
1 
 

       世界経済の動向に適応する中堅・中小企業経営 

   高田 雄司 (大阪経済法科大学 地域総合研究所客員教授) 

Small and Medium sized Enterprises Management 
which applied the Trend of the World Economy 

 Takeshi TAKADA 
 

ABSTRACT 
Before discussing the world economy I will describe briefly what Japan economy is doing. 

Just before Mr. Abe takes up the inauguration, he instructed to the Bank of Japan as follows. It should be 
taken by financial relaxation about 10 trillion yen and plus, promote toward 2% inflation. So that, Exchange 
market have restored to 82 Yen～85 Yen of depreciation、the stock market over 10,000 Yen gains with good 
impression. Originally, It is the Bank of Japan that has been carried out a un･political policy in the 
independent as a Central Bank. Global economy gradually has continued to recover from Lehman’s shock in 
2008. But, thereafter, It has under the influence of the statutory ceiling problem after Europe's government 
debt crisis and the occurrence of East Japan enormous earthquake in 2011 year, "Fiscal cliff" overlaps the 
invalidation of tax cuts and spending cuts forced by America's federal debt was evaded, has been left the 
flashpoint in future. In addition, Global economy has slowed by the Thailand floods affected.  

We think about its role and full playing to potential abilities of small and medium enterprises （*SMEｓ）

in World economy and Japan economic trends. SMEs’ potential abilities with the utilization of management 
resources can enable in a changing social environment, in particular, SMEs have potential abilities of 
flexible responsiveness, technological and product development capabilities, marketing etc. 
a. It is SMEs that has been played an important role in the East Japan enormous disaster. 
b. SMEs capture domestic and international growth opportunities and put in business activities, In 

addition, consider how do it overseas corporations, women's business activities, etc. 
c. Japan's industrial structure is rapidly evolving to like manufacturing sector has changed from the final 

goods to intermediate goods. For example, Customers are waiting for 4 months to buy Germany Audi 
Quattro car in Japan with popular. The reason why, the car has incorporated in such as materials , parts in 
advanced technology features at a high level with performance of racing car and high practicality by 
Germany’s and Japanese small, medium sized manufacturers. 
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１.はじめに                               

 長年のデフレで不況が続く中、民主党に代わって自民党の安倍首相が 12 月 26 日に成立したが、この政権で本当に不況を

脱出し成長に向かうのかよく見極めねばならないと思う。就任前に、日銀に対し大幅な金融緩和約 10 兆円、加えて 2%のインフ

レを促す発言をした結果（1 月 18 日２％の物価上昇目標合意）、市場は大変好感を持ち円安 82～85 円、株価 10,000 円の大

台を回復させた（年が明け円安 89～91 円、株価 10,600～10、800 円に推移）。本来、日銀は中央銀行として独立でありそれなり

の政策を打って来たものである。日銀と政府との合意なしに当時の安倍首相の意向のみで為されたことに、今後も注視して見

守るべきである。安倍内閣は最優先課題とする「経済再生」の第１弾として緊急経済対策を閣議決定した。自らアベノミックスとＰ

Ｒし 3 本の矢で推し進めていくと称している。図解すると図１の通りである 

 

新しい市場、民間投資も誘発する 

3.1 兆円 

機動的な               大胆なデフレ脱却 

 

 

3.8 兆円（復興・防災対策）   3.1兆円（暮らしの安心や地域の活性化等） 

図１．アベノミックスの 3本の矢   注：歳出額と 3本の矢は交錯している 

 

公共事業や成長分野への投資促進などで、２％の国内総生産（ＧＤＰ）押し上げ効果を見込み、60 万人の雇用を創出すると

言っている。経済対策の歳出は 10 兆 3 千億円（公共事業等の債務負担 0.3 含む）で、基礎年金の国庫負担 2.6 兆円、その他

0.2 兆円を合わせ補正予算の規模 13.1 兆円と決めたが、財源を建設国債 5.2 兆円と余剰金その他で賄うといっているが、構造

改革、特に衆議員の定数削減と選挙改革制度や公務員改革、財政再建の言及がないし、目途も立っていないのが現実ではな

いか、国民はこの事をより注視すべき問題である。この緊急経済対策で実体経済にどう波及していくか？ 見極めねばならな

い。 

注目の成長戦略には多くの政策が並ぶが、既存企業を守る、加えて政府がそれに深くかかわるという印象が払拭しえていな

い。本稿の 3 章で述べる中小企業に対しての具体策は見えてこない。中小企業に資本性の資金を供給する公的金融や企業の

海外展開を支援する官民機関などを設立してはどうか？国が介入し既存企業を守る を、引っ繰り返し「経営改革や新事業、新

技術を促す」政策を重視すべきである。大手だけでなく成長性の高いベンチャ―企業や中小企業にも目を向けるべきである。

例えば、スウェーデンの如く、主産業であったサーブ・オートモボービルは昨年破産し資産を中国に売却、最近ボルボも振るわ

ず中国企業の傘下に入った。国は企業を救済せず、その雇用については「新しい産業に移す社会的安全網を構築し、外資に

よる雇用創出を積極的に活用している。これが企業の浮沈の激しいグローバル経済社会であろう。 

 

           ２．世界経済と日本経済の実情 

2-1.世界経済を論ずる前に“日本経済はどうなっているか”  

