（2）製造業ベンチャー企業の創出・育成

プ 2,000 社のうち米国企業は 466 社、 そのうち 1980

民間の活力を最大限引き出し、我が国産業の新陳代謝

年以降に設立された新興企業（金融業除く）は 154 社

を促進することは、日本経済の再生に向けて、最も重要

である。一方、日本企業は 181 社がランクインし、う

な課題の一つである。そのためには、新たな事業の創出

ち新興企業はわずか 24 社である（図 122-47）。

や、その担い手の育成が必要であり、日本再興戦略にお

こうした現状を踏まえ、自動車に代表されるセット

いても「ベンチャーの加速」が主要な目標の一つとして

メーカー、大企業のみによらず、新陳代謝を促進しなが

掲げられている。ベンチャーとは、新しく事業を興す「起

ら、裾野広く稼いでいくことが必要である。そのひとつ

業」に加えて、既存の企業が新たな事業へ果敢に挑戦す

の方策として、製造業ベンチャー企業の創出・育成を、

ることも包含する概念であり、既存の企業も含め、新た

地域経済も含めた日本全体で行っていくことが求められ

なフロンティアを切り拓き、チャレンジする主体が求め

ている。

られている。
特に、近年注目を集めている 3D プリンタの普及によ

図 122-46

り、設備投資のリスクや技術という点からの参入障壁が

らも、幅広くものづくりの主体を育成していくことが重
要である。

0.6
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全体として、新しいことに挑戦する起業家精神が低調で

②ベンチャー企業の創出・育成に向けた 3 つの課題

あると言われている。さらに、新しい事業での成功者を

我が国のベンチャー企業創出・育成については多くの

正当に評価する意識も十分ではない（図 122-48）。

課題があるが、代表的な例として、「ヒト（人材）」、「カ

我が国製造業の競争力強化に向けて

また、リスクを適切に判断し、果敢に経営判断を行う

ネ（資金）」、そして「連携」が挙げられる。

ための一定の基礎的素養や知識・経験を持つ人材の絶対
量が不足している。技術開発型ベンチャーでは、技術を

（ア）「ヒト（人材）」
まず、「ヒト（人材）」について言えば、そもそも起業

理解した上で、ビジネスモデルを描き、事業化に持って

に挑戦する人材が、絶対的に少ない現状がある。我が国

いくプロジェクトマネージャーの不足も課題となってい

においては、起業が職業の選択肢となっておらず、社会

る。

図 122-48

起業家活動の国際比較
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資料：ベンチャー有識者会議とりまとめ資料より作成

（イ）「カネ（資金）」

図 122-49

次に、「カネ（資金）」についてであるが、我が国の金
融資本市場が間接金融主体で発達してきた結果、リスク
回避的な構造が主流になっており、ベンチャー企業への

0.2

投資のような、中長期でリスクをとる直接金融の資金が

0.18

不足している。例えば、ベンチャーキャピタル投資を米

0.16

国と比較すると対 GDP 比で 7 分の 1 以下、韓国と比較

0.14

しても半分程度の資金しか供給されていない（図 122-

0.12

49）。
ベンチャー投資促進税制やクラウドファンディング
（ベンチャー企業と投資家をインターネットサイト上
で結び付け、多数の投資家から少額ずつ資金を集める仕

（％）

米国の
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等、金融面の環境整備は徐々に進展しており、こうした

0.02

施策を通じて、ベンチャーへの資金供給が拡大すること

0

が期待される。
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資料：ベンチャー有識者会議とりまとめ資料より作成
OECD Entrepreneurship at a Glance 2013。日本は 2011 年。
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ベンチャー投資促進税制
ベンチャー企業の成長のためには、資金調達以外にも、例えば、製品の量産体制確立や販路拡大といった課
題が山積している。そのため、ベンチャー企業に対して経営支援（ハンズオン支援）を伴う投資を実施するベ
ンチャーファンドの存在は、ベンチャー企業にとって大変重要であるが、我が国では、ベンチャーファンドを
通じたベンチャー企業への投資が十分になされていない。
そのため、企業からのベンチャーファンドを通じた投資を促進するための税制として「ベンチャー投資促進
税制」を創設した。
本税制は、主として事業拡張期にあるベンチャー企業に投資するファンドであって産業競争力強化法に基づ
き経済産業大臣から投資計画の認定を受けたファ
ンドを通じ、ベンチャー企業に出資した企業が、

