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輸出向け製造業はこのところ、米国経済の縁の下の力持ちとなって
いる。米国の貿易赤字が大きな注目を集めるなか、2005年以降、同国の
輸出がGDPの7倍のスピードで増加しているという事実にはほとんど
関心が払われていない。米国経済全体のなかで輸出が占める割合は、
実はこの50年間で最高の水準となっている。

しかし、これはほんの始まりに過ぎない。米国の製造業の競争力向
上の結果、2020年までに年間700億～1,150億ドルの輸出が他国から米
国にシフトすることになると私たちは予測している。この輸出の増加
分のうち約3分の2は、主要欧州諸国や日本から米国への生産移転によ
るものである。2020年までに、米国の輸出増加ならびに中国からの生
産リショアリングの結果として米国の製造業が拡大し、工場やサービ
ス業において250万～500万の新規雇用が生まれると予想される。

私たちの予測は、コスト構造が米国の製造業にとってますます有利
な方向へと変化しつつあるという事実に基づいている。BCGの“Made 
in America, Again”シリーズの最初の2つのレポートでは、中国がかつ
て米国に対して享受していた圧倒的な生産コストの優位性が、賃金上
昇をはじめとする諸要因により急速に失われつつあること、そして、こ
うした傾向がいくつかの業界で米国における生産の増加を後押しする
可能性があることについて説明した 1。本稿では、米国製造業のコスト
競争力の向上について、主要輸出国であるいくつかの先進国との比較
により検証する。

私たちの分析によると、米国は徐々に製造企業にとって先進国中最
もコストの低い国の一つになりつつある。私たちが調査を行った主要
先進輸出国5か国（日本、ドイツ、フランス、イタリア、英国）の平均製造
コストは、2015年までに米国より8～18％高くなる見込みである。こ
のコスト優位性の最大の要因は、人件費（生産性調整後）、天然ガス、電
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た東芝は、ハイブリッド車用モーターの生産拠点をヒューストンに設
立した。

さらに、海外のメーカーが世界各地への輸出向けに、生産設備を米国
に移転したり米国内の生産能力を拡大したりし始めた兆候が見られ
る。たとえばトヨタは、ケンタッキー州で組み立てられたセダン車「カ
ムリ」とインディアナ州で製造されたミニバン「シエナ」を韓国に輸出
すると発表した。シーメンスは、サウジアラビアの大規模発電所向け
ガスタービンをノースカロライナ州で製造している。フランスのミ
シュランは、鉱業・建設業向け土木機械用の大型タイヤを製造するた
め、サウスカロライナ州の新工場設立と既存工場の拡大に7億5,000万
ドルを投じると発表した。フィナンシャル・タイムズ紙は、生産量の増
分の少なくとも80％は輸出向けだと報じている。

この傾向が米国の雇用に与える影響は今のところそれほど大きくな
いが、米国へのリショアリングの経済的メリットの論拠が強まるにつ
れ、また企業がそれに従って生産拠点の世界的配置を見直すにつれ、今
後2～3年のうちにこうした発表が増加していくだろう。

低コスト国としての米国

米国は現在、主要工業国である他の先進国と比べて、生産コストの面
で明らかに有利な立場にある。私たちは、2015年までに英国の平均製
造コストは米国より8％高くなると予測している。また、日本の製造コ
ストは米国より10％、ドイツとフランスは16％、イタリアは18％高く
なる（図表1）。このコスト優位性の主な要因は、人件費、天然ガス、電力
である。

人件費　　米国の労働市場は現在、他の先進国の主要工業国よりも魅
力的といえる。特に、工場労働者の賃金を労働者一人当たり生産高（米
国は欧州諸国や日本に比べてこの値が高い）で調整すると、その魅力は
さらに大きくなる。わずか10年前には、米国の工場における生産性調
整後人件費の平均値は欧州よりも約17％、日本よりも3％低いだけだっ
た。だがこの10年間で、これらの国々と米国の生産性ギャップは大幅
に拡大した。2015年までに、米国の平均人件費は英国よりも約16％、

力である。その結果、2020年までにこれら先進国の輸出総額の最大5％
が米国へシフトする可能性がある。さらに米国は、重要な貿易ルート
の輸送費に関しても他の主要工業国に比べてかなりの優位性を保って
おり、これもそうした傾向を後押しする。