日本経済にとって、円安は輸出を主体としている企業にとっては大きな収益を得られるであろう。しかし、世界の国々が何時ま

で容認してくれるかが一つの課題でもある。経済問題に関して言えば、TPP(太平洋経済連携経済協定)、消費税、社会保障、

デフレ対策、エネルギー政策と重要な政策が目白押しであり、新政権がどう実現させるかにかかっている。NHK 等報道関係の

アンケートによると、前政権が 3 年前の政権公約を事実上撤回した項目が多く国民には大きな幻想を招いてしまった、従って、

国民は比較的安定しているのが自民政党なので止むを得ず入れたのが第一位となった。その事の民意を深く心に留め「決めら

れなかった政治」から脱却して政策実行に推進してもらいたい。 

先ず、成長が見込める TPP を、これ以上交渉参加を先延ばしにすれば、新しい世界の自由貿易の流れに取り残される恐れが

成長戦略 

財政出動 
 
 
 
 
 

 

金融緩和 
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ある。いまだに農業団体を中心に反対論が強いのは否めないが、むしろその潜在力を発揮できるような新陳代謝が必要であろ

う。TPP 交渉参加へ舵を切ると同時に、高品質な農産品への生産シフト、数ある小作付面積の統合による合理化など、農業戦

略の再構築が急がれる。一方、TPP は「聖域なき関税撤廃」とされているので、逆に工業製品は、日本とって大変有利である。ト

ラック、乗用車、二輪車、機械製品等の高関税が全て無税になるのであるから、日本からの輸出が有利になる。デメリットのみを

論ずるのでなく、双方を検討しデメリット分野の対策を打ちながら推進すべきである。拡大を続ける政府の債務の中で、消費税

の引き上げも何時までも先延ばしが許されない政策である。 

デフレの景気の良くない中、秋の参議院選挙が常に気掛かりで、政府は当面

消費税を上げることを遠ざけている。しかし、何時までも避けて通る問題ではな

い、そこで世界各国での高い国から列挙すると表１の如くとなる。 

いずれも充実した福祉国家であり、彼らは国を信頼して支払っているのである。

私がスウェーデンに在住していた時、一般市民に聞いたことがある。  

 なぜ、それほど高い税率のものを支払っているのか？  

 “We rely upon the government” “我々は政府を信頼している”。だから、預け

ているのであるから全て自分たちに戻ってくるものだ。政府を頼りにしているの

であって、日本の場合、政府は税金をやや浪費し、一部しか国民に跳ね返らな

いのとは大きく異なる。政府は経済状況の好転を条件としている条項は曖昧で

ある。福祉目的税化、地方税化するのか、詰めなければならない。早く国民の

理解を得ることが先決である。 

 一方、エネルギー政策では、福島の第一原発の事故による安全神話が崩壊した結果、国民は全て止めてもらいたいのが本

音であろう。根本的に見直すべきだという世論は強いが、前政権では'30 年代までには撤廃することで検討するとしていたが、

新政権では継承せず根本的に見直し 5 年間で、天然ガス、ソーラー、新しいエネルギー等のベスト・ミックスを考え出すとしてい

る。万が一の事故時に被害をどう進めるかを議論の上、是非とも国民の民意を反映してもらいたい。 

デフレ対策は、簡単なものでない。経済にデフレマインドが定着しているのが、日本経済がデフレから脱却できないのが実情

である。日銀への対応をこれまで以上に話し合ってもらいたい。日本で深刻なデフレや不況が続くのは、家計部門や企業部門

が支出に消極的になっており、内需が振るわないからだ。資金はジャブジャブにあるのに、リスクをとって積極的に投資をしようと

する企業が少ない。だから景気も好転しない。景気が好転しないから、人々のデフレマインドはますます強くなり払拭できない。

昔から我々幼少の頃から、「病は気から」と言われてきた、景気も同じであろう。 

この弱気が足を引っ張っていることになっている。インフレ目標の設定は、飽くまでも一つのオプションであって、企業の生産

性が上がり、個々の賃金が上昇しない限り、国内総生産（GDP）が増えないのである。 最終的には投資や消費などの需要が拡

大しないかぎり、物価は上昇には転じない（表 2）。 

 

表２．財政政策と金融政策の関係図 

財政政策 金融政策 

国土強靭化計画」を基に公共事業等に

対し 13 兆円規模の補正予算 

２％のインフレ目標設定を要求。 

拒否すれば日銀法を改正する 

 

需要を拡大させるためには、政府による財政政策の発動や、規制緩和策などによる市場活性化が必要となる。そうした政府サ

イドの行動なしに、金融政策だけにデフレ対策の成果を求められてはと日銀関係者の立場も理解できる。要は実体経済の需要

が拡大しない限り、デフレからの脱却はあり得ないと考える。新政権は、アベノ・ミックスから日本経済の危機を救うと唱えている

が?公共事業を増やし、前政権が唱えた“コンクリートから人への考え”が何処へ行ってしまったのか？これらの政策の具体性と

その実現をさせることが重要なのである（図３）。 

 

表 1.主な国の消費税率 

（出所：外務省） 

順位 国 名 税率 

1 アイスランド 25.5% 

2 
スウェーデン、デンマーク、

ノルウェー、ハンガリー 
25.0% 

6 ルーマニア 24.0% 

7 

ポーランド、ギリシャ、クロア

チア、フィンランド、ポルトガ

ル 

23.0% 

144 日本 5% 
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図３．経済再生本部と経済財政諮問会議/産業競争力会議との関係 

 

