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戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支

えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません｡また、その後の公害問題、石油

危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は多

大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展は

めざましく、一方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、

勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております｡ 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対応等、今

後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります｡これらの課題の解決に向けて

将来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取り組む

必要に迫られております｡わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善

に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになっております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力をさ

らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙

げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております｡幸い機械工業の各

企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねら

いを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております｡ 

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして財団法人素形材センターに「国内外の環境変化に伴う我が国機械部品産業の対

応方策に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、

関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

 平成１６年３月 

                    社団法人 日本機械工業連合会 

                     会 長  相 川 賢 太 郎 
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わが国機械産業は、わが国の経済発展を牽引する基幹産業として重要な役割を果たしてきまし

た。また、その国際競争力の基盤を担ってきた機械部品産業も、今後共その重要性は変わること

はないと言われています。しかしながら、近年における経済の停滞、ユーザー産業のグローバル

展開と企業再編に加えて、中国企業の台頭など、わが国の機械部品産業を取り巻く環境は大きく

変化しております。 

 自動車、電気･電子、一般機械等のユーザー産業におけるグローバルな競争環境の下、構造変化、

品質、コスト、納期等に関わる多様なニーズに応え、より高品質、高付加価値の素形材を作るこ

とが求められています。さらに、近年、中国素形材産業の台頭など、わが国機械部品産業にとっ

ても、これらへの対応策を考えることが必要になっております。 

 そこで、当素形材センターは、この度(社)日本機械工業連合会から委託を受け、「国内外の環境

変化に伴う機械部品産業の対応方策調査研究」についての調査を実施致しました。 

本報告書は、①国内の環境変化と制度改革への対応、②海外の環境変化と中国との関係につい

てまとめたものです。 

 前者については、自動車、電気･電子、一般機械等のユーザー産業における構造変化により、機

械部品産業が求められているニーズ、取引形態等に関する変化の実態を調査し、具体的事例を挙

げて評価すると共に、中小企業政策、知的所有権あるいは法的見地から解釈を加え、今後機械部

品産業が進むべき方向性、対応方策等について述べております。ただし、各項目間の記述の整合

性が必ずしも徹底されていないことにつきましてはご寛恕をお願いします。 

一方、海外環境の変化、特に中国との関係については、現地企業調査等を交え、中国企業の現

状と日本との係りを例示し、今後、どのようにすれば中国企業との共存・共栄を図っていけるか

を提案しております。 

 ここに本報告書を作成するにあたり、御指導、御援助を頂きました経済産業省並びに社団法人

日本機械工業連合会に深く感謝の意を表しますと共に、調査研究を担当された「国内の環境変化

と制度改革への対応調査研究委員会」の渡辺委員長を始め、委員各位及び調査に御協力頂いた関

係各位に厚く御礼申し上げます。 

 

平成１６年 ３ 月 

                        財団法人  素形材センター                 

                        会 長  濃  野   滋 
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はじめに 
 
１．調査の目的 

 わが国機械産業の国際競争力の基盤を担ってきた機械部品産業を取り巻く環境は、企

業活動のグローバル化、IT 化の進展、環境問題への対応、また、中国機械部品産業の競

争力向上等、近年大きな変化を見せている｡本事業では、このような国内外の環境変化

にかかる現状ならびに機械部品産業に及ぼす影響等について調査し、わが国の機械部品

産業が今後取るべき方策等について検討し、提言を行うことを目的として実施した。 
 
２．調査の内容 
  以下の内容について調査し、検討、提言を行った。 

（１）国内の環境変化と制度改革への対応 
① 各種文献資料及び鋳造品・金型のユーザー･メーカー企業に対するアンケート・

ヒアリング等から、ユーザー業界の動向を調査し、機械部品産業への影響、環

境変化の要因等について分析を行った。 
② 下請企業法、不正競争防止法、民事取引法制上など、機械部品産業をめぐる取

引・契約上の諸問題及び現状について調査するとともに、業界の状況・企業の

連携事例等をとりあげ、今後の対応・解決策を模索し、提言を行った｡ 
③ 対応方策のひとつとも考えられる知的財産戦略の推進に関し、金型･鋳造技術関

連の特許動向を調査するとともに、その保護･活用に関し、専門的見地から課題

と対応策について検討を行った。 
④ わが国機械部品産業の大半を占める「中小企業」という視点から、平成 15 年度

に実施された中小企業関連制度改正等の内容を把握した上で、制度の活用事例

分析と有効活用に関する提案を行った。 
 

（２）海外の環境変化と中国との関係調査 
① 各統計資料等から、中国の機械部品産業の生産量・輸出入量、ユーザー産業の

生産量推移等を調査し、現状を把握した｡ 
② 鋳造品･金型のユーザー・メーカーに対するアンケート･ヒアリング、及び各種

資料に基づき、中国への日系企業進出概況等について調査･分析した。 
③ 中国現地調査等により、中国進出日系企業の状況、各種事例、及び中国機械部

品関連企業の実態等について調査・情報収集し、まとめた。 
④ 近年特に問題となっている中国模倣品問題について取り上げ、その実態と対応

事例、企業への助言等について、まとめた。 
⑤ これらをふまえ、わが国機械部品産業の競争力強化、今後の方向性、中国との

共存共栄への取組み等のあり方等について検討し、提案を行った。 
 
３．調査の方法 
 産学官の、機械部品産業関連分野に知見を有する学識経験者、企業関係者等をメンバ

ーとする委員会・部会を設置して、調査を実施した。委員会構成は次のとおりである。
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なお、業界に対するアンケート・ヒアリング調査等については、外部機関（（株）富士通

総研）に再委託して実施した。 
 

委 員 名 簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）国内の環境変化と制度改革への対応調査研究委員会 

委員長 渡辺幸男 慶応義塾大学 経済学部 教授  

委員 平出慶道 名古屋大学 名誉教授 弁護士  

〃 堀 信夫 ㈱山城精機製作所 代表取締役社長  

〃 堀江尚男 ㈱岡本 常務取締役  

〃 松井 茂 松井特許事務所 所長  

〃 山田伸顕 (財)大田区産業振興協会 専務理事  
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第Ⅰ部 国内の環境変化と制度改革への対応 

 

第 1 章 ユーザー企業の M&A、企業再編の動向及び下請取引の影響 

 

１．１ ユーザー企業の変化と素形材産業への影響 

   —  ユーザー企業向けアンケート調査を中心に —  

 

