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るのに対して、
「サプライチェーンの海外移転の懸念

はじめに

は小さい」との回答は18％にとどまる。
しかしながら、企業の海外直接投資の拡大は今回

歴史的な円高の進行、東日本大震災がサプライチ

の円高急伸や震災の以前から続く大きな流れであり、

ェーンに与えた衝撃、福島原子力発電所の事故を受

「新興国の成長の取り込み」は近年の日本企業の成長

けた電力供給の制約は国内の製造業を揺さぶり続け

戦略のキーワードとなっている。従来、製造業の主

ている。加えて、震災前に議論されていた法人税率

たる進出先である中国、東南アジアは低廉な人件費

引き下げの見送り、TPP（環太平洋経済連携協定）

を活かした「輸出加工拠点」と位置づけられること

への参加検討先送り、放射能汚染に関連した風評被

が多かったが、所得水準の向上と国内市場の拡大を

害なども加わって、産業立地としての日本の魅力の

経て、今日では「市場」として位置づけられ、拡大

低下は著しく、産業界からは海外直接投資を加速せ

する新興国市場での販売拡大のために現地生産を行

ざるを得ないとの声が高い。

う「地産地消」型の海外直接投資が近年の主流とな

電力供給の制約については今夏の電力需要のピー

っている。

クは産業界と家庭の節電対策によって乗り越えたも

中国では大幅な賃金上昇が続いて1990年代半ばの

のの、政府のエネルギー環境会議（７月）の資料に

低廉な人件費を前提としたモノづくりのビジネスモ

よれば、定期点検に入る原子力発電所が再起動しな

デルは見直しを迫られ、中国に進出している企業が

い場合の来年夏の電力需給について、昨年夏のピー

他のアジアに投資先を分散する動きが広がるととも

ク電力需要7986万kWに対して、東日本で10.4％

に、人件費削減のため現地生産拠点の省力化・自動

（834万kW）の不足、中西日本で8.3％（823万kW）

化投資を進める企業も増えている。また、世界各地

の不足になる可能性があるという。本年４月に経済

で自由貿易協定（FTA）に基づく関税撤廃と地域経

産業省が実施した「東日本大震災後のサプライチェ

済統合の進展に合わせてグローバルな生産拠点の再

ーンの復旧復興及び、空洞化実態緊急アンケート調

編を進める企業の動きもみられる。

査」によれば、
「今回の震災により、サプライチェー

本稿では、以上のようなわが国製造業による新興

ンの海外移転が加速する可能性はあるか」との問い

国事業戦略の最近の特徴と課題の俯瞰を試みた。新

に対して「サプライチェーン全体または一部の海外

興国をひとくくりに論じた乱暴な議論となっている

移転が加速する可能性がある」との回答が69％であ

が、読者のご批判、ご叱正をお待ちしたい。
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2010年の5.1億人から2020年には11.5億人に増える。

1. 製造業の海外直接投資の主流は
「地産地消」型

多くの新興国の今日の１人当たりGDPは日本の
1960〜70年代の高度成長期の１人当たりGDPと同水
準にある（図表１）
。１人当たりGDPが1500ドル付

高度成長が続く新興国では市民の所得水準が向上

近で二輪車の普及率が急速に上昇し、１人当たり

し、富裕層や中間層と呼ばれる人口が増えて新たな

GDPが3000ドル付近で乗用車の普及が急速に進むと

市場が拡大している。世帯年間可処分所得が３万

いわれるが、中国、インド、インドネシア、ベトナ

5000ドル以上の新興国富裕層は2010年の2.5億人から

ムで二輪車・乗用車の販売が好調で、メーカー各社

2020年に6.9億人に、世帯年間可処分所得が１万5000

は先進国での販売が伸び悩む一方で、これら新興国

ドル以上３万5000ドル未満の上位中間層の人口は、

での生産・販売を拡大している。

図表１

日本の経済成長と新興国の現状（１人当たりGDPの比較）

（ドル）

出所：総務省HP

図表２

有望事業展開先国にあげた理由の推移（上位４カ国）

出所：国際協力銀行「海外直接投資アンケート調査結果」
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中国・タイでは都市化による農業人口の減少と農