日本の金融システムは、ギリシャやスペインで起きた金融危機ではなく、目下のところ主要国で最も安定しており、

緊急に資金を供給しないと市場でパニックが広がる状況にはない。日銀による国債の買い取りは金融政策の領域に踏

み込むものだとし、警鐘を鳴らす学者もいる。構造改革と真の経済成長を伴った金融緩和であるべきであろう。安倍

新首相は、就任演説で「強い経済なくして日本の将来はない」日本経済再生本部と経済財政諮問会議を創設し、経済

政策の司令塔として車の両輪になる活動すると訴えた。 

ミクロとマクロの経済政策を共に司る経済再生政策の役割は重要で、経済成長は勿論のこと、日銀とも良く調整の

上、早く長引くデフレを脱却してもらいたいものだ。民間の企業経営者や学識経験者から知恵を吸い上げ、具体策と

して成長戦略に反映してもらいたい。加えて、経済再生・復興・危機管理を唱えた新内閣の動向を見極めたい。一方、

我々は、あらゆる産業を通じて、アップルやグーグルなど米国の IT企業が高速ネットを使った新しい事業を創出して

世界を席巻した如く、今度は、我々が世界を伍して新製品を開発し実現化することで巻き返しを図りたいものである。 

 

2-2．世界経済はどうなるか？ 

2008 年のリーマン・ショック後から回復を続けてきた世界経済は、その後の欧州政府債務危機や 11 年に発生した東日本大震

災、アメリカの連邦債務で減税の失効と歳出強制削減が重なる「財政の崖」は回避されたが、今後に火種を残している。加えて、

タイの洪水の影響を受けてグローバル経済は減速してきた（図４）。 

 

 

図４．世界経済の 11 年実質経済成長率見通しの推移：徐々に低下 （出所：経済産業省） 

   経済財政諮問会議  

・マクロ経済政策の司令塔     

  経済財政の中長期的な方

針を策定 

・内閣府設置法で規定 

首相、閣僚 5人 

 日銀総裁で構成  
産業競争力会議、 

 

    日本経済再生本部 

・ミクロ経済政策の司令塔 

  経済再生の向けた成長戦略を検討 

・閣僚で構成し、閣議決定 

    産業競争力会議 

・成長戦略の具体策を経営者やエコノ    

 ミストが提案 
・関係閣僚と民間有識者で構成 
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これは、ＩＭＦの各時点の見通しの改定状況からも確認する事ができる。然し、未だリーマン・ショック以降のバランスシート調

整に苦しんでいることが、米国や欧州の経済の不振の根底にある。不動産価格の下落でローンの負担に苦しむ家計、過剰債

務や過剰設備の調整を進める企業、そして資産圧縮によってレバレッジを下げようとする金融機関。こうした動きは欧州や米国

の経済の不調の原因となっている。 

一方、11 年後半においては、同年の世界経済の成長率見込みが時期を追うごとに下方修正されてきている(下図）。一方で、

12 年に入り欧州政府債務危機の状況は、いったんは落ち着きをみせ、又、アメリカでは緩やかな景気回復の軌道に乗る動きも

見え始めている。本稿では、こうした 11 年後半から 12 年初めにかけての世界経済の動向とその背景について概観する。この

12 年に入り、欧州政府債務危機の状況は依然として予断を許さないながらも落ち着きをみせており、東日本大震災やタイの洪

水による供給制約もほぼ解消しているものと考えられる。また、アメリカでは緩やかな景気回復の軌道に乗る動きもみられ始めて

いる。一方、世界金融危機後の世界経済を牽引してきた新興国は成長が緩やかになっている。この理由としては、欧州政府債

務危機を背景に新興国のヨーロッパ向け輸出が減少したほか、金融引締めの影響等から内需の拡大テンポが鈍化している事

が考えられる。  

 

 

図５.世界のＧＤＰ（名目、ドル換算）のシェア  （備考：IMF データより作成） 

 

なお、こうした状況にあっても、世界経済における新興国の存在感は増しており、07 年には 28.4％であった名目ＧＤＰのシェ

アは 11 年には 36.2％まで上昇している。 

世界各国・地域の経常収支の推移をみると、新興国が上昇、世界金融危機後にグローバル・インバランスは縮小したが、その

後、再び拡大しており、特に中東と中国の黒字が大きい。現在、最大の赤字国であるアメリカでは財政再建が進められ政府部

門の資金不足解消が期待される一方で、最大の黒字国であるものの 11 年は黒字幅を縮小させている中国では、消費拡大を政

策の重点に掲げるとともに為替レートの柔軟性向上に向けた取組も行われている。こうした取組が進展すれば、グローバル・イ

ンバランスがさらに拡大する要因は抑えられるものと考えられる。 

  図５から判断すると統計上は中国が大市場であるが、尖閣諸島の問題が発生してからは、～中国デモが暴徒化し日系企業

襲う。店舗略奪・工場放火等～ が続出した。報道によると日本企業が多数進出している山東省青島では、パナソニック系など

日系企業の工場の多くや、トヨタ自動車の販売店が暴徒化したデモ隊に放火される事件が発生した。湖南省長沙などの４都市

では、日系スーパー・ジャスコや日本料理店に対する破壊行為・略奪行為も相次いでいる。 

 グローバル化経営時代には、世界規模で進む「地殻変動」、変化に適応した企業が生き残れるか? 新興国は目覚ましい経

済発展を遂げた。コンテナ取扱高の上位国をみると 1980 年初めは日本や欧米の都市が目立ったが、2011 年には中国がほぼ

寡占した。一方、欧州連合（EU）ではギリシャの債務問題がきっかけでユーロ危機が発生、日本は世界で例を見ないスピードで

高齢化が進み、歯止めがかからない。世界規模で政治や経済、社会構造が大きな変動期を迎えている。  

一方、グローバル化時代に今後も発展続ける ICT、情報社会になるか？ 成長を促す為の国家的な IT(情報技術)戦略の推

進が必要なのに、今回の選挙では、スマート・グリッド（次世代送電網）など IT 戦略を公約に掲げる候補者は見受けられなかっ

た、大変残念なことである。 オバマ米大統領も環境政策では躓いたものの、高速ネット戦略では米国の通信インフラの底上げ

新興国・

途上国 
28.4% 

先進国 
71.6% 

2007年 
新興

国・途

上国 
36.2% 

先進国 
63.8% 

2011年 
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を促し、情報活用を促す Open/Government やビッグ・データの流れを作り出した。ここ数年歴代政権が放置してきた IT 戦略に

