向けビジネス事例と成功要因」、東京大学の李特任助教より「中国自動車メー
カーのボリュームゾーン戦略」、横浜国立大学大学院の曺氏より「韓国企業の新興国ビジネ
スの動向」とそれぞれ題した講演をいただいた。
　講演の後には、東京大学の新宅准教授からの課題提起を受けて、新宅准教授、横浜国立大
学の曺教授、㈱野村総合研究所の岩垂氏および杉本主任コンサルタント、牛田シンガポール
首席駐在員の 5 者でパネル討議を行った。

1． 課題提起：日本企業の新興国市場へ向けた戦略とその課題
東京大学大学院経済学研究科准教授　新宅純二郎
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を投入し、更なる低価格市場を開拓していた、
ということが起きている。日本企業にとって
はまさに肩透かしをくらったという状況であ
る。

　新興国の自動車市場でどのような変化が起
きているのか中国を例にとって考えてみる。
これまで市場の拡大といえば、トヨタ自動車
のカローラ（12 万元程度）に代表されるよ
うな中価格帯の自動車を購入する層が増える
ということが想定される一つのパターンであ
り、多くの企業はそれを狙っていた。ところ
が実際に起きた変化は、最低価格帯つまりエ
ントリー市場における車両価格が 10 万元か
ら 5 万元、3 万元へとどんどん下がるという
ものであった。勿論、収入が増えて 10 万元
台の車が買える人々も増えているが、より加
速して起きているのは、エントリー価格の下
落である。
　日本の自動車産業の発展を振り返ると、
1960 年から 1970 年代のオイルショック前ま
でで新車販売台数が約 5 倍に急成長した。現
在の中国市場は、販売台数は 1 千万台を超え
ているものの、普及率でみると日本の 1960
年代辺りに該当する。つまり今後 10 年程度
で 5 千万台まで成長する可能性がある。そう
すると、自動車各社は 5 千万台という市場に
対応する必要がある。

品質の見切りが重要
　過去に日本企業が欧米市場に参入した際、
最初から欧米の高価格帯市場に入ることが出
来た製造業企業はほとんど存在しない。自動
車やオートバイであっても、まずは低価格帯
に参入し、品質上の問題から製品をつき返さ
れるといった経験を克服して、徐々に品質や
機能を高めた結果、高価格帯に辿り着いた。
しかしながら新興国市場の場合には、これま
で経験した市場とは正反対のところに入って
いくことになる。中価格帯の製品までならば
グローバル製品ラインの中にあるもので対応
可能だが、低価格帯の製品となると「我々の
発想では作れない」とか「品質上の問題が起

きかねない」、「ブランドを毀損する」といっ
た課題を心配して容易に開発できない。
　日本企業は高品質・高機能の製品を目指す
ことが多く、良い材料を用いることに加え、
試験基準も厳しいために価格が高くなる。一
方、新興国の企業がより低価格なボリューム
ゾーンを狙っていく際には日本の企業と同じ
製品を安く作っている訳ではない。多くの場
合には品質を落として価格を下げる戦略を
採っている。そういった企業との競争を勝ち
抜くためにはある程度品質の見切りをしてい
かなければならない。

ユーザーが感じる品質を基準にする
　どのように品質を見切りながら価格を下げ
ていくのか、という点が一つの問題になる。
成功した例は多くないが、一つの例はホンダ
である。同社はアジアでスーパーカブの廉価
版のようなウェーブアルファという製品を販
売している。ベトナム市場では 2000 年頃に
中国製の安いバイクが一気に入ってきたが、
この状況にどう対応するか検討した結果ホン
ダが採った対策は、ライバルメーカーが採用
している中国部品メーカーの取り込みだっ
た。自社のコピー製品を作っている中国メー
カーのノウハウを取り入れて、ホンダなりの
品質に仕上げたのである。ただし、最初の段
階ではホンダの品質を守ろうと考えたために
想定した価格にはできなかった。最終的に課
題を克服するために品質基準を一定程度緩め
たと聞いている。
　同様の例としては前述のナノのワイパーが
ある。雨の多い日本の基準をそのまま適用す
るのではなく、インドで必要と考えられる基
準で設計を行っている。これは日本における
製品と比較すると品質を落としたと言えるわ
けだが、単純に落としたのではないため、実
際に使用した場合のユーザーの実感品質とし
ては恐らく落ちてはいない。ホンダの場合も
ベトナムで使われるバイクがどのくらいのス
ピードで走っているかということを調べ、日
本に比べると遅いという結論を出した。それ
ならば高速道路を走ることを想定した品質は
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「削る」から「積上げる」へ
牛田　シンポジウム前半の講演で取り上げら
れた韓国サムスン電子（以下「サムスン」と
いう。）について、会場から質問をいただい

ておりますので、まずは横浜国立大学の曺先
生からお答えいただきたいと思います。

曺　「サムスンの戦略は結局のところ現地化

必要なくなる。設計としては品質を落として
いるけれども、ユーザーが感じるレベルは変
わらない。
　これらの事例から言えることは、ユーザー
にとっての品質という側面からもう一度品質
の基準をよく見直してみる必要があるという
ことである。現地ニーズを取り入れて設計す
るべきだという話が本日の講演においても
あったが、品質を下げる場合には実際に使用
されている状況をよく把握していないと決断
できない。
　一方で、現地ニーズを取り入れると逆に品
質を上げることも必要になる。つまり現地の
使用状況から判断して、日本では不要だが新
興国では必要な機能がある。例えば、新興国
では電圧が一定ではないために電圧が変化し
た時にも電化製品が駆動し続けることが求め
られる。この製品仕様の変更は品質の向上に
繋がるが、品質を上げるだけでは最終的な価
格が高くなってしまうので、価格を下げる方
向での検討も併せて行わなければ新興国向け
の安価な製品は作れない。

　電機・電子産業における日本企業の競争相
手である韓国のサムスン電子は、同じ製品で
も異なる部品を組み込むという戦略を採って
おり、ひとつの製品を設計する時に三種類位
のランクの部品を用意している。例えば、日
本市場向けの携帯電話には最高品質の部品を

組み込むが、韓国向けには少し安い部品を
使って完成品の価格を下げるということを
行っている。また、一般的には品質管理の指
標は市場不良率（市場に出した製品における
不良数）で計るが、彼らが見ているのはクレー
ム件数である。つまり、不良が起きても「安
かったから仕方ない」と言って修理に出され
るだけならば、市場からは許されていると判
断する。こういった方法で品質の見切りを
行っている。

柔軟な発想を
　再び自動車市場を例にあげるが、1950 年
代頃の日本の自動車の中には現在中国で販売
されている農用車に非常に似たものがある。
10 年後の中国自動車市場 5 千万台のうち、
低価格車が占めると考えられる半分程度を諦
めるということも 1 つの企業判断ではある
が、やはり低価格のボリュームゾーンでも他
社と競っていきたいと考えるならば 1950 年
代までとは言わなくとも、少し設計発想を戻
すということも考えてよいのではないか。高
機能を追い求めて使わなくなっている設計図
面から発想するなど、高価格帯で消費者の購
買力向上を待つだけではなく、低価格製品に
ラインナップを広げていくといった柔軟な発
想を持つことも必要なのではないかと考えて
いる。 （文責　宮口知之）

2．パネル討議
東京大学大学院経済学研究科准教授　　 新宅純二郎 　　　　　
横浜国立大学経営学部教授　　　　　　 曺　　斗燮 　　　　　
㈱野村総合研究所 上級コンサルタント　岩垂　好彦 　　　　　

主任コンサルタント　杉本　　洋 　　　　　
国際協力銀行国際調査室 主任研究員　　 牛田　　晋（司会進行）
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と集権化のどちらなのか」という質問をいた
だきましたが、言い換えると研究開発は現地
とソウル本社のどちらでやっているのかとい
う質問になろうかと思います。サムスンはブ
ラジルでもインドでも顧客ニーズへの対応を
日本企業に比べてうまく実施しています。た
だ、サムスンについて調査してみますと、非
常に集権化された組織であり、その点では日
本の企業と本質的には変わりがありません。
一つ違うところがあるとすれば、意思決定の
スピードが非常に速いという点で、現地で何
かニーズが発生した時、その対応は非常に速
いです。
　またサムスンは、少なくとも家電製品の場
合には、基本的にハイエンド製品で勝負して
いるわけではありませんから、ミドルエンド
製品の生産におけるコストダウンのノウハウ
というものが組織の中に残っています。加え
て、サムスンは歴史的にアウトソーシングを
利用することが多かった経緯もあって、現地
の部品メーカー、または韓国の部品メーカー
を非常にうまく活用しています。
　このような取り組みを参考にすることで、
日本企業も低価格製品を作ることができるか
もしれません。例えば 150 万円の車から機能
を削り、材料を変えれば 100 万円に出来るの
ではないかという考え方があります。以前、
自動車会社から大学に転じた方に話を聞きま
したら、実はこのような方法で低価格化を試
みたことがあるそうです。機能を削って安く
作ってみたところ 150 万円の車を 100 万円に
することは出来たものの、それが限度だそう
です。
　今あるものから機能を削っていく方法の限
界が 100 万円であれば、タタ自動車や現代自
動車が作っているような 50 万円、60 万円の
車はどうすれば作れるのでしょうか。これは、
ゼロベースで開発しなければいけません。そ
れは日本人には無理で、現地の人を使ってや
るしかない。なぜ 100 万円以下は無理かとい
うと、結局価格の高い日本の部品メーカーの
力を借りるしかないからです。だからそれを
使わずに現地の部品メーカーを使ってゼロか

ら作っていくしかないのです。機能を削ぎ落
とすのではなくて、必要なものを積み上げて
いくのです。これは自動車メーカーだけでは
なくて、おそらく家電についても同じことが
言えると思います。

牛田　ありがとうございました。質問に対す
る回答としてはサムスンの場合は本社主導と
いうことでした。次に、ご講演の元になった
日本企業に対する調査を通じて、現地法人に
どこまで任せるのか、あるいは、本社でどこ
までやるのかという点について、成功例やご
苦労されている例があれば、岩垂さんから簡
単にご紹介いただければと思います。

大胆に現地法人に任せよ
岩垂　先ほどの講演では「製品開発は現地に
任せるべき」というメッセージを伝えました
ので、「では本社はどうするのか」という視
点から回答したいと思います。調査にご協力
いただいたインドの日立では、（人を避けて
送風する日本の製品とは異なり）人に風が当
たるような製品を現地で開発しましたが、品
質保証は日本でやっています。韓国の LG 電
子はインドで 400 人体制の R ＆ D を行って
います。400 人の中には組込みソフトの開発
を行っている人もいますが、多くの人は例え
ば冷蔵庫の取手はどういう形が良いとか、パ
ネルの色はどんな色を使ったら良いとか、顧
客の目に触れるような箇所の設計を行ってい
ます。基本設計は大きな費用が必要となるこ
ともあり、韓国の本社で行っているようです。
また品質保証も、開発した製品と担当者を韓
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国に送って本社で行っています。つまり基本
設計や基本技術の開発は集約して本社で行
い、現地では顧客の目に見える部分の開発を
行うというのが、一つの役割分担の形なのだ
ろうと思います。
　一方で、本社が現地向け製品開発の障害と
なるケースもあるようです。ある白物家電
メーカーの方から伺った話ですが、初期品質
で 1％以上不良が出るというのは非常に重大
な問題として考えられてしまうそうです。と
ころがある欧米の会社では、5％くらいまで
は許容範囲内で、その代わり部品のコストを
下げて安く作ることができれば良く、アフ
ターサービスをきっちりとやれば問題にはな
らないそうです。「不良を出さない部品」の
コストと「アフターサービス＋安い部品」の
コストを天秤にかけて、5％くらいまでは許
容できると決断しているわけです。先ほどの
新宅先生のお話にありましたように、不良品、
不良率というのはもしかしたらお客さんが感
じる率を判断基準とするべきかもしれません
ので、その基準を用いた時にどこまで不良を
許容できるのか、あるいは初期品質は維持し
たとしても耐用年数をどこまで下げられるの
かを考えることが、低価格製品を開発するう
えで大事だと思います。しかし、本社の技術
本部で品質向上にしのぎを削っていらっしゃ
る方にとっては、こうした後ろ向きの開発を
行うことが難しいかもしれないと思います。
そこを理解しつつ、現地の人に権限を与えな
がらいかに開発を行っていくか、この問には
解がないですけれども、模索をしていかなけ
ればならないことではないかなと感じていま
す。

新宅　現地と本社の機能の分担について、私
が現場に行ってみた限り日本企業の場合に
は、どちらかと言うと本社のコントロールが
強すぎるケースが多いようです。今日ご紹介
いただいた日立のインドのエアコン会社には
私も行きましたけれども、日本人は社長一人
です。あとは全員インド人です。この会社が
販売しているエアコンは、色々と特徴があり