2. 中国における賃金上昇に伴う
投資先国の分散と省力化投資

村部の所得水準向上を背景に農業の機械化が進み、
従来は水牛で耕していた水田にトラクター、コンバ
インなどの農機が導入され、クボタ、ヤンマーをは
じめとしたメーカー各社の売り上げが拡大している。

中国では昨年、各地の外資系企業で賃上げ目的の

所得水準の向上や都市化に伴ってさまざまな日用品

ストライキが大規模に発生して賃金が大きく上昇し

の販売も好調で、たとえば紙おむつのアジア新興国

たが、今年になっても各州で法定最低賃金が引き上

での販売が急拡大し、ユニチャーム、花王など紙お

げられるなどこの流れは続いており、沿海部に進出

むつメーカーや日本触媒（高吸水性樹脂）
、東レ（不

した日系企業では年率20％を超える賃金上昇も珍し

織紙）など紙おむつの原材料メーカーはアジア各国

くない。世界的なエネルギー・食糧価格の高騰を受

で設備投資を拡大している。

けた物価上昇や外資進出が集中する沿海部における

国際協力銀行（JBIC）の海外直接投資アンケート

労働力不足に加えて、2008年１月の新しい労働契約

調査結果によれば、中期的（今後３年程度）な有望

法の施行による農村からの出稼ぎ労働者を中心に労

事業展開先国として得票率は上から中国、インド、

働者の権利意識の高まりも背景にあるとされる。

ベトナム、タイ、ブラジル、インドネシアの順

こうした中国の賃金コストの上昇を背景に、中国

（2010年度調査）となっているが、いずれの国も事業

に生産拠点を有する日本企業の間で、他のアジア諸

展開先として有望な理由として「現地マーケットの

国への投資分散を拡大する動きが目立つ。具体的に

今後の成長性」が第１位となっている（図表２）
。過

は、自動車産業を中心に産業集積が進み相対的にイ

去の同調査と比べると有望な理由として「安価な労

ンフラの整っているタイ、中国・インドに次いでア

働力」の得票率はいずれの国でも大きく下げており、

ジア第３位の人口を有し人口構成も若いインドネシ

海外直接投資の動機として「低廉な賃金コスト」か

ア、中国と比べて低廉であるが中国同様に勤勉な労

ら「現地市場の成長性」に企業の認識が大きくシフ

働力を有するとされるベトナムなどに投資を検討す

トしている。拡大する新興国市場での販売拡大のた

る企業が多いようだ。さらに、衣料産業など高度な

めに現地生産を行う「地産地消」型の海外直接投資

労働集約型の企業を中心にカンボジア、ミャンマー、

が、近年の主流といえる。

バングラデシュ等の人件費がさらに低い後発途上国
にも企業の目が向いている（図表３、図表４）
。

図表３

主要都市の製造業ワーカー月額基本給

横 浜
913
サンクトペテルスブルク（ロシア）
779
イスタンブール（トルコ）
670
リオデジャネイロ（ブラジル）
372
メキシコシティ（メキシコ）
364
北京（中国）
298
クアラルンプール（マレーシア）
294
ニューデリー（インド）
284
カイロ（エジプト）
281
広州（中国）
263
バンコク（タイ）
236
マニラ（フィリピン）
227
瀋陽（中国）
ジャカルタ（インドネシア） 186
プノンペン（カンボジア） 101
ハノイ（ベトナム） 96
ダッカ（バングラデシュ） 54
ヤンゴン（ミャンマー） 41
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調査時点：2011 年１月（ただし、横浜は 2010 年１月、カイロは 2010 年２月、サンクトペテルスブル
ク・イスタンブールは 2010 年 11 月、リオデジャネイロ・クアラルンプール・ダッカは
2011年２月）
出所：JETRO
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図表４