1.1.1 ユーザー企業向けアンケート調査結果が示唆するもの 

 今回の調査において、素形材ユーザーと素形材メーカー（鋳造品と金型）に対し、アン

ケートを行い、ユーザー企業の動向がどのようなものであり、その素形材産業への影響は

どうであるかを探った。そのアンケートの結果を利用しながら、素形材産業についてのユ

ーザー企業の動向とその素形材産業にとってもつ意味をまず見ていくことにする。なお、

このアンケート結果の詳細については、本報告書の附属資料として掲載されているので、

そちらも参照して欲しい。 
 今回の素形材産業についてのユーザー企業としてアンケートに回答した企業は、大きく

２つの分野のものからなる。1 つは素形材の 大ユーザー産業である自動車・同部品産業

のメーカーである。今 1 つは多様な内容を含む産業機械産業のメーカーである。これらの

企業を中心に、鋳造品と金型の調達について、多面的に調査した。 
 まずは、それら産業の鋳造品調達動向についてみる。ここで注目すべきは、何よりも素

形材ユーザー層が鋳造品の調達先・調達方法について変更したと回答した企業が過半を大

きく上回っているということである。多くの企業で従来からの取引関係を維持するのでは

なく、鋳造品の調達についての見直しが進行しているということになる。このような大き

な変化が生じているのであるが、その内容を多少詳しく見ると以下の様になる。 
 調達先変更の中心は、近年の一般的な動向からも示唆されるのと同様に、海外調達先の

拡大である。同時にそれだけではなく、産業機械メーカーでは調達先の絞り込みが目立ち、

また、調達方法との関連では海外現地調達化の影響もうかがえる。そのような調達先変更

の理由は、圧倒的にコスト削減のためということになっている。海外調達によりコストを

削減するという動きが顕著であるという、ある意味で当然の結果がきちんと確認されたと

いうことができよう。また、調達先の変更理由として、産業機械メーカーで工場廃止や集

約がかなりの数回答されていることは、国内の生産拠点再編の影響が確認されたというこ

とで注目に値する。 
 次に中国製品を外注調達しているユーザー企業について見ると、これは回答企業 30 企

業のうちの 16 企業と半数強を占めている。このような数字自体は、多くの企業が中国企

業からの鋳造品を調達することを試みているということを確認する結果になっている。た

だし、現時点では、鋳造品調達額の 20％を超すと回答している企業は 1 社のみである、こ

のことのもつ意味は大きいであろう。しかし、同時に中国製品の今後の調達動向としては、

回答 27 企業のうち増加するというものが３分の２の 18 企業を占め、減少するというもの

は皆無であった。この点では自動車関連産業と産業機械産業とも同様な傾向であった。こ

れらのことは、一方では、後ほど確認するように現時点では中国製品について多くの問題
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があり、コスト削減のためには有効であっても、一挙に中国製品に切り替えることができ

ないということを示唆している。同時に、現時点での中国製品の影響は、量的な意味では、

まだまだ限定的であり、中国製品の問題点克服の進捗如何では、現時点とは比較にならな

いような規模で、急激に中国製品の調達増加が生じる可能性があるということも示唆して

いるといえよう。 
 今 1 つ、今回のアンケート結果から得られる興味深い事実は、中国に生産拠点を持って

いる企業でも、産業によって鋳造品の現地調達の進展に差異があるということである。今

回のアンケート回答企業では、中国に既に製造拠点を持つメーカーが自動車関連 10 企業、

産業機械 5 企業となっている。そのうち、自動車関連では鋳造品を現地の中国企業から調

達している企業は回答 8 企業中 1 企業のみであり、日系現地メーカーから調達している企

業が 4 企業と 大項目になった。それに対し、産業機械では中国に生産拠点を持つ 5 企業

中 4 企業までが中国現地メーカーから鋳造品を調達しているという結果となっている。中

国における鋳造品生産の発展状況が、中国の産業発展のあり方、工作機械等では質的には

ともかく量的には既に大規模な産業として形成済みであるのに対し、乗用車産業の発展は

極めて遅れている状況を、これらの事実は反映しているのかもしれない。 
 次に、鋳造品についてのユーザー企業の中国メーカーについての評価を見ると、基本的

に、価格的には、ほとんどの企業が優れているあるいはやや優れているという回答であり、

中国メーカーの優位が見て取れる。それに対し、製品精度、複雑な形状への対応、製品寿

命、短納期対応、生産変動への柔軟な対応、不良品の発生率、これらについてはいずれも

劣っているややや劣っていると回答した企業が少なくとも回答企業の半数、多い場合には

8 割を占め、価格以外では多くの問題点があることが確認された。特に、不良品の発生率

では、多くのユーザー企業がやや劣っている以下の評価となっている。 
 しかし、同時に、そのような全般的な状況ではあるが、同時に、項目によっては同等と

回答した企業数が劣っているややや劣っているの合計回答企業数と並ぶものもある。また、

多くの項目で優れているややや優れていると回答した企業が、1・2 企業存在している。こ

のような状況は、中国製品が単に価格のみで利用されているだけではない場合が存在する

こと、近い将来、価格の安さ以外の問題点が克服される可能性も高いことを示唆している

といえよう。 
 このような中国製品についての評価の裏側として、日本の鋳造品メーカーに対するユー

ザー企業の期待は、まずはなによりも価格競争力を持つことにある。同時に、短納期対応

が重視されている。ここまでは自動車関連産業と産業機械産業とで余り差異が無い。しか

し、品質管理については、自動車関連産業のユーザーでは、回答企業の４分の１が問題と

しているだけなのに対し、産業機械産業のユーザーでは、回答企業 11 企業中 10 企業まで

がこの点を問題としている。この点は、鋳造品メーカーにとって、考慮すべき重要な点で

あろう。鋳造品メーカーのこれまでの品質管理に対する取り組み水準が、自動車関連産業

と産業機械産業で、異なっていたこと、さらにいえば、産業機械関連の相対的にロットサ

イズの小さな鋳造品を生産するメーカーでの品質管理への取り組みに課題が残っているこ

とを示唆するものと、筆者は考えている。 
 次いで、金型について同様に見ていくことになる。金型では、アンケート調査結果を通

して、自動車関連産業のユーザーを中心に調達先と調達方法の変更の動きが見える。調達
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先としては海外調達先の拡大が中心であり、調達方法の変更としても海外現地調達の動き

が見られる。その理由は、圧倒的にコスト削減要請に対応するためということであり、そ

れに海外に生産拠点を移転したためという項目が次いでいる。海外化の動きの進展が主要

な要因となり、調達先や調達方法の見直しが進展しているのが、金型の場合と見ることが

できよう。 
 金型に関連した近年の問題として、金型図面と知的財産権との関連が取り上げられてい

るが、ここでは、とりあえず図面の形式が取り上げられている。その結果は、金型メーカ

ーへの製品図面については、回答した企業 22 社の３分の２以上が、半分以上をファック

スや手渡しによる紙図面と回答している。３次元 CAD で 100％という企業も数社見られ

るが、少数派である。依然として従来型の製品図面での発注が、主流を占めていると見る

ことができよう。 
 海外生産化の進展が影響していると見ることができる金型であるが、現状での金型の調

達そのものは、鋳造品と比べれば、中国製品の調達が進んでいると見ることはできない。

中国製品を少しでも調達している企業は、回答企業の４分の１程に留まる。中国製品の金

型調達額に占める割合が 20％以上と回答した企業も 2 社ほどあるが、今後中国製の金型の

調達が増加すると回答した企業は、21 回答企業中の 8 企業に留まり、横ばいと回答した企

業が過半を占めた。鋳造品ほど急速に中国製品の浸透が見られることはないと見ることが

できそうである。 
 金型の中国現地調達についての現状を見ると、金型についても自動車関連産業のユーザ

ーと産業機械産業のユーザーでは利用状況がかなり異なっている。しかし、ここでは、中

国で既に製造拠点を持つユーザー、自動車関連 10 企業、産業機械 5 企業のうち、自動車

関連では金型を現地の中国企業から調達しているは、回答 8 企業中 4 企業と 大項目であ

り、日系現地メーカーからが 2 企業であった。それに対し、産業機械では中国に生産拠点

を持つ 5 企業中 1 企業だけが中国現地メーカーから金型を調達しているのみで、日系現地

メーカーという回答企業はなかった。産業機械産業企業と自動車関連産業企業との現地化

している製品内容、とくに必要とする部品の点数や内容の違いが、ここに反映していると

見ることができるかもしれない。自動車関連産業企業の方が、中国現地メーカーの金型で

も十分対応可能な水準の部品の生産を現地化する可能性が高いことの反映とも見ることが

できるかもしれない。 
 次に中国メーカーについての評価であるが、鋳造品の場合と同様に、価格面で中国メー

カーが相対的に優れているとする企業が、圧倒的に多く存在した。やや劣っていると劣っ

ているが回答企業の過半を占めたのが、8 割がそのように回答した不良品の発生率を筆頭

に、製品寿命、複雑な形状への対応、製品精度、生産変動への柔軟な対応という、その他

のほとんどの項目となっている。ただし、短納期対応という項目については、やや優れて

いると回答した企業 1 企業を含め、同等あるいはそれ以上であるという企業が 9 回答企業

中 6 企業となり、他の項目とは異なる結果となっている。価格面では問題なく優れており、

短納期にも対応する能力を持っているが、製品の質としては、まだまだであるというのが、

今回のユーザー企業の中国メーカーについての評価と見ることができよう。 
 以上と対照される金型についての日本のメーカーに対する期待を見ると、産業機械メー

カーで 12 企業中 9 企業が無回答であることが注目される。これが何を意味するか、鋳造
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品については多くの回答がありながら、金型については回答が少ないということは、産業