ますが全てインド専用設計です。日本で設計
したものをインドに持って行ったのではな
く、インドでインドのためのエアコンを開発
しているという状況ですから、先ほどの曺先
生の話でいうところの、削っていくのではな
くゼロから積み上げていくというやり方の例
です。では本社側は何もしなくて良いのかと
いうと、そういう訳ではありません。もし本
社が何もしていなければ、インドのローカル
企業と変わりません。本社の役割はインドの
ローカル企業にはない技術、日立ならではの
技術をいかに提供するかということであり、
当たり前ですがこれが多国籍企業としての強
みになるわけです。
　また、タイの LG 電機にも行ってまいりま
したが、最近のヒット商品でインドネシア市
場向けの低電圧エアコンというものがありま
す。その商品だけでインドネシア市場での
シェアが 10 ポイント上がって 35％になり、
パナソニックを逆転して首位になったという
ものです。インドネシアでは電力の供給能力
が不十分で、家庭で一斉に電化製品を使用す
ると電圧が突然下がることがあるので、低電
圧でも動くエアコンがあれば良いのではない
か、という発想で開発された製品だというこ
とです。LG の場合にも開発は本社の担当で
すから、最初は本社に開発を依頼したそうで
す。しかし、本社はそんな製品の需要はあま
り無いだろう、それに忙しいからという理由
で開発を断ったそうです。結局、タイ拠点で
引き取って開発することになりました。しか
し、低電圧でも動くエアコンの開発は難しい
ようで、本社から様々な技術支援をしても
らったそうです。因みに、このタイの拠点は
徹底的に現地化をしています。もちろん韓国
人がいますけれども組織の表には載っておら
ず、全員サポート役に回っています。通常の
オペレーションは徹底的に現地の人たちに任
せており、任せられる人材を育成しています。
韓国人は要らないかというと、そうではなく
て技術、資金や設備など、本社とタイのつな
ぎ役として必要だと言います。また、駐在員
は時々替わったほうが良いと言います。ずっ
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と現地拠点にいると新しい情報が分からなく
なるので、時々韓国に帰って新しい技術を
知っている社員に代わるのです。結果的に現
地で長期的にオペレーションを担うのはタイ
人ということになります。講演に対するご質
問の中に、ローカルのマネージャーの定着率
という話がありましたが、タイの LG で聞く
と、元々は定着率が低いことに悩んでいたそ
うです。特にホワイトカラーの離職率が高
かった。しかし 2000 年位から現地化を進め
て、現地人マネージャーが、タイ人が辞めな
いためにはどうすればいいかということを一
生懸命考えて手厚いケアをしたところ離職率
が大きく下がったそうです。この対策は韓国
人や日本人ではできないということです。人
事を扱う担当のマネージャークラスにも現地
人を採用して動いてもらうということで変
わってくる。しかし、それなら本社側の駐在
員は要らないのかというと、やはり他の役割
が随分あるだろうと思います。

�チャネル開拓のために現地トップも動く
べき

牛田　ありがとうございました。では少し別
の観点からということで、杉本さんからお願
いしたいと思います。私どもより委託した調
査では、中国やインドネシアの中間層の攻略
に成功している企業を 13 ～ 4 社調査してい
ただきましたが、岩垂さんの講演でも全てカ
バーしているわけではございませんので、印
象に残った事例などを少しご紹介いただけれ
ばと思います。

杉本　今まで、どうやってものを作るかとい
う点について話をしてきたと思いますが、岩
垂の話にもありましたように「開発した製品
の良さをどのように伝えていくのか」という
ことが次のポイントになってくると思いま
す。そういう意味で言うと、ヤンマーの例が
あります。先ほど「賃刈屋＊1」の話がありま
したが、この賃刈屋という顧客はビジネスと

して作物を刈り取りますが、購入する農機を
選択する際には耐久性を非常に重視します。
ヤンマーでは実際のユーザーを招いて、ヤン
マーの農機を使ったことによる成功体験をセ
ミナーで話してもらう仕組みを作っていて、
商品特性を伝える取り組みとして非常にうま
くいっているようです。
　もう一つ、ピジョンという企業があります。
比較的ハイエンドな哺乳瓶などを生産・販売
していますが、自社製品が他社製品とどう異
なり、いかに良いものなのかということを消
費者にしっかり納得してもらわなければ販売
にはつながりません。商品特性を正しく説明
してもらうためには販売チャネルの整備がも
ちろん必要です。ピジョンもチャネル整備に
取組んでいますが、さらなる努力として中国
の各省トップ 1 位・2 位の病院と提携し、母
乳による子育て推進運動を実施している中国
政府、あるいは省政府の政策に協力すること
で省の大病院のお墨付きのブランドという地
位を得て提携先の病院に置いてもらっていま
す。もちろん、病院では販売活動を実施して
いるわけではありませんが、これから母親に
なる妊婦さん達は将来的なユーザーですか
ら、その方々が初めて触れる哺乳瓶がピジョ
ンの製品ということになれば大きな影響力を
持ちます。病院近くの販売店開拓は徹底的に
行い、そこでピジョンの製品が買えるという
状況を作っています。このように、自社製品
に消費者が触れる機会を自社で作り、実際に
使ってもらって自社製品がどれだけ高品質で
あるかをしっかり伝えているのです。
　新興国の販売チャネルは未発達ですから

「売って下さい。お願いします。」と言ったと
しても、製品の良さを正しく伝えていく能力
が無いので、自社でチャネルそのものを教育
していく、あるいは教育することが難しい場
合にはメーカー自らが消費者に伝える仕組み
を作っていかなければいけません。先進国で
はチャネルと契約さえ出来れば自社製品の良
さも伝えてくれますし、販売もうまく行くこ

＊1 農家より仕事を得て作物の刈取りを専門に行う業者の事を指す。
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とが多いです。この違いが新興国のリスクで
あり、一方でうまく対応できた場合には勝者
になれます。チャネルの開拓や教育をどのよ
うに行っていくかという戦略によって差別化
ができるのだろうという点が、今回の調査で
一つ分かった良いところであり怖いところで
した。

牛田　ありがとうございました。調査を通じ
て「中国でのビジネスがうまくいっている企
業の現地トップの方々はほとんど部屋におら
れない」といったお話を伺っておりましたが、
その点を杉本さんから少し補足していただけ
ればと思います。

杉本　基本的に、中国で成功されている現地
法人の経営者の方は総経理室にいるという方
は少なく、トップ自ら代理店をまわって常に
販売先の開拓をしていく、或いは、密接なコ
ンタクトを通じて既存のチャネルの心をしっ
かり掴むということを皆さん実施されている
ようです。講演では資生堂さんの例がありま
したが、地方の専門店と新規契約を交わした
時には、総経理自ら現地に赴いて専門店の
方々と握手をして「よろしく頼みます」と伝
えるそうです。そうすると中国代表のトップ
の方が自分たちのところに来てくれるとは、
他社と 10 年以上付き合ってもそのようなこ
とは一度もなかったと非常に感動して、やる
気を出してくれるケースがあるそうです。こ
のような例からもトップの方が汗をかいて
きっちりとチャネルにコンタクトして自分た
ちの想い、或いは自分たちの戦略を伝えてい
くということも、非常に大事なことなのかな
と思います。

ブランド力は毀損しない
牛田　ありがとうございます。それでは話題
を変えて、「ブランド力」についてお話を伺
いたいと思います。ボリュームゾーンでの販
売に取組むということは、多くの日本企業に
とって高級品から中級品へとシフトすること
を意味しますから、その過程でブランドの毀

損ということに繋がりはしないか、また、従
来の自社の高級品の販売に影響が出るのでは
ないかというご心配を持っている方も多いと
思います。このような点について新宅先生か
らご意見賜りたいと思います。

新宅　これは実証的に研究する必要がありま
すが、私の答えは「心配ない」ということに
なります。ただ、本当に高級品を作っている
企業は心配する必要があります。時計で言え
ばロレックス、自動車でいえばレクサスやベ
ンツです。こういった会社は中級品を生産す
る選択はしない方が良いと思いますが、日本
企業の多くは大衆向けのブランドです。少な
くとも先進国市場ではそうです。ピラミッド
の頂点にあたる製品だけを生産している企業
もありますが、保有するブランドの性格が大
衆向けである場合には、ボリュームゾーンへ
の進出がブランドを毀損するという心配はあ
りません。もちろん品質を落として低価格品
を出すといっても、蓄積したノウハウがある
わけですから中国などのメーカーとは違う製
品になります。
　例えばフィンランドに有名なノキアという
携帯電話メーカーがあります。2002 年から
2004 年くらいまで、中国の携帯電話市場で
はローカルメーカーが台湾製の部品を使いな
がら安い製品を開発して大きく成長しまし
た。そのことにノキアは大変な危機感を持ち、
新興国市場モデルを開発したのです。これが
大変成功して、低価格品市場におけるノキア
のシェアは 40% 位になりました。今やノキ
アのシェアが一番高い価格帯は高・中価格帯
ではなく低価格帯です。この戦略によってノ
キアのブランドが中国市場で傷付いたでしょ
うか、そんなことはありません。お金のない
中国人も早くノキアを買えるようになって良
かった、もっと豊かになったらもっと良いノ
キアを買おうと考えている人が増えたようで
す。操作方法など一度ノキア製品に慣れると、
引き続きノキアが良いと考える傾向がありま
すから、その効果の方が大きかったようです。
先ほど少し触れたベトナムのウェーブアル
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ファという廉価版のバイクですが、これも同
じような受け止められ方をしています。
ウェーブアルファを販売しているアジア地域
で、ホンダのバイクは安物だと認識されるよ
うになったということは聞いたことがありま
せん。これらの例から、大衆向けブランドを
持っている方々はブランド力の毀損を心配す
る必要はないと私は思います。

独自分野への進出が鍵
牛田　明確なお答えありがとうございまし
た。それでは、曺先生に韓国の会社の話を聞
きたいと思います。前半の講演でも韓国系企
業の強みあるいは課題が紹介されましたが、
先生の目からご覧になって韓国系企業の強み
や課題、または韓国系企業が日本企業のどう
いった点を脅威と感じているのか、反対に韓
国系企業から日本企業が学ぶとすればどうい
う点があるのか、といった観点でお話いただ
ければと思います。

曺　これまでの議論をひっくり返すような答
えになってしまうかもしれませんが、ボ
リュームゾーンへの対応について、日本企業
が現地ニーズの把握ができなかったとすれ
ば、把握すれば良いのです。そしてニーズに
合うような機能を持つ製品を、時には部材の
品質を落として作ればよいのです。この考え
は間違っていないと思いますが、サムスンや
LG という新興国市場で成功している韓国企
業と日本企業を比較すると、今日のこれまで
の議論における論点だけを見ていては日本企
業が競争に打ち勝つのは難しいのではないか
なと考えています。
　私は 2004 年にサムスンについての本を出
版しましたが、その時に一つ思ったのは、日
本式の経営学というものがあり、それが正し
いとすればサムスンは 5 年以内に潰れるとい
うことでした。なぜかと言うと、サムスンは
非常にトップダウン的な組織です。ほとんど
の技術開発はアウトソーシングを利用してい
ますし、更には極めて厳格な成果主義を採用
しているなど、日本の企業とはまったく異

なっています。ですから、日本式経営が正し
ければサムスンは 5 年後には倒産まではしな
くても普通の韓国企業になってしまうので研
究対象からは外してもいいと思っていまし
た。しかし実際は一時の停滞を乗り越えて、
最近ますます勢いが増しています。
　サムスンが現在主力とする製品は、一番が
半導体やフラッシュメモリー。二番目が液晶
関連（パネル、テレビ）で、テレビについて
言えば今は LED テレビも出しています。三
番目は携帯電話です。要するに全てエレクト
ロニクス製品であって、冷蔵庫や洗濯機のよ
うな白物家電ではありません。そしてサムス
ンの利益は、海外ではなく基本的には韓国国
内市場から得ています。
　サムスンはなぜこのような企業になったの
だろうかと考えると次の 3 点に集約されると
思います。1 つ目はキーデバイスに対する集
中的な投資です。今は半導体一つ作るにも 3
千億円、4 千億円といった資金が必要です。
その意思決定ができるかできないかは、コー
ポレートガバナンスの問題だと思います。こ
の点については様々な議論がありまして、例
えば製薬企業にはオーナー系の企業が多いの
ですが、それはなぜだろうか、という議論な
どです。これは日本や韓国だけではなく、他
国にも言えることです。米国の GM とフォー
ドはビッグスリーの一角でしたが、GM は潰
れ、フォードは耐えている。このような事例
から考えると、企業の競争力とオーナー経営
の関係をもう少し真剣に考えていく必要があ
るのではないでしょうか。サムスンも LG も
現代も、全てオーナー系の企業で非常に意思
決定が速い。また、人事の面でも、社長の年
齢が一人を除いて 55 歳以下なのです。42、3
歳で常務になって 50 歳ぐらいで辞めていく。
そして老後は自分で勝手に考えるという文化
ですので、非常に冷たい組織であるとも言え
ますが、企業そのものの競争力は非常に強く
なっていくだろうと思います。
　2 つ目は工程技術です。ものづくりは日本
の企業が今まで強みとしてきたところです
が、半導体の分野ではやや想像と異なります。
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サムスンは、40 ナノ技術（1 ナノ＝ 100 万分
の 1 ミリ）を事業化しています。日本と台湾
の企業の場合だと 60 ナノを採用しています。
この違いはどれくらいかというと、2 世代違
うということです。1 世代違えば生産コスト
は約 30％違うといいます。日本は 2000 年に
なってから、ものづくりものづくりと言いな
がら、実はあまり真面目に取組んでいなかっ
た可能性もあるわけです。一方でサムスンは
真面目にやっていたということになります。
　3 番目は非常に大事なポイントで、サムス
ンでは組織がひとつに統合されています。人
事も含めて全ての情報がグループの中で全部
つながっています。IT を用いて企業資源計
画（ERP）が運営されています。日本の企業
でサムスンと同じように外注先まで全部つな
がっているところはないと聞いています。韓
国では、サムスンのみならず国そのものがこ
ういった IT 化に成功しています。日本の場
合には、市町村全部（現在 1,772）があたかも、
別の島になっているような状況で、それぞれ
別の企業のプログラムを利用しているために
そうなっています。これは非常に大きな負の
遺産になる可能性もはらんでいます。恐らく、
日本人は韓国人と比較して情報の共有が非常
に得意なのでしょう。私はこの特性が多国籍
企業になった時に却って問題になりかねな
い、つまり日本的な方法での情報共有は非常
に大きな欠陥となる可能性があると考えてい
ます。言葉も宗教も異なり、居住地も離れて
いる状態ではうまく機能しないのではないか
と思います。韓国人には非常に苦手な分野で
すが、コンピューターネットワークがその弱
点を補ってくれており、企業が多国籍化した
場合にはむしろそれが有利に働いていると考
えられます。大体この 3 点が、サムスンや
LG がグローバル企業に成長した大きな要因
ではないかと思います。
　次の質問である、韓国系企業が日本企業の
どんな点を恐れているのかという点ですが、
残念ながら現在の韓国企業はジャパンパッシ
ングといった意識を持っているところが多い
ようです。典型はサムスンで、日本サムスン

