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主要輸出国 25 カ国の生産コスト比較:
世界の生産拠点の勢力図の変化
原題：The Shifting Economics of Global Manufacturing
-How Cost Competitiveness Is Changing Worldwide
Harold L. Sirkin、Michael Zinser、Justin R. Rose
2014 年 8 月
概要
本レポートでは、主要輸出国 25 カ国の生産コストを、2004 年/2014 年の 2 時点において比較した。その結果、各国
の生産コストは過去 10 年間で大きく変化し、４つのパターンに分類できることがわかった。世界の各地域に生産コ
ストが比較的低い国が存在することがわかり、アジア・ヨーロッパ・アメリカ市場向け製品は、自国によ
り近い地域での生産量が増え、生産拠点は「集中」から「世界各地域への分散」が進むと考えられる。

1．新 低コスト国： メキシコ、米国 メキシコと米国が新たな低生産コスト国であることがわかった。その主な要因は、
(1) 緩やかな人件費の上昇、(2)持続的な生産性向上、(3)安定した為替レート、(4)シェールガス革命によるエネル
ギーコストの優位性、の 4 つである。
2．旧 低コスト国： ブラジル、中国、チェコ、ポーランド、ロシア 生産コストが安いと考えられていたこれらの国々は、
コスト競争力が大きく落ちている。中国の生産コストはアメリカに対して 5%弱の優位性しかなく、ブラジルは多くのヨ
ーロッパ諸国よりも生産コストが高い。

3．地域内 低コスト国候補： インド、インドネシア、オランダ、イギリス 比較的競争力を維持出来ており、それぞれ
の地域においては競争力を増している。インド、インドネシアでは、賃金は急激に高騰しているが、通貨安と急速な
生産性向上により、コスト競争力を保ち続けている。イギリスとオランダは、全てのコスト要因が安定していることによ
り、ヨーロッパ内での相対的な競争力が増している。

4．劣勢国： オーストラリア、ベルギー、フランス、イタリア、スウェーデン、スイス 10 年前に既に生産コストが高かっ
た国々は、さらに競争力が低下している。生産性の低成長、エネルギーコストの高さが大きな原因である。
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世界の生産コスト競争力は大きく変化。生産拠点は「集中」から「世界各地域への分散へ」。
シェールガス革命による天然ガス価格の下落や米国の人件費の競争力向上が、米国や世界の産業界へ与えるイ
ンパクトについて、ボストン コンサルティング グループ(以下、BCG)は「メード・イン・アメリカ 再び」シリーズのレポ
ートで紹介してきた。本レポートでは、世界の工業製品の輸出額の約 90%を占める主要輸出国 25 カ国について、
生産コストの比較を 2004 年/2014 年の 2 時点において行った。
過去 30 年間、中南米・東ヨーロッパとアジアの大部分は低コスト国、米国・西ヨーロッパ・日本は高コスト国とみなさ
れてきた。しかしながら、人件費・生産性・エネルギーコスト・為替などの長年にわたる変化により、以下の例に示さ
れるように、世界の生産コスト競争力は大きく変化した(図表 1)。


メキシコは、中国よりも生産コストが低い



イギリスは西ヨーロッパの中で最も生産コストが低い



ロシアや東ヨーロッパの国々の多くは、米国とほぼ同レベルにまで生産コストが上昇している

なお今回の分析は、1．賃金、2．労働生産性、3．エネルギーコスト(電気代、天然ガス代)、4．為替レートの 4 項目を
変動要因として分析した。

図表1: 主要輸出国の生産コスト比較
米国の生産コスト = 100とした場合の、各国の生産コスト (2014年)
生産コスト指数(米国 = 100とした場合)
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出所: 米国国勢調査局、米国労働統計局、米国経済分析局、国際労働機関、 ユーロモニター、
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット、BCG分析
生産コストは、人件費、電気代、天然ガス代、その他 (原材料費、減価償却費 等) の４項目のみで算出。その他は
一定と仮定。各コストの割合は、全産業を加重平均した。
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今回の分析から、輸出国は生産コスト競争力により４つのパターンに分類できることがわかった(図表 2)。生産コスト
競争力の勢力図の変化により、企業は自社の生産拠点の見直しを迫られ、世界経済が大きく変わる可能性が
ある(図表 3)。世界の各地域に生産コストが比較的低い国が存在するため、アジア・ヨーロッパ・アメリカ
2
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市場向け製品は、自国により近い地域での生産量が増え、生産拠点の集中から世界各地域への分散が進む
だろう。