機械での金型メーカーの意義付けの相対的な低さを反映しているのであろうか。自動車で

は 19 企業中 18 企業が回答しており、産業機械とこの点で大きな差異が生じている。また、

自動車関連で 大の問題とされたのは、金型についても価格競争力であり、回答企業すべ

てがこれに印をつけている。次いで短納期対応、高精度製品の製造の順になっており、こ

れら 3 項目が過半の企業により期待されていることになる。基本的には、素形材について、

価格競争力さえつけば、日本の企業に依存したいという、日本のユーザー企業の基本的な

姿勢の反映といえよう。一番厳しいのが、価格競争力であることも確かであるが。 
 
1.1.2 鋳造品と金型メーカーへのアンケートを通して見られる素形材ユーザー状況 

 次に素形材メーカーの方から見た素形材ユーザーの動向を、素形材メーカーへのアンケ

ートを利用して見ていくことにする。回答素形材メーカーは、自動車関連のユーザーが過

半を占める企業が３分の１で、これらは金型メーカーの半分を占め、鋳造品メーカーの 3
割を占めている。産業機械産業のユーザーが過半を占める企業が同じく３分の１で、これ

らは鋳造品メーカーの半分を占めるが、金型メーカーの 6％に過ぎない。これら 2 つや電

機関連以外のユーザーが過半の企業が残りの３分の１であり、鋳造品メーカーの 2 割強、

金型メーカーの 6 分の 1 を占めている。 
 日本のメーカーとして競争力のある点として強調されるのは、鋳造品メーカーでは多品

種少量生産への対応が圧倒的に多く、回答企業の 7 割を占めている。5 割以上が回答した

のは、それ以外に短納期対応と品質管理となっている。それに対し金型では、多品種少量

は製品の性格から当然であり、複雑形状製品製造が第 1 位で 5 割を超し、短納期対応が 5
割弱で次いでいる。ユーザーの期待と多くの面で対応しながらも、当然のことながら、価

格面での優位も強調する企業は相対的に少ないが、鋳造品で 4 割の企業が、そして規模的

には中堅企業で 5 割の企業が、競合企業に対してであるが価格競争力を持つと答えている

ことは、注目に値する。価格面での優位性を他の要因として組み合わせ、競争において生

き残ろうとしていることを示唆するものといえよう。ユーザー側の価格面での一層の努力

をという要請に、一定程度応える努力をしている企業の存在を示唆するものともいえる。 
 素形材メーカーの収益状況は、売上げ減少企業が、増加傾向企業比率の 2 倍の 40％強を

占めている様に、厳しい状況にあるといえる。その要因として発注量の減少と製品単価の

下落が 2 大要因である。これ自体は不況下の調査ということで、当然といえば当然である

が、金型メーカーではユーザー製造部門の海外移転の影響もとしているものが 4 割を超え、

鋳造品メーカーの 20％を大きく上回っていることが、注目される。ユーザーから見た場合

の海外調達化の動向とは、異なる形でメーカー側に意識されているといえよう。 
 素形材メーカーから見た 近の取引先の変化としては、ユーザーとの 近の取引関係の

変化は、コスト削減要求が厳しくなったが 8 割、納期短縮要求が 6 割特に金型では 7 割、 
品質への要求水準が 5 割強といった項目が目立っている。この点では、ユーザー側の要求

と完全対応している。そのような変化をもたらした要因についても、ユーザー企業でのコ

スト優先への変化が 7 割強、調達先多様化が 5 割、生産拠点の海外化が 4 割で特に金型で

は 6 割でそれに対し鋳造品では 3 割といった結果になっている。単純に海外生産化や中国

での調達だけによるのではなく、ユーザー業界それ自体での競争が厳しくなり、品質や納
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期対応だけではユーザーが満足できなくなったということを、これらの数字は示唆すると