の社長は空席にしています。ただし日本が何
かを（特に環境技術においては）持っている
だろうなという期待感はあるようですが、ま
だ具体的に見えていないと判断しているので
しょう。エレクトロニクス企業に限らず、様々
な分野において日本の事務所を縮小する、日
本の駐在員を減らすという方向にあるようで
す。また、優秀な留学生もあまり来ていませ
んし、ジャパンパッシングからジャパンナッ
シングにすらなっているかもしれません。
　最後に韓国企業から日本企業が学ぶべき点
については、たとえあったとしても真似でき
ないと個人的には考えています。韓国企業が
強みをもっているのは組立技術であり、他社
にキャッチアップするための技術ですので、
日本企業がそこに逆戻りするという発想はな
いと思います。多少険しく厳しい道ではあり
ますが、日本企業は今までのアメリカ型の技
術からドイツ型の技術にシフトしていくしか
ないと思います。なぜこういう話をするかと
いうと、韓国の勢いもあと 5 年位ではないか
と考えているためです。経営スピードや若さ
では中国がはるかに上回っているわけです。
中国の場合には、30 代の経営者が出てきて
おり、若い経営者はスピードが速いのです。
さらに中国は国家が強力にバックアップして
います。現代重工業で話を聞く機会がありま
したが、LNG タンカーの受注合戦で中国企
業に完敗したそうです。その場で中国の政府
が総額の 90％にあたる融資を申し出たので
すから勝てるわけがない。このように韓国企
業も厳しい状況ではありますが、日本企業は
韓国企業がやっていない分野にシフトしてい
かなければ長期的な競争力向上は難しいので
はないかと思います。

知識の源泉としての国内拠点
牛田　ありがとうございます。最後の質問と
して新宅先生にお伺いをしたいのですが、日
本の企業が海外に出て行くと日本には何が残
るのか、国内で何をやっていくべきなのかと
いうことについてご意見を頂戴できればと思
います。
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新宅　私の同僚で国際経営学が専門の天野倫
文先生という方がいますが、彼は日本企業の
国際展開で何が起きたかということを研究し
て本にまとめています。その結論を簡単に、
私なりの言葉で申しますと「空洞化を早く進
めた企業ほど海外で成功している」というこ
とです。海外のみならず、国内でも成功して
いる。要するに、早く事業を転換することが
大切だということです。流れる血を一生懸命
止めようとしている企業はいつまでたっても
血が止まらない。すぐに血を入れ換えてし
まった企業ほど長期でみると良くなってい
る。更に言うと、結果としてそういう企業で
は空洞化は起きていなかったという研究なの
です。
　ではどういうことを国内でやっていけばい
いかという点についてはいろいろあると思い
ますが、研究開発に集中するとか、国内向け
の新製品を作るとか、必ずしも易しくはない
のですが、そういうことが考えられます。ま
た、国内に工場は持たなくても良いかという
と、そうではないと思います。ものづくりの
能力、つまり工場のコスト力というものは、
やはりそれぞれ違います。コストが一番安い
工場が自社の中で一番偉い工場だと考えてい
る会社は恐らく潰れてしまいます。生産性が
どれだけ高いか、加えて改善能力がどれだけ
あるか、こういった基準で見た時に優れた工
場が良い工場であって、横並びで工場を評価
をする基準というものは、決して金額コスト
ではないと思います。そうすると、例えば日
本にそういう意味で優れた工場があれば、そ
の工場で生まれるものづくりを改善する知識
を、他国の工場に投入していけばいい。そう
すると知識を導入した工場は、同じ国の中で
もその知識のない工場に比べてより安いもの
づくりができるようになるわけです。工場の
コストだけで判断をすると結局全体で損をす
ることになるわけです。
　では日本に量産のための工場が必要かとい
うと、そうではありません。知識を生み出せ
るだけのボリュームを持っていればいいので
す。その規模は製品によって異なると思いま

すが、この観点で残す工場を考えるべきです。
我々が何も知識を生み出せなくなったらこれ
はもう仕様がありませんが、結局日本国内で
は、工場なり開発なり新しい事業なり知識を
生み出す母体として頑張っていく必要がある
と思います。
　現地向け製品を開発し販売している企業で
も、現地の方の嗜好や製品の使途については、
日本人ではなかなか分からないわけです。で
は日本で何をやっているかというと、技術の
提供や製品のスペックを最終的に作りこんで
いく際に必要なノウハウの提供を行ってお
り、これは日本企業が長年蓄積しているもの
です。製品は違っても方法論はそのまま使え
るわけです。方法論を現地拠点や提携先企業
に伝えていくことが必要になってくるのだと
思います。

優位性を持って海外へ
牛田　ありがとうございました。では曺先生
からも一言お願いいたします。

曺　新宅先生から非常に良いお話をいただき
ました。私もある偉い日本人の先生が、競争
力のある技術を用いて海外生産しているとい
うのは非常に憂慮すべき事態である、とコメ
ントしているのを学会で聞いたことがありま
す。これには非常に驚きました。むしろ、技
術の優位性があるうちに海外に積極的に出て
利益を確保しなければいけないと考えていま
すので、話が反対ではないかと思ったことを
思い出しました。
　このことに関係してサムスンの方から聞い
た話を紹介したいと思います。シャープが三
重県の亀山に一貫生産工場を作りました。そ
のニュースを聞いた時にこのサムスンの方は

「ああ、これで勝った」と思ったそうです。
要するに海外に積極的に展開する意欲が無
い、国内で閉じこもるつもりだと判断したわ
けです。その後どうなったかというと、国内
では大きなシェアを持っていますが、残念な
がらシャープは海外ではメジャープレーヤー
ではありません。
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　私は 2000 年頃から日本全体が守りの姿勢
に入ってしまったように感じています。ボ
リュームゾーン向けの製品開発ができていな
いという問題の根幹には、こういった傾向が
あると思います。利益を確保するために海外
に出て行くと、当然現地から追従者が出てき
ますし、リバースエンジニアリングをして、
競合製品を出してきます。それでも現地に
行って戦うと緊張感も圧力も全く変わってく
るのです。日本企業には今までの蓄積もあり

ますし、競争によって技術の成長速度も高ま
ると思います。私は日本に 20 年間住んでい
ますが、最近の傾向をみると守りの姿勢に
入ってしまったようで空洞化への心配が極端
に現れているのかなと感じます。むしろ逆手
に取って海外に出た方が良いと思っていて、
その点で新宅先生の意見に大賛成です。

牛田　両先生、そして野村総研のお二人、あ
りがとうございました。
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石油開発ビジネスにおける
日本企業の動向

一橋大学大学院商学研究科教授　 橘川　武郎

Abstract

The purpose of this paper is to make clear the present condition of Japan’s international 
competitiveness in the petroleum exploration business.  The Japanese petroleum industry 
has held two weaknesses: the one is a separation between the upstream businesses 
(exploration and production) and the downstream businesses (refinery and sales), and the 
other is an existence of too many, too small companies in the upstream segment.  Therefore, 
Japan has no “national flag oil company” that takes root in other oil importing countries, for 
example CNPC and Sinopec in China, Total in France, ENI in Italy, and Repsol YPF in Spain.
If a big downstream oil company, like Nippon Oil Corporation, could integrate the upstream 
businesses, the above mentioned two weak points should be soon cancelled.  In reality, 
however, such a possibility is very low because all Japan’s downstream oil companies do not 
have enough money to buy the upstream interests.  Under the long-term regulation lasting 
until 2002 when the Petroleum Industry Law was abolished, the Japanese downstream oil 
companies lost international competitiveness, and did not yet recover it.  Consequently, it is 
necessary for the Japanese petroleum industry to have more realistic solutions to overcome 
weaknesses.
The more realistic solutions are horizontal integration of Japan’s upstream businesses and 
strengthening of international competitiveness of Japan’s downstream oil companies.  The 
latter solution consists of two points: the first is high-level integration in domestic industrial 
complexes with refinery and petrochemical plants, and the second is approach to oil/gas 
fields through technical exportation or direct investment.
The first solution, the horizontal integration in the upstream segment, has been successfully 
proceeding in the 2000s through a rapid growth of INPEX (International Petroleum 
Exploration) Corporation, which develops oil/gas exploration businesses in Indonesia, 
Australia, Mid East, Caspian Sea and so on.  Moreover, JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals 
National Corporation) contributes to the upstream integration through concentrated supply of 
risk money to core companies like INPEX and JAPEX (Japan Petroleum Exploration) Co., Ltd.
The second solution, the strengthening of Japan’s downstream oil companies is also 
proceeding step by step.  RING (Research Associations of Refinery Integration for Group-
Operation) has been obtaining good results on integration of refinery and chemical plants in 
industrial complexes in Japan since 2000.  Sumitomo Chemical, Idemitsu Kosan, and Mitsui 
Chemicals have constructed or will construct their plants in oil/gas producing countries.  
Besides, JCCP (Japan Cooperation Center, Petroleum) has been producing technical supports 
to oil/gas producing countries.
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はじめに

　リーマン・ショックの 2ヵ月前の 2008 年 7
月に 1 バレル＊1 147 ドルの史上最高値を記録
した原油価格（ニューヨーク原油先物市場に
おける WTI＊2 原油の価格）は、ショック後
急落し、2008 年末から 2009 年初にかけては、
1 バレル 30 ドル台にまで低下した。しかし、
その後徐々に回復し、2009 年 10 月と 2010
年 1 月には、1 バレル 80 ドル台に乗った＊3。
原油価格は、大きく言えば、需給要因と金融
要因とによって決まるが、2009 年 10 月～
2010 年 1 月の 1 バレル 70～80 ドル台という
水準は、ほぼ正確に需給要因を反映している
という見方が、支配的である。したがって、
2010 年もこの水準の前後で推移する可能性
が高い。
　原油価格が 1 バレル 70～80 ドル台前後で
推移すれば、1 バレル 30 ドル台に急落した
時には一時的に注目度が下がったエネルギー
セキュリティ（安全保障）への関心が、日本
でも再び高まるだろう。日本でエネルギーセ
キュリティを確保するためには、油田の権益
を獲得するという従来方式のアプローチだけ
でなく、製油所や石油化学工場を産油国に建
設するという新しいアプローチ（「下流の技
術力で上流を攻める」アプローチ）も必要に
なる。住友化学のラービグ・プロジェクト（サ
ウジアラビア）や、出光興産・三井化学のニ
ソン・プロジェクト（ベトナム）などは、そ
の先駆けと言える。
　日本の石油精製企業や石油化学企業の本格
的な海外直接投資は、日本国内での需要低迷
および設備過剰とあいまって、石油産業の本
格的な業界再編につながる可能性がある。新
日本石油と新日鉱ホールディングスの経営統
合は、大規模な業界再編の序曲になるかもし

れない。業界再編が本格化すれば、その対象
は、石油元売会社だけにはとどまらず、石油
化学企業にまで及ぶ可能性がある。
　本稿は、このような 2010 年の見通し＊4 に
立って、石油資源開発をめぐる日本の国際競
争力について、現状分析を試みるものである。
第 1 章では日本の石油産業がかかえる脆弱性
について概観し、第 2 章ではそれを克服する
ための 2 つの施策（（a）上流部門での水平統
合と（b）下流石油企業の組織能力向上）を
提示する。そのうえで、第 3 章では（a）の
施策を、第 4 章では（b）の施策を、それぞ
れ掘り下げる。「おわりに」は、全体のまと
めに当たる部分である。