主要アジア諸国における賃金上昇率
（2010 年の対前年比ベースアップ率平均）
タ

（単位：％）
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出所：JETRO「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」2010年度調査

図表５

新興国中間層市場向け事業に当たっての注力点

（単位：社数）
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出所：国際協力銀行「2009年度海外直接投資アンケート調査結果」

新興国での賃金上昇に対応して現地工場の製造プ
ロセスの自動化を進める企業の動きも活発だ。たと

3. 現地ニーズに合った商品開発

えばホンダ系自動車骨格部品製造のエイチワンは中
国やタイの工場省力化のために溶接ラインのロボッ

新興国の中間層向け事業に特有の課題は何か。国

トを増やして労働コスト削減を進めている。このよ

際協力銀行の2009年のアンケート調査結果からは

うな新興国の工場省力化を進める日本企業の動きは

「販売網拡大・サービス体制構築」
「コスト削減」
「製

工作機械メーカーにとって新たなビジネスチャンス

品の仕様・品質の見直し」などの課題が浮かび上が

となっている。日本工作機械工業会の集計による工

ってくる（図表５）
。アジア各国の大都市で高級外国

作機械の地域別売上高は、日本国内向けが2006年の

車が走り、高級レストランやデパートにおける都市

7316億円から2010年に3536億円に減る一方で、アジ

の富裕層の旺盛な購買力は目をみはるものがある。

ア向けが2501億円から4511億円に増加している。た

日本企業の従来の新興国市場開拓は、韓国をはじめ

とえば、産業ロボット製造で世界シェアトップのフ

とした新興メーカーとの差別化が可能な高機能・高

ァナックは昨年、中国・インドでの販売が好調だっ

付加価値製品を富裕層に販売することが多かった。

たが、今後、アジア新興国で工場の省力化投資が増

しかし富裕層市場の規模は限られ、より市場規模の

えるとみて、アジアでの拡販を目指すとしている。

大きい中間層市場の開拓が各社の課題となっている。
まだ購買力が低い新興国中間層市場では現地のニー

18
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ズに合致した機能と品質の製品を低価格で提供しな

名を世界各地に送り出し、語学研修、地域調査、人

ければならない。キーワードは「現地ニーズに合っ

脈づくりなど現地の社会・文化を理解するために業

た商品開発」だ。

務以外のさまざまなことを行わせている。こうして

中間層市場向け商品開発の事例としてパナソニッ
クがインドネシア市場専用に開発した冷蔵庫の例を

育成された地域専門家が新興国におけるサムスン電
子の強みになっているとのことだ。

あげておきたい。水道施設の発達が十分でない同国
では、煮沸したお湯を冷やしてペットボトルで冷蔵

4. 商品開発・研究開発の現地化

庫に保存する。また、製氷スペースで、ボウルに水
を張ってつくった大きな氷を近所の家庭に売る。そ

現地ニーズに合った商品開発のためには商品開

こでドアポケットをなくし、その分ペットボトルを

発・研究開発の現地化がキーワードになっており、

大量に保管できるスペースを確保し、製氷室は間仕

各社の研究開発・商品開発機能の現地化の動きが加

切りをなくして大きなボウルを入れられるようにし

速している。公表されている企業の動きの一部を図

た。この製品の開発に当たっては、インドネシア人

表６に取りまとめたが、これ以外にもたとえばデン

の研究員がインドネシア国内を回って家庭訪問によ

ソーは2010年５月の中国・上海に続き、2011年末に

り冷蔵庫の使い方の緻密な調査を実施した。こうし

はインドに、2012年初めにブラジルに研究開発拠点

て開発した製品は発売直後にインドネシアのグッド

を開設する。同社はインドの自動車大手、タタ自動

デザイン賞を受賞している。

車の超低価格車「ナノ」向けにワイパーを納入する

新興国向け商品開発の強化に当たっては、現地事

など、新興国企業からの受注実績が豊富だが、
「日本

情を理解する社内人材育成や現地スタッフの活用の

の基準にとらわれすぎず、各市場に合った 最適品

必要性が指摘される。日本企業は異文化の理解や受

質 を追求する」としている。

け入れ、現地スタッフの登用などの経営の現地化の

研究開発の現地化は商品開発にとどまらず、基礎

面で欧米や韓国の企業に劣っているとの声もある。

研究分野でも進んでいる。たとえばシャープは、海

サムスン電子は1993年に「地域専門家制度」という

外現法としては米英に次いで３番目の基礎研究開発

制度を導入し、入社３年目以降の社員から毎年数百

拠点を今年中国に設立してソフトウェアや素材など

図表６

研究開発の現地化の動き

出所：各社発表、報道等より筆者作成
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の基礎研究を行う。中国人の研究者をトップに就け、