いえよう。すなわち、中国製品と差別化できれば、価格面での対応努力は余り気にする必

要がないといったことではなく、価格面でも競合他社との差別化を実現することが基本的

にユーザーから求められていると見ることができる。 
 また、ユーザー側企業では中国進出がかなり進展しているが、今回の調査を見る限り、

素形材メーカー側での中国進出ないしは中国企業との提携は、現時点で余り進展しないと

いうだけでなく、今後も急速には進展しないであろうというのが、今回のアンケート結果

から読み取れることのようである。 
 
1.1.3 小 括 

 以上のアンケート結果の分析から生じる示唆の第一は、何よりも、ユーザー企業間の競

争がコスト削減を求めており、素形材メーカーには、これに対応することが強く求められ

ているという、ある意味で当たり前のことである。同時に、このことはコスト削減要求が、

ユーザーの海外調達化、海外生産化の単純な影響ではないことを示唆しているといえよう。

ユーザーの海外調達化、海外生産化の単純な影響だけであれば、海外化の中心部分である

中国の素形材メーカーとの間に、多面的に質的な差異がまだ大きな差があることから、強

い価格引き下げ要請とはならないはずである。それゆえ、この様な状況は、ユーザー企業

間での競争の激化の反映であると見ることができる。この点を中核として、調達先、調達

方法の見直しが活発に行われているのである。 
 また、示唆される第二の点は、金型と鋳造品、そして自動車関連産業と産業機械産業と

で、海外、特に中国生産化と中国メーカーからの調達で、かなり大きな動きの差異が存在

するということであろう。日本国内への中国製品の浸透と今後の一層の浸透の可能性とし

ては、金型より鋳造品の方が、より大きな可能性が示唆された。しかし、ユーザーの中国

現地の製造拠点での調達では、自動車関連産業で、金型の中国現地企業への依存がかなり

顕著に見られるのに対し、鋳造品についてはそのような傾向は見られない。それに対し、

産業機械産業のユーザーの製造拠点では、鋳造品について中国現地メーカーから調達する

動きが先行している。これらの状況は、中国での素形材メーカーの水準と日系ユーザー企

業の求めるものとが、それぞれ素形材の種類によりかなり異なり、中国製品の調達、中国

現地企業からの調達の進捗に差異をもたらしていることを示すものと考えられる。 
 以上が、今回のアンケート結果が示唆する主要な点といえよう。 
 
１.２ ユーザー企業の概況 

 
（１）調査の目的 

ユーザー企業の事例調査において、我が国の素形材産業を取り巻く環境変化の実態を素

形材産業のユーザー企業に対するインタビュー調査を通じて把握することを試みた。イン

タビュー調査から、どのような課題、問題点があるのかを分析し、素形材産業が環境変化

にどのように対応していけばよいか、支援制度、施策をどのように活用していけばよいか、

また素形材産業の振興、再生にどのような施策が必要であるかを検証するための、基礎資

料を収集することを目的とした。 
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（２）調査の対象 

素形材産業の主要ユーザー産業である、自動車・自動車部品業界、電気・電子業界、機

械業界から、インタビュー調査対象企業を抽出した。インタビューを実施した企業数は以

下のとおりである。 
 

自動車・自動車部品業界  4 社 １業界団体   
電気・電子業界      3 社 
機械業界         3 社 

 
（３）調査の方法 

対面によるインタビュー調査を行った。 
インタビュー調査を補完するために、ユーザー業界の概況、近年の動向について、文献

調査を行った。 
 
（４）調査項目 
 下記のインタビュー項目について、対面インタビューで情報を収集した。 

１）ユーザー業界を取り巻く環境変化について 
２）環境変化がもたらす素形材メーカーとの取引の影響について 
３）海外展開、海外の素形材メーカーとの取引について 
４）素形材の取引慣行について 
５）素形材メーカーへの期待と生き残りの方法について 

 
1.2.1 自動車業界 

（１）自動車業界の概況 
 2003 年の自動車の国内生産台数は、乗用車 8,478 千台、トラック・バス 1,808 千台、合

計 10,286 千台と対前年比 0.3％の増加となった。輸出については、乗用車 4,080 千台、ト

ラック・バス 676 千台、合計 4,756 千台と対前年比 1.2％の増加となった。輸出では、北

米向けが 1,786 千台（全体の 38%）、欧州向けが 1,786 千台（全体の 24%）、アジア向けが

524 千台（全体の 11％）となっており、近年アジア向けが好調に推移している。（表 1.2.1）
海外における生産台数は、主としてアジア、欧州、北米の各市場の現地生産拡大により、

2003 年第３四半期では、前年同期比 11．8％増の 2,150 千台となっている。（表 1.2.2） 
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表 1.2.1 自動車（四輪車）の国内生産・輸出台数の推移   

（単位：千台） 
資料：自動車工業会  

 

 

表 1.2.2 国内自動車メーカーの海外生産状況      

（単位：千台） 

注：2003 年は 1－9 月実績  

資料：自動車工業会 
 
（２）自動車業界を巡る動向 
① 一巡した自動車業界の再編 
 自動車業界では、1998 年にダイムラーとクライスラー社の合併に端を発し、世界的な再

編が進み、6 大自動車グループに集約された。その背景には、自動車が世界的に供給過剰

となるなかで価格競争が激化する一方、環境問題への対応のための技術開発コストが巨大

化し、自動車メーカー単独では開発コストを負担することができないことがある。自動車

メーカーは、グローバルな合従連携による規模の拡大を図ると同時に、環境問題、IT 化等

の次世代技術開発に経営資源を集中している。また、徹底したコスト削減を図り、部品の

世界 適調達を実施している。世界的な再編のなかで、日本の自動車メーカー11 社もトヨ

タ、ホンダ以外の 7 社が外資系自動車メーカーの資本系列になったが、こうした再編の動

きも一巡してきた。 
 
② 調達方針の転換 
 自動車メーカーの調達方針は、近年大きく転換している。自動車メーカーは、従来の取

引関係にとらわれず、「コスト削減」、「納期」、「開発・生産分担」等の明確な基準により、

部品メーカーを選別する姿勢を強めている。こうした自動車メーカーの調達方針の転換に

乗用車 ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ 合計 乗用車 ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ 合計
1996 7,865 2,482 10,347 2,860 852 3,712
1997 8,491 2,484 10,975 3,579 974 4,553
1998 8,048 1,994 10,042 3,684 844 4,529
1999 8,097 1,795 9,892 3,757 651 4,409
2000 8,359 1,781 10,141 3,796 659 4,455
2001 8,118 1,660 9,777 3,569 597 4,166
2002 8,618 1,639 10,257 4,012 686 4,699
2003 8,478 1,808 10,286 4,080 676 4,756

年別
国内生産台数 輸出台数

アジア EU
EU以外の
欧州

米国
米国以外
の北米

中南米 アフリカ 中近東 大洋州 合計

1999 1,551 835 94 2,311 486 247 130 19 126 5,799
2000 1,678 838 115 2,481 511 388 146 4 131 6,292
2001 1,878 939 93 2,452 610 408 163 5 137 6,685
2002 2,380 1,016 137 2,720 655 446 156 6 135 7,651
2003 2,213 849 127 2,053 478 345 129 5 115 6,314
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は、日産自動車の部品購買、系列の抜本的な見直しを行う「日産リバイバルプラン」（1999
年）が大きな影響を与え、その動きを加速させている。自動車メーカーは、部品調達にお

いて、サプライヤー数の削減、部品と素材の集中購買化を行い、１社あたりの発注量を多

くし、低コスト化を図っている。サプライヤーの選別においても、資本関係、系列関係で

はなく、コスト、納期、技術力等での優位性を重視するようになっている。 
 
③ 巨大市場中国への取り組み 
 日本市場においても、自動車需要は成熟化し販売台数が伸び悩むなかで、自動車メーカ

ーは、グローバルな市場の拡大を図り、「世界４極体制」での販売、生産体制を構築してい

る。米国、欧州、アジア、日本の４極の中で、米国市場は好調に推移しているが、現在自

動車メーカーにとっては、世界 大の成長市場である中国市場をいかに攻略するかが焦点

となっている。中国の自動車販売台数は、2000 年には 208 万台、2001 年には 236 万台、

2003 年には 325 万台と 2 年間で 1.5 倍の市場に拡大している。中国市場への進出では欧

米の自動車メーカーが先行してきたが、日本の自動車メーカーも中国市場の開拓に本格的

に取り組み始め、トヨタが天津、ホンダ、日産が広州に、それぞれ生産拠点の設立、拡大

を進めている。自動車メーカーの中国進出に伴い、部品メーカーも低コストの生産体制構

築のため、中国に生産体制をシフトする動きが出ている。 
 
④ 部品メーカーの再編 
 自動車業界の再編は、部品メーカーの再編につながり、メガサプライヤーと言われる世

界規模的な巨大な部品メーカーの誕生を促進してきた。こうしたなかで、日本の自動車部

品業界では、海外部品メーカーによる買収、資本提携、さらには日本国内の部品メーカー

同士の合併などが進み、従来の資本系列を超えた再編や系列の解体が進行している。自動

車業界での系列が解体するなかで、自動車メーカーは、系列を超えて安価でよい部品調達

するために、系列外取引を拡大してグローバルに調達を行う傾向が強くなっている。こう

したなかで、技術開発力、提案力のある部品メーカー（一次サプライヤー）に発注を集中

する戦略がとられるようになってきた。一次サプライヤーに調達窓口が集中することによ

り、体力、技術力のない二次、三次サプライヤーの淘汰や囲い込みが進んでいる。 
 
 
（３）インタビュー調査の結果 
① 業界を取り巻く環境変化について 
 自動車メーカーの再編は、部品メーカーの再編につながり、自動車部品はグローバルな

大競争時代を迎えている。日本の自動車業界では、系列はほぼ崩壊したといえ、トヨタ系

の部品メーカー、日産系の部品メーカーも、系列に関係なくどのメーカーとも取引を行っ

ている。 
 特に、日産がルノーの傘下に入り、購買戦略の見直しを行い、コストダウン戦略を推進

したことが、自動車業界におけるコスト削減の動きが一層加速されることになったと言わ

れている。 
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② 素形材メーカーとの取引について 
 ユーザー企業が、調達先を絞り込んでいる様子が伺えた。インタビュー調査では、調達