1．日本石油産業の脆弱性

⑴�世界石油企業上位 50 社ランキングに登場
しない日本

　アメリカの石油専門誌 PIW（Petroleum 
Intelligence Weekly）は、毎年年末になると、
世界の石油企業上位 50 社のランキングを発
表する。このランキングでは、石油埋蔵量、
天然ガス埋蔵量、石油生産量、天然ガス生産
量、石油精製能力、石油製品販売量の 6 要素
についてそれぞれ順位づけを行い、そのうえ
でそれらの単純平均を求めて総合的な順位を
決定している。最新のランキングであり、
2008 年の実態にもとづいて作成された PIW

（2009）から、世界市場で活躍する主要な石
油企業は、3 つのタイプに分けられることが
判明する。
　第 1 は、アメリカ系の Exxon Mobil（総合
で 3 位、以下同様）・Chevron（9 位）、イギ
リス系の BP（6 位）、オランダ・イギリス系
の Royal Dutch Shell（7 位）、からなる、い
わゆるメジャーズ（大手国際石油資本）であ
る。PIW の石油企業上位 50 社ランキングで

＊1 1 バレル＝ 159 リットル。
＊2 WTI とは、West Texas Intermediate の略称であり、アメリカ・テキサス州で産出される軽質原油のことである。
＊3 本稿の執筆時点は、2010 年 1 月 8 日である。
＊4 資源エネルギー問題の 2010 年の見通しについては、橘川（2009）も参照。
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は、対象とした 6 要素のうち 4 要素（石油埋
蔵量、天然ガス埋蔵量、石油生産量、天然ガ
ス生産量）が石油産業の上流部門にかかわる
ものであるため、上流に強い企業が上位にラ
ンクされる傾向がみられるが、もし、下流部
門にかかわる 2 要素（石油精製能力、石油製
品販売量）のみを取り上げて下流に関するラ
ンキングを作成すれば、メジャーズ各社の順
位はさらに上昇し（その場合には、Exxon 
Mobil が 1 位、Royal Dutch Shell が 2 位、
BP が 3 位、Chevron が 8 位となる＊5）、4 社
中 3 社がトップ 5 以内にランクインすること
になる。
　第 2 は、サウジアラビアの Saudi Aramco

（総合で 1 位、以下同様）、イランの NIOC（2
位）、ベネズエラの PDV（4 位）、メキシコ
の Pemex（11 位）、クウェイトの KPC（12
位）、アルジェリアの Sonatrach（13 位）、ロ
シアの Gazprom（14 位）・Rosneft（16 位）・
Lukoil（17 位）、ブラジルの Petrobras（15 位）、
マレーシアの Petronas（18 位）、アラブ首長
国連邦の Adnoc（19 位）などの、石油・天
然ガス輸出国における国策石油企業である。
これらの企業は、石油・天然ガスの世界市場
においてメジャーズに伍する地位を占める有
力なプレイヤーであり、なかには、下流部門
の上位に名を連ねるものもある（下流に関す
るランキングにおいて、PDV は 4 位、Saudi 
Aramco は 9 位、Petrobras は 11 位、NIOC 
は 12 位、Pemex は 13 位を占める）。
　第 3 は、中国の CNPC（総合で 5 位、以下

同様）・Sinopec（25 位）、フランスの Total（9
位＊6）、イタリアの ENI（20 位）、スペイン
の Repsol YPF（28 位）などの、石油・天然
ガス輸入国における国策石油企業、つまり、
本稿で言うところナショナル・フラッグ・オ
イル・カンパニーである。ナショナル・フラッ
グ・オイル・カンパニーとは、「自国内のエ
ネルギー資源が国内需要に満たない国の石
油・天然ガス開発企業であって、産油・産ガ
ス国から事実上当該国を代表する石油・天然
ガス開発企業として認識され、国家の資源外
交と一体となって戦略的な海外石油・天然ガ
ス権益獲得を目指す企業体をいう。（中略）
組織形態としては、国営企業である場合、純
粋民間企業である場合など、さまざまである」

（総合資源エネルギー調査会石油分科会開発
部会石油公団資産評価・整理検討小委員会、
2003：4）＊7。ナショナル・フラッグ・オイル・
カンパニーの多くは、上流部門だけでなく、
下流部門でも、大規模に事業を展開している

（下流に関するランキングにおいて、Sinopec 
は 5 位、Total は 6 位、Repsol YPF は 16 位、
ENI は 19 位を占める）。
　ここで検討したように、石油や天然ガスを
めぐる世界市場では、メジャーズ、産油国国
策石油企業、非産油国国策石油企業（ナショ
ナル・フラッグ・オイル・カンパニー）とい
う、3 つのタイプのプレイヤーが重要な役割
をはたしている。これに対して、PIW（2009）
の石油企業上位 50 社ランキングには、日本
の石油企業がまったく登場せず、わが国には、

＊5 ここでは、PIW（2009）の世界石油企業上位 50 社ランキングのデータにより、石油精製能力と石油製品販売量の 2 要素につ
いてそれぞれ順位づけを行なって、それらの単純平均を求めて下流部門に関するランキングを決定した。単純平均値が同一
の場合には、石油精製能力と石油製品販売量の合計値が大きい企業を上位とみなした。したがって、PIW（2009）の世界石
油企業上位 50 社ランキングに登場しない石油企業は、もともと検討対象から外されていることに留意されたい。

＊6 Chevron と Total は、同一順位である。
＊7 ナショナル・フラッグ・オイル・カンパニーには、石油輸入国における国策石油企業だけでなく、石油輸出国における国策

石油企業も含める見方も存在する（例えば、橘川、2002）。しかし、本稿では、日本政府の公式文書のなかで初めてナショナ
ル・フラッグ・オイル・カンパニーを明確に定義づけた総合資源エネルギー調査会石油分科会開発部会石油公団資産評価・
整理検討小委員会（2003）の規定を採用することにした。これは、同小委員会のナショナル・フラッグ・オイル・カンパニー
の定義づけが、今後、日本では、ある程度社会的に定着するだろうという見通しにもとづくものである。なお、筆者は、同
小委員会の委員であり、答申原案起草委員の一人として、総合資源エネルギー調査会石油分科会開発部会石油公団資産評価・
整理検討小委員会（2003）の策定に関与した。
　総合資源エネルギー調査会石油分科会開発部会石油公団資産評価・整理検討小委員会（2003）は、ナショナル・フラッグ・
オイル・カンパニーの具体的事例として、フランスの Total Fina Elf（Total の前身）、イタリアの ENI、スペインの Repsol 
YPF、中国の中国海洋石油総公司（CNOOC）、の 4 社をあげている（4 頁）。
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世界トップクラスのナショナル・フラッグ・
オイル・カンパニーが存在しないことを示し
ている＊8。

⑵日本石油産業の 2つの弱点
　世界の石油企業ランキングの上位 50 社に
はいるようなナショナル・フラッグ・オイル・
カンパニーが存在しないのは、日本の石油産
業が固有の脆弱性を有しているからである。
その脆弱性としては、①上流部門（開発・生
産）と下流部門（精製・販売）の分断、②上
流企業の過多・過小、の 2 点をあげることが
できる。
　まず、①の上流部門と下流部門の分断につ
いてであるが、PIW のランキングの上位を
占める⑴メジャーズ、⑵石油・天然ガス輸出
国における国策石油企業、⑶石油・天然ガス
輸入国におけるナショナル・フラッグ・オイ
ル・カンパニーのうち⑴と⑶は、石油産業の
上流部門にも下流部門にも展開する垂直統合
企業である。本来、上流部門に基盤をもつ⑵
も、最近では下流部門への展開を強めつつあ
る。これらの企業は、通常時には「儲かる上
流部門＊9」で利益をあげる一方、1998 年の
ように原油価格が低落した場合には、製品価
格の低下で需要が拡大する下流部門の収益増
で上流部門の利益減を補填する。このような
垂直統合による経営安定化のメカニズムは、
上下流が分断された日本の石油業界では、作
用しないのである。
　歴史的に見れば、上下流分断の発端は、敗
戦直後の時期に日本の石油産業が、外資提携
を通じて上流部分をメジャーズ系に大きく依

存するようになったことに由来する。この枠
組みのもとで、1962 年に石油業法が制定さ
れた。この法律は、端的に言えば、下流部門
の精製・販売業をコントロールすることに
よって石油の安定供給を達成しようとしたも
のであり、これが上下流の分断をオーソライ
ズすることになった。
　問題はこの体制が、石油ショック後にメ
ジャーズ系の力が弱まった過程でも、固定的
に維持されたことにある。石油業法制定に際
しては、エネルギー懇談会の席上で脇村義太
郎委員が、原油生産部門と輸送部門の重要性
に着目して上下流分断につながる同法の必要
性そのものを否定したことが有名である（エ
ネルギー懇談会、1961）。しかし、脇村の意
見は、石油業法制定時に反映されなかっただ
けでなく、メジャーズの後退という状況変化
を受けても政策当局や業界から顧みられるこ
とがなかった。
　PIW の世界の石油企業上位 50 社ランキン
グに日本企業が登場しないのは、上流部門と
下流部門が分断されているからだけではな
い。いま一つの理由として、石油企業の過多
性と過小性も指摘すべきであろう。
　図表 1 と図表 2 からわかるように、1997
年の時点で、日本における石油産業の下流部
門全体の規模はメジャー1 社分の規模にほぼ
匹敵し、上流部門全体の規模はヨーロッパ非
産油国のナショナル・フラッグ・オイル・カ
ンパニー1 社分の規模にほぼ該当した。もし、
当時、日本の石油産業の上流部門と下流部門
がそれぞれ 1 社に統合されていたのであれ
ば、それらの企業規模は世界有数の水準に達

＊8 PIW（2009）の石油企業上位 50 社ランキングが伝えるいま一つの興味深い事実は、世界の主要国のなかでドイツには、石油
企業ランキングの上位 50 社にはいるようなナショナル・フラッグ・オイル・カンパニーが存在しないことである。ただし、
ドイツの場合には、1998 年まで、上流部門専業の国策石油・天然ガス企業として Deminex が活動しており、Deminex は、
政府資金に依存しない経済的自立を達成したうえで同年に解散した（この点については、橘川、2000：Ⅶ 8-9、日本エネルギー
経済研究所、2003：12-15 参照）。これに対して、日本の石油・天然ガスの上流部門では、いまだに大半の企業が政府資金へ
の依存から脱却しえない状況が継続している。ナショナル・フラッグ・オイル・カンパニーが不在であることの意味合いは、
ドイツにおいてより、日本においての方が、より深刻なのである。

＊9 日本の石油産業をめぐる最大の不思議は、「上流部門で儲ける」という世界の石油産業の常識が通用しないことである。わが
国では、探鉱・採掘という上流部門は、「リスクが大きい」、「政府の支援が必要な」分野と理解されている。しかし、欧米の
大手国際石油企業、いわゆるメジャーズは、原油価格が著しく下がった例外的な時期を除いて、通常は利益の過半を上流部
門から得ている。メジャーズが存在しない欧州石油輸入国のナショナル・フラッグ・カンパニーの場合も、上流部門は収益
性の高い分野である。これに対して、日本の石油業界では、「上流部門で儲ける」という意識は、きわめて希薄である。
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していたことだったろう。しかし、現実には、
上下流両部門とも、そこに事業展開する日本
企業の数はきわめて多かった。
　まず、下流部門についてみれば、1998 年
度末の時点で日本の石油精製・元売企業の数
は、29 社にのぼった。一方、上流部門につ
いてみても、石油企業の過多性は明らかで
あった。日本では、石油産業の上流部門に展
開する場合、石油公団（1967 年に発足した
石油開発公団が、石油備蓄関連業務の開始に
ともない 1978 年に改称）を通じて政府資金
の投融資を受けることができたが、石油公団
投融資プロジェクトの親会社（最大民間株主
である企業）とその他の石油公団出資会社と
の合計企業数は、1997 年度末の時点で 28 社
に達した。要するに、上下流とも、欧米の 1
社分に相当する事業規模を、日本では約 30
社で分け合っていたのである。これでは、日
本の石油企業の規模は、過度に小さくならざ
るをえなかった。世界の石油企業上位ランキ
ングに日本の石油会社が登場しなかったの
は、国内に石油資源がないからではなく、上

下流に分断されているうえ、このような過多、
過小の業界構造が影響したからである。
　日本の石油産業においてこのような過多・
過小の業界構造が形成され、維持されている
ことについても、政府の介入のあり方が大き
な影響を与えたと考えられる。
　まず、下流部門についてみれば、石油業法
を運用するにあたって、日本政府は、精製業
者の既存のシェアをあまり変動させないよう
留意した。この現状維持方針によって、競争
による淘汰は封じ込められ、結果的には、護
送船団的もたれ合いに近い状況が現出して、
過多過小な企業群がそのまま残存することに
なった。
　護送船団的状況は、上流部門でも発生した。
石油公団の石油開発企業への投融資は、戦略
的重点を明確にして選択的に行われたわけで
はなく、機会均等主義の原則にもとづいて遂
行された。このため、小規模な開発企業が乱
立することになった。しかも、乱立した企業
が開発に成功せず、赤字を抱え込んで実質的
に財務が破綻した場合にも、石油公団による