再び光を当てることを特に希望する。街の何処でもスマート・フォーンで交信をしている人を見かける、しかも常に新しい商品を

使用している、それだけこの分野は発展進んでいるともいえる。ハードウエア技術に加え、ヒューマンインターフェースの進化も

目覚ましいからであろう。どのようにこれからの商品開発に対処していくかを考察する。 

①多様なユーザー要求をリアルタイムに満たせる商品を開発することで、後からでは意味が薄れる。②企業競争力の源泉が

知識やノウハウにシフトすること。優れた製品やサービスを継続的に生み続け、競争を優位に保たなければならない。③マス重

視から個重視の社会へのシフトである。消費者を個としてとらえ、その人が求めているサービスを提供するという高度なパーソナ

ライゼーションを実現しなければならない。④誰にでも使用・活用できる商品の普及である。国や年齢を超え、すべての人がスト

レスを感じることなく新しい商品を活用し、満足の得られる先を見越した素晴らしいものが求められる。 

国際化とグローバル化を考察する。戦後、日本経済が再び国際経済に復帰した時から、国際化という言葉が一つのキャッチ

フレーズとして頻繁に使われてきた。ところが、90 年代以来、グローバル化という言葉が似たような意味で使われるようになり、現

在ではグローバル化の方が優勢ではないかと思われる。しかし、 

国際化とグローバル化の相似点と相違点を考察する。「企業の国際化」は企業が海外進出したり、海外から資本や人材を受け

入れたりすることである。「日本人の国際化」は海外で活躍でき、外国人と対等に交渉できる日本人を増やすことである。「企業

活動のグローバル化」は企業が国籍にとらわれずに、地球上の最も効率の良い場所で生産や研究開発などの活動を行うことで

ある。このように考えると、海外進出あるいは海外からの受け入れという意味であっても、国際化は必ずしも地球全体を対象にし

ていないのに対して、グローバル化は地球全体を念頭に置いている。隣国の韓国と交流すれば国際化したことになるが、グロー

バル化したことにはならない。また、国際化には国境を越えてという意味合いがあるのに対して、グローバル化は国境をないか

のごとく扱う。 

 グローバル化は国境をないかのごとく扱うとはいえ、これはあくまで擬制であり、理想であって、実際に国境は厳然と存在し、各

国は自国の利益を最優先する。世界経済がいかにグローバル化しても、国境がある限り国際経済論の有効性は変わらない。む

しろモノ、サービス、資本が国境を障害とせずに自由に移動する今日こそ、国際経済論が有効性を発揮するのである。 

 

３．中小企業の潜在力の発揮とその役割 

中小企業が持つ潜在力とは、変化する社会環境において、何らかの障害があって利用されていない経営資源である。特に、

柔軟な対応力、技術力、商品開発力、マーケティング力等の潜在力がある。①東日本大震災からの復興に中心的な役割を果

たしているのが中小企業である。②国内外の成長機会を取り込み、事業活動を行う中小企業、加えて海外展開企業、女性の事

業活動である。③日本の産業構造は大きく変化している、製造業は最終財から中間財に変わってきている。特殊で競争力のあ

る部品や素材を育てることが重要であり、それを担っているのが中小企業なのである。 

例えば、日本で人気のあるドイツのAudiのQuattroは購入に4カ月待ちでありそれを支えているのは、レーシングカーの性能と、

高い実用性を高次元で両立した機能に加えドイツ及び日本の先進技術を持った中小企業で中堅の部品・素材の製造業が担っ

ているからである。大震災により、東北地方や関東地方が日本の産業を支えていることが認識された。地域に根ざす中小企業

が、被災地の復興や街づくり等で、地域に活力を取り戻すための役割を果たしていくことが重要である。  

 

3-１.需要の創出・獲得に挑む事業活動  

3-1-1. 企業の対応 

3-1-1a.中堅・中小企業だからこそ出来得る事業をより充実させ,新しい需要創造を醸し出す。昔から “一芸に秀でる”

という 諺にあるように、その会社で生産しているものは他社にはあまり見かけなく、また、同業者があっても少ない。

その製品は、品質、性能、フューチャ（特徴）において、全く引けを取らず、郡を抜き出ている。そうであれば、敵

はなしであることを図解すれば図６のようになる。この集中化経営形態は、中小企業であれば身軽に転換し易いので

ある。 
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          １～２の商品で世界制覇                何か弱い製品があれば、全体でカバー                                                                              

          例）ノキア－－モバイルのみ              例）日本の家電メーカー［サムソンに惨敗］ 

            アップルーiPod, iPhone                    TV/情報機器と電化部門 

 

                    図６.集中化経営と多角化経営モデル 

 