図

出資額の 8 割を限度として損失準備金を積立て、
損金算入できる制度である。

ベンチャー投資促進税制の概要

① 企業が、認定ベンチャーファンドを通じてベンチャー企業に出資し
た額の80％を上限に、「損失準備金」を積み立て、損金計上す
る。
② 各期ごとに新たに投資又は売却した分を調整し、損金又は益金
計上する（洗い替え）。

ベンチャーファンドに対する主な資金供給元
である企業に対して税制措置を講じることで、

益金

ベンチャーファンドを通じた資金供給量を増加さ
せ、 ベンチャー企業の成長を支援する。 また、
ベンチャーファンドへの出資者である大企業・中

損金

堅企業とベンチャー企業の間において事業提携や

ベンチャー企業への出資額の
80％を年度末に準備金として
積み立て、損金算入

M&A が行われ、お互いの長所を活かした革新的
な製品開発やビジネスモデルの創出につながるこ

ベンチャー企業の株式を売却し
た場合、年度末に準備金を積
み立てない（前年度末の準備金
を取り崩して益金算入）

とも期待される。
ファンドの存続期間（１０年間）
¾ 産業競争力強化法施行日（平成26年1月20日）から平成29年3月末までの
約3年間でファンドを認定。認定ファンドの存続期間中は措置が継続。
資料：経済産業省作成

研究開発の効率化・スピード化や、高リスクな開発を代

（ウ）「連携」
最後に、「連携」についてである。ベンチャー企業が

わりに実行してくれるなどの利点がある。大企業に眠る

成長するためには、製品の量産・販売拡大など様々なハー

技術、アイデア、資金、人材、地域に眠る事業や資源を

ドルを乗り越えなくてはならないが、その過程で、知名

最大限に活用し、新陳代謝を促進するためにも、大企業

度不足や過小な経営資源などの課題に直面する。それら

とベンチャー企業が出会い、相互理解を深めるための機

をカバーする上で、大企業をはじめとする他企業との連

会・場を増やすことが求められる。

携は有用な手段である。大企業にとっても、自前主義か
ら脱し、ベンチャー企業との連携を進めていくことは、

地域・大学発のベンチャーが、大学や大手メーカーなどとのアライアン
スにより、次世代バイオ素材を開発・量産化へ スパイバー（株）
2007 年に慶應義塾大学発のベンチャーとして創業したスパイバー（株）は、山形県鶴岡市に本社・研究施
設がある。スパイバー（株）は、スパイダー（クモ）とファイバー（繊維）を組み合わせた造語であり、「人
工合成クモ糸繊維」という次世代バイオ素材の開発・製造を手がけている。新素材は、軽量でありながら、高
い強度とナイロンを上回る伸縮性を持っている。
同社は、新素材の量産化に向け、クモの糸の遺伝子を解析し、人工的に再現した上で、微生物を活用して合
成するという独自の技術を開発し、大手メーカーとのアライアンスや分野横断的な産学連携を加速させてい
る。
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例えば、大手自動車部品メーカーの小島プレス工業（株）とのアライアンスにより、約 9 億 5 千万円を投
じて鶴岡市に評価用サンプルの製造拠点を新設している。2013 年 11 月にはプロトタイピングスタジオとし
て稼働を始めており、今後、自動車や航空機などの輸送機

我が国製造業の競争力強化に向けて

器分野や、医療分野などでの新たな用途開発を目指してい
る。
このように、鶴岡市に立地した慶應義塾大学先端生命研
究所から世界に通用するベンチャーが誕生し、他地域の大
手メーカーと共同で事業を始めるという好循環が生み出さ
れている。今後、地域における既存の産業集積を超え、
大学などの技術や事業化の種をもとに、イノベーションが
次々に生まれ、地域産業の高度化や雇用創出にもつながる
と期待される。
写真：試作された「人工合成クモ糸」（提供：スパイバー（株））

ビジネスとクリエイティブのコーディネート

神奈川県横浜市

多くの企業が激しい競争にさらされている昨今、ビジネスの場においても創造性はより必要不可欠なものと
なってきている。また、急激に変化する環境下で生き残りを果たすには、自社ですべてを推進するのではなく、
外部パートナーとのコラボレーション（協働）を積極的に進めていく必要性も高まってきている。
そのような状況下で、神奈川県横浜市では、市内で実績のある多くの企業と、市内に集積が進んだクリエー
ターとのコラボレーションをコーディネートし、ビジネスに新しい付加価値を生み出して、クリエーターの活
躍の場を創出することを目的としたスキームを構築した。企業とクリエーターの受発注を超えた関係性を構築
するためにコーディネートチームが間に入り、調整を行うことで、新規事業の創発を図っている。