図表 1　下流部門の事業規模の比較（1997 年）

企　業　名 国 石油精製能力 石油製品販売量

Royal Dutch Shell オランダ ･ イギリス 403 万バーレル／日 656 万バーレル／日

Exxon アメリカ 438 万バーレル／日 543 万バーレル／日

Mobil アメリカ 228 万バーレル／日 334 万バーレル／日

（ 国 内 全 企 業 ） 日　本 532 万バーレル／日 419 万バーレル／日

（出所）資源エネルギー庁資料。
（注）Exxon と Mobil は 1999 年に合併して、Exxon�Mobil が誕生した。

図表 2　上流部門の事業規模の比較（1997 年）

企　業　名 国 石油生産量 天然ガス生産量

Elf フランス 80 万バーレル／日 1312 百万立方フィート／日

Total フランス 53 万バーレル／日 1488 百万立方フィート／日

ENI イタリア 65 万バーレル／日 2080 百万立方フィート／日

（ 国 内 全 企 業 ） 日　本 68 万バーレル／日 1646 百万立方フィート／日

（出所）資源エネルギー庁資料。
（注）�Total の後身である Total�Fina は 2000 年に Elf と合併して、Total�Fina�Elf が誕生した。その後、2003 年に Total�

Fina�Elf は、社名を Total と改めた。
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投融資が資金繰りを支えたため、破綻企業の
淘汰も進まなかった。
　ここまでみてきた石油産業の場合には、今
日の体質的な弱さをもたらした要因は、基本
的には高度経済成長期にビルトインされたと
言える。そこで埋め込まれた問題は、その後
の石油ショックによる環境変化への中途半端
な対応によって、いっそう増幅された。例え
ば、石油公団の投融資が小規模な開発企業の
乱立を招いたのは、投融資対象の選定にあ
たって、強靭なエネルギー企業の育成という
質的視点が軽視され、「ともかく 1 滴でも多
くの日の丸原油を」という量的視点が重視さ
れたからであるが、このような傾向は、石油
ショックによって拍車がかかったとみなすこ
とができる。
　ただし、日本石油産業の過多・過小の業界
構造は、下流部門については、2000 年まで
に大きく改善されることになった。1996 年
の特定石油製品輸入暫定措置法（特石法）廃
止など規制緩和が進むなかで、1999 年に日
本石油と三菱石油が合併し日石三菱が誕生し
たことに代表されるように、下流企業の統合
が進展し、「下流部門における過多・過小の
企業乱立」は、解消に向かったからである。
　PIW の 2001 年に関する世界石油企業上位
50 社ランキングには、例外的に、下流部門
だけのランキングも付記されていた。それに
よれば、日本の石油企業である日石三菱（2002
年に新日本石油と改称）は、下流に関するラ
ンキングにおいて、ENI（17 位）を上回る
13 位を占めた。しかし、その際も日石三菱は、
上流部門の事業展開に限界があったため、総
合順位では、PIW の上位 50 社ランキングに
登場しなかった（以上、PIW、2002）。この
事実は、2001 年時点における日本の石油産
業の脆弱性が、「上流・下流の分断」および「上
流部門の脆弱性」という 2 点に由来していた
ことを端的な形で示している。
　このうち、石油産業の「上流部門の脆弱性」
については、厳密に表現すれば、「上流部門
における過多・過小の企業乱立」ということ
になる。さきに、日本石油産業の第 2 の弱点

として「上流企業の過多・過小」（②）をあ
げたのは、このためである。

2． 脆弱性克服への 2 つの道

⑴�ナショナル・フラッグ・オイル・カンパニー
の必要性

　今後、日本の石油産業が脆弱性を克服し、
わが国においてもナショナル・フラッグ・オ
イル・カンパニーが登場する可能性はあるの
だろうか。この論点に立ち入る際には、当然
のことながら、まず、議論の前提として、日
本にとって、はたして、ナショナル・フラッ
グ・オイル・カンパニーが必要であるのか、
という点を検討する必要がある。
　石油・天然ガス産業の場合に限らず、一般
的に言って、産業の規制緩和や自由化を論じ
る時には、市場で行動するプレイヤーの役割
にも注目することが重要である。1980 年代
半ば以降の世界的な市場主義の高まりを受け
て、1990 年代後半から 2000 年代前半にかけ
ての時期には、石油・天然ガス産業を含むエ
ネルギー産業の分野でも市場の登場と政府の
退場とが声高に喧伝された。大局的には市場
原理の活用は当然の方向性だと言えるが、他
方で、そのことだけを指摘し、「ともかく規
制緩和をすればそれで良し」とする姿勢をと
ることには、看過しがたい難点があることも
忘れてはならない。なぜなら、市場の効能を
語る時にはそれを引き出すプレイヤーのあり
方についても語る必要があり、プレイヤーの
視点を欠いた市場万能論は、多くの場合、政
府万能論に匹敵するほどの混乱をもたらすか
らである。エネルギー産業を対象にして市場
原理の拡大を追求する場合にもプレイヤーの
視点の導入は避けて通ることのできない手続
きであり、エネルギー産業の規制緩和をめ
ぐっては、政府介入を期限つきで活用しなが
ら、政府介入そのものが不要となるように産
業の体質を強化する（強靭なプレイヤーを育
成する）という、現実的で柔軟な発想をとり
入れなければならない。
　石油や天然ガスをめぐる世界市場において
注目すべきプレイヤーは、誰もがすぐに思い
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浮かべるメジャーズや石油輸出国の国策石油
企業だけではない。同業界では、石油輸入国
のナショナル・フラッグ・オイル・カンパニー
が、メジャーズや石油輸出国の国策石油企業
と肩を並べるほどの重要な役割をはたしてい
る。メジャーズが本拠地をおかず、石油輸入
に依存せざるをえないような国々においてナ
ショナル・フラッグ・オイル・カンパニーが
存在するという事実は、エネルギー面でのナ
ショナル・セキュリティをいかに確保するべ
きかという問題に解答を与えるうえできわめ
て示唆的である。端的に言えば、ナショナル・
フラッグ・オイル・カンパニーという世界市
場で活躍する強靭なプレイヤーを擁すること
が、石油・天然ガスの供給を輸入に依存する
国々にとって、基本的なエネルギー安全保障
策の一つとなっているのである。そして、こ
のことは、日本の場合にも、そのままあては
めることができる。つまり、日本にとって、
ナショナル・フラッグ・オイル・カンパニー
を擁することは、発展しつつある石油・天然
ガスの世界市場から効能を引き出し、エネル
ギー面でのナショナル・セキュリティを確保
するうえで、是非とも必要な措置なのである。
　それでは、今後、日本においても、ナショ
ナル・フラッグ・オイル・カンパニーが登場
する可能性はあるのだろうか。結論を先取り
すれば、この問いに対して、最終的には肯定
的に答えることができる。

⑵基本的な脆弱性克服策とその問題点
　日本においてもナショナル・フラッグ・オ
イル・カンパニーが必要であるとすれば、①
上流部門と下流部門の分断、および②上流企
業の過多・過小という、わが国石油産業の脆
弱性をどのように解消すれば良いであろう
か。これらの脆弱性を克服するための基本的
な施策としては、経営統合を通じて大規模化
しつつある下流石油企業が、垂直統合を行う

形で、上流石油企業を合併・買収し、結果と
して、上流部門での水平統合をも推進するこ
とをあげることができる。
　この施策は、日本の石油産業がもつ①上
流・下流の分断、および②上流企業の過多・
過少という 2 つの弱点を同時に解消するもの
であるから、理想的なものだと言える。しか
し、現実には、上記の基本的施策が実現する
可能性は低い。なぜなら、日本の石油産業の
下流部門では、1980 年代半ば以降規制緩和
が進展し企業統合の動きがみられたにもかか
わらず、産業の体質強化が本格的には進まず、
最大の課題である低収益体質からの脱却とい
う面で決定的な成果があがっていないからで
ある。
　このような事態が生じた原因は、石油業法
や特石法などの強固な規制が存在してい
た＊10 時代に、「産業の弱さが政府の介入を生
み、その政府の介入がいっそうの産業の弱さ
をもたらして、それがまた政府の追加的な介
入を呼び起こすという悪循環、別の言い方を
すれば、下向きのらせん階段、下方スパイラ
ル」（橘川、2001：4）が定着し、その影響が
規制緩和後も根強く残っている点に求めるこ
とができる。石油産業の下流部門のように、
この下方スパイラルが長年にわたって作用し
ていた産業では、それに携わる諸企業の組織
能力が総じて減退している。そのため、規制
緩和が進みながらも、産業の体質強化は進展
しないという、一種の閉塞状況が見受けられ
る。下流企業の組織能力の減退は、「下流石
油企業が、垂直統合を行う形で、上流石油企
業を合併・買収し、結果として、上流部門で
の水平統合をも推進する」という基本的施策
の実現性を、著しく低下させている。
　現在の総合エネルギー調査会石油分科会の
前身である石油審議会は、2000 年に、事実上、
日石三菱を中心的担い手として、上記の基本
的施策の実行をめざす方針を打ち出した（石

＊10 1996 年の特石法廃止に続いて、石油業法も 2002 年に廃止された。
＊11 石油審議会開発部会基本政策小委員会（2000）は、「政府介入を期限つきで活用しながら、政府介入そのものが不要となるよ

うに産業の体質を強化する（強靭なプレイヤーを育成する）という、現実的で柔軟な発想をとり入れ」た点では、画期的な
意義をもっていた。なお、筆者は、同小委員会の委員であった。
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油 審 議 会 開 発 部 会 基 本 政 策 小 委 員 会、
2000＊11）。しかし、現実には、ここで説明し
たような要因が作用して、この方針は、大き
な成果をあげなかったのである。

⑶現実的な 2つの道と石油政策の動向
　前節で述べたような事情から、日本の石油
産業がもつ①上流・下流の分断、および②上
流企業の過多・過少という 2 つの脆弱性を克
服するために、「下流石油企業が、垂直統合
を行う形で、上流石油企業を合併・買収し、
結果として、上流部門での水平統合をも推進
する」という基本的施策を実行に移すことは、
すぐには難しいと言わざるをえない。そうで
あるとすれば、基本的施策とは区別される現
実的な対応策が求められる。そのような現実
的な方策としては、（a）上流部門での水平統
合、（b）下流石油企業の組織能力強化、と
いう 2 点をあげることができる。
　このうち（a）の方策は、多数存在する上
流企業のなかから有力な優良企業が出現し、
その企業が中心になって上流部門での水平統
合を進展させる道である。これは、日本の石
油産業において 1990 年代には解消されるこ
とがなかった「上流部門における過多・過小
の企業乱立」という上記の②の脆弱性を、①
の脆弱性と切り離して先に克服しようとする
ものである。
　一方、（b）の方策は、①と②の脆弱性を
同時に解決する基本的施策の実行を可能にす
る前提条件として、基本的施策の担い手とな
る下流石油企業の組織能力を向上させようと
する道である。組織能力向上のポイントは、
日本国内でコンビナートの高度統合を進め石
油精製事業の国際競争力を強化すること

（b1）、および世界の石油産業の常識である
「上流部門で儲ける」というメカニズムを取
り込むため「下流の技術力で上流を攻める」
という新しいアプローチを採用すること

（b2）にある。
　（a）と（b）の現実的な 2 つの道は、最近

になって、日本政府の石油政策にも明確に反
映されるようになった。本章の最後に、この
点を確認しておこう。
　2006 年の初夏に、日本の石油政策のあり
方に大きな影響を及ぼす 2 つの報告書が、い
ずれも総合資源エネルギー調査会によって、
発表された。同年 5 月に総合部会がとりまと
めた「新・国家エネルギー戦略」と、同月に
石油分科会が作成した「石油政策小委員会報
告書」とが、それである＊12。
　「新・国家エネルギー戦略」は、

《1》 国民に信頼されるエネルギー安全保障の
確立、

《2》 エネルギー問題と環境問題の一体的解決
による持続可能な成長基盤の確立、

《3》 アジア・世界のエネルギー問題克服への
積極的貢献、

という 3 つの目標を掲げ、これらを実現する
ために、2030 年までに、以下の数値目標を
達成することを打ち出した。それは、

［1］ 省エネルギーに関して、さらに 30％以
上の効率改善を実現する、

［2］ 1 次エネルギー供給における石油依存度
（2003 年現在 47％）を、40％以下とする、

［3］ 運輸部門燃料に関する石油依存度（2000
年度現在 98％）を、80％程度とする、

［4］ 発電電力量に占める原子力発電の比率
（2004 年現在 29％）を、30～40％程度以
上とする、

［5］ 引取量ベースでの自主開発原油の比率
（2004 年現在 15％）を、40％程度とする、

の 5 点である（以上、経済産業省、2006）。
　ここで注目されるのは、「新・国家エネル
ギー戦略」が提示した 5 つの数値目標のうち
3 つ（［2］・［3］・［5］）が、直接的に石油に
かかわるものだった点である。「新・国家エ
ネルギー戦略」を実現するうえでは石油政策
が鍵を握ると言えるが、その方向性を打ち出
したものが、もう一つの報告書である「石油
政策小委員会報告書」にほかならない。
　「石油政策小委員会報告書」は、「石油・天

