
経済トレンド

       デジタル家電ブームによる輸入構造の変化

                   ～ 盛り返した日本の電気産業 ～

                                  経済調査部  高村 正樹

（要旨）

〈注〉輸入浸透度とは国内での供給品に対する輸入品の割合を表しており、その値が大きいほど輸入品の比率が高い

ことを示す指標である。

●輸入と生産の伸びに乖離

  足元の景気拡大に伴って、国内生産は増産基

調にある。03 年 10－12 月期の鉱工業生産は前期

比＋3.6％と高い伸びになっている。これに伴い

生産活動と関係が深いと言われている輸入も増

加基調にある。資料１を見ると、価格要因を取

り除いた実質輸入金額と鉱工業生産指数が概ね

似通った動きをしていることが確認できる。し

かし、足元での推移をみると、生産指数の伸び

に対して輸入の伸びが追いついていない。

○ 景気拡大に伴って、国内生産と輸入は拡大基調を強めている。しかし、前回までの景気拡大局面

と異なり、生産の伸びに対して輸入の伸びが追いついていない。

○ 輸入の伸びが前回局面より鈍化しているのは、機械機器の寄与度が極端に低くなっているためで

ある。特にその中でも、事務用機器や半導体電子部品が、今次局面ではそれほど押し上げに寄与

していない。

○ 99 年～00 年はＩＴバブルと言われ、日本は国内製品より安価な事務用機器やＤＲＡＭ等の汎用

半導体の多くをアジアを中心とした地域から輸入していた。しかし今次局面はデジタル家電の販

売が好調であることが特徴として挙げられる。デジタル家電に使用する半導体は非常に高度な技

術力が必要であり、日本が圧倒的なシェアを持っていることから、これらの部品の多くは国内製

品で賄われている。以上のことが、日本の輸入の伸び率を前回局面よりも鈍化させている一因で

ある。この要因は一時的なものとは考え難いため、当面輸入の伸びは低いものにとどまろう。

○ こうした動きを受けて、電気機械の輸入浸透度〈注〉も 02 年を境に低下基調に転じている。しか

し、鉱工業全体では上昇傾向にあり、海外直接投資の増加による海外生産シフトが進んでいるこ

とに変わりはない。

○ 生産の海外移転が続くと、日本全体で見た場合、国内の雇用者数が減少したり、今まで培ってき

た技術が他国へ流出してしまい産業基盤が脆弱なものになるなどの産業空洞化が生じる。高付加

価値半導体においても中長期的には他国の追随が予想されるため、日本が他国を常に一歩リード

するするためには、現状に甘んじることなく、更なる技術開発を行なうことが必要である。

   資料１  　実質輸入金額と鉱工業生産（前年比）

（出所）財務省「通関統計」、日銀「企業物価指数」、経済産業省「鉱

工業生産」より当社作成
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  資料２と３は、鉱工業生産と実質輸入金額において、景気の谷（前回：99 年１－３月期、今回：02

年１－３月期）を 100 とした指数を作成し、その後の四半期の推移を比較したものである。これに

よると、足元で生産の水準は前回局面と大差なく推移しているのに対し（前回：108、今回：110）、

輸入はかなりの乖離が生じている（前回：120、今回：111）。

  そこで本稿では、①何故輸入の伸びが鈍化しているのか、②この現象が一時的なものなのかを、

前回の景気拡大局面（99 年１月～00 年 10 月）と比較しながら検証していきたい。

  

●機械機器の押し上げ寄与が縮小

  まず、輸入金額の伸び率の鈍化は何によってもたらされているのかを調べるために、品目別の輸

入動向に注目した。資料４によると、今次景気回復局面の特徴としては、機械機器の寄与度が極端

に低くなっていることが挙げられよう。実際、輸入に対する機械機器の押し上げ寄与は、今回局面

は 1.3％ポイントと前回局面（3.2％ポイント）の４割程度に縮少している。さらに詳細を見てみる

と、前回の局面では機械機器の押し上げに大きく寄与していた事務用機器（主にパソコンの完成品

やＣＤ－ＲＯＭ装置等の周辺機器）や半導体電子部品が、今次局面では当時ほど押し上げに寄与し

ていないことが確認できる（資料５）。

   資料２  　拡大局面における鉱工業生産指数の推移          資料３  拡大局面における実質輸出金額指数の推移

  （出所）経済産業省「鉱工業生産」より当社作成                 （出所）財務省「通関統計」､日銀「企業物価指数」より当社作成

     資料４  　　質輸入金額（品目別寄与度）     　　      資料５ 　　 実質輸入金額（機械機器）

    （出所）資料４、５ともに財務省「通関統計」、日銀「企業物価指数」より当社作成
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●デジタル家電用の半導体は自国生産が主流