プロジェクトのスキーム図

マッチングイベントの様子

資料：横浜市文化観光局創造都市推進部
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国内外のエネルギー課題の解決を目指す大学発ベンチャー

（株）デジタルグリッド
（株）デジタルグリッドは、東京大学の阿部力也教授が開発したデジタルグリッド技術（電力を識別し、イ
ンターネットのように IP アドレスを付与することで電力融通や取引を可能とする技術）を活用し、それぞれ
の国や地域が抱えるエネルギー課題の解決を目指す大学発ベンチャーである。
同社はこれまで、デジタルグリッド技術を活用した電力ルーター、センサー、それらを制御するソフトウェ
ア技術等の開発や、国内外におけるエネルギー課題に関する調査研究を行ってきた一般社団法人デジタルグ
リッドコンソーシアムが母体となって設立された。
2012 年度に、経済産業省による「東アフリカの無電化地域などにおける IT を活用した送配電網及び課金シ
ステム構築に関する事業可能性の調査研究事業」を受託したことをきっかけとして、2013 年度に大学発ベン
チャーとして起業し、ケニアの無電化地域における携帯電話充電サービスの実証事業を開始。2014 年度より
発展途上国向け子会社（デジタルグリッドソリューションズ（株））が現地の電力会社であるケニアパワーや
携帯電話会社のサファリコム等との密接な連携の下、携帯電話普及に電化が追いついていないという課題の解
決を目指して、自社開発の電力ルーターと太陽光パネル・
蓄電池などを活用した BOP ビジネスを開始した。

発展途上国向け電力ルーター

日本国内においても、電力システム改革の進行を踏ま
え、デジタルグリッド技術を活用して、新たな電力小売サー
ビスの提供や自治体・地域企業などと連携したスマートコ
ミュニティ（再エネ・熱活用、災害対策、地域活性化など）
の推進を担う子会社の設立に向けた準備を進めている。
（株）デジタルグリッドは、新たな産官学連携の形を模索
しながら、国内外で急速に事業展開を進めている。

資料：（株）デジタルグリッド

既存の価値観にとらわれない、斬新で機能性に優れた製品を開発

バルミューダ（株）
2003 年、元ミュージシャンの寺尾玄社長が「質の高いプロダクトをユーザーに提供したい」という思いか
らたった一人で創業したバルミューダ（株）。独学で習得した設計・製造の知識、町工場を巡って身につけた
アルミの加工技術などを駆使して、設立当初はデスクライト、ノート PC 用冷却台などの製品を販売していた
が、その後事業の方向性を転換し、これまでにない扇
風機の開発に乗り出した。

GreenFan Japan（扇風機）

2010 年に発売された「GreenFan」は、羽根を二重
構造にすることで、内側と外側から発生する風に風速
差を作り出し、内外の風がぶつかり合うことで拡散し
ながら面で移動する、自然に近い風を作り出すことに
成功した。技術的に成熟したものと思われていた扇風
機市場に「新たな風」を吹き込んだ同製品は、秀逸な
デザイン性、機能性が消費者に高く評価され、大きな
ヒットを生み出した。
その後も、タンクレスで水を上から注ぎ入れる加湿
器、オイルを使わないアルミラジエーター方式のヒー
ター、さらにはそれらを遠隔で操作可能なアプリケー
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資料：バルミューダ（株）
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ションなどを発表。これらの製品を携えて、2012 年には韓国、2013 年には欧州（独）に進出するなど、海
外市場の開拓も積極的に行い、ドイツでは「red dot design award」、「iF product design gold award」といっ
た権威あるデザイン賞を受賞している。

SmartHeater（ヒーター）

我が国製造業の競争力強化に向けて

新進気鋭の家電メーカーによる新たな切り口でのものづくりが、世界中で支持を集め始めている。

Rain（加湿器）

資料：バルミューダ（株）

最先端の経営手法を活用して次世代のインターフェイスの開発を目指す
新興ものづくりベンチャー （株）Moff
昨今、スマートフォンの次の市場と言われる“ウェアラブルデバイス（身に着けられる機器）”の分野に注
目が集まっている。（株）Moff は、そのウェアラブルデバイスの一つ、“ウェアラブルトイ（おもちゃ）”分野
の新興ものづくりベンチャーである。
現在、発売されている多くのウェアラブルデバイスが大人向けであるのに対し、同社は、子どもでも扱える
ほど安価で、シンプル・自然な UI（ユーザー・インターフェイス）を備えた機器の開発を通じて、様々な用
途への活用や、より大きな市場を獲得できる技術の開発が可能であると考えており、装着した子どもの手の動
きに連動して、ギターや金属音等、適した効果音が流れる「Moff」という子供向けの製品を開発した。