＊12 筆者は、このうち総合部会には一委員として、石油分科会石油政策小委員会には委員長として、参画した。
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然ガスに係る我が国の重層的かつ多様なセ
キュリティの向上を図るため」、

（A）石油・天然ガスの我が国に対する安定
供給の確保、

（B） 供給基盤の強化による安定供給のより
確実な確保、

（C）需要の多様化によるリスクの低減、
（D） 石油の調達が困難になった場合の対応等、
に取り組むことを明らかにした。そして、

（A） の石油・天然ガス確保に関しては、金
融面等での政策的支援の拡充（A-1）や、
技術資源の動員による産油・産ガス国
との関係緊密化（A-2）、

（B） の供給基盤強化に関しては、重質油分
解能力の拡充（B-1）、石油精製間およ
び石油精製・石油化学間の事業統合（B-
2）、流通部門の経営体質強化（B-3）など、

（C） の需要多様化に関しては、運輸部門燃
料へのバイオエタノールや GTL（Gas 
to Liquid）等の導入（C-1）、

（D） の緊急時対応に関しては、石油製品国
家備蓄の開始（D-1）や、石油国家備蓄
放出の機動性向上（D-2）、

などの具体的施策を提案した（以上、総合資
源エネルギー調査会石油分科会石油政策小委
員会、2006）。このうち A-1 と A-2 は「新・
国家エネルギー戦略」の［5］の数値目標に、
C-1 は［2］・［3］の数値目標に、それぞれ対
応している。
　「新・国家エネルギー戦略」と「石油政策
小委員会報告書」に共通する最大の特徴は、
それらが、エネルギー安全保障（セキュリ
ティ）の確保を前面に押し出している点に求
めることができる。国際的な原油価格高騰を
背景にして、日本の石油政策は、エネルギー
安全保障を最重要視する方向へ、明確な転換
をとげたと言える。
　「石油政策小委員会報告書」は、A-1（金
融面等での政策的支援の拡充）を、中核的な
上流石油企業を対象にして展開する方針を打
ち出した。「中核的な上流石油企業」とは、「有
力な優良企業が出現し、その企業が中心に
なって上流部門での水平統合を進展させる」

という、先述した（a）の道の担い手となる「有
力な優良企業」に該当するものである。
　また、「石油政策小委員会報告書」の A-2（技
術資源の動員による産油・産ガス国との関係
緊密化）は、（b2）の「『上流部門で儲ける』
というメカニズムを取り込むため『下流の技
術力で上流を攻める』という新しいアプロー
チを採用すること」に当たる。さらに、B-1（重
質油分解能力の拡充）と B-2（石油精製間お
よび石油精製・石油化学間の事業統合）は、

（b-1）の「日本国内でコンビナートの高度統
合を進め石油精製事業の国際競争力を強化す
ること」に相当する。「石油政策小委員会報
告書」は、（a）の道のみならず、下流石油企
業の組織能力強化という（b）の道も、明確
に打ち出したと言うことができる。

3．上流部門での水平統合

⑴中核的企業＝ INPEX帝石の成長
　前章で指摘した現実的な 2 つの道のうち

（a）の「有力な優良企業が出現し、その企業
が中心になって上流部門での水平統合を進展
させる」という道に関しては、長らく「過多・
過小の企業乱立」が続いてきた日本石油産業
の上流部門において、本当に、「有力な優良
企業が出現し」うるのかという問いが、当然
のことながら生じるであろう。ところが、や
や意外なことに、この問いに対しては、肯定
的に答えることができそうである。と言うの
は、2000 年代にはいって、上流企業のなか
から、申告所得額が日本の全大法人中第 38
位（2001 年度）を占める、注目すべき優良
企業が登場したからである。INPEX（イン
ペックス）と呼ばれる国際石油開発株式会社
が、それである。
　INPEX は、1966 年に北スマトラ海洋石油
資源開発㈱として設立され、インドネシア・
東カリマンタン沖であいついで油田を発見し
たのち、1975 年に社名をインドネシア石油
㈱と変更した。1990 年代にはインドネシア
周辺で事業規模を拡大するとともに、最近で
は、アラブ首長国連邦、北カスピ海、南カス
ピ海、イラン、オーストラリア等でも大規模
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な油・ガス田探鉱・開発の権利を獲得した。
2001 年に再度、社名を国際石油開発㈱と改
めた INPEX は、2006 年には帝国石油㈱と経
営統合して INPEX 帝石（国際石油開発帝石
ホールディングス㈱）となった。今日では
INPEX 帝石は、石油・天然ガスの保有埋蔵
量についてみれば、ENI 等の準メジャーズ
級に迫る国際的な石油企業となり、高率配当
を維持して、日本を代表する優良企業の一つ
となっている＊13。
　このような INPEX 帝石の成長にとって大
きな意味をもったのは、石油公団の解散とそ
の資産処理のあり方であった。石油公団は、
2001 年末に閣議決定された「特殊法人等整
理合理化計画」にもとづき、2005 年 3 月に
廃止された。石油公団は、政府から 1 兆
2000 億円の出資を受け、2 兆 1000 億円にの
ぼる出融資を石油・天然ガス開発企業に投じ
ながら、多額の欠損金を残して解散するにい
たった。したがって、石油公団を廃止するこ
とは、単なる「失政の帰結」、つまり、「前向
きでないトピック」に思われた。
　しかし、そのような見方は、事の半面を見
ているにすぎない。実は、石油公団は、優良
な石油・天然ガス開発企業数社（国際石油開
発㈱、サハリン石油開発協力㈱、石油資源開
発㈱等）の株式など価値ある資産を有してお
り、それを適切に処理することによって、長
年低迷を続けてきた日本の石油・天然ガス開
発事業を「前向き」に再構築することが可能
であった。石油公団が保有する良好な資産が、
最も優良な石油・天然ガス開発企業（具体的
には、INPEX）に集中的に継承されること
によって、「前向き」な開発事業再構築への
道が開かれたのである。
　解散する石油公団の資産処理のあり方を方
向づけた総合資源エネルギー調査会石油分科
会開発部会石油公団資産評価・整理検討小委
員会（2003）は、同公団の資産処理を通じて、

事実上、INPEX を中心的担い手として、日
本においてもナショナル・フラッグ・オイル・
カンパニーを構築するという方針を打ち出し
た（同答申は、「ナショナル・フラッグ・カ
ンパニー」ないし「中核的企業」という言葉
を使用している）。つまり、総合資源エネル
ギー調査会は、石油審議会開発部会基本政策
小委員会（2000）が先述の基本的施策（「下
流石油企業が、垂直統合を行う形で、上流石
油企業を合併・買収し、結果として、上流部
門での水平統合をも推進する」という施策）
を追求しながら十分な成果をあげることがで
きなかった経緯をふまえて、より現実的な 2
つの道のうちの（a）の道（「有力な優良企業
が出現し、その企業が中心になって上流部門
での水平統合を進展させる」という道）を政
策面で支持する姿勢を打ち出したことにな
る。（a）の道が基本的施策と決定的に異なる
点は、INPEX の企業活動という明確な推進
力が存在することであり、この推進力をさら
に強めるような適切なインセンティブの付与
が行われることによって、（a）の道がある程
度成果をあげたのである。
　（a）の道が現実化し、INPEX 帝石を中心
的担い手として日本石油産業の上流部門で水
平統合が進展すれば、統合を通じて誕生する

「中核的企業」は、「自国内のエネルギー資源
が国内需要に満たない国の石油・天然ガス開
発企業であって、産油・産ガス国から事実上
当該国を代表する石油・天然ガス開発企業と
して認識され、国家の資源外交と一体となっ
て戦略的な海外石油・天然ガス権益獲得を目
指す企業体」となるであろう（その場合、中
核的企業は民間企業に近い組織形態をとるで
あろう）。つまり、日本においても、総合資
源エネルギー調査会石油分科会開発部会石油
公団資産評価・整理検討小委員会（2003）が
描き出した意味でのナショナル・フラッグ・
オイル・カンパニーが登場する可能性は存在

＊13 その結果、INPEX 帝石は、PIW の石油企業上位 50 社ランキングにおいて、2006 年度と 2007 年度に関して、それぞれ第 50
位と第 49 位ではあるが、ランクインされることになった（PIW、2007・PIW、2008）。ENI とは異なり、INPEX 帝石が下流
部門に事業展開していないことを考え合わせれば、この INPEX 帝石のランクインは、けっして過小評価されるべきではない。
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するのである。
　もちろん、上流企業の水平統合を通じて上
記の意味でのナショナル・フラッグ・オイル・
カンパニーが登場したとしても、それだけで
は、「上流・下流の分断」という日本の石油
産業の脆弱性が解消されたことにはならな
い。しかし、そのようなナショナル・フラッ
グ・オイル・カンパニーの出現は、この脆弱
性を克服するうえでの重要なステップとなり
うる。なぜなら、ナショナル・フラッグ・オ
イル・カンパニーと石油産業の下流部門に携
わる企業とのあいだで、あるいは、ナショナ
ル・フラッグ・オイル・カンパニーと電力業
やガス産業に従事する企業とのあいだで、戦
略的提携が成立する可能性が高いからであ
る。そうなれば、石油産業において垂直統合
が実現しなかった戦後日本のエネルギーセ
キュリティ上の弱点は、解消へ向けて大きな
一歩を踏み出すのである。

⑵ �JOGMECのリスクマネー供給機能の本格
化

　2005 年の石油公団の解散にともない、同
公団が保有していた優良な資産は INPEX や
JAPEX（石油資源開発株式会社＊14）に継承
されたが、それ以外の油・ガス田開発のため
のリスクマネー供給機能や石油・プロパンガ
スの国家備蓄機能は、同じ 2005 年に発足し
た独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源
機 構（JOGMEC） に 引 き 継 が れ た。 そ の
JOGMEC が、2008 年度決算で 44 億円の当
期損失を計上した。その報に接すると、多額
の欠損を出して解散した石油公団の「二の舞
い」ではないかと想像する向きも少なくない
だろう。しかし、そのような想像は、二重の
意味で、完全に間違ったものである。
　第 1 に、2008 年度の当期損失計上は、想
像とは逆に、実は、JOGMEC が本来のリス
クマネー供給業務をきちんと遂行したことを

示す証左である。2008 年度、JOGMEC は、油・
ガス田の探鉱のために 201 億円を新規出資し
た。これらの出資は、将来、JOGMEC に利
益をもたらす可能性を十分にもっている。現
に、過去の出資は利益を生んでおり、2006～
07 年に出資したカスピ海でのパイプライン
プロジェクトは、2008 年だけで 2.3 億円の配
当 収 入 を も た ら し た。 そ れ を 含 め て、
JOGMEC が石油公団から継承した 8 プロ
ジェクトの出資案件のうち 3 プロジェクト
は、すでに、生産・操業段階にはいっている

（カスピ海のほかは、ブラジルでの石油とイ
ンドネシアでの天然ガス）。したがって、201
億円の出資は相当の利益を生むものと予測さ
れるが、それが実現するのは将来のことであ
り、2008 年度の決算に盛り込むことはでき
ない。一方、現行の会計制度のもとでは、リ
スクマネーの供給に関して、出資額の半額を
当該年度に、株式評価損として、自動的に計
上 し な け れ ば な ら な い。 し た が っ て、
JOGMEC の 2008 年度の決算には、株式評価
損 100 億円が、機械的に盛り込まれている。
にもかかわらず、同年度の当期損失が 44 億
円にとどまったのは、JOGMEC が経営努力
を重ね、55 億円もの自己収入をあげたから
である（その中には、独立行政法人としては
最 大 級 の 7 億 円 の 特 許 料 収 入 も 含 ま れ
る ）＊15。 今 回 の 損 失 に つ い て、「 実 は、
JOGMEC が本来のリスクマネー供給業務を
きちんと遂行したことを示す証左である」と
述べたのは、このような事情が存在するから
である。
　第 2 に、石油公団が多額の欠損を残したと
とらえること自体が、事実に反する。たしか
に石油公団は、2005 年の解散時点では、
5243 億円の欠損を計上した。しかし、その後、
①国が石油公団から承継した株式（石油資源
開発・日本ノースシー石油・タイ沖石油開発
の株式）を売却して得た利益（売却額から出

＊14 JAPEX は、2009 年 12 月、マレーシアの Petronas と共同で、イラクの大規模油田（ガラフ油田）の落札に成功した。これは、
INPEX 帝石の成長とともに、日本の石油資源開発事業の発展にとって、大きな意味をもつ出来事である。