ン、ボルヴィック）と娃哈哈ブランドが競合するよ

既存の中国現法で商品開発を担当している社員のほ

うになった。こうしてダノンとワハハは商標権をめ

か、研究員は現地で新規採用する。現地の大学との

ぐって対立するようになり、2007年以降は両者によ

共同研究にも取り組む方針だ。同社は中国では南京

る商標権をめぐる訴訟合戦にまで発展。結局、ワハ

や上海に商品開発拠点をもち、製造拠点としては液

ハとダノンの裁判は、
「娃哈哈」商標がワハハ側に帰

晶テレビは組立工場が南京にあるが、基礎研究、商

属するということで、2009年５月に中国の裁判所で

品開発、製造まで一貫して現地で手掛ける体制を整

決着している。2009年９月に合弁関係が解消され、

えることで現地化を加速していくとしている。

ダノン保有のワハハ株をワハハの宗慶後（Qinghou
Zong）会長が買い取るかたちで決着した。合弁パー

5. 販売網構築、マーケティング戦略

トナーとのトラブルを回避する対策としては、よい
パートナーを選定すること、事業開始に当たって両

研究開発・商品開発の現地化によって現地ニーズ

者の役割分担を明確に定めておくことなどが考えら

に合った「よい製品」ができても、消費者にいかに

れるが、ダノン・ワハハの紛争は合弁事業の難しさ

そのよさを実感してもらうかという問題がある。新

を表している。

興国市場で販売網を構築し、現地ブランドを確立す

このような合弁事業の難しさから、100％独資によ

るうえで、資本参加を通じた現地企業とのアライア

る自力開拓の道を選ぶ企業もある。成功例としてエ

ンス構築はひとつの有力な手段だ。合弁相手企業が

ースコック・ベトナムの事例を示したい。エースコ

有する流通・販売ネットワークの活用や既存ブラン

ックは1993年にベトナムに進出、95年より即席麺の

ドの活用は、現地の慣習や運営ノウハウに疎い外資

製造販売を開始した。当初はベトナム国内で原材料

企業が現地事業を迅速に立ち上げるのに有効だ。一

を調達することが困難で、日本から原材料を輸入し

方で、合弁形態をとると、後にそのパートナーとの

ていたためローカルの競合先が800〜1000ドンで販売

トラブルに頭を悩ませることもある。

しているところ、エースコックの製品は2000ドンと

中国での合弁事業において外資と中国パートナー

割高な価格設定となっていた。そのためエースコッ

が対立したケースとして、ダノンとワハハの商標権

クの即席麺は、高品質だが庶民には手の出ない高級

をめぐる紛争が有名だ。仏ダノン社は、エビアンや

品という評価であった。エースコックは原材料の現

ボルヴィックなどのミネラルウォーターとヨーグル

地調達によって製造コストを下げるべく、現地の原

トなどの乳製品が有名な世界最大の食品会社のひと

材料供給者に技術指導を続け、５年後の2000年に高

つだが、ダノンは1996年に中国の杭州娃哈哈集団

品質を維持しつつもベトナム産原材料を使用した低

（Hangzhou Wahaha Group、以下ワハハという）と

価格の即席麺を1000ドンで発売。高級品のブランド

合弁事業によってミネラルウォーター事業を開始し

イメージのまま手ごろな価格設定で発売したことに

た。合弁事業開始当初、ワハハは事業拡大の資金と

加え、HaoHaoという覚えやすいネーミングから新製

事業ノウハウを必要とし、ダノンは中国大陸に橋頭

品は大ヒットする。今日ではベトナム国内の即席麺

堡を築こうと考え、両者の利害が一致した。両者間

のシェア６割を超え、ベトナム国内に６工場を有す

の商標使用許可契約に基づき、合弁会社はワハハの

るに至っている。エースコックの場合、最初に高級

娃哈哈ブランド（商標）を使用した。元来中国では

品というブランドイメージが市場に定着した後に現

水は沸かしてお茶として飲むもので、水道水を直接

地調達比率の引き上げによるコストダウンで市場に

飲む習慣はなかった。しかし、中国では水不足と水

浸透した成功事例といえるが、５年の歳月を費やし

質汚染が慢性化していることから、徐々にミネラル

ている。

ウォーターを飲む文化が定着し、水ビジネスは急成

変化のスピードが速く、競合先も多い新興国市場

長した。ミネラルウォータービジネスの黎明期はお

において、合弁事業の形態で迅速に販売網構築をす

互いにとってメリットがある合弁事業であったが、

るのか、時間がかかっても自力開拓するのか、悩ま

市場が拡大するにつれ、ダノンのブランド（エビア

しい問題である。
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どの外貨建ての場合、現地会社は為替リスクを負う