ウェアラブルトイ「Moff」

資料：（株）Moff

大阪市が主催したハッカソンの様子

資料：大阪市

同社は、2013 年 1 月に大阪市が主催したハッカソン（※1）で出会ったメンバーによって設立された。“ディ
スプレイとキーボード”ではない新たなインターフェイスの開発を模索し、当初は、ぬいぐるみを利用したイ
ンターフェイスを開発していたが、製品の試作開発と顧客へのヒアリングを高速で行う“リーン・スタートアッ
プ”という手法の活用を通じて事業内容を柔軟に修正し、「子供が身に付けて遊べる」ウェアラブルトイの開
発を目指すこととなった。
同社は、2014 年 2 月下旬に Web サイトおよび Mobile World Congress（※2）2014 にて「Moff」を発表。
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その後、クラウドファンディングを活用した資金調達では、目標調達額の 2 万米ドルを 48 時間でクリアし、
最終的に目標額の 4 倍の約 8 万米ドルを調達した。
ハッカソンで集まった仲間と起業し、リーン・スタートアップという手法を活用して事業内容を柔軟に修
正、資金調達とマーケティングをクラウドファンディングで行う同社の歩みは、次世代のものづくりベンチャー
の姿を体現しているのかもしれない。
※1
※2

 ッカソン；ハック（hack）とマラソン（marathon）を合わせた混成語で、ソフトウェアプログラマやハードウェアエンジニア、デザイナー等が協働して、機能テストが行える試作品を、
ハ
1 日から 2 日間程度で集中的に開発し、技術やアイデアを競い合うイベント。ここでいう大阪市主催のハッカソンは 2013 年 1 月に開催された「第 1 回ものアプリハッカソン」で、ハー
ドウェアの制作を行うこと、様々な属性の参加者を募集したことが特徴。
Mobile World Congress（MWC）；毎年 2 月にバルセロナ（スペイン）で開催される世界最大級の携帯通信関連展示会。MWC2014 では、1,800 社以上が出展し、世界 200 か国以上
から 85,000 人以上が参加した。

世界のニッチ市場で勝負する家電ベンチャー （株）Cerevo
（株）Cerevo は、社員数 13 名ながら、世界各国に顧客を持つ家電ベンチャー企業である。主力製品は、デ
ジタルカメラやビデオカメラ、スマートフォンなどにインターネットやケーブルで接続して使う電子機器（デ
バイス）。
小規模でも、世界で勝負できるものづくりベンチャーとして同社が成長できたのには、2 つの理由がある。
まずは、「モノの作り方」が変わったという点である。近年の急速なモジュール化に伴って、以前であれば
自社で開発・製造しなければならなかった部品が他社から容易に手に入る時代になった。これにより、大企業
に比べ、開発力や資金力の低いベンチャー企業でも製品が作れるようになった。汎用的な部品は他社から調達
し、顧客ニーズのコアとなる部品は自社で開発、独自性を有する製品を打ち出せることが同社の優位性である。
2 つめに、「モノの売り方」が変わったという点である。SNS の普及などによって、消費者のニーズや、ど
こに市場があるのかについて把握することが容易になった。ひとつの国のマスに向けた商品を作って売るので
はなく、多数の国のニッチに向けた商品を作って売る。ひとつの国のマーケットは小さくとも、世界のニッチ
な市場を積み重ねれば一定程度のマーケットになる。
このようなマーケットを探し、機能を絞った製品を迅
速に投入していくことができるのも同社の強みであ

OTTO（電源タップ）

※スマートフォンで制御する「見せる」電源タップ

る。
マスではなく、ニッチに多品種少量で切り込んでい
くことは、ものづくりベンチャーとしてのひとつの姿
である。

資料：（株）Cerevo

３

グローバル需要の取り込み、経常収支維持
のための海外収益還元促進

これまで、国内でのものづくりを再評価する動きがあ
り、国内生産基盤の強化の必要性を述べてきた。一方

興国を中心とした成長市場に対応する上で、ボリューム
ゾーン向けの大量生産型製品分野においては、海外での
投資・生産は不可逆な流れである。

で、第 1 節で述べたとおり、途上国を中心とした汎用

第 1 節で述べたように、貿易収支の赤字拡大は埋め

製品の海外需要の拡大の中で、大量生産型製品分野は海

られずとも、製造業の海外展開に伴い黒字が拡大する第

外拠点で生産し新興国を中心とした需要地に直接供給す

一次所得収支（所得収支）や、ロイヤリティ収入の増加

る「地産地消」型に（さらに進んだ場合は逆輸入として

などにより赤字が縮小するサービス収支を通じて、経常

日本に輸入）、高付加価値製品分野やそれを下支えする

収支の黒字拡大を図ることも必要である。

部素材は国内拠点で生産し国内外の需要地に供給すると
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いう国際分業の構図になりつつある。そうした中で、新