＊15 以上の JOGMEC の 2008 年度決算については、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（2009）も参照。
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資額を引いた純益）は 1070 億円、②国が石
油公団から承継した株式で 2008 年度末まで
に得た配当金は 583 億円、③国が石油公団か
ら承継した上場株式（国際石油開発帝石と石
油資源開発の株式）の含み益は 5216 億円

（2009 年 6 月 23 日現在）、④国が石油公団か
ら承継した非上場株式の含み益は 954 億円

（2007 年度経産省財務諸表による）に達する。
①～④の合計値は 7823 億円に及び、石油公
団の出融資は、2009 年 6 月の時点では、差
し引き 2580 億円（7823 億円− 5243 億円）
の利益をもたらしているというのが、真の姿
なのである。
　地球温暖化対策が進めば非化石燃料の利用
が拡大することは間違いないであろうが、そ
れでも、石油および天然ガスが、将来にわた
り、人類全体にとって枢要なエネルギー源で
あり続けることは、否定しがたい事実である。
石油・天然ガスをほぼ全量輸入する日本の場
合には、海外で油・ガス田の開発を積極的に
進めることが、安全保障上きわめて重要な意
味をもつ。2008 年度の決算が示すように、
JOGMEC が油・ガス田探鉱のためのリスク
マネーの供給に本腰を入れ始めたことは、日
本石油産業の上流部門の国際競争力強化に貢
献するとともに、国益全体にもかなう動きだ
と評価することができる。

4． コンビナート高度統合と「下流の
技術力で上流を攻める」こと

⑴コンビナート高度統合への高い位置づけ
　前章では、日本石油産業の脆弱性を克服す
るための現実的な 2 つの道のうち、（a）の「上
流部門での水平統合」をめぐる最近の動きを
概観した。それでは、もう 1 つの道である（b）
の「下流石油企業の組織能力強化」をめぐる
状況はどうであろうか。この（b）は、「日
本国内でコンビナートの高度統合を進め石油
精製事業の国際競争力を強化すること」

（b1）、および「世界の石油産業の常識であ
る『上流部門で儲ける』というメカニズムを
取り込むため『下流の技術力で上流を攻める』
という新しいアプローチを採用すること」

（b2）という、2 つのポイントからなっていた。
まず、（b1）をめぐる状況から見ておこう。
　ともに 2006 年 5 月にまとめられた「新・
国家エネルギー戦略」と「石油政策小委員会
報告書」は、いずれも、エネルギー安全保障
を確保するためには、国際競争力をもつ強靭
なエネルギー企業の形成が必要不可欠である
との認識に立っていた。そして、強いエネル
ギー企業を形成するための施策の一環とし
て、コンビナートの高度統合に高い位置づけ
を与えた。
　まず、「新・国家エネルギー戦略」は、そ
の結論部分で「強い企業の形成促進」をとく
に強調し、「資源確保の局面において海外の
企業と伍していける中核的企業の形成促進」、

「原子力発電の推進を含めた中長期的な投資
を担えるエネルギー企業の形成促進」、「省エ
ネルギー技術、クリーンコール技術、原子力
技術などのアジア展開に取り組む企業の活動
への支援」とともに、「コンビナートにおけ
る業種・企業の壁を越えた連携への支援」の
重要性を指摘している（経済産業省、2006：
64）。また、「石油政策小委員会報告書」は、
さらに踏み込んで、

　「精製業を取り巻く不確実な環境や、環
境問題等の社会的要請に的確に対応するた
めには、一製油所、一企業単位で部分最適
を図ろうとする取組は限界に直面してお
り、それらを超えた地域レベル、グループ
レベル等での取組によって国際競争力を向
上させることが重要である。
　国際競争力の向上に向けて一層のコスト
削減や精製能力の適正化、省エネルギーや
CO2 削減に向けた取組を図る上では、従
来の製油所における取組では限界があり、
製油所単位、企業単位の枠を超えて、石油
企業間で連携を図り、共同投資、統合化等
による製造・物流コスト削減を図ることが
必要である。同時に今後の需要構造変化に
対応した重質油分解等による先端技術によ
る白油生産・石化素材生産等にかかる大規
模設備投資や装置構成の最適化を進めてい
かねばならない。さらに、製油所単位の枠
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を超えた連携に当たっては、石油産業の内
部に閉じることなく、石油化学産業等の業
種を超えた連携をも視野に入れ、コンビ
ナートの全体最適の達成による競争力の強
化・省エネルギー効率の最大化を図る必要
がある」（総合資源エネルギー調査会石油
分科会石油政策小委員会、2006：13）、

と記述している。先に紹介した「石油政策小
委員会報告書」中の諸施策のうち、「重質油
分解能力の拡充」（B-1）や、「石油精製間お
よび石油精製・石油化学間の事業統合」（B-2）
などの施策が大きな意味をもつことを、明記
しているのである。

⑵ �RING事業と「コンビナート高度統合研究
会報告書」

　「新・国家エネルギー戦略」と「石油政策
小委員会報告書」は、成算なしにコンビナー
ト高度統合を重点施策として打ち出したわけ
ではない。その背景には、「コンビナート・
ルネッサンス」と呼ばれるように、日本の各
コンビナート内における石油精製企業と石油
化学企業との事業統合が、近年、着実に進展
しているという、注目すべき事実がある。
　2000 年 5 月の石油コンビナート高度統合
運営技術研究組合（Research Association of 
Refinery Integration for Group-Operation, 
略称 RING）の設立によって始まった日本の
石油精製企業と石油化学企業によるコンビ

ナート統合の動きは、2000～02 年度の第 1
段階（RING Ⅰ）および 2003～05 年度の第 2
段階（RING Ⅱ）を経て、2006～09 年度の第
3 段階（RING Ⅲ）を迎えた。コンビナート・
ルネッサンスは、これまでのところ、主とし
て RING 事業の展開を通じて具現化してきた
と言えるのである。
　石油コンビナート高度統合運営技術研究組
合の 2009 年 4 月時点でのメンバー企業は、
図表 3 のとおりである。同組合は、RING Ⅰ
で、鹿島・川崎・水島・徳山・瀬戸内の 5 地
区において、コンビナート内設備の共同運用
による製品や原材料の最適融通などに取り組
んだ。ついで、RING Ⅱでは、鹿島・千葉・
堺＝泉北・水島・周南の 5 地区において、コ
ンビナート内における新たな環境負荷低減技
術の確立や、副生成物の高度利用、エネルギー
の統合回収・利用などに力を入れた。そして、
RING Ⅲでは、鹿島・千葉・水島の 3 地区に
おいて、コンビナートとしての全体最適を図
るための技術開発を進めている。
　コンビナート高度統合の意義と展望につい
ては、石油コンビナート高度統合運営技術研
究組合によって組織されたコンビナート高度
統合研究会＊16 が 2006 年 3 月にとりまとめた
報告書のなかで、詳細な検討がなされている。
この「コンビナート高度統合研究会報告書」
では、コンビナート連携・統合における全体
最適の形態として、

＊16 筆者は、同研究会の委員として、コンビナート高度統合研究会（2006）の策定に関与した。

図表 3　石油コンビナート高度統合運営技術研究組合のメンバー企業（2009 年 4月現在）

旭化成ケミカルズ コスモ石油 住友化学 徳山オイルクリーンセンター

出光興産 山陽石油化学 大陽日酸 日本ゼオン

ヴイテック JSR 帝人ファイバー 日本ポリウレタン工業

大阪ガス ジャパンエナジー 東亜石油 富士石油

鹿島石油 昭和シェル石油 東ソー 丸善石油化学

鹿島アロマティックス 新日本石油 東燃ゼネラル石油 三井化学

極東石油工業 新日本石油精製 トクヤマ 三菱化学

（出所）石油コンビナート高度統合運営技術研究組合ホームページ。
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　Ⅰ． 石 油 産 業 同 士 の 連 携（R-R, R は
Refinery）

　Ⅱ． 石 化 産 業 同 士 の 連 携（C-C, C は
Chemical Plant）

　Ⅲ． 石油産業と石化産業の連携（R-C）
の三つを指摘している。そのうえで、焦点を
Ⅲの R-C 連携に合わせ、連携・統合のオプ
ションとして、
　ⅰリファイナリー＋エチレンクラッカー
　　 石油 / 石化のシナジー効果を最大限に生

かすために、相互融通できる留分の存在、
エネルギーの効率利用、類似運転技術等
により、オペレーションの効率化など効
率操業を目指すもの。

　ⅱ リファイナリー＋エチレンクラッカー・
モノマー設備

　　 ①の領域をさらに拡大し、一部モノマー
まで生産することでさらに効率化を進め
るものであり、大規模で競争力優位のモ
ノマーまで生産することでさらに価値を
高めることを目指すもの。

　ⅲ リファイナリー＋エチレンクラッカー・
モノマー設備・誘導品設備

　　 研究開発力に裏づけられた高付加価値製
品の生産に直結する誘導品（樹脂）設備
まで含めて、シナジー効果を追求するも
の。

という三つの基本形態をあげている（以上、
石油コンビナート高度統合運営技術研究組
合、2006）。

⑶�コンビナート高度統合が国際競争力強化に
つながる理由

　コンビナート高度統合によって、日本の石
油産業や石油化学工業の国際競争力が強化さ
れ、強い産業が構築されるのは、なぜだろう
か。その理由は、コンビナート高度統合がも
たらす、以下の 3 つの経済的メリットに求め
ることができる。
　第 1 は、原料使用のオプションを拡大する
ことによって、原料調達面での競争優位を形
成することである。同一コンビナート内の石
油精製企業と石油化学企業とのあいだで、あ

るいは複数の石油精製企業間で、連携や統合
が進むと、重質原油やコンデンセートの利用
が拡大する。最近の原油高騰局面では、原油
価格の重軽格差の拡大が生じたが、コンビ
ナート統合による重質油分解機能の向上やボ
トムレス対策の進展によって、相対的に低廉
な重質原油を大量に使用できるようになれ
ば、国際競争上、有利な立場を得ることがで
きる。一方、天然ガスに随伴して産出される
ことが多いコンデンセートに関しては、一般
の原油より軽質でナフサに近い性状を有しな
がら国際的にあまり利用されてこなかったた
め、石油精製企業・石油化学企業間の提携・
統合により、それを使用することが可能にな
れば、競争上の優位を確保しうる。
　第 2 は、石油留分の徹底的な活用によって、
石油精製企業と石油化学企業の双方が、メ
リットを享受することである。同一コンビ
ナート内でリファイナリー（石油精製設備）
とケミカル（石油化学）プラントとの統合が
進めば、リファイナリーからケミカルプラン
トへ、プロピレンや芳香族など、付加価値の
高い化学原料をより多く供給することができ
る。また、エチレン原料の多様化も進展する。
一方、ケミカルプラントからリファイナリー
へ向けては、ガソリン基材の提供が可能であ
る。これらの石油留分の徹底的活用によって、
石油精製企業も石油化学企業も、競争力を強
化することができる。
　第 3 は、コンビナート内に潜在化している
エネルギー源を、経済的に活用することであ
る。残渣油を使った共同発電、熱・水素の相
互融通などがそれであるが、そこで発生した
電力や水素については、コンビナート内で消
費したうえでなお残る余剰分を、コンビナー
ト外の周辺地域で販売することも可能である。
　上記の 3 点をふまえれば、高度統合の意義
は、「懐の深い」コンビナートの構築にある
と言える。この「懐の深さ」は、日本のコン
ビナートにおいて、すでにある程度実現され
ている。しかし、それを最大化するためには、
石油精製企業・石油化学企業間、ないしは複
数の石油精製企業間・石油化学企業間で、連
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携・統合を本格的に進展させることが必要で
ある。
　既存の日本のコンビナートは、1 リファ
イナリーの 2 次設備に厚みがある、2 ケミ
カルプラントがプロピレン誘導品や芳香族誘
導品の製造面で競争力をもつ、3 電力会社・
ガス会社・鉄鋼会社の諸プラントに隣接する
ことが多い、などの強みをもっている。これ
らのうち 3 の点は、エネルギー源の経済的
活用を実現するうえで、重要な条件となる。
ただし、この条件は、今のところ、十分には
活かされていない。
　他方で日本のコンビナートには、〈1〉全国
各地に分散しており、一つ一つのコンビナー
トが小規模である、〈2〉各コンビナートの構
成企業が統合されていない、などの弱みがあ
る。〈1〉は「地理の壁」、〈2〉は「資本の壁」、
とそれぞれ呼びうる問題であるが、本稿で論
じているコンビナート高度統合は、このうち

〈2〉の「資本の壁」を克服しようとする試み
である＊17。長期的には、日本のコンビナー
トは、連結パイプラインの敷設、小規模コン
ビナートの統廃合等を通じて、〈1〉の「地理
の壁」をも解消する必要がある。

⑷�コンビナート高度統合から産油・産ガス国
との関係強化へ

　コンビナート高度統合の進展は、すでに、
「下流石油企業の組織能力強化」（（b）の道）
につながる成果を生み出しつつある。それは、
いずれも 2008 年に生じた、日本の石油業界
のあり方を変えるような 2 つの大きな出来事
に見てとることができる。
　1 つは、同年 12 月に発表された、新日本
石油と新日鉱ホールディングスによる「経営
統合に関する基本覚書」の締結である。この
経営統合が実現すると、売上高で準メジャー
級のイタリアの ENI を上回る大規模石油会
社が、日本に誕生することになる。そして、
それは、国内の石油元売業界のさらなる再