このようなコスト構造の変化は、世界貿易に多大な影響を及ぼすと
予想される。中国と主要先進国は世界の輸出の約75％を占めている。
そうしたなか、米国輸出の急増がさまざまな産業において実感される
ことになるだろう。

米国の生産増加はいくつかの形で現れる。世界の他地域に向けた低
コスト輸出拠点として米国を活用する企業が増えるという形で現れる
場合もあれば、米国や海外の企業が、米国向け製品の生産拠点を他の国
から米国に移すことによって、米国の輸入が生産に置き換わるという
ケースもある。

コスト優位性の変化の影響が生産能力の増加に完全に反映されるま
でには数年かかるだろう。そして、どのくらいの雇用増がもたらされ
るかは、米国が熟練した労働力の十分な供給などによって世界的競争
力をどの程度強化し続けられるか、に大きく左右される。

振り子は戻りつつある

過去40年間にわたって、製造拠点は世界の高コスト国から低コスト
国へと移動し続けてきた。これは概して、あらゆる種類の工場雇用が
米国から海外へ移動することを意味していた。

そして今ようやく振り子が戻り始めている。今後数年間は、米国が
多くの産業で生産移転の受け手になる番である。過去のレポートでは、
生産拠点を中国やその他の低コスト国から米国に移した企業の例をい
くつか紹介した。こうした企業は、フォードやNCRといった大手多国
籍企業から、台所用品やクーラーボックス、ヘッドフォンなどあらゆる
製品の米国中小メーカーまで多岐にわたる。最近では大手コンピュー
タ企業のレノボが、ノースカロライナ州に「Think」シリーズのラップ
トップPC、ノートブックPC、タブレットPCの組立工場を設立した。ま
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エネルギー　　水圧破砕技術の急速な進歩によりシェール（頁岩）ガ
ス・オイル採掘の経済性が向上し、米国に膨大に埋蔵される両資源の活
用が実現可能となった。2003年以降、米国のシェールガス生産は10
倍以上に増加した。これにより、米国の天然ガス卸売価格は2005年か
ら51％低下した。2020年までに、頁岩からのシェールガスの回収コ
ストは2005年の水準の半分に低下する見込みである。2035年までに
シェールガスの生産はさらに倍増し、12兆立方フィートに達すると予
想される。

国内に天然ガスの安価な供給源があることは、米国に拠点を置くい
くつかの産業にとって大きな競争優位となる。欧州や日本における天
然ガスのコストは、米国の2.6～3.8倍程度である。米国の天然ガス埋
蔵量は西欧の4倍であり、日本のシェールガスと在来型ガスの埋蔵量は

日本よりも18％、ドイツよりも34％、フランスとイタリアよりも35％
低くなると予想される（図表2）。

労働市場の柔軟性が相対的に高いことも米国の有利な点である。カ
ナダのシンクタンク、フレイザー研究所の経済自由度ランキング（2012
年版）によると、米国は労働規制面の自由度で世界第3位となっている。
これに対し、日本と英国はそれぞれ14位と15位、イタリアは72位、フ
ランスは94位、ドイツは112位である。米国の順位がこれほど高いの
は、米国では他のほとんどの先進国よりも、業況に合わせた従業員数の
調整をはるかに容易に、かつ安価に行えるためである。たとえばドイ
ツでは、工場閉鎖にあたり規制による費用が、従業員数200人の平均的
な工場では約800万ドル、また従業員数1,000人の工場では4,000万ド
ル以上にのぼると、私たちは試算している。こうしたことは、企業が生
産能力拡大のためにどの国に新規の長期的投資をするかを決定する際
の主な検討事項となる。

主要輸出国のコスト構造比較（2015年予測）
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図表1 | 米国のコスト優位性の最大の要因は人件費とエネルギー・
コスト

図表2 | 米国の労働市場は、先進国の工業国のなかで最も魅力的

注：製造業全業種の加重平均。米国は低コストの州、中国は揚子江デルタのコストで計算
出所：米国経済センサス、米国労働統計局、米国経済分析局、国際労働機関（ILO）、BCG分析

注：諸費用も含めた人件費ベース。米国は低コストの州の平均。
出所： 国際労働機関（ILO）、Economist Intelligence Unit、フレイザー研究所「経済自由度ランキング（2012年版）」、