  前回の景気回復局面を整理すると、99 年～00

年はＩＴバブルと言われ、パソコンやパソコンの

周辺機器を中心に販売が好調であった。パソコン

に用いる汎用半導体は、かつては日本企業が世界

の販売シェアを独占していたが、韓国や台湾が急

激に追い上げ、90 年代後半以降は徐々にシェアを

奪われた。そのため、ＩＴバブル時に日本は事務

用機器やＤＲＡＭ（パソコンの記憶装置）等の汎

用半導体の多くを国内製品より安価なアジアを中

心とした地域から輸入していた。資料６を見ると、

ＤＲＡＭの輸入数量は、ピーク時には前年比で

50％以上の伸びを示していた。

  一方今次局面は、景気全体を牽引するまでには及ばないが、デジタル家電の販売が好調であるこ

とが特徴として挙げられよう。家電量販店などに足を運ぶと、終日液晶テレビやカメラ付き携帯な

どの前には人だかりが出来ているのをよく見かける。特に、薄型テレビ、ＤＶＤレコーダー、デジ

タルスチルカメラは新３種の神器と呼ばれ、非常に人気が高く売れ行きも好調な商品である。日本

電気大型店協会によると、ＤＶＤやデジタルカメラの販売台数は右肩上がりで伸びており、両者と

も足元ではパソコン販売台数を抜き、月間販売台数は 20 万台近くの水準まで達している（資料７）。

  デジタル家電にはパソコン同様に半導体が使われている。ただし、パソコンが汎用半導体を主な

部品とするのに対して、デジタル家電には高付加

価値半導体が用いられる。デジタルカメラなどに

使うＣＣＤ（電荷結合素子）という特殊半導体や、

ポータブルオーディオなど特定用途の電子機器に

組み込まれているシステムＬＳＩ（多数の機能を

１個のチップ上に集積した超多機能ＬＳＩ）など

がその一例である。

  これら高付加価値半導体の製造には、ＤＲＡＭ

等の汎用製品と比べて非常に高度な技術力が必要

である。現在、その製造においてはソニーや松下

電器産業等の日本メーカーが圧倒的なシェアを占

めており、なかには９割近くを日本企業が独占し

ている部品もある。実際、韓国や台湾等の大手電気メーカーもデジタル家電の製造を行なっている

が、部品は日本から調達する企業も少なくないようだ。

  したがって、前回主流であったパソコンに用いられていた汎用半導体の多くは輸入により調達し

ていたのに対し、今回の主流商品であるデジタル家電用の高付加価値部品は国内製品で賄われてい

ることが、前回景気回復局面との大きな相違点であろう。今回の景気回復局面中に、システムＬＳ

Ｉ等の国別生産シェアに著しい変化が起こることは考え難く、当面国内電機メーカーがデジタル家

電を生産する際には、日本製の部品を使用し続ける可能性は高い。

  以上のことが、日本の輸入の伸び率を前回局面よりも低いものにとどめている一因であると考え

   資料６ 　　　　 輸入数量（ＤＲＡＭ）

  （出所）財務省「通関統計」より当社作成

   資料７ 　　 販売台数（３ヶ月移動平均）

  （出所）日本電気大型店協会「NEBA 会報」より当社作成
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られる。また、この要因は一時的なものとは考え難く、部品を国内で調達し続ける間は輸入の伸び