また、海外での稼ぎ方が、貿易収支によるか、サービ

我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

も注意が必要である。例えば、素材産業の一部、化学産

（1）グローバル競争の一層の激化
①海外での生産・投資は不可逆な流れ
新興国を中心に高い経済成長が続くなど、海外市場が

サービス収支を中心に海外で稼ぎ、国内に還流させ、国

拡大するに伴って、その需要を取り込むために我が国製

内拠点を維持するような産業も存在しており、このよう

造業の海外生産及び海外投資は拡大が続いている。我が

な産業にとっては重要性がより高くなっている。

国製造業の海外生産比率の推移を見ると、景気動向の影

こうした海外展開の加速に伴う富を確実に確保し国内

響を受けて上下しつつも、海外生産比率は年々上昇して

へ環流させるために、官民一体で様々な障壁を取り除い

いる。また、5 年後の見通しにおいても一層高まること

ていくことが必要である。

が見込まれている（図 123-1）。

我が国製造業の競争力強化に向けて

業のように貿易収支以外の方法、特許等使用料などの

図 123-1

第２節

ス収支・所得収支によるかは業種ごとに差があることに
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海外現地生産比率の推移

（％）
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備考：1．海外現地生産比率は金額ベース。「海外現地生産による生産高」を、「国内生産による生産高」と「海外現地生産による生産高」の合計で除して算出。
2．2013 年度は実績見込み。2018 年度は見通し。
資料：内閣府「企業行動に関するアンケート調査」

労働コストの上昇という環境下、企業は成長市場に対

関係も重視しつつあることがうかがえる（図 123-2）。

応し、海外需要を取り込むために海外展開を進めてい

また、本件で海外生産拠点を新設・増強するに際し

る。過去 5 年以内に海外生産拠点を新設・増強した目

て、立地選定について最も重視した点でも「顧客がい

的では、「人件費の抑制」との回答が 48.4％に達した一

る、マーケットが大きい」との回答比率が最も高かっ

方、「新規顧客・マーケットの獲得」が 53.3％、「既存

た。海外拠点の果たす役割において、現地需要の獲得

顧客との取引維持」も 52.0％に上っている。企業の海

という位置づけが強まっていることがうかがえる（図

外展開の目的がコスト削減だけではなく、顧客との取引

123-3）。
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図 123-2 （過去 5 年以内の）海外生産拠点の新設・増強の目的
0
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人件費の抑制

60
（%）

48.4

コスト削減

原材料費の抑制

16.3

輸送費の抑制

20.7

為替リスクの軽減

15.9

顧客の海外拠点向け製品開発

34.1

顧客との取引関係

既存顧客との取引維持

52.0

新規顧客・マーケットの獲得

53.3

サプライチェーンの強靭化・複線化

22.0
（n=246）

リードタイムの短縮

12.2

資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

図 123-3

海外生産拠点選定の最重視項目

顧客がいる、マーケットが大きい

ランニングコスト（人件費、原材料費等）が安い

初期コスト（土地、建物等）が安い

基盤産業がある、部品等の調達先がある

その他

0

（n=245）

20

40

49.0

60

25.7

80

8.6

100
（%）

4.1

12.7

【その他の主な内訳】
「円高の影響を回避できる」「技能・知識を持った人材がいる」「販売チャネルがある」
「政治リスクが低い」「調達や生産に関する規制がない」「エネルギーコストが安い」
「税金（法人税等）が安い」「通信・交通等のインフラが整っている」など
資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）
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我が国企業が、新興国を中心に拡大する海外需要を取

資の意欲が強いことがわかる（図 123-4）。また、工程

り込む上では、海外での設備投資及び現地生産の拡大は

別に見ると、「部品」や「賃加工」（熱処理やめっき加工

不可逆な流れとも言える。今後の海外設備投資の見通し

など）が他工程に比べて積極的な見通しとなっている（図

を最終製品のサプライチェーンごとに見ると、自動車の

123-5）。これらは、自動車を中心に進行する地産地消

サプライチェーンで他製品に比べて相対的に海外設備投

や現地調達化の動きが影響している可能性がある。

我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

 後 3 年間の海外設備投資見通し
今
（サプライチェーンごとに集計）
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 後 3 年間の海外設備投資見通し
今
（工程ごとに集計）