重点戦略-1：デジタル技術の普及でべンチャー・ビジネスに追い風となっている。今扱っている自社の製品をより「深化」さ

せ、深化とは、現製品を超継続でより深く研究・掘り下げ、他社に負けない品質・性能面で確固たる地盤を作り上げる事である。

それにより市場シェア―をより上げる。一芸に秀でる、他社にないものをより磨き上げる。これは大企業には出来ない事業でもあ

る。超継続が革新を生み出し、そこから派生する商品を根気よく開発し続け、商品化に繋げるーそれが「ニュー商品」の発生と

なる。これを育て上げることが中堅・中小企業の責務でもある。中小・小規模企業政策の再構築を行い、起業・創業・育成支援、

中小企業の海外展開支援等の抜本強化及び金融円滑化となるよう中小企業等への金融面からの支援等については、政府に

申請すればよい。 

重点戦略-２：革新を生むためのキーは自由闊達な企業風土を創り上げることである。会社の方針からなかんずく上

司からの指示のみで動いている企業からは、新しいものが創造されない。一人一人何ができるかお互いに問うてみる。

そして、今の情報化、グローバル社会で何が求められ、必要なのか問うてみる、そこから改善、改革に繋がるのであ

る（図７）。 
3-1-1b.少量生産の強みを発揮する(大企業では出来ない)。デジタル工作機械が低価格で普及し、アイデア新商品の

開発・創出が容易となり、中堅・中小企業がより優位となった。 

  

 

                 

 

   例）株式会社 キャットアイ ―― サイクルアクセサリのトップメーカー：ライト、サイクロコンピュータなど 

 

図７.アイデア創出から少量生産までの過程概念モデル 

 

3-1-1c. 社会環境の変化に対応する女性の事業活動を生かせる。個人向けサービス分野の消費が拡大傾向にあ

る中で、女性が起業することで提供されるサービスは、社会における需要を掘り起こしている。こうした新たなサービスの提供は

個人の生活を充実させるだけでなく、家事・育児を負担する女性が就業する際の課題解決につながり、女性の社会参加や更な

る課題解決サービスの拡大という好循環をもたらす可能性がある。基本的には、女性が居住しているローカルでの就労が望まし

い（図8）。 

3-1-1d.販売関連では「新たな市場を拓く」事である。デフレと低成長の続く日本国内では、スーパーのような日用品の小売

には成長の機会はないと嘆きたくなる状況である。一方、中小の都会でもモータリゼ―ションで真中が空洞化し郊外の安いスト

ーアで消費者は買いつけ、商店街でシャッターを閉めている店を多々見受けられる。新たな市場とは、従来の市場の“隙間”を

探り当てることである。 

 ①特化した専門店チェーンが同じ時期に国内で伸びている。例えば、化粧品と薬品のマツモトキヨシ、カジュアル衣料のユニ

クロ、家具や家庭用品のニトリが良い例で、これまで決して大きなスーパーでもなく、百貨店でもなかった。さらにコンビニのセブ

ンイレブンとローソンは、ユニークな弁当及びおにぎりを持ち込み高くても良く売れている。まさしく"隙間“を狙ったマーケティン

アイデア 
 創出 

インターネットで

使い易い部品調達 
３D プリンター 
3 次元造形の立体モデル 

少量生産 

Focusing Management 
集中化経営 

Diversity Management 
    多角化経営 
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グで中堅・中小企業が遣り易い分野である。②商店街の再生戦略である。―「市民が集い憩いの場所となること」「新鮮で時代

の先端商品がリーゾナブルな価格で提供されること」、加入する商店が、共通の戦略に賛同し、実施することである。 

―例）シャッターの下りた商店がなくなり元に戻ったのは高松丸亀商店街である。 

   

 

 

     

                 起業・就業 

                 

 

 

    ハードル：家事・育児・経験不足等                         

                              

  収入・雇用   

                               

                                  社会の活力 

 

図８.女性の事業活動の概念モデル(資料：中小企業庁) 

 

3-1-2. 海外展開を取り巻く状況  

我が国が人口減少、需要停滞に直面する一方、アジア新興国の市場は拡大。これに伴い、中小企業の取引先の海外移転も

進展していくだろう。  

3-1-2ａ.海外進出は日本に友好的な東南アジア（ベトナム、ミヤンマー、インドネシア、タイ）が有望である。グローバル化の

流れは年々益々大きくなるだろう。その中にあって何時までも国内市場に拘泥していては遅れる。拠点を海外市場にシフトし

て、その市場はもとより全世界にグローバルに展開することがより企業の経営基盤を強固なものにできる。 

 

表 3.アジア諸国の基礎データと日本との貿易規模 

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 のごとく、日本との交易もよく、インドネシア、ベトナム、ミヤンマー,カンボジアは日本にとっては入超だがこれからが楽

しみである。一人当たりの GDP でみると低く、人件費も安く今後の成長が見込める。こういった地域に企業進出すべきで、一

   日本との貿易 2011 年（確定 1000＄） 各国の基礎データ 

    輸 出   輸 入   収 支 総面積 GDP 人 口 

 タイ 37,399,202 24,428,805 12,970,397 513 332 6,420 

 マレーシア 18,713,816 30,385,831 -11,672,015 331 247 2,870 

インドネシア 17,730,956 33,970,118 -16,239,162 1911 822 23,700 

 ベトナム 9,581,281 11,562,117 -1,980,836 331 118 8,930 

 ミャンマー 506,522 591,300 -84,778 677 51 6,240 

 カンボジア 204,871 307,699   -102,828  181 13  1,340 

*フィリピン 8,866,500 6,509,900   23,566,00  299 224 9,485 

  インド 11,045,255 6,789,259 4,255,996 3287 1718 121,019 

面積：平方 Km  GDP：10 億＄  人口：万人     
 

資料：JETRO より作成   

・女性の柔軟な対応力 
・女性の潜在労働力 
 （342 万人） 

＜社会環境の趨勢＞ 
・個人向けサービスや女性顧客を対象とし

た商品・サービスのニーズの高まり 
・医療介護分野等での女性雇用の拡大 

＜効果＞ 
・新たな需要の掘り起こし 
・女性雇用ニーズへの対応 

・政策支援・課題解決型事業による対応 
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人当たりの GDP で判断すると、低い順にインド、カンボジア、ミヤンマー、ベトナム、インドネシアとなり、企業の進出の目安と