先を４分の１に減少している例も見られた。取引先を絞り込む基準として、技術評価を重

視し、技術力のある素形材メーカーを選定している。 
 自動車メーカーは従来からの系列にとらわれず、価格力、技術力のある部品メーカーか

ら調達を行っており、調達先は、国内に留まらず、グローバルなスケールでよい部品を調

達する姿勢が見られた。 
 鋳物メーカーに対しては、部品をすぐに車に装備できるよう、加工した状態で納品させ

る傾向が見られた。鋳物メーカーには加工を行うことで付加価値をつけることが求められ

ており、鋳物メーカーが加工メーカー（旋盤、塗装等）を吸収するケースがでてきた。大

型の金型に関しては、自動車業界全体で 3 社に絞られているようであり、どの自動車メー

カーとも取引を行っている。 
 
③ 海外との関係について  
 自動車部品メーカーは世界的な価格競争に晒される中で、自動車メーカーの海外展開に

伴って、生産拠点を北米、アジアに移転しているが、海外拠点での部品調達は、大半を現

地で行っているとのことであった。 
 中国の機械メーカーの製品、金型メーカーの製品は、日本企業のものと比べて価格競争

力はあるが、品質では劣っており、価格の方が品質より優先される傾向が強くなっている

ようである（自動車部品メーカー談）。鋳造品に関しては、どこで製造しても不具合がある

ものである。中国で製造するものは品質が安定してきており、日本のものと比べるとレベ

ルは少し落ちるものの、価格的には見合うものであるということであった。 
 中国での部品生産において、中国の市場向けのものは、品質より実用性が重視されてい

るが、欧州向けの部品は細かなスペックが求められている。そのため、欧州向けなど､品質

を重視するものに関しては､日系企業へのニーズの強いことも聞かれた。また自動車は、家

電などに比べてより一層の安全性が重視される製品であり、自動車部品には高い信頼性が

求められている。そのため自動車部品に関しては、必ずしもコスト 優先ではなく、品質

重視の部分も大きいようである。 
 中国の素形材メーカーからは、汎用的なものを主に調達し、重要な部品は日本メーカー

から調達するというように、要求されるレベルにより、調達先を分けている例が多い｡ 
中国の素形材メーカーについては、24 時間体制で短納期への対応をしていることや、

新の機械設備を導入して生産を行っており、競争力をつけているようである。 
 
④ 取引慣行について 
 インタビュー調査からは、自動車業界全般として、下請法の遵守、契約書を書面で交わ

すなど、素形材メーカーとの取引に注意が払われているようである。 
 取引慣行に関しては、自動車メーカーと素形材メーカーとの見解の相違から、問題が生

じるケースも示された。自動車メーカーは金型メーカーに、図面を渡し金型を作成させて

おり、自動車メーカーは図面を作ったことで知的財産権を有すると判断している。一方、

素形材メーカーは、製品図面に基づいて、金型を作る金型図面を別途作成しており、それ
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が金型メーカーのノウハウであるため､そこに金型メーカーの知的財産権があると判断し

ている例などがある。業界団体では、こうした点も契約書に入れるような指導を行ってい

る。一般的な例として、金型では、途中で設計変更が入ることが常であり、設計変更によ

り価格が変わるので、値段は 終的に決まる例があることも聞かれた。 
 国内の取引と海外の取引では、取引方法が異なっており、国内の素形材メーカーは、在

庫を 小限に持って、緊急時や少量の調達に対しても、柔軟に対応してくれる点が述べら

れていた。 
 
⑤ 素形材メーカーへの期待・要望について 
 素形材メーカーに期待することとしては、コスト削減と納期の短縮が挙げられていた。

日本の素形材メーカーは、中国やアジアの企業に比べ、高度な技術を保有していることが

強みであるので、技術力を活かした軽量化、リサイクル化などを実現する高品質の製品の

提供が期待されている。 
 日本の素形材メーカーの大きな問題として、後継者がいないこと、新しい機械への設備

投資ができないこと、経営ビジョンを持つ経営者が少ないことなどが挙げられており、素

形材産業の構造上の問題が、競争力の低下を招いているという意見も聞かれた。  
 自動車産業は、環境問題への対応、燃料電池の開発など、自動車自体の構成、部品が大

きく変っていく可能性があるが、素形材メーカーもその変化を先取りして、ユーザーに提

案していく力が必要であるという要望もあった。 
 金型に関して、機械化が進んだとはいえ、金型製造のスキルやノウハウは属人的なもの

であり、そこまでは(海外で)現地化できるものではない。スキルやノウハウが日本の素形

材産業の強みであり、金型製造は日本が誇る技術であるが、伝授されなくなっている。素

形材産業の職場は、3K といわれ、若年層に人気がなく後継者難で厳しい環境にあるが、

社会的に魅力ある職業として認知され、優秀な技術が伝承されていく施策を講じていくべ

きである。金型技術の伝承に官民で取り組む必要があるのではないかという意見が聞かれ

た。 
自動車関連のユーザーからは、日本の素形材メーカーの技術が伝播されていないことに

対して強い危惧を持っている様子が伺えた。この問題は、個々の企業レベルでは対応する

ことができないので、官民一体となって対応を考える必要があるという意見が多数よせら

れていた。 
 

1.2.2 電気・電子業界 

（１） 電気・電子業界の概況 
 民生用電気・電子機器市場の 2002 年の生産額は約３兆７千万円（対前年比 4.7％減）で

あり、2000 年を境に縮小傾向にある。電気・電子機器産業においては、市場の成熟化、価

格競争の激化、アジア諸国の台頭、消費者ニーズの多様化、企業の高コスト体質などの課

題が山積している。2003 年は一部デジタル家電が市場を牽引するなど好材料も見受けられ

るものの依然厳しい環境にある。（図 1.2.1） 
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民生用電気電子機器の生産動向

0
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単位：億円

民生用電子 20,407 21,503 18,849 19,738 

民生用電気 20,931 24,152 20,261 17,523 

1999年 2000年 2001年 2002年

 
 資料：『日本の機械産業 2003』（財団法人機械振興協会経済研究所）  

図 1.2.1 民生用電気・電子機器の生産動向推移 
 

一方、情報通信機器の国内生産額は、2002 年には６兆４千万円（前年比 25％減）と前

年の８兆４千万円から２兆円の大幅な生産縮小となった。国内企業の情報化投資不振によ

る法人市場の低迷、パソコン需要の一巡による個人向け市場の縮小等、国内需要が低調で

あったのに加え、グローバル化された開発・生産の分業体制が整う中、アジア諸国の台頭

が進み、相対的な国際競争力低下、価格競争激化にさらされるなど厳しい環境にある。 
ただ、2003 年は法人市場の持ち直し等が見込まれるなど一部に明るい材料も見られる。

（図 1.2.2） 

情報通信機器の生産推移
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資料：『日本の機械産業 2003』（財団法人機械振興協会経済研究所）  

図 1.2.2 情報通信機器の生産動向推移 
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 （２） 電気・電子業界を巡る動向 
 業界を取り巻く厳しい環境への対応として、電気・電子機器メーカー各社は事業構造改