6. 経営・労務管理の現地化

こととなる。特に国内消費が急成長を続ける途上国
の場合、国内生産を上回る内需のために貿易収支が

海外直接投資において文化・慣習の異なる異国の

恒常的に入超となり、国際収支のアンバランスから

地での労務管理は進出企業の悩みのひとつである。

為替切り下げ圧力が継続する場合がある。事業本体

特に高成長を続ける新興国では労働市場もめまぐる

は好調だが為替差損による赤字に悩む進出企業は多

しく変化して、１年たつと状況が一変することも珍

い。新興国の場合は現地金融市場の発達が十分でな

しくない。既述の賃金上昇に加えてワーカーの離職

いために為替予約や為替スワップなどのヘッジ手段

率も高い国が多く、たとえばベトナムでは近隣工場

も限られる。

に比べてわずかに賃金が低いだけでも離職すること

そうしたなかで為替リスク対策の基本は事業の収

もあれば、賃金水準だけでなく工場の食堂で出る食

入支出の為替のミスマッチを解消するために収入と

事の量が不満で退職する人も多い。地方から出てき

支出の建値通貨を極力一致させるということに尽き

た労働者は栄養状態が悪い人も多く、工場の食事は

る。現地国内市場向け事業で収入が現地通貨建てで

重要な栄養摂取源になっているとの事情もあるそう

あれば原材料の現地調達比率の向上や必要資金の現

だ。筆者が最近訪問したベトナムの某社工場では、

地通貨建て調達など、ここでも「現地化」がキーワ

工場内の立ち仕事で貧血になる女性ワーカーが多い

ードとなる。

ことから、工場内に医務室を設けて定着率向上を図
っているところもあった。

8. インフラ事情

中国人は個人主義の国といわれるが、中国の工場
では数人の作業グループ単位で生産性を管理するグ

新興国ビジネスで常に指摘される課題のひとつが

ループ成果主義よりも、個人単位で管理する個人成

未整備なインフラ事情である。国際協力銀行の海外

果主義のほうが向くという声もある。敬虔なイスラ

投資アンケート調査（2010年度調査）によれば、事

ム教の国では、毎年のラマダン（断食）の時期には

業展開に当たってインフラの未整備が課題と回答し

配慮が必要であり、普段でも日に５回のお祈りの時

た企業は、インドは回答企業294社中140社（47.6％）
、

間と場所の確保が必要だ。このように国ごとに異な

ベトナムは156社中48社（30.8％）
、インドネシアは

る国民性、社会的・文化的・宗教的背景を理解した

98社中17社（17.3％）
、中国は377社中45社（11.9％）

労務管理が必要であるが、そのためには中間管理者、

となっており、特にインド、ベトナムでは事業展開

労務管理責任者の現地化が有効だ。日本と新興国の

に当たっての課題の第１位となっている。

賃金格差を考えても、経営の現地化のメリットはあ

またJETROの「在アジア・オセアニア日系企業活

る。こうした中間管理者として適切な現地人材は外

動実態調査」によると、電力不足・計画停電が生産

資系企業の間で奪い合いとなり優秀な現地管理職の

面での問題点と回答した企業の割合が、ベトナム

確保は容易ではないものの、たとえば日本のマザー

70.3％、フィリピン46.8％、インドネシア40.7％とな

工場における研修生の受け入れ等を通した現地人材

っている。同調査で「物流インフラの未整備が生産

の育成、優秀なローカルスタッフが魅力を感じる人

面での問題点」と回答した企業の割合は、インドネ

事制度の採用等、各社ともに苦心している。

シア37.4％、ベトナム36.6％となり、現地日系企業に
聞いても都市部の交通渋滞や港湾能力の不足による

7. 為替リスク

ロジスティクスの効率性の悪さを指摘する声は多い。
いずれの国でもインフラ整備が急速に進められて

新興国ビジネスにおいて為替リスク管理は重要で

いるが、急速な経済成長にインフラ整備が追いつい

あるが難しい課題だ。特に現地国内市場向け事業の

ていないのが実情であり、進出企業は未整備なイン

場合、現地会社の収入は現地通貨建てとなる場合が

フラ事情を前提に事業を進めざるを得ない。たとえ

多く、原材料調達や借入金などの支出が円・ドルな

ば電力不足の問題に対しては大企業の場合、自家発
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電設備を工場内に保有するケースが多いが、新興国