なる。ASEAN としての全体の人口は約 6 億で今後大きなマーケットとなるが、過去の経緯もあり筆者は＊フィリピンは大きな市

場ではあるが新規投資としてはあまり推薦しない。 

 

3-1-2ｂ.国内事業を活かし、海外需要を取り込む中小企業  

中小企業でも海外展開が拡大傾向。海外展開企業には、技術力やマーケティング力、アフターサービス、現地での対応

力を発揮して海外市場を開拓し、国内事業を活性化している多くの事例がある。ただし、海外展開には様々な課題・リスクが

あり、それらを見極めつつ、支援策等も活用し、海外展開に取り組むことが求められる(図9)。 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                     

                      各企業の特長・強み 

＇              （開発力・品質等）の活用   海外展開企業の雇用・事業の拡大 

                                                  （資料：中小企業庁）  

                                                  

図９.中小企業の海外展開の概念モデル 

 

3-1-3.海外展開の動向 

海外展開を行う中小企業は中長期で見れば拡大傾向にある。しかし、海外展開をする企業が占める割合は、製造業でも輸

出で３％弱、直接投資で１％程度と必ずしも高くない。  

 

3-1-4.海外展開の際の障壁 

中小企業が海外展開するためには、販売先の確保や現地の事情への精通が必要。さらに、直接投資では、資金面での対応

も重要。こうした点が制約となり、中小企業では海外需要の取り込みが進んでいない。 

 

3-1-5.海外販路開拓と効果 

継続して海外展開を行うためには、現地向けの商品開発、アフターサービスの充実等が必要である。中小企業は開発力、マ

ーケティング力、アフターサービス、現地での対応力を発揮して、海外市場を開拓。海外拠点の設立が国内雇用に与える影響

を見ると、02年度及び98～04年度に直接投資を開始した企業では、国内雇用が拡大傾向にあり、海外展開により国内事業が

活性化されている。 

 

3-1-6.海外展開後の課題・リスク（＇輸出企業に ） 

中小企業では、輸出取引通貨として、円が利用される割合が高い。中小企業は円建て比率が高いにもかかわらず、輸出で

直面している課題・リスクとしては、為替の変動が多く挙げられている。輸出の為替リスクへの対応策としては、規模の大きな企

業では、調達方法の変更等がとられる。一方で、従業員数の少ない中小企業では、取引の円建て化がとられている。円建て企

＜社会環境の趨勢＞ 

・人口減少、国内需要停滞  

・アジア市場の拡大、取引先の海外移転  

 
＜利用されない希少資産＞ 

・供給余力としての国内企業の技術・

ノウハウ・対応力 

   商品・現地経営活動に反映 
＜効 果＞ 

・ 海外需要の取り込み  

・ 新市場対応による国内事業の活性化  

 

政策支援等 

海外展開（輸出・直投） 

中小企業のハードル：  
資金、販路、法制度・慣習等 
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業にとって海外での製品価格上昇をもたらす円高にかかわらず、中小企業が輸出で海外販路を確保するためには、商品の差

別化のための商品開発・研究開発等不断の取組が重要である。 

 

3-1-7.中小企業の OBP（Base of the Pyramid）ビジネスの海外展開 

 途上国で低所得層向け（一般的には年収３０００ドル）事業を始める中小企業が増えている。水処理技術を生かして飲料水を

安く製造・販売するなど、「BOP ビジネス」と呼び利益をえながら衛生環境改善や雇用創出の問題解決に一役を買っている。大

企業でなく、中小企業が途上国市場を開拓していく手法として注目され有望である。当面は ASEAN（東南アジア）であるが、低

所得層は世界人口の７割を占めると言われ、個々の所得は低くても合わせれば５兆ドル規模の市場になり、生活水準の向上は

将来の事業拡大に繋がる（表 4）。 

 

表 4.アセアンに進出している中小企業の一例 

会社名 進出先       事 業 内 容 

輝水工業 （東京） カンボジア 農村での給水事業を計画。農作物の販路開拓や衛生教育も展開 

TESS  (仙台） ベトナム   足こぎ車いすの生産・販売 

オカムラ （大阪） ベトナム 歯ブラシを簡単なビニールに包装、コスト削減 

日本ベーシック（川崎） バングラディシュ 自転車と一体型の浄水器開発、生産販売 

出所：JICA,日経より作成 

 