革や新規需要開拓、海外展開など多様な取り組みを行っているが、その中で も大きな動

きの一つがグローバル戦略の展開である。コスト削減のため、あるいは海外市場開拓その

ものをターゲットとして、生産拠点の海外移転、海外生産拠点の再編等が本格的に進展し

ている。 
まず、カラーテレビや白物家電、DVD プレーヤー等付加価値の低い量産品については海

外生産－国内出荷（アウト－イン）の傾向が定着している一方で、液晶テレビ等のように

高付加価値で開発～普及段階にある新製品では、国内生産比率が高く､国内出荷が中心の国

内生産-国内出荷（イン－イン）という流れになっている｡また、海外需要が立ち上がる段

階に来ているデジタルカメラ等の製品では、輸出比率が高くなり、国内生産-海外出荷（イ

ン－アウト）という傾向が強くなってきている｡一方では、海外市場拡大そのものをターゲ

ットとした海外生産－海外出荷（アウト－アウト）戦略が各メーカーによって掲げられて

いる。 
このように、製品の特性、開発・普及段階、ターゲット市場に応じて も適切な場所で

生産し、出荷するという 適地生産・ 適地販売型の海外展開が活発に行われており、国

内生産主導の領域と海外生産シフトが進む領域とが明確に分かれる傾向が強まってきてい

ると言える。 
  

また、世界規模での企業連携、事業分野毎の合従連衡なども相次いでいる。例えば 2002
年には、国内家電メーカーと中国家電メーカーとの家電事業における包括提携の動きが多

く見られた。国内メーカーの狙いは中国における国内販売網であり、中国メーカーは国内

メーカーからキーデバイス供給や技術供与を受ける相互補完的な協業である。 
 一方では、次世代家電分野ではプラズマディスプレイなどの研究開発コスト負担、ホー

ムネットワーク技術等の分野においては、他社製品との互換性を持たせるための規格にお

ける業界標準・世界標準争い等の課題を解決するための連携も進んでいる。ハードのみに

依存したビジネスモデルでは、国際競争や価格競争に飲み込まれ、国内生産は縮小せざる

を得ないと考えられる。そのため今後はサービス、コンテンツ、ソリューション等の提供

も含めた新たな需要開拓が電気・電子業界における大きな課題になり、ソフトメーカー、

通信事業者など異業種との連携も進むものと考えられる。 
 
 今後に向けては、次世代デジタル家電、ブロードバンド化、ユビキタスなどの新たな情

報社会に向けたインフラ整備、大容量化に対応した高性能な端末機器への需要の高まり等、

明るい材料も少なくない。現在日本は IPv6 や第 3 世代携帯電話などのテストベッドとし

て、産学官が一体となって世界に先駆け取り組んでいるところである。こうした枠組みの

中で電気・電子機器メーカーにとっては、今までにない新たなサービス・製品を開発し需

要開拓することが、長期的な市場拡大のための大きなテーマとなっている。 
 こうした新しい用途やサービスに向けては、ハードディスクがカーナビゲーションシス

テムに搭載されるようになり、車載という環境特性に対応して耐振動性、耐熱性等を求め
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られるようになってきていることが一例として挙げられるように、小型化、軽量化、省電

力等、今までにない機能や端末形状、素材特性が求められることが考えられる。 
 
（３）インタビュー調査の結果 
① 業界を取り巻く環境変化について 

電気・電子業界では 2000 年の IT バブルを境に業界を取り巻く環境は大きく変化してき

ていることが分かった。国際競争力の強化、また価格競争力の強化などといった課題に直

面しており、高付加価値製品の提供およびコストダウンへの取り組みが急務となっている。

その為に、海外への生産拠点移転や、海外メーカーからの部品調達などを積極的に行って

いる様子が伺えた。電気・電子業界ではユーザー企業の海外への進出に伴って部品メーカ

ーが海外進出するという例は稀なケースのようである。一方で、M&A や事業再編につい

ては自動車業界のような激しいものはなく、事業単位の提携や技術連携などが中心である。 
 
② 素形材メーカーとの取引について 
 調達先の変更、絞込みは M&A などの構造変化によるものというより、生産量の減少傾

向が続いていることが直接の原因として挙げられていた。系列取引はほとんどなく、取引

先企業は技術力等の実力によって淘汰されている様子が伺えた。現在取引のある企業は製

造方法、プロセスも含めた広い意味での技術力のある企業であり、優れた技術のある企業

であれば国内外に関わらず世界中のメーカーと取引をしたいという意見も聞かれた。 
 ユーザー企業にとって、取引先企業の絞込みにおいてコスト競争力、技術力、スピード

への対応能力の３つは欠かせない条件となることが分かった。新規取引時はもちろん、取

引継続時など定期的に各社の評価基準をベ－スとした取引先評価を全社的に行っているよ

うである。また評価基準には前述の条件に加え、ISO 認証やグリーン調達基準などの評価

項目を重視しているケースもあった。 
 
③ 海外との関係について 
 コスト競争力強化のために海外への生産拠点移転が進んでおり、更なるコスト削減を求

めて東南アジアから中国等へと海外における生産拠点のシフト、再編も起こっている。 
中国部品メーカーの技術力の向上は目覚ましく、生産拠点としての基盤は整いつつある

上、巨大な市場としての魅力もあるため、中国で生産し中国で販売するビジネス形態形態

になっていくことが予想される。そうなれば金型も中国で調達することになるだろうとい

う話であった。 
 中国の素形材メーカーの実力について、ユーザー企業は、コスト面では日本の６～７割

の差がある上、２４時間交代制、 新設備への積極的な設備投資などで技術力と品質も向

上してきており、スピードへの対応もでき競争力を高めてきていると評価している。 
 一方で、コスト 優先ではない高付加価値製品などにおいては、新素材等の特殊な技術

力を要するものがあり、現時点ではこうしたニーズに応えられるのは日本のメーカーしか

いないという話も聞かれた。こうした領域では機械化のみでは対応できない属人的な技術

や技能が必要となるため、 新設備の整備の整備とオペレータの指導をすれば、一朝一夕

にどのメーカーでもできるようになるものではなく、依然として日本の素形材メーカーの
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強みとされている。 
 技術流出に関しては、ビジネスをやる上においては止むを得ないとの意見が多かった。

ただし、オペレータレベルでのノウハウの流出は大きなダメージにはならず、逆に 先端

技術や重要な機密に関わる部分は安易に外部には出していないとのことであった。また、

技術流出を懸念して、複数の生産拠点に工程を分けて配分し生産するというやり方をとっ

ているケースもあるということである。 
 
④ 取引慣行について 
 素形材メーカーとの取引慣行に関しては、下請法の遵守、契約書の交付等に厳重に注意

を払っているとの回答が得られた。ただし過去には、完成までに設計変更が何度もあり、

どこまでが完成品かの判断が難しい等の不明確なケースも見られたようである。しかし今

回の法令で明確化されたため、現在では金型メーカーの法的保護、下請法の適用が進んで

いるようである。 
 
⑤ 素形材メーカーへの期待・要望について 
 全ての製品においてコスト 優先というわけではなく、高付加価値製品には新素材など

高い技術レベル（軽量、薄型、堅牢性など）、スピードを求めている。あるユーザー企業は

「オンリーワン」の優れた技術があれば世界のどの国のメーカーに関わらず取引をしたい

と答えた。現時点ではこうした点で日本の素形材メーカーは評価されているものの、今後

の生き残りのためには、どこにもない独自の技術力、リードタイムの短縮化を実現する生

産技術などが重要な鍵となってくるだろう。 
 ユーザー企業としても国内の素形材産業の衰退については憂慮しているようである。そ

のようななかで、中小の素形材メーカーの間では 1 社単独では難しくても数社共同でネッ

ト受注や海外進出しようという試みが見られる。業界団体や国としての対応も必要だが

個々の企業レベルでも様々な努力をして欲しいとの意見が聞かれた。 
 また、現場において後継者問題、労働力確保などの問題から技術の伝承ができなくなっ

ており、日本の素形材産業を支えている技術力が今後失われていくのではないかと危惧さ

れている。ものづくりの魅力を若者に伝えたり、技術者の社会的認知を高めるための取り

組みが、企業、政府、社会、教育等、様々なレベルで行われる必要があるのではないかと

いう意見が聞かれた。 
 
1.2.3 機械業界 

（１）機械業界の概況 
 機械工業（一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械）の生産額合計は、2003 年には