我が国製造業の競争力強化に向けて
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図 123-5

第２節

図 123-4
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20

49.4

20
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資料：経済産業省調べ（14 年 1 月）

資料：経済産業省調べ（14 年 1 月）

海外生産拠点の新設・増設に際して、国内生産拠点の

チェーンに属する企業では特に「既存顧客の海外生産拠

増強による輸出拡大ではなく海外生産拠点の新設・増強

点新設」の回答比率が高くなっている（図 123-7）。一

を実施するに至ったきっかけとして、「既存顧客の海外

方、電気機械のサプライチェーンに属する企業では「海

生産拠点新設」との回答比率が 49.0％とほぼ半数に達

外競合企業との競争激化（シェアダウン）」との回答比

しており、取引先の動向が海外生産拠点の新設・増設の

率が高く、競争環境の悪化が契機となったことがうかが

きっかけとなっていることがうかがえる（図 123-6）。

える。

サプライチェーンごとに集計すると、自動車のサプライ

図 123-6 （過去 5 年以内の）海外生産拠点の新設・増強のきっかけとなった事象
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資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）
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図 123-7 （過去 5 年以内の）海外生産拠点の新設・増強のきっかけとなった事象（サプライチェーンごとに集計）
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23.8
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40.5

備考：当該製品のサプライチェーンに属する企業を対象に集計。
資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

②経済のグローバル化が進む中での海外展開への期待
企業の海外事業展開が拡大するにつれて、収益面での

対する見通しが厳しく、特に収益面（営業利益、売上高

海外事業への期待が強まっている。また、特に、汎用的

営業利益率）において低下（減少）を見込む傾向にある

な家電や二輪車に代表される、ボリュームゾーン向けの

一方で、海外では全般的に増加を見込む傾向が強く、国

大量生産型製品においては今後の事業拡大においても海

内と海外で見通しの差が大きい。鉄鋼業においても同様

外の比重が高まることが見込まれている。今後 3 年間

に、国内と海外で見通しの差が大きくなっている。その

の「営業利益」、
「売上高営業利益率」、
「市場シェア」、
「従

反対に一般機械や化学工業では、他業種と比べて相対的

業員数」、
「生産能力」、
「設備投資」及び「研究開発投資」

に国内に対する増加見通しが大きく、また国内と海外と

についての見通しは、国内でのものづくりが再評価され

の見通しの差も小さい傾向にある。国内の事業環境が厳

る中で、多くの業種が、国内においても収益の増加・改

しい業種ほど、海外に対する期待が高い、もしくは海外

善、及び事業拡大の見通しを示している一方で、何れの

事業を積極的に拡大させようとしている傾向がうかがえ

業種においても海外に対しては国内を上回る見通しを示

る。

している（図 123-8）。
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業種別に見ると、輸送用機械は他業種に比べて国内に
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図 123-8
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備考：1．
「営業利益」
「売上高営業利益率」
「市場シェア」
「従業員数」
「生産能力」
「設備投資」
「研
究開発投資」の各項目について、国内及び海外での今後 3 年間の見通しについて「増加」
「やや増加」「横ばい」「やや減少」「減少」から選択。
2．
「増加」を 5pt として、以下 1pt 刻みで集計して、指数化。例えば「3.0」では「横ばい」
との見通しとなる。
3．線で囲われた面積が大きいほど、増加見通しの傾向が強い。
資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）
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汎用製品に関してのマザー機能の海外移転の進展