要であるが、流通業者によるサービスも徐々に充実

で電力料金が低く抑えられている一方で近年の燃料

していくだろう。たとえば日本通運が今年からイン

費の高騰の影響もあり、自家発電装置を稼働させた

ドシナ半島南部の東西850kmを横貫する南部経済回

場合は電力コストが通常の10倍以上になるという国

廊を利用し、バンコク（タイ）―プノンペン（カン

もある。そこで自家発電装置を稼働させるよりも、

ボジア）―ホーチミン（ベトナム）間をドア・ツ

電力需要の重なる平日・昼間の操業をやめて休日・

ー・ドアで接続する陸路輸送サービスを開始した。

夜間に操業する企業もある。一方で休日・夜間の残

これにより、船舶による輸送と比較してドア・ツ

業代の問題や労務管理の観点から、操業時間の調整

ー・ドアで２〜７日のリードタイム短縮が可能との

に伴う労務費の上昇のほうが自家発電による電力コ

ことだ。

スト上昇より大きいことから逆の対応をとる企業も

FTAを活用した海外生産拠点設立の最近の事例と

ある。進出するに当たって進出先のインフラ状況を

してマツダの取り組みがあげられる。本年６月、マ

把握して事前に対応を検討しておくことが肝要だ。

ツダは住友商事との合弁によりメキシコ・グアナフ
ァト州に乗用車とエンジンの組立工場を建設すると

9. 自由貿易協定（FTA）と
地域内分業

ともにブラジルに販社を設立し、メキシコで小型車
を計14万台生産して国内市場のほかブラジルなど中
南米市場に販売すると正式発表した。メキシコは

2010年初にASEAN先行６カ国の関税が撤廃され

1994年の北米自由貿易協定（NAFTA）発効以降、

たが、2015年にはベトナム等も含めた加盟10カ国の

世界各国とFTAを積極的に締結し、現在、世界40カ

関税が原則撤廃され、人口約６億人の統一市場が誕

国以上との間で12本のFTAを結ぶFTA先進国で、

生する。また、ASEAN中国FTA、ASEANインド

メルコスール（南米南部共同市場；ブラジル、アル

FTA等も発効済みで、今後、関税撤廃と市場統合が

ゼンチンなど南米10カ国で構成する自由貿易市場）

進む（図表７）
。これらFTAの進展とともに、従来

との間でも自動車にかかる特恵貿易協定（経済補完

は国ごとに生産拠点を設けていた企業が域内の特定

協定）を有し、メルコスール域外から域内への乗用

国で集中生産体制を整備する動きが広がる可能性が

車輸出には関税率35％が適用されるところメキシコ

ある。このような国境を越えた域内での生産集約の

からは関税ゼロとなる。マツダは2005年の日本・メ

ためには関税撤廃のみならず道路など域内物流のハ

キシコ経済連携協定（日墨EPA）の発効で日本から

ード面や域内輸送サービスなどソフト面の整備も必

の乗用車の関税（当時は50％）が関税割当数量枠の
範囲内で撤廃されたことを活

図表７

FTAで一体化するアジア市場

用して同年よりメキシコでの
販売事業を開始していた。年
率10％で成長しているブラジ