65 兆 5,300 億円（対前年比 5.6％増）であった。そのうちの一般機械1の生産額は 11 兆 4,358
億円（対前年比 4.9％増）であった。機械工業の中では、自動車等の輸送機械が唯一生産

                                             
1 一般機械：ボイラー及び原動機、土木建設機械、化学機械、パルプ・製紙機会、プラスチック加工機

械、印刷・製版・製本機械、紙加工機械、ポンプ、油圧機器、運搬機械・産業ロボット、動力伝導装置、

農業用機械、金属工作機械、金属加工機械、食料品加工機械、事務用機械、ミシン、冷凍機、自動販売

機、自動改札機、軸受け、金型、機械工具、半導体製造装置等  
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額を増加させてきたが、一般機械は長引く不況のもと、国内メーカーの設備投資が低調で

あったため国内需要が減少し厳しい状況にあった。一般機械の過去 5 年間の生産額推移を

みると、2000 年には生産額は上昇しているものの、2001 は前年比 14%減、2002 年は前

年比 4%減と、近年減少傾向が続いてきた。一般機械の生産額が減少している要因として、

IT バブルの崩壊、中国投資の活発化による国内需要の低迷などユーザー業界の景況に左右

されてきた。（図 1.2.3） 
しかしながら、2002 年末から、民間設備投資動向の景気先行指標となる工作機械受注は回

復の兆しを見せている。2003 年の受注総額は 8，511 億円と前年比 26%の増加となり、デ

ジタル機器の好調な電気・電子、中国、東南アジアでの現地生産が拡大している自動車、

海外需要の多い輸出の好調な業種等の需要が増加している。（表 1.2.3） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：経済産業省 生産動態統計  

図 1.2.3 機械工業の生産金額の推移 

 

表 1.2.3 工作機械受注動向 

                             （単位：百万円、％） 
資料：日本工作機械工業会  

年 総額 内需 内需比率 外需 外需比率
1999 756,616 361,922 48% 394,694 52% 529,222 63,711
2000 975,046 521,686 54% 453,360 46% 620,056 85,572
2001 788,898 411,125 52% 377,773 48% 558,403 69,619
2002 675,837 350,322 52% 325,515 48% 484,668 50,904
2003 851,101 441,587 52% 409,514 48% N.A N.A
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（２）機械業界を巡る動向 
 機械工業は、日本の製造業の海外への生産シフトを背景に、内需が減少し、受注高、生

産高とも、バブル期に比べて大きく減少してきた。内需の減少に加えて、欧州、アジア企

業との競争も激化している。工作機械の中・高級機分野では、ドイツ、イタリアなどの欧

州製品と競合しているが、低付加価値の量産品では、中国、台湾、韓国などが低価格を強

みに追い上げをかけている。 
 工作機械においても、1990 年をピークにバブル崩壊後は国内需要の低迷から、受注高、

生産高は大きく減少してきた。工作機械業界は、大手・中小をあわせて約 100 社の参入企

業があり、過当競争による供給過剰の状況にあった。1999 年以降、大手メーカーの破綻が

相次ぐなかで、企業間の提携、工場・子会社の集約、事業の選択と集中など、業界内では

生き残りをかけた再編が進んできた。また、業界内の過当競争を背景に、自動車等のユー

ザーからの、価格引下げや納期短縮の要求も厳しくなってきた。 
 こうした状況下で、工作機械メーカーは、①アジア市場開拓の強化、②高機能機の開発

への注力、により競争力の強化を進めている。2002 年末からの工作機械受注の回復は、自

動車、電気の国内需要の増加と共に、東アジア向けの輸出が牽引してきた。これは、中国

を中心とした東アジア地域に日本の製造業の生産拠点がシフトして、工作機械の需要が増

加してきたことによる。日本企業のアジアへの生産拠点の移動が活発化するに伴い、大手

工作機械メーカーもアジア市場への進出を本格化している。さらに工作機械メーカーが注

力していることは、複雑形状の加工に対応できる高機能マシニングセンタや複合加工機等、

高性能機の開発である。高性能機、複合加工機などの付加価値の高い製品を投入して、韓

国、台湾、中国のメーカーとの差異化を図ることで、競争力を確保しようとしている。 
 建設機械メーカーも、経済成長に伴うインフラ建設や西部地域での大規模な開発事業に

よる建設需要が拡大する中国市場での事業を拡大している。建設機械の国内市場は、成熟

化して飽和状態にあり、さらに公共事業の削減により今後の市場の拡大は期待できない。 
 建設機械の大手を中心に、中国での販売・サービス網の強化を図っているが、機械を日

本から輸入すると、関税と輸送コストがかかるために、現地に生産拠点をシフトする傾向

が強くなっている。 
（３）インタビュ－調査の結果 
① 業界を取り巻く環境変化について 
 機械工業は、多くの業種から構成されているため、それぞれの業種により取り巻く環境

に違いが見られる。インタビュー調査から、工作機械業界では、企業間での事業統合、提

携、事業売却、M&A 等、業界内での再編が起こっている実態が把握された。工作機械市

場は約 100 社のメーカーが参入する過当競争のため、採算の悪いところ、競争力のないと

ころなどは、淘汰されている。工作機械業界の再編は、素形材メーカーへの厳しい価格引

下げ要請として現れている。 
 重電業界では 1990 年代後半に 11 社３グループに世界的再編があった。鋳物では小型鋳

物は 1990 年代初頭から淘汰され海外移転が進んでいるが、発電機などの大型鋳物は国内

に残った鋳物メーカー数社が生産している。大型のものは基本的に「使うところで作る」

のが基本となっているが、小型のもの、加工度合いが低いものは海外に移っている。プラ

スチックについても、複雑加工が必要なものは国内に残り、低価格・大量生産のものは海
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外に移転しているという話が聞かれた。 
 機械工業では、従前は自社内に鋳物工場を併設して、内製化していた企業があったが、