は低いものにとどまろう。

●鉱工業全体では海外生産移転が進むなか、電気機械では自国生産比率が上昇

  次に、輸入浸透度の観点から半導体を含む電気

機械産業を見てみよう。電気機械の輸入浸透度は、

先に見た汎用半導体の他に、外国製品が著しく普

及したテレビやＶＴＲ、ラジオ等の音響映像機器

などの影響もあり、02 年まで上昇傾向にあった

（資料８）。しかしその後は、低下基調に転じて

いる。外国で生産された音響映像機器などの輸入

は続いているものの、先述の通り、自国生産が主

の高付加価値半導体等の生産が急拡大しているこ

とが、電気機械全体の自国生産比率の上昇（輸入

浸透度の低下）をもたらしていることが分かる。

  一方、他の品目の輸入浸透度に目を移すと、ほ

とんどが趨勢的に上昇傾向にあり、電気機械のような目立った低下は見られなかった。鉱工業製品

全体で見ても輸入浸透度が上昇傾向にあることに変わりはなく、足元では全供給量のうち約 12.5％

が海外製品で賄われている（資料９）。

  日本においてこれほどまでに海外製品が普及している理由としては、海外直接投資の増加による

日本企業の海外生産比率の高まりという構造的な

変化が起こっていることが考えられる。これは、

企業が収益改善のため、あるいはシェア拡大のた

めに、より安価な人件費によってコスト削減に努

力した結果とも言えよう。例えば、衣料業界で急

成長したユニクロは、人件費が日本よりも格段に

安い中国に工場を建て、そこで衣類を生産して日

本に再輸出することで、日本での低価格販売に成

功した。また、これらの地域からの輸入品は、か

つては繊維製品などの労働集約的な非耐久財が多

かったが、現在では技術力の向上により水平的な

分業体制が確立し、ほとんどの品目で輸入浸透度が上昇している。実際、経済産業省が行なってい

る海外事業活動基本調査（01 年度）によると、01 年度の製造業現地法人からの日本向け輸出額（日

本にとっての逆輸入）は、5.6 兆円にのぼり、日本の総輸入の 15.1％を占めている。これは、10 年

前（91 年度）に対して 9.2％ポイントも上昇している。

＜注＞昨年４月に行われた生産の基準改定（95 年基準→00 年基準）により、従来の「電気機械工業（旧）」は、「電

気機械工業（新）」「情報通信機械工業」「電子部品・デバイス工業」に３分割されたが、今回は広義的な視

点で見るために電気機械（旧分類）を使用した。

  資料８  　輸入浸透度（電気機械・旧分類）

  （出所）経済産業省「産業活動分析」より当社作成

   資料９ 　　 輸入浸透度（鉱工業製品）

     （出所）経済産業省「産業活動分析」より当社作成
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●産業空洞化阻止のために更なる研究開発費の拡充を

  このように、企業にとっては安いコストで生産量が確保できることは、企業収益の観点から言え

ば決して悪いことではない。しかし、日本企業がコスト削減に奔走して生産の海外移転をこのまま

続けると、日本全体で見た場合、①国内の雇用者数が減少したり、②今まで培ってきた技術が他国

へ流出してしまい、産業基盤が脆弱なものになるなど、産業空洞化への懸念も指摘されている。特

にバブル崩壊以降、日本の雇用は悪化の一途を辿っており、このまま企業の海外移転が進めば、雇

用環境の悪化が需要減に拍車を掛けかねない。非製造業が国内需要の影響を受けることを勘案すれ

ば、米国のような非製造業への雇用の移転も順調な進展は難しくなる。要するに、一般的な産業空

洞化への懸念が足元の経済環境下では当てはまると言える。そのような中、比較優位性のある日本

の高付加価値半導体は、少なくとも電気産業の空洞化には一石を投じたと言えよう。ただし、中長

期的に見ると、汎用半導体の時と同様に、今後他国も技術力を付けて日本を追随してくると見られ

る。したがって、日本が他国を常に一歩リードし続けるためには、現状に甘んじることなく一層の

技術開発に邁進することが肝要であろう。

  政府は、日本が「科学技術創造立国」であり続けるため、研究開発型ベンチャーへの支援の強化

や産業技術に係る人材育成などのために、科学技術振興費として１兆 2,841 億円の予算を 04 年に組

んだ。前年度より 4.4％拡大しているが、他の予算と比べると決して多額の予算が確保されていると

は言えない。日本が科学技術分野で比較優位を保ち、産業空洞化阻止を試みるのであれば、更なる

研究開発費の拡充が不可欠となってこよう。次年度以降の予算では、積み増しが望まれるところで

ある。

たかむら　まさき（研究員）