図表2: 各国の生産コスト競争力 4パターン

① 新 低コスト国

② 旧 低コスト国

以下の4つの理由により、競争力を
強めた国々
• 緩やかな賃金上昇
• 持続的な生産性向上
• 安定した為替レート
• エネルギーコストの優位性
従来は低コストであったが、多様な
要因により競争力が低下した国々

比較的競争力を維持できており、そ
③ 地域内
れぞれの地域においては競争力を
低コスト国候補 増している国々

④ 劣勢国
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チェコ

インドネシア

従来から高コストであったが、生産
性の伸び悩みやエネルギーコスト
の上昇などにより、競争力が低下し オーストラリアベルギー
続けている国々
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出所: BCG分析
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図表3: 輸出上位25ヶ国の生産コスト競争力の変化 (2004年 – 2014年)
日本
生産コスト指数
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輸出上位25ヵ国以外

0
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出所: 米国国勢調査局、米国労働統計局、米国経済分析局、国際労働機関、ユーロモニター、
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット、BCG分析
生産コストは、人件費、電気代、天然ガス代、その他 (原材料費、減価償却費 等) の４項目のみで算出。その他は
一定と仮定。各コストの割合は、全産業を加重平均した。

注:
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各国の生産コスト競争力に変化をもたらした 4 つの要因
生産コスト競争力に変化をもたらした大きな要因は、以下の４つである。
(1) 賃金 ： 多くの国の賃金の上昇率が年 2〜3％にとどまる中、低賃金であった中国やロシアでは 10 年以
上、年 10〜20％の上昇が続き、賃金の競争優位性が大幅に低下している。また、低賃金の国の中には生産
性が低い国もあり、生産性を調整した上で人件費を比較すると、大きな競争優位性を見いだせないこともある。
(2)

為替レート

：

2004 年から 2014 年にかけて為替レートは大幅に変動した。米ドルに対してインド

ルピーは約 26％安くなり、中国元は約 35％高くなった。
(3)

労働生産性

：

労働生産性(労働者 1 人当たりの付加価値額）は、各国のばらつきが大きい。2004 年から

2014 年にかけてメキシコ・インド・韓国では生産性が 50％以上向上したが、イタリアや日本などでは低下した。
(4) エネルギーコスト ： シェールガスの大規模生産が開始された 2004 年以降、北米での天然ガス価格は 25〜
35％下落している。対照的に、ポーランド・ロシア・韓国・タイなどでは、100〜200％上昇している。また、工業用電
力も、オーストラリア・ブラジル・スペインなどで急激に上昇している。その結果、北米以外の多くの国の総エネルギ
ーコストは、2004 年と比較すると、50〜200％上昇している。

上記以外にも、ビジネス環境や物流など、生産拠点を検討する際に考えるべき問題は他にもある(図表 4）。
実際に、生産コストの競争優位性が高くても、それ以外の問題により製造業の成長が妨げられている国は
数多くある。同じ国の中でも場所によって問題の程度の差が大きい場合もあり、今回の分析には織り込ん
でいないが、意思決定の段階では、これらの要因も含め総合的に判断することが必要である。

図表4: 生産コストは低いが、その他の要因により競争力が低下して
いる国の例
生産コスト
(対米国)
(%)

ランキング
ビジネス
環境1)

ビジネス活動
物流
汚職への
の
容易度2) パフォーマンス3)
認識4)

(位)
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出所: 米国国税調査局、米国労働統計局、米国経済分析局、国際労働機関、ユーロモニター、
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット、世界銀行、トランスペアレンシー・インターナショナル、BCG分析
1.
エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによるランキング
2.
世界銀行: Ease of Doing Business Index
3.
世界銀行: Logistics Performance Index
4.
トランスペアレンシー・インターナショナル:腐敗認識指数 (Corruption Perception Index)
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生産コスト競争力の４つのパターン
1．新 低コスト国： メキシコ、米国
メキシコと米国の生産コスト競争力は、主要輸出国 25 カ国と比較して、この 10 年間で大幅に向上してい
る。この 2 ヵ国は、多くの要因において競争力を強めている(図表 5)。