3-2.推薦できる海外拠点 

前述した如く、領土問題等で中国、韓国はここしばらく静観し、既に両国に拠点のあるところもよりグローバルに静観すべき

である。世界経済におけるグラビティ・モデルから東南アジア・東アジアが有望で、その事業展開を JICA がサポートしてくれる。

小国が集まる ASEAN（東南アジア諸国連合）はその存在感を高めているのが、巨大な自由貿易圏形成への先駆的な取り組み

であり、20 年近く域内の貿易自由化を進めてきた。総仕上げとして 2015 年末に経済共同体の創設を予定している。モノ、サー

ビス、資本を妨げる障壁を取り除く構想で、先行する関税は既に加盟主要国間ではほぼゼロである。その効果を表で見ると明ら

かである。 

総額１兆２７５２億ドル[前年比１７％増]、域内向け輸出は３１３８億ドル、自由化開始前('９０年)の１１倍に達している。域内の

輸出全体比も２０~２５%に向上した。Car のタイ、電機のマレーシア、天然資源のインドネシア、金融サービスのシンガポールと相

互補完し合っている。域外は、自由貿易協定（FTA）のハブを意識した戦略を推進し、中韓、豪、ニュージランド、日本、インドの

６カ国と FTA 締結に漕ぎつけている。近く交渉が始まる「ASEAN＋６」の広域 FTA は ASEAN の取り組みを多国間枠組みに発

展させるもので、一方でアメリカ主導の TPP への交渉参加を巡ってはやはり足並みが乱れるなど、一部に内部結束の課題も残

っている(図 10)。 

 

 

 

注：ASEAN――シンガポール、マレーシア、ブルネ

イ、ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン、ラオ

ス、ミヤンマー、カンボジャの１０カ国、 

＋６＝インド、中国、韓国、オーストラリア、ニュー

ジランド、日本 

 

出所：JETRO 資料より作成 

図 10. ASEAN からの輸出先（2011 年） 

 

25% 

13% 

10% 10% 
9% 

33% 
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経済再生を最優先課題に据える安倍内閣は「成長するアジア経済圏」の取り組みを掲げ、経済連携やインフラ輸出を推進し

企業の国際展開を後押しする為、1 月中旬 ASEAN3 カ国（タイ、ベトナム、インドネシア）を歴訪し、各国首脳と会談し協力拡大

を確認した。ASEAN 重視へ舵を切ったのは企業にとっては歓迎すべきであり、プラス要因でもある。 

そういった背景のもと、一方、近年日本では少子高齢化が進み、今後人口減少に直面する国内だけでビジネスを行っていても、

十分な成長機会を享受することは難しくなってきている。製造業を中心に、タイ（人口6400万人）、ベトナム（8740万人）インフラ

が整いつつあり、ミヤンマー（6062万人）は仏教徒で農耕民族であり日本とは肌が合うのではないか、年明け早々麻生副総理が

訪問し、ヤンゴン近郊の大型工業団地周辺のインフラ整備などに5000億円程度の円借款を供与する事で両国間の友好は深ま

った。日本との関係のよいミヤンマーで、低廉で良質な労働力が豊富であることから，引き続き日本企業の間で生産拠点として

注目を集めている等のASEAN諸国への進出が進んでいる。しかし、まだまだ大企業が中心で、中小企業においては進出のノウ

ハウがなくハードルが高いのが現状である。  

こうした中、約6 億人の人口を抱える東南アジア諸国に特にフォーカスし、JICA（国際協力機構）が海外進出のブルーオーシャ

ンとして注目していたカンボジア（1465万人）に昨年の 4 月に第 1 弾として現地法人を設立し、日本企業、特に日本経済を支

えている中小企業に対し、「進出前」から「進出後」までをトータルにサポートしている。 ラオス（630万人）は5 ヵ国と国境を接す

る内陸国であり、その地理的制約と過去の内戦等の影響から経済発展が遅れていたが、逆に地理上の優位性に着目し、域内

の物流の拠点化等、域内の連結性の向上による経済発展に活路を見いだそうとしている。小国だが、過去5年のGDP成長率は

7％台後半でこれからの成長が楽しみである。 

 東南アジア最大の人口（2億3764万人）を抱えるインドネシアでの展開に当っては、現地の大手デベロッパーPT Lippo 

Cikarang Tbk と協業し、日本の中小企業向けに設計したレンタル工場を提供し、日本の中小企業のインドネシア進出を強力に

サポートしてくれる。具体的には、インドネシア進出を考えている日本の中小企業に対し、「検討段階」では、マーケット調査、レ

ンタルオフィスの提供、現地視察ツアーなどで十分な情報収集を支援し、「進出後」は、現地法人設立、現地スタッフ雇用、総

務・経理などのバックオフィス業務からＯＡ・ネットワーク環境等のＩＴサポート、また現地企業とのマッチングや販路開拓支援まで、

複雑な海外進出を「ワンストップ」で支援してくれる。これにより、カンボジア・ベトナム・インドネシアの 3 カ国のJICAの支援体制

が整い事業活動を開始している。 

 タイは早くから日本企業の進出が進んでおり軽工業品は有望であるが、メコン域内の生産ネットワークの拡大が進めば尚更将

来が拓ける。もう一つの捉え方として、長い米欧の経済制裁解除で嘗て最貧国だったメコン流危機のＣＬＭ（カンボジア・ラオス・

ミヤンマー）は今や「アジアの新・新興国」として脚光を浴びている。 

その 3 カ国での存在感は、政府開発援助（ＯＤＡ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）によると表 5 の如く日本は 3 カ国に供与し

た資金は全体の１８％の首位で援助大国、一方投資は中国が全体の 3 割超の首位で、対する日本は１％のシェアで投資小国

であると云える。確かに統計上はそう言えても現地のイメージは正反対で、トヨタ、ホンダ、パナソニック、キャノンと企業のブラン

ド力は高い。従って、中堅・中小企業はこのデータを参考にして今からでも遅くは無い、自分の会社ならどうかと自ら煩悶し大い

に進出し投資に繋げてもらえればどうかと考える。 

 