本田技研工業（株）

二輪車市場の 99％が海外であり、アフリカなど発展途上国にも幅広く市場が存在している。例えば、日本
の主要メーカーである本田技研工業（株）
（以下、ホンダ）の二輪車の年間世界販売実績は約 1,680 万台（2013
年）であり、うち国内販売は約 22 万台に過ぎず、アジアの約 1,300 万台を筆頭に、南米約 166 万台、中国
約 135 万台と、大半を世界の非先進国市場に供給している。このため、日本の国内拠点のマザー工場として
の役割は、徐々に海外にシフトしているところである。
例えば、インドは世界有数の二輪車市場、かつ生産拠点でもあるが、ホンダは 1999 年に子会社である生産
拠点を設立し、2010 年のインド資本との合弁解消を経て、現在ホンダとして全世界で最大の生産能力（年間
460 万台）を誇る規模にまで拡大している。
また、1996 年に設立されたベトナムの生産拠点は、一つの敷地での二輪車生産では世界最大の生産台数（年
間 200 万台）となっている。
一方で、ホンダの国内の二輪車工場は浜松、鈴鹿から移転し、熊本に集約、中・大型車（ＡＴＶ含む）に特
化して生産している。
市場の大きい中型・小型車はタイやインド、ベトナム、インドネシアなどでの海外生産が基本であり、アジ
アを中心に新機種立ち上げの際にマザー工場としての役割を果たしているのは、国内の熊本工場のみならず、
タイやベトナムなどの主要工場でもある。新機種立ち上げ時は、こうした国から技術者が派遣され、支援・指
導を行うことが多い。
二輪車は市場の数だけモデルがあり、デザイン、カラーなどの多様性が武器となっている。フルモデルチェ
ンジの際の大掛かりな開発やエンジン性能の追究は日本の研究所で行っているが、各地域のニーズに見合った
デザイン、各国民の体型にあった形などについては、それぞれ現地で行われている。
このように事業分野によっては海外での投資・生産は不可逆な流れであるが、二輪車はそのトップランナー
といえる。その一方で、国内市場の梃子入れのため、新機軸の大型車のほか、景気の回復などで増えつつある
中高年や女性のライダーが乗りやすいモデルの開発、販売促進にも取り組んでいる。また、2014 年 5 月には、
業界団体、地方自治体等が共同で二輪車産業政策に関するロードマップを公表するなど、二輪車の利用環境改
善に向けた提言等に取り組んでいる。

海外事業から撤退する際のリスク
人口減少や取引先の海外移転等による国内需要の減少に伴って、大企業のみならず、中小企業においても、
海外需要取り込みのための海外展開が拡大しつつある。しかし、海外展開が加速する一方で向き合わなくては
ならないのが海外展開に伴うリスクである。その一つが海外における撤退時のリスクである。進出時にはあま
り意識されないことであるが、海外特有の課題やリスクに備え、海外事業における不確実性も考慮した事業計
画を事前に策定し、撤退条件を明確にすること、継続的に見直しを行うことが重要である。
中小企業庁は、海外展開に取り組んだ日本企業に実際に起こったトラブルや失敗事例、その対応策をまとめ
た「海外展開成功のためのリスク事例集」を取りまとめ、2014 年 3 月に改訂を行った。本事例集を参考に、
これから海外展開を行う企業や既に展開している企業が海外事業のリスクを認識の上、これに対する対処法を
きちんと検討することが重要である。
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図 「海外展開成功のためのリスク事例集」掲載の事例
概

要

対応策とポイント
新興国の経済発展に伴う人件費の高騰は進出企業にとって深刻
な問題だが、部品メーカー、サプライヤーは最終製品を作って
いない弱みがあり、販売価格への転嫁が難しい面がある。廉価
な労働力や原材料を求めて海外進出する場合、コストの増加を
見込んだ事業計画を作成し、様々なケースを想定しておくべき。
また、今回のケースでは季節工の採用、臨時工の増員などで人
件費の変動化も検討すべき。

A 国でのビジネス展開にあたり、A 国現地法人に対する技術流
出のリスクを考え、ブラックボックス化して製品を出したこと
もあるが、A 国で全部分解され、1 週間後には模倣品が出された。
また、退職者を通じて技術が流出することもあり、防ぎきれな
い。

コア技術については日本の本社から出さないよう確保しておく
とともに、社員の間でその共通認識を形成しておくことや、情
報管理体制の構築、現地法人において技術者が長く働いてもら
える職場環境の整備、技術の先進性及び優位性を保持するなど
して、模倣・技術流出のリスクに対応することが大切。また、
未然の防止策として技術者に対して厳格な守秘義務規定を含む
契約書を交わすなどの方法も検討するべき。

撤退に伴う
多額の費用
の発生

労働コストの上昇等のため、海外生産工場を閉鎖することにし
たところ、従業員がストを起こした。現地の法律に基づく退職
金の支払いを提案したところ、現地法人の社長（日本人駐在員）
が、従業員に取り囲まれ、全く足りないと詰め寄られた。倍額
の提案でも、まだ足りないと従業員から、3 倍額を提示された。
また、税務署からも、残業代や税金の徹底的な調査を受けるこ
ととなり、過年度のすべての資料の提出を求められた。調査に
は 1 年以上を要し、計算違いなどを多数指摘され、延滞税を含
め多額の税を納めることとなった。