図表5: 新 低コスト国ー米国・メキシコ
生産コストの差を
生む主な要因

各要因の変化（2004年 – 2014 年）
米国

メキシコ

輸出額上位25ヶ国
平均

賃金

+27%

+67%

+71%

生産性

+19%

+53%

+27%

為替

一定

–11%

+7%

天然ガス価格

–25%

–37%

+98%

電力価格

+30%

+55%

+75%

出所: 米国国勢調査局、米国労働統計局、米国経済分析局、国際労働機関、ユーロモニター、
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット、BCG分析
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メキシコ： 低コストの最大の理由は、生産性調整後の人件費の安さ
メキシコは低生産コスト国へと返り咲いた。2000 年、
メキシコの製造業の人件費は中国のほぼ 2 倍だった。
しかし、2004 年以降中国の賃金がほぼ 5 倍に増加したのに対し、メキシコの上昇率は 67％に留まり、ドル
換算では 50%にも満たなかった。その結果、生産性は中国の方が大きく向上したにも関わらず、メキシコ
の現在の生産性調整後の人件費は中国よりも 13％低い。ここにさらに電力、天然ガスのコスト優位性が加
味されると、メキシコの生産コストは、中国より 5％ポイント下回る(「新

低コスト国、メキシコの復活」

参照)。

米国： 低コストの理由は、労働力の競争優位性の高さと安価なエネルギーコスト
生産コストの米国とその他先進国との差は、2004 年から 2014 年にかけて著しく拡大している。2014 年の
米国の生産コストは、イギリスより 9％ポイント、日本より 11％ポイント、ドイツより 21％ポイント、フ
ランスより 24％ポイント低く、東ヨーロッパの低コスト国とほぼ同等である(図表 1 参照)。中国との生産
コストの差は大幅に縮まり、現在は 4%ポイントの差になった。過去 10 年間の縮小傾向が今後も継続すれ
ば、あと 10 年経たないうちにこの差はなくなるだろう。
5
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米国の労働力は、競争優位性を高める重要な要素である。米国は労働市場の柔軟性が高く、今回対象とし
た 25 カ国の中で、労働規制が最もビジネスに適した国である。また、群を抜いて労働生産性が高い。米国
の生産性調整後の人件費は、多くの製品で西ヨーロッパ諸国や日本よりも 20〜54％低い。
シェールガス革命も、米国に良い影響を与えている。2005 年以降、米国の天然ガス価格が約 50％下落した
結果、天然ガスの現在の価格は、中国・フランス・ドイツは米国の 3 倍以上、また日本は米国のほぼ 4 倍
に相当する。米国の生産コストのうち、天然ガスが占める割合はわずか 2％、電力はたった 1%に過ぎない。
一方で、その他の国では天然ガスが 5〜8％、電力が 2〜5％を占めている。他国でシェールガスの大規模採
掘が可能になる、あるいは米国が輸出供給をするまでには時間がかかることから、北米だけが大きなコス
ト優位性を享受できる状態は、少なくとも 5〜10 年は続くだろう。