表 5.「ＣＬＭ］へのＯＤＡ供与額と直接投資額資料 

  ミヤンマー カンボジャ ラオス 

  ①英国（１４） ①日本（１９） ①日本（２２） 

Ｏ Ｄ Ａ ②日本（１２） ②米国（１１） ③豪州（９） 

  ③米国（１０） ③豪州（７） ③ドイツ（７） 

  ①中国（３４） ①中国（３６） ①ベトナム（３０） 

直接投資 ②タ イ（２５） ②韓国（１６） ②タ イ（２５） 

  ③香港（１０） ③マレーシア（１１） ③中国（２１） 

  ⑬日本（０.５） ⑭日本（０.６） ⑦日本（２.６） 

             注：（――）内の数字は各国受け入れ額の％    出所：日経新聞より作成                         
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 最近特に注視しなければならないのは、日本企業のみが海外 ASEAN に進出しているのではないという事を意識しなければ

ならない。台湾、韓国の各国に投資・進出するスピードはやや勝っているのではないか！ 

例えば、韓国は早くから中小企業振興公団中心に数 10 社の企業と昨年末ベトナム、マレーシア、タイミヤンマーを訪れ商談を

行った。一方、多くの台湾企業は既に中国・東南アジア各地に進出をし、現地の人脈構築や マネジメントに優れている。 日本

企業のブランド力や技術力と、台湾企業の ネットワークやマネジメント力はアジア各地で良い補完関係が成立している。最近有

名なのはシャープと鴻海精密工業との間で TV の EMSー受託生産（契約されていないが）で大変話題となった。是非、その事を

意識し行動に移して頂きたい。事業方針が決まれば、JICA と相談されてどの国に進出すべきか検討をし、事業のグローバルな

展開をしていく事をお勧めする。 

4.おわりに 

 日本の経済成長は、貿易立国にありそれに徹する事だと云い続けてきた。しかし、残念なことに 2011 年，2012 度と 2 年続けて

貿易赤字になった、財務省の貿易統計[１～１2月]によると輸出額６３７，４４６億円前年比（△２.７％ ）、輸入額 ７０６，７２０億円

前年比（３.８％ ）、差し引き６.９２７３兆円の赤字との報告である。勿論、今のところ原子力発電が停止状態でその代替として火

力発電となり液化天然ガス（LNG）の輸入が膨らんだ事と云うまでもなく 1１月末まで円高で、特に車や半導体の輸出減が大きく

影響した。しかし、それだけでは済まされない、電機業界の大不振、パナソニック[赤字 7,650 億円]、シャープ｛赤字 4,500 億円｝

の大赤字でありソニーも良くないが赤字回避で、韓国のサムソン、LPG に液晶 TV 中心に競争力が大きく削がれ彼らに殆どの市

場を席捲された。グローバル経済時代に負けた商品を中心とする分野に立ち向かいそれを取り返すのが正しいかどうかが、国

[政府]及び企業にとってこれからの戦略で大変重要で分岐点でもある。思い出したのであるが、嘗て、アメリカのメーカーが

1970 年代独占していたカラ－TV(ブラウン管方式)生産を止め市場が有るのだから販売する為に OEM（＊オリジナルブランドで

の委託生産）ビジネスで日本メーカーに託してしまった。当時、RCA,ゼニスがトップ 2 社で、GE,モトローラと続いていたがすべて、

カラ－TV の生産は止めてしまった。RCA は仏トムソンに売却,ゼニスは韓国 LG に売却し撤退してしまった。しかし、カラ－TV 市

場は韓国メーカーが席捲し、1 社もアメリカの企業は生産・販売していないのが今日である。日本は 20 世紀当初より、戦争の経

験から、撤退という教育及びその試練がないので、国民の意思の中でとことんやり遂げ、負ければ、何時か取り返すという観念

が根付いて居り、その部門を止めてしまうという経営感覚が経営陣に少ないのが現状である。 

 

また、３章の需要の創出・獲得に挑

む事業活動で前述した如く、集中化経

営に切り替えず、何時までも多角経営

化に拘泥している。新しい分野への挑

戦が外国企業に比べて遅く極めて保守

的である。政府も現状重視の傾向があ

る事は否めない。GE（発電機等の強電

分野が主）やモトローラは、新分野のコ

ンピュータ、通信機器、モバイル・フォ

ーン（後にスマート・フォーン）シフトし今

日のアメリカ産業を支えている。 

そのアメリカが時代の最先端をいく商品を開発しグローバルに商品を発表・発売したのは 6 年前の１月、アップル社の故ス

ティーブ・ジョブ氏で iPhone(スマートフォン)、iPad(多機能携帯端末)の 2 モデルでどちらも画期的なタッチパネルで人気を独占

し、グローバルに市場を席巻したのは余りにも有名である。アップルの統計によると iPad の世界出荷はパソコンの 2．4 倍の 8 億

4 千万代で業界の牽引役になった。グーグルやアマゾンが相次ぎこの事業に参入したがアップルの領域は出ていない。要はい

かにイノベイティブな商品を開発するかに全て掛っている(図 11)。 

 

 

                          

 

         

 

 

                                   

 

 
                                  

図 11.各企業、大学・研究機関との協力相関モデル 
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では、終りに日本企業はどうあるべきか！大手だけでなく成長性の高い分野に大手企業、ベンチャー企業 、中堅・中小企業

がスクラムを組み自前主義のみでなくオープン・イノベーション（他社の技術も活用した技術革新）と大学及び研究機関等での

研究開発を加え、グローバル競争力を高め新しい商品を創出すべきと考える．飽くまでも政府は資金的な支援であって 3 企業

のコラボレーションと大学及び研究機関の先端技術が加味されて、新製品の創出と競争力の培養に繋がる事が最も重要である。

日本経済が真に成長し、国民人々の生活が今より少しでも改善される事を祈念します。 
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