平時においては、ほとんど認識されていない労務・税務の問題
が、工場閉鎖や会社清算の際に顕在化し、問題が大きくなるこ
とがある。特に、撤退の際の従業員の解雇については、暴動に
発展する可能性もある。撤退を行う際は、早くから信頼できる
専門家（弁護士・会計士等）に相談し、情報が外部（現地法人含む）
に漏れないように注意するとともに、現地に駐在する日本人の
安全を確保する必要がある。

多額の譲渡
代金のため
に撤退断念

A 国の 100％子会社の製品が国際競争力を失ってきたので、こ 持分譲渡の価格は、対象会社の価値によって左右される。内部
の会社の出資持分の全てを第三者に譲渡することにした。しか 留保が多額にあれば、それだけ譲渡価格も高額にならざるを得
し、撤退を最初から決めていたわけではなく、業態の変更や新 ない。しかし、途上国では、日本と違い、内部留保金をいつで
たな設備投資も考えて利益を内部留保してきていたため、多額 も簡単に配当することができない場合もある。撤退を考えてい
の剰余金があり、譲渡価格がどうしても多額になってしまい、 る場合は、段階的にスリム化して準備を図る必要がある場合も
買い手側の資金調達ができず、結局、撤退を諦めた。
ある。

人件費の高騰

ブラックボッ
クス化した製
品の模倣品

我が国製造業の競争力強化に向けて

労働デモが発生し、労働組合の要求を受け入れ、派遣社員の一
部を正社員化したこと等で、年間で 1 億円のコスト増となった。
当社は部品メーカーであり、客先である自動車、二輪車のセッ
トメーカーはコスト増を価格転嫁することが可能だが、サプラ
イヤーはなかなかそうもいかない。利益が吹っ飛び赤字転落の
可能性もある。

資料：中小企業海外展開支援関係機関連絡会議「海外展開成功のためのリスク事例集」より経済産業省作成
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2013/130628jirei.pdf

（2）海 外収益を確保し国内へ還流する上での様々な
障壁

質的な）規制・執行によって日本企業の海外における

赤字拡大が続く貿易収支を埋めるためにも、海外収益

10）。この解決のためには、進出先国における救済措置（行

の確保及び所得収支の増大は重要である。しかしなが

政不服申立てや裁判）により解決を図ったり、（我が国

ら、海外進出した製造業において、海外収益の確保と

と相互協議規定を盛り込んだ租税条約を締結している国

利益還流における課題が数多く存在するとの指摘があ

との関係においては、）租税条約に適合しない課税の解

る。送金規制やロイヤリティ料率規制等、進出先国にお

決のために相互協議を活用することが考えられる。しか

ける規制や執行上の影響も大きい（図 123-9）。

し、現実問題としては全ての事案が円滑に解決されてい

ビジネスが影響を受けているのが現状である（図 123-

例えば、ロイヤリティの料率及び有効期間の上限を実

るわけではなく、政府としても国際的なルール構築への

質的に制限し、それを超える額の国外送金を認めない

貢献、進出先国政府へのはたらきかけといった課題解決

ケースや、現地子会社においてロイヤリティの損金算入

に向けた取組を推進していく必要がある。さらに、送金

が否認されるケースが多発している。ロイヤリティの損

規制の問題については、投資協定や WTO の活用等によ

金算入が進出先国の課税当局から否認される理由とし

り是正を求めていくことも考えられる。また、その他の

て、（十分な議論や話し合いもないまま）算出根拠が不

新興国での二重課税の問題や日本企業が適切な手続を経

明確であると認定されたり、現地子会社全体が赤字であ

ることなくアンチダンピング課税措置やセーフガード措

る場合に「技術提供の便益を受けていない」と指摘され

置を受けるといった問題も挙げられており、海外展開の

るなど、不合理な場合も多い。また、生産設備などの資

加速に伴って海外に生じる富を確実に国内に還流させる

本財に対する関税の追徴課税によって、ロイヤリティに

ためには、こうした規制、税制、関税といったビジネス

見合う金額の徴収を行おうとしていることを不当として

環境に係る様々な障壁について、二国間や多国間の枠組

訴訟になっている例も見られる。

みを活用しながら相手国に是正を求めるなど、官民一体

このように、東南アジアやインド、中国、ブラジルを

で取り除いていくことが必要である。

始めとした一部の国々における（法的な、あるいは実
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図 123-9
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利益還流が困難な理由は、送金規制、
ロイヤリティ規制が多い。

5.8

15.4

13.5

17.3

送金規制があるため

回収のための事務手続きが煩雑であり、わかりづらいため

ロイヤリティ料率規制があるため

パートナー企業との関係のため

国際的な二重課税の問題があるため

その他

資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）
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資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）
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