新 低コスト国、メキシコの復活
10 年ほど前、メキシコの製造業は危機的状況下

国 25 ヵ国の中で最も改善されていた。
コスト以外にもメキシコに有利な要因は多くあ

にあった。1980～1990 年代に米国との国境沿いに

る。メキシコは最も多い 44 ヵ国と自由貿易協定を

位置する工業地帯には、マキラドーラ制度による数

結んでおり、中でも北米自由貿易協定により非課税

千もの組み立て工場があった。しかし、中国が世界

で米国へ輸出できる。

貿易機関（WTO）へ加盟すると、中国であらゆる

またメキシコ人の労働倫理は高い。メキシコ人の

製品が生産されるようになり、マキラドーラ地域へ

年平均労働時間は他の OECD 加盟国よりも長く、労

の投資や雇用は下火になった。

働紛争も比較的少ない。

しかしながら、ここにきてメキシコの工場への外

現在、輸送設備・家電製品・コンピューターハー

国からの投資が、再び伸び始めている。2006 年か

ドウェアなどの様々な産業クラスターにおいて、目

ら 2013 年にかけてメキシコの電子機器の輸出は 3

覚ましい成長を遂げている。メシキコでは世界をリ

倍以上増加し、780 億ドルに達した。メキシコの電

ードする自動車部品メーカーは 89 社、電化製品の

子機器生産への投資に占めるシャープ・ソニー・サ

組み立てメーカー・部品メーカーは 70 社が操業し

ムスンといったアジア企業の割合は、10 年前には

ている。

わずか 8％程度だったのに対して、今では全体のお

エンリケ・ペーニャ・ニエト大統領の新政府は、

よそ 3 分の 1 を占めている。実際に、フォックスコ

インフラ整備の加速・投資環境の改善・エネルギー

ン・テクノロジー・グループ はチワワ州サン・ヘ

コストの低減によってメキシコの競争力をさらに

ロニモに年間 800 万台の PC を輸出する 5,500 人規

強化する意欲的な改革計画を打ち出している。これ

模の生産設備を構え、大規模な生産拡大計画が進行

らの動きにより「新

中であることを発表した。

コの地位はさらに強まるであろう。

メキシコ製造業復活の陰には、コスト競争力の大
な変化がある。メキシコの生産コストは、主要輸出
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2．旧 低コスト国： ブラジル、中国、チェコ、ポーランド、ロシア
従来、低生産コスト国とみなされていたが、その競争優位性が 2004 年から 2014 年にかけて著しく損なわれた国々
である。ブラジルの振れ幅が最も大きく、2004 年に米国よりも約 3％ポイント低かった生産コストが、2014
年には米国より 23％ポイント高くなった。中国は 2004 年には米国よりも 14％ポイント低かったが、2014
年にはその差が 4％ポイントまで縮小した。

国によって、理由は異なる。中国、ロシアは、人件費の高騰と、エネルギーコストの競争力低下が要因で
ある。2004 年の生産性調整後の人件費を比較すると、米国が時給 17.54 ドルであったのに対して、中国は
4.35 ドル、ロシアは 6.76 ドルであった(図表 6)。2014 年には中国・ロシアの人件費はおよそ 3 倍に跳ね上
がり、中国は時給 12.47 ドル、ロシアでは 21.90 ドルになった。米国が 22.32 ドルであることを考えると人
件費の差は急速に縮小している。

図表6: 旧 低コスト国ー中国
生産コストの変化

生産コスト指数
(米国 = 100とした場合)
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(生産性調整後)
($/時)
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産業用天然ガス代

($/kWh)

($/100万BTUs)

0.2
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+138%

+187%
+66%
12.47
0.1
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0.07

5.8

4.35
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0
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出所: 米国国勢調査局、米国労働統計局、米国経済分析局、国際労働機関、ユーロモニター、
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット、BCG分析
注: 生産コストは、人件費、電気代、天然ガス代、その他 (原材料費、減価償却費 等) の４項目のみで算出。その他は
一定と仮定。各コストの割合は、全産業を加重平均した。
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ロシアでエネルギーコストの優位性が崩壊したことは、意外だと思われるかもしれない。ロシアは天然ガ
スと石油の主要輸出国であり、国内の製造業は米国の顧客よりも約 30％も有利な価格でガスを購入してい
る。しかし、米国のシェールガスの生産量が急激に伸び、米国産天然ガスの価格が大きく下落したことで、
ロシア産ガスの価格が米国産に比べて相対的に上昇してしまった。ロシアは今も、シェールガスよりもコ
スト高である従来型の天然ガスに依存していることもあり、米国に対するコスト優位性は急激に縮小して
いるのである。
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ブラジルは新興成長市場とみなされているにもかかわらず、生産コストは決して安くない。米国と比較し
た場合のブラジルの生産コストは、2004 年から 2014 年にかけて 26％ポイント上昇している。この上昇率
の 4 分の 3 以上が、生産性の超低成長と賃金上昇に起因している。ブラジルの工場の賃金は過去 10 年間で
2 倍以上に増加した。収入増加は健全な経済発展の兆候であり、この 10 年間の着実な経済成長が何百万も
の世帯を貧困層から中流層へと押し上げた。ところが、賃金上昇に見合うだけの生産性向上は得られてい
ない。実際に、労働生産性の上昇率は 2004 年から 2014 年にかけてわずか年 1％と、25 ヵ国中 19 位である。
3．地域内 低コスト国候補： インド、インドネシア、オランダ、イギリス
この 4 カ国は、世界中でエネルギーコストが高騰している中、2004 年から 2014 年にかけてコスト競争力
を何とか維持した国々である。各国の生産コストの増減は、米国との比較において 2％ポイント以内である。
その結果、それぞれの地域内でのコスト競争力を著しく伸ばしている。例えば、イギリスやオランダは、
他のヨーロッパ諸国 10 ヵ国やロシアに対して、コスト競争力が向上している。同様に、インドとインドネ
シアも、他のアジア太平洋地域 5 ヵ国よりも競争力が向上している(図表 1 参照)。