BCG分析
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米国は、特に輸送機器、化学、石油・石炭製品、コンピュータ・電子機
器、機械、電気機器・家電製品・電気部品、一次金属という7つの業種にお
いて、今回調査対象とした5か国に比べて輸出を増やすうえで有利な立
場にある。これら7業種は、2011年の世界輸出総額のおよそ75％（12
兆6,000億ドル）を占めている。

製造業への示唆

私たちがかなり以前から推奨している通り、企業は予期せぬ変化に
対応し、特定の市場における競争上のニーズに対応して速やかに生産
を拡大・削減できる柔軟性を手に入れるため、生産拠点の配置を世界的
に多様化するべきである。また、新たな生産設備をどこに構築するか
を決める際には、耐用年数全体にわたる総所有コストを慎重に検討す
べきである。

どちらもごくわずかであるため、米国の優位性は今後さらに強まると
考えられる。

このことは産業にとって2つの重要な意味を持つ。まず、天然ガスは
化学製品やプラスチック製品の主要原料であり、一次金属、製紙、合成
繊維、非金属鉱物の製造業において大きなコストである。第2に、ガス
火力発電所は米国の重要な電力源である。電気料金が低下することに
よって、米国に拠点を置く金属工業や製紙業などエネルギー集約型産
業は、コスト優位性をさらに数パーセント高めることができる。

米国の輸出と雇用に与える影響

あまり知られてはいないが、輸出部門はすでに米国経済の明るい材
料となっている。2008年から2009年にかけての世界的景気後退にも
かかわらず、2005年以降、米国の輸出は年平均約8％伸びている。現在、
米国では食品や飲料を除く製品の輸出がGDPの約10％を占めており、
過去50年間で最大の割合となっている。さらに2005年から2010年に
かけて、世界の輸出のなかで西欧諸国と日本が占める割合は減少した
のに対し、米国の占める割合は約11％で安定している。

この流れは今後さらに加速するだろう。私たちの予測によると、米
国のコスト低下の結果として2020年までに、今回の調査対象とした西
欧4か国の年間輸出総額の2～5％相当（200億～550億ドル）、また、日
本の輸出総額の1～2％相当（50億～120億ドル）が米国にシフトする
可能性がある。

私たちの試算によると、米国の輸出増加、ならびに輸入していたはず
の製品の米国内生産の増加によって、米国の工場で新たに60万～120
万の直接雇用が生まれる。さらに小売、輸送、物流などの関連業界で、
190万～350万の雇用が間接的に生み出される（図表3）。この試算は、
各業種の労働者一人当たり平均生産高と乗数効果に基づいている。米
国に250万～500万の新規雇用が生まれるという私たちの予測が正し
ければ、同国の失業率は2～3％ポイント低下し、「摩擦的失業」（労働者
が職を変える時に自然に発生する失業）の水準に近づくことになる。

雇用（万人）

合計

250～470

間接的雇用創出

190～350

直接雇用

60～120

2020年までに
失業率が

2～3%ポイント
低下

図表3 | 米国の輸出増加により250万～500万の新規雇用が生まれる
と予想される

注： 米国内での新規雇用創出の予測値は継続的に見直しており、2012年3月発行のレポートにおける「200万～300万」
より上方修正した。

出所：米国労働統計局、米国経済分析局、CIA “The World Factbook 2013”、BCG分析
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しかし、前述のようなコスト構造の変化は、より多くの企業が米国を
世界市場向け生産拠点の選択肢の一つとして考慮すべきだということ
を示唆している。この流れは2020年にはさらに大きなトレンドとして
広がっていることだろう。

長期的投資を行う際にこのようなコスト構造の変化を考慮に入れな
い企業は、競争上不利な立場に置かれることになるだろう。他の先進
国に対する米国のコスト競争力の向上、そして中国などのオフショア
生産拠点におけるコストの上昇は、まさに米国製造業の再生につなが
るパラダイムシフトといえよう。

1  BCGレポート“Made in America, Again: Why Manufacturing Will Return to the U.S.”
（2011年 8月）、および、BCGレポート“U.S. Manufacturing Nears the Tipping Point: 
Which Industries, Why and How Much?”（2012年3月）
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