ル市場は未開拓で、今般、メ
キシコを拠点としたブラジル
市場開拓を進める方針であり、
将来的には北米市場向けの生
産拠点とすることも視野に入
れている。マツダはメキシコ
を拠点とする理由のひとつと
して、ブラジルに比べてメキ
シコのほうが北米・欧州を含
めて関税ゼロで輸出できる国
が多いことをあげている。
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図表８

中小企業の海外投資と労働生産性

出所：「中小企業白書」2010年版

（図表８）
。

10. ビジネス・イノベーションを
伴う海外直接投資

海外展開が企業のビジネスモデル全体に影響を与
えた事例として、小松製作所が過去に販売した建設
機械の稼働状況や位置情報を集めて販売促進に役立

製造業の海外直接投資の加速について国内製造業

てる情報システムであるKOMTRAXが有名だ。こ

の空洞化を懸念する声も高いが、海外直接投資をす

のシステムは、当初は中国向けに輸出するショベル

ることで、企業はさまざまな恩恵を得て、そして自

カーなどの建設機械の盗難防止のために位置情報を

身の生産性を上昇させることができると考えられる。

把握できるように建設機械にGPS装置をつけたこと

技術の優れた先進国に進出し、現地の優れた知識や

に始まるが、今日では、GPS装置のみならず、各種

ノウハウに触れることは、進出企業の生産性を上昇

モニタリングセンサーを通して建設機械の稼働状況

させるであろう。また、より安価な生産要素を現地

を小松製作所本社で一元管理して、顧客サービスに

で利用することで従来より低価格で製品を供給した

役立てるとともに、自社製建設機械の世界中での稼

り、成長する新興国で新たな市場を確保することに

働状況を把握することによる製品需要予測等にも活

よる生産量拡大により規模の経済性を享受すること

用している。

もあろう。このような経路を通じて、海外進出企業

日本の製造業はプラザ合意から25年間、円高と闘

は自身の生産性をこれまでよりも上昇させることが

いながら海外直接投資を進めると同時に不断の技術

できると考えられる。実際、海外直接投資した企業

革新と新たな製品開発によって事業の高度化を進め

からは、海外展開に伴って人材が育ったり、海外事

て産業空洞化を回避し、日本経済を支えてきた。今

業の経験が国内事業にも活かされてビジネスモデル

回の歴史的な円高、電力供給制約などの問題も、成

が強化されたとの声を聞く。昨年の中小企業白書の

長する新興国市場の取り込み、海外事業展開を通し

分析では、中小企業も海外投資によって労働生産性

たビジネス・イノベーションによって乗り越え、事

が高まり、海外投資開始企業の従業者数は、６〜７

業の拡大と高度化・高付加価値化が進むことを願っ

年後には海外投資非開始企業を上回るとしている

て本稿の結びとしたい。
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