編・統合を引き起こすきっかけともなるであ
ろう。
　もう 1 つは、同年 4 月にベトナムで、出光
興産・三井化学・クウェート国際石油・ペト
ロベトナムの合弁会社として、「ニソン・リ
ファイナリー・ペトロケミカル・リミテッド
社」が設立されたことである。これは、ベト
ナム北部に出光興産と三井化学の技術によっ
て製油所・石油化学工場を建設し、そこでク
ウェート産原油を処理して得た製品を、ベト
ナム国内および中国南部で販売しようとい
う、グローバルなプロジェクトである。この
プロジェクトが実行されると、日本の石油業
界は、第 2 次世界大戦後長く続いた消費地精
製方式の枠組みから脱却することになる。
　ここで注目すべき点は、これら 2 つの出来
事には、共通の要因が作用していることであ
る。それは、各コンビナートで石油精製企業
や石油化学企業の高度統合が進展していたと
いう要因である。新日石・新日鉱の経営統合
合意の出発点となったのは、RING Ⅰの成果
をふまえ、2006 年に始まった水島コンビナー
ト（岡山県）での両社製油所の一体的操業で
あった。また、ニソン・プロジェクトは、
RING Ⅱや RING Ⅲを通じて、ここ数年千葉
コンビナートで進展している出光興産・三井
化学間の多面的な事業連携の延長上に実現し
たと言える。
　2 つの出来事のうちニソン・プロジェクト
は、コンビナート高度統合が、石油 ･ 石化産
業の国際競争力強化や地域経済の活性化に貢
献するだけではなく、エネルギー安全保障の
確保にも寄与することを示している。日本の
エネルギー安全保障確保のためには、省エネ
ルギーのいっそうの推進、運輸部門における
燃料の多様化などとともに、海外での石油・
天然ガス資源の開発にも力を入れる必要があ
る。ただし、資源開発競争は世界的規模で激
化しており、そのなかでわが国が勝ち抜くた
めには、産油国・産ガス国が求める高付加価

＊17 RING 事業の成果を引き継ぎ、コンビナート高度統合をさらに推進するため、石油コンビナート高度統合運営技術研究組合は、
経済産業省からの補助金を活用して、2009 年度から「コンビナート連携石油安定供給対策事業」に取り組むようになった。
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値技術、つまり石油精製技術や石油化学関連
技術を提供する（場合によっては、産油国・
産ガス国へ石油精製企業や石油化学企業が直
接進出する＊18）ことが重要になる。クウェー
トとともにベトナムも産油国・産ガス国であ
り、ニソン・プロジェクトは、このようなメ
カニズムが作用する好例となるであろう。
　日本国内で石油・石化企業の連携・統合が
進み、国際競争力あるコンビナートが構築さ
れれば、そこで得られた技術面での知見を、
産油国や産ガス国でも、大いに活用すること
ができる。そのことが、国際的な資源開発競
争において、わが国にとって有利に作用する
ことは、言うまでもない。原料使用のオプショ
ンを拡大し、石油留分や潜在的エネルギーを
徹底活用するコンビナート高度統合は、それ
のみならず、技術資源の動員によって産油・
産ガス国との関係を緊密化するという国家的
課題の重要な一翼をも担うことになる。つま
り、（b）の道の 2 つのポイントである、（b1）
コンビナート高度統合と（b2）「下流の技術
力で上流を攻める」こととは、互いに密接に
結びつくわけである。

⑸中東諸国との関係強化と JCCPの役割
　日本にとって関係を緊密化すべき産油・産
ガス国のなかで、筆頭の位置を占めるのは、
中東諸国である。2006 年現在で、石油は、
日本の一次エネルギーの 44％を占める。わ
が国は、原油をほぼ 100％輸入しているが、
その 89％は中東産のものである（2005 年度
実績）。中東諸国との良好な関係なしに日本
のエネルギーセキュリティがありえないこと
は、誰の目にも明らかである。
　既述のように、2006 年に策定された「新・
国家エネルギー戦略」は、2030 年までに自
主原油比率を 40％程度にまで引き上げると
いう目標を掲げた。この目標を達成するため
には、旧ソ連圏、アジア・太平洋、アフリカ

での活動が有意義であることに、異論はない。
しかし、その目標の成否を決定づける最も重
要な地域が中東であることは、動かしがたい
事実である。
　このような状況をふまえれば、中東産油国
が日本に期待するものを正確に把握し、それ
に適切な形で対応することは、わが国のエネ
ルギーセキュリティを確保するうえで、必要
不可欠な施策だと言える。長いあいだ、中東
産油国にとって日本は、魅力的な市場であっ
た。この点は、今でも変りはないが、中国な
どの強力なライバル（原油輸入面での競争相
手）が登場した昨今、それだけでわが国が、
中東諸国の心をつなぎとめることはできな
い。中東産油国が日本に期待するもの、そし
て中国にはなくて日本にはあるもの、それは、
端的に言えば技術力である。その意味で、「下
流の技術力で上流を攻める」ことは、中東諸
国との関係において、とくに重要だと言うこ
とができる
　出光興産・三井化学・クウェート国際石油・
ペトロベトナムによるベトナムでのニソン・
プロジェクトについて、コンビナート高度統
合がそのルーツになったと指摘したが、同プ
ロジェクトには、じつは、もう 1 つのルーツ
がある。それは、 ㈶国際石油交流センター

（JCCP）が展開してきた中東における産業基
盤整備事業（技術協力事業）である。
　ニソン・プロジェクトは、ベトナム北部に
出光興産と三井化学の技術によって製油所・
石油化学工場を建設し、そこでクウェート産
原油を処理して得た製品を、ベトナム国内お
よび中国南部で販売しようというものであ
る。近年の石油市場では、原油価格の乱高下
とともに、重軽格差（重質原油の軽質原油に
対する相対的低価格）の拡大も問題となった。
重軽格差の拡大にともない、国際的には相対
的に重質である中東産原油のなかでもとくに
重質であるクウェート産原油は、国際競争上、

＊18 日本の石油化学企業が産油国・産ガス国に直接進出した典型的な事例としては、住友化学が Saudi Aramco と合弁で推進し
ている、サウジアラビアでのラービグ・プロジェクトをあげることができる。同プロジェクトにもとづく生産設備は、2009
年 11 月に竣工した。
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不利な立場に立たされることになった。石油
市場では、世界的に、消費面で軽質製品のウ
エートが高まり続けている（いわゆる「白油
化」の進行）から、クウェートにとって、こ
の問題は深刻さを増していた。一方、出光興
産をはじめとする日本の石油精製企業は、重
質原油を軽質化する技術を有している。これ
らの点をふまえて、クウェートでは、JCCP
の技術協力事業として、出光興産が中心と
なって、重質原油の直接改質プロジェクトが
遂行された。今回のニソン・プロジェクトは、
このクウェートでの JCCP の技術協力事業
を、もう 1 つのルーツとしているのである。
　中東での JCCP の技術協力事業が、その後、
発展をみせた事例はほかにもある。サウジア
ラビアで取り組んだ HSFCC（High-Severity 
Fluid Catalytic Cracking、高過酷度流動接
触分解技術）は、その成果をふまえて新日本
石油が水島で実用化へ向けた準備を進めてお
り、 技 術 協 力 の パ ー ト ナ ー で あ る Saudi 
Aramco（サウジアラビアの国営石油会社）
からも強い期待が寄せられている。また、ア
ラブ首長国連邦で JCCP が関与した製油所の
ゼロガスフレアリングは、コスモ石油への
IPIC（International Petroleum Investment 
Company、アブダビ政府が全額出資する国

際石油投資会社）の 20％出資を実現させる 1
つの促進要因となった。中東での JCCP の技
術協力事業は、日本の下流石油企業の組織能
力向上に、少なからず貢献しているとみなす
ことができる。
　1981 年に設立された JCCP は、技術協力
事業とは別に、産油国を中心的な対象にして、
年間 1000 人弱規模の石油産業関係者（エン
ジニア等）を受け入れ、日本で研修活動を行っ
ている。最近では、中東諸国からの受入れ人
数も増え、その延べ人数はで 4320 人に達す
る。また、JCCP は、中東地域へ、延べ 1249
人にのぼる石油産業の専門家を派遣してい
る＊19。図表 4 は、JCCP による研修生受入・
専門家派遣の実績を、地域別にまとめたもの
である。この表から、2001 年以降、中東地
域のウエートが拡大していることがわかる。
　このほか、JCCP は、産油国との技術協力
事業や、産油国キーパースンの日本への招聘
なども実施してきた。これらの活動を通じて
日本について知識や親近感をもつにいたった
人々が、中東諸国では、徐々に官産学の要職
につき始めている。JCCP の活動によって、
日本と中東諸国とのあいだには、濃密な人的
ネットワークが着実に構築されつつあると言
える。

＊19 以上の延べ人数は、いすれも、2008 年度末現在の数値である。

図表 4　JCCPによる研修生受入・専門家派遣の地域別実績

 （単位：人）
地　域 （年　度） 中　東 アジア アフリカ オセアニア 中南米 欧　州 合　計

研修生
受　入

1981～2008（A） 4,320 10,487 1,726 35 845 722 18,135

2001～2008（B） 2,157 3,508   594  6 434 417 7,116

専門家
派　遣

1981～2008（A） 1,249 2,938   165 41 253 129 4,775

2001～2008（B）   500   707    28  0  57  77 1,369

（出所）JCCP（国際石油交流センター）調べ。
（注）：1．Bは Aの内数。
　　　2．企業経由の受入・派遣を含む。
　　　3．�「欧州」は、ロシア・カザフスタン・ウズベキスタン・トルクメニスタン・アゼルバイジャン・ウクライナ・

ベラルーシ・リトアニア。
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おわりに

　本稿は、石油資源開発をめぐる日本の国際
競争力について、現状分析を試みることを目
的としていた。最後に、ここまでの検討結果
を要約しておこう。
　現状分析の出発点となるのは、第 2 次世界
大戦後の日本において石油産業が長いあいだ
かかえてきた脆弱性に関して、正確な認識を
もつことである。日本石油産業の脆弱性は、
①上流部門（開発・生産）と下流部門（精製・
販売）の分断、②上流企業の過多・過小、の
2 点に整理することができる。
　これらの脆弱性を克服するための基本的な
施策は、経営統合を通じて大規模化しつつあ
る下流石油企業が、垂直統合を行う形で、上
流石油企業を合併・買収し、結果として、上
流部門での水平統合をも推進することに求め
るべきである。この施策は、日本の石油産業
がもつ①上流・下流の分断、および②上流企
業の過多・過少という 2 つの弱点を同時に解
消するものであるから、理想的なものだと言
える。しかし、現実には、上記の基本的施策
が実現する可能性は低い。なぜなら、日本の
石油産業の下流部門では、1980 年代半ば以
降規制緩和が進展し企業統合の動きがみられ
たにもかかわらず、産業の体質強化が本格的
には進まず、最大の課題である低収益体質か
らの脱却という面で決定的な成果があがって
いないからである。
　基本的施策を実行に移すことがすぐには難
しいのであれば、基本的施策とは区別される
現実的な対応策が求められる。そのような現
実的な方策としては、（a）上流部門での水平
統合、（b）下流石油企業の組織能力強化、
という 2 点をあげることができる。このうち

（b）は、「日本国内でコンビナートの高度統
合を進め石油精製事業の国際競争力を強化す
ること」（b1）、および「世界の石油産業の
常識である『上流部門で儲ける』というメカ
ニズムを取り込むため『下流の技術力で上流
を攻める』という新しいアプローチを採用す
ること」（b2）という、2 つのポイントからなっ

ている。
　2000 年代にはいって、上記の（a）や（b1）、

（b2）は、かなりの進展をみた。（a）では、
INPEX 帝石の成長にともない、上流部門で
の水平統合が進んだ。（b1）では、RING 事
業を中心にしたコンビナート高度統合の進展
により、「コンビナート・ルネッサンス」と
呼ばれる状況が現出した。そして、その成果
は、（b2）の「下流の技術力で上流を攻める」
という新しいビジネスモデルを生みつつあ
る。また、（a）については JOGMEC（独立
行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構）
が、（b1）については RING（石油コンビナー
ト高度統合運営技術研究組合）が、（b2）に
ついては JCCP（国際石油交流センター）が
支援する仕組みも、それぞれ有効に機能して
いる。
　石油資源開発をめぐる日本の国際競争力の
構築という観点に立てば、現状は、けっして
悲観すべきものではない。しかし、一方で、
国際的な石油資源開発競争がかつてなく激化
していることも、否定しがたい事実である。
日本は、成果をあげ始めた様々な取組みをよ
り迅速、より強力に推進することによって、
石油資源開発をめぐる国際競争で遅れをとら
ないようにしなければならない。
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