コスト面で成り立たなくなり、外注化する傾向になっている。外注先は日本の素形材メー

カーではなく、中国を中心とする海外企業ということであった。 
 国内の素形材メーカーは 90 年代初頭から淘汰が進んだが、後継者問題や技術者の高齢

化などの理由で自ら廃業という形がメインで進んだようである。こうした素形材メーカー

の技能者が培ってきだノウハウ、スキルの伝承は、現在では大手企業に移って、品質管理

の手法などで対応しているとのことであった。 
  
② 素形材メーカーとの取引について 
 機械工業の厳しい経営環境から、機械メーカーは素形材メーカー等の取引先の絞込みを

行っている様子が伺えた。絞込みを行う基準として、品質、技術、コスト、短納期が挙げ

られている。取引先を絞る一方で、選抜した協力会社に対しては、技術指導を行い、共同

で改善運動に取り組むなど、協力会社の競争力も高めていこうとしている様子も見られた。

技術力のある素形材メーカーには、開発段階から共同で開発に入ってもらい、開発期間の

短期化、コストダウンなどを行っている。 
 一方で、素形材メーカーの倒産・廃業により、国内でユーザー企業のニーズに対応でき

るメーカーがなくなるのではという危機感も感じられた。重電の鋳物では鋳物メーカーを

ユーザー企業側が支援（債務保証など）して存続させたケースもあるとのことである。 
 
③ 海外との関係について 
 インタビュー調査からも、機械メーカーが海外に生産拠点を移転している実態が把握さ

れた。海外に生産をシフトする理由としては、機械のユーザー産業からの価格引下げ要請

に対して、日本で生産するにはコスト削減に限界があることが挙げられていた。 
 また、生産コストの削減を行うためには、国内メーカーからの部品調達には限界があり、

グローバルに調達することは避けて通れない様子も伺えた。調達先としては、韓国、中国

が挙げられている。中国に関しては、 新の設備を備えた素形材メーカーが、24 時間稼動

で、品質的にも日本の製品と変らないものを提供できるようになっており、コスト的にも、

納期的にも中国製品の競争力が強くなっているようである。 
 海外への生産拠点移転については短期的なメリットはあるものの、ものづくりの基盤を

失ってしまうことにつながるのではないかとの危機感も感じているようである。量産でき

る図面を描くには量産できる現場を知る必要があり、そのため国内に開発試作レベルでは

なく、量産できる設備を残す必要があるとの意見もあった。 
 
④ 取引慣行について 
 インタビューを行った企業においては、下請法を遵守している、図面の受渡しは秘密保

持契約を結んで行うなど、取引関係に注意を払っている様子が伺えた。しかしながら、業

界内では、金型の図面が海外の企業に流出しまう例も聞かれるということであった。 
 一方で、中小メーカーを保護するための措置が結果としてユーザー企業の発注先を海外

に仕向けているのではというような意見も聞かれた。 
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⑤ 素形材メーカーへの期待・要望について 
 インタビュー企業に共通した素形材産業への期待は、コストダウン要請、納期の短縮で

あった。インタビューを行った工作機械メーカーからは、価格競争では中国のメーカーに

勝つことはできないので、日本の素形材メーカーに対しては、複雑な形状への対応、薄型

の高精度製品など、中国等の外国メーカーができない、高付加価値化、高度な技術等への

期待が高いことが伺えた。 
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第２章 取引商慣行等が素形材産業に与える影響について 
 
２．１ 環境変化への対応・解決策の模索 
 
2.1.1 転換期にある下請取引関係 

 アジア、特に中国の技術的台頭により、日本のメーカーの海外シフトが加速している。

それに伴い、素形材分野においても日本国内での調達から海外調達に切り替える処が増大

し、国内に立地する鋳造・金型メーカーなどの受注が激減するという状況が現れ、空洞化

が深刻さを増している。グローバル化によって総体として仕事の流れが転換しているにも

かかわらず、多くの国内の受注型企業がそれに対応できないことから来る停滞感が漂って

いる。 
 また、金型メーカーでは「意図せざる図面等の流出」といった問題が発生し、技術流出

の実態が顕在化したことから、ユーザー企業との関係が改めて問い直される契機となった。

この問題を通して見えてきたことは、日本における発注側と受注側の取引慣行のあいまい

さと、強者と弱者の一方的な優越関係である。金型製造が「下請代金支払遅延等防止法」

「下請中小企業振興法」の対象外であったということ自体、日本の取引慣行から発生する

問題を法的に捉えていなかったことを表している。しかし、この二つの法律の一部改正が

行われ、金型製造を下請取引に追加することになったとはいえ、そもそも下請法そのもの

が、これまで下請中小企業にとって親企業からの法外な要求に対してどれほど有効に機能

したのかが問われてきたのである。「下請中小企業振興法」に規定された「振興基準」にお

いて、親事業者が下請事業者に対して配慮すべき事項を膨大に列挙していることは、裏を

返せば親企業と下請企業との間では発注に関して無理難題が押し付けられてしまうのが通

常ということである。これは対等な取引関係とは程遠い、絶対的な主従の力関係にあるこ

とを物語っている。 
古くから日本的特質と言われてきた大企業と中小企業との「二重構造」という関係は、

活力のある中小・中堅企業が数多く登場する今日に至ってもなお解消されていない課題な

のである。 
 高度成長期には拡大するパイの一部にありつけた下請企業にとって、論功行賞の伴う主

従関係は歓迎すべきものであった。下請企業にとっても目指すべき方向性が明確な路線を

突き進めばよかったからである。しかし、受注量が低減し、単価の削減と相まって売上高

の減少を招いている今日の下請中小企業は、親企業の一方的な要求に服していては自社の

存立が危うくなる。そのため自社独自の製品開発を試みて、下請企業から脱しようとする

ものも多く現れるようになった。また、大手製造業も従来の系列取引を崩し始めており、

日本の高度成長を支えた下請取引関係が大きな転換期を迎えているのである。 
 
2.1.2 苦情・紛争処理に見る下請取引の実態 

 下請取引の実態は、下請企業と親企業との間に発生したトラブルからその一端を見るこ

とができる。 
 都道府県等中小企業支援センター等は、下請取引の斡旋など下請中小企業の振興を図る

機関であるが、そうしたトラブルについて親企業と下請企業の双方から事情を聴取し、そ
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の解決のための調停、斡旋を行っている。 
 財団法人東京都中小企業振興公社は東京都におけるその機関である。公社は都の産業振

興事業全般に亘る幅広い分野の事業を執行する役割を担っているが、中でも下請振興は、

もともと東京都下請振興協会が母体となって設立した経過もあり、基幹的業務の一つであ

る。公社に対しての下請取引に関する苦情・紛争の申し出件数は、平成 14 年度で 98 件と

前年度と同数であった。全国のセンターに寄せられた同年度の件数が 300 件弱であり、東

京都は約 3 分の 1 を占めている。 
 理由別で見ると「代金回収に関する紛争」が 35 件と も多くなっている。内訳として

は「売掛代金の回収に伴うもの」が 33 で大半を占めている。内容的には「発注者側の一

方的な理由による瑕疵責任」、「追加分について次回に回してほしいといわれそのまま回収

できない」、「納め先の発注元から支払がないため支払えない」、「双方の話し合いがなされ

てないにもかかわらず賠償金を相殺されそうである」といったものである。他に「発注が

口頭で、値引きしないと先方が引き取ってくれない」という「値引きに関する苦情」もあ

る。 
 次に「取引契約をめぐる紛争」では、「契約内容が変わり、金額が増えているにもかかわ

らず前の契約金額のままである」等がある。 
 その他「一般商取引に関する苦情」では、「100％依存であったのに、急に仕事を打ち切

られた」、「発注先の意向に合わせて設備を入れたのに仕事が来ない」等である。（財団法人

東京都中小企業振興公社 苦情紛争処理報告書 平成 13 年度、14 年度） 
 これら件数にカウントされる苦情・紛争は、申し出者が名乗って問題が表に出たケース

である。親企業に知れたらその後の取引を打ち切られることを恐れて、匿名で電話相談を

する下請企業の数は 3 倍にも上る。ぶちまけようのない憤懣を第三者に話すことで気を紛

らわしている弱い立場の下請企業の姿が浮かんでくる。 
 金型の受発注取引で多く出される苦情は、金型メーカーが発注図面どおり作ったにも関

わらず、現場で試し打ちしたときに予定した製品とならないため、何度も作り直しを求め

られ、その直し分に対しての代金支払がないといったことである。設計者は設計図をデー

タで作成するときに、実際にショットしたときの遊び部分を計