特に、イギリスは西ヨーロッパ諸国の中で、スペインとは僅差であるものの、生産コストの最も低い国と
なった。イギリスの労働市場は柔軟性が高いため、経済環境の変化に応じて労働力の規模を変更しやすい。
そのため、生産増強のための新拠点の候補地として、イギリスの魅力が高まっていく可能性がある(｢ヨーロ
ッパ内 低コスト国候補、イギリス｣参照)。

インドとインドネシアは、10 年間での製造業の平均賃金はどちらも 2 倍以上に上昇したが、生産性向上と
通貨安によって相殺された。エネルギーコストの上昇はゆるやかで、他のアジア諸国の上昇率を大幅に下
回っている。天然ガス価格は 2004 年から 2014 年にかけてインドネシアが年平均 5.2％、インドが年平均
6.5％上昇した。

インドとインドネシアは、どちらも安価な人件費とエネルギーコストが強みであるが、ビジネス環境など
の懸念材料を改善することができれば、輸出量を大幅に伸ばせる可能性がある(図表 4 参照)。さらに、イン
ドネシアは原材料・部品・機械の調達の輸入への依存度を下げ、国内の供給拠点を改善する必要がある。

ヨーロッパ内 低コスト国候補、イギリス

輝かしい復活の道を歩み始めている。現在、ジャガ

2008 年 6 月にインドのタタ・モーターズがフォ

ー・ランドローバーは多額の投資を行い、生産拡大

ード・モーターから、23 億ドルでジャガーとラン

を図っている。ウルヴァーハンプトンに 8 億 4,000

ドローバーを買収した。当初は、イギリスの産業界

万ドルをかけて最新式プラントを建造し、新しく

の象徴とも言えるブランドの買収に不安の声がな

1,400 人の雇用が創出される。第一弾は 3 月に働き

かったわけではないが、現在、3 か所の生産拠点は

始める予定だ。また、ソーリハル工場では 2015 年
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までにさらに 1,700 人を雇用する予定である。
その他のグローバル自動車メーカーも、西ヨーロ

ると、イギリス国内の中小の製造業の 11％が過去
12 カ月以内に生産拠点を海外から国内に戻したと

ッパ最安の生産拠点としての新たなイギリスのポ

報告しており、これは海外へ移転したと答えた企業

ジションに魅力を感じている。フィナンシャル・タ

の 2 倍に相当する。

イムズによると、2010 年以降に自動車各社が発表

イギリスは法人税率の低さと、労働力の柔軟性の

した投資額は 100 億ポンド(168 億ドル)に達した。

高さも魅力的である。イギリスの法人税はすでにヨ

これには日産、ホンダ、BMW グループの MINI の

ーロッパで最低レベルだが、さらに 2015 年までに

生産拡大投資が含まれている。イギリスの自動車生

は 28％から 20％に引き下げられることが予定され

産台数は、2009 年以降に既に約 50％増加している

ており、その結果、法人税率は米国のほぼ半分にな

が、フィナンシャル・タイムズによる推定では、2017

る。自動車産業ではミッドランドやオックスフォー

年までにさらに 33％増え、200 万台に到達する見込

ドシャーに、航空宇宙産業ではブリストルに、ハイ

みである。イギリスで組み立てられる自動車の 80％

テク製造業ではイーストロンドンとウォリックシ

以上が輸出され、主にはヨーロッパ各国向けであ

ャーに、エンジニアリングや部品会社などが集積し

る。

たエコシステムができあがっている。労働柔軟性の

イギリスではこの 10 年間、緩やかな賃金上昇が

高さについては、労働市場規制全般に関する Fraser

続いているが、これらは生産性向上でほぼ完全に相

Institute の調査で、イギリスは東西ヨーロッパ諸国

殺される。そのため、生産コストは他の西ヨーロッ

の中で最高得点を獲得している。労働力の柔軟性に

パ諸国よりも最大 10％ポイント低い。またポーラ

より、イギリスは他のヨーロッパ諸国よりも迅速に

ンドやチェコなどの東ヨーロッパ諸国、中国などの

事業を再構築することができる。

アジア各国と比較しても、生産コスト競争力をつけ
てきている。
結果として、幅広い業界で生産拠点を海外からイ

また投資サイクルが成長に向かって回り始めれ
ば、イギリス生産拠点としての魅力を増すであろ
う。

ギリスに引き戻す企業がでてきている。

―Sukand Ramachandran (BCG ロンドン・オフィス

Manufacturing Advisory Service の最新の調査によ

パートナー＆マネージング・ディレクター)

地域内 低コスト国候補、インド

総コストの 30％近くを人件費が占めるアパレル業

インドの生産コスト優位性を活かす分野として

界では、インドの条件は競争力が高い。

は、綿織物と衣料品がその有力候補だ。インドは原

しかしながら、実際は世界のアパレル製品の貿易

綿の輸出世界第 2 位である。労働力も豊富だ。さら

額に占めるインドの割合はわずか 3％に過ぎず、綿

に、インドの人件費は生産性向上を加味して調整し

織物や衣料品の工場を急ピッチで建設しようとい

た場合、事実上過去 10 年間ほぼ横ばいの状態が続

う動きも見られない。インドの原綿や原糸の大半

いている。生産性の大幅な向上と通貨安が、人件費

は、中国やバングラデシュ・カンボジア・ベトナム

の上昇分を吸収してきた。これとは対照的に、中国

に輸出され、織布や衣料品に加工されている。

沿岸部では人件費がほぼ 3 倍に跳ね上がっている。
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上昇率は、アジアの大半の主要輸出国よりも低い。 ナルと高速道路の建設が進み、インド国内に拡大し
それにも関わらず、リスクと目に見えないコスト

ている。電力取引所の利用の増加により、一部の業

がインドの生産拠点としての競争力を弱めている。 界で電気代が下がり始めた。さらにはインドでは経
インドでは港からの出荷に数日を要する。新規の工

済特区を展開し、認可の迅速化と労務管理のサポー

場建設の際は、必要な認可手続きを終えるのに通常

トを行っている。インド政府もインドをグローバル

6 カ月から 1 年かかる。労働法により、生産量を減

な生産拠点として奨励するための活動に熱心に取

らす際の労務管理が難しく、高コストになるため、 り組んでいる。
企業が大規模でコスト効率の高い工場建設に踏み

しかし、インドがその生産コストの優位性を十分

切るのは難しい。また、政府が消費者向けの電気代

に活かすためには、まず労働力・エネルギー・投資

を格安に維持する一方で、実際にインドの製造業に

規制に関する抜本的な改革が必要である。新政府が

かかる電気代は、他のアジアの国々よりも大幅に高

これらの改革を実現できれば、インドは確固たる地

い。これは、インド国内の電力が慢性的に不足して

位を築き、アジア製造業の次なる期待の星として浮

おり、多くの工場が高コストのディーゼルを原料に

上するだろう。

した自家発電機を稼働しなくてはならないからで

―Arun Bruce (BCG ムンバイ・オフィス

ある。

パートナー&マネージング・ディレクター)

楽観できる要素もいくつかある。コンテナターミ
4．劣勢国： オーストラリア、ベルギー、フランス、イタリア、スウェーデン、スイス
10 年前の西ヨーロッパの大半の国では生産コストが比較的高かったが、いくつかの国のコスト競争力はさ
らに大きく低下している。過去 10 年間で、米国を基準にした場合の生産コストは、ベルギーで 7％ポイン
ト、スウェーデンで 8％ポイント、フランス・イタリア・スイスで 10％ポイント、オーストラリアで 21％
ポイント上昇した(図表 1 参照)。
この主な原因は、エネルギーコストの上昇・通貨の強さ・生産性向上の弱さにある。この 6 ヵ国の電気代
は、平均で 59％上昇している。天然ガス代は、2004 年以降平均で 94％上昇した。この国々の賃金上昇率
は、米国よりも約 10％高いが、その一方で、生産性向上は米国よりも 10％低い。オーストラリアでは、2004
年から 2014 年で賃金が 48％上昇したが、労働生産性は実質的に横ばいのままである。

急速に変化するコスト競争力の変化への適応
過去 30～40 年に渡り、世界は低生産コスト国と高生産コストの国に二分されていた。しかし、製造業のエ
コノミクスはこの 10 年で大きく変化しており、今後はその地域の生産コスト競争力への最新かつ深い知見
の必要性がますます高まっている。今後勝ち残れるのは、世界の製造業のエコノミクスの変化に事業運営
を適応させ、エコノミクスの継続的な変化にもギアを切り替えて対応できるような、柔軟な経営体質を持
つ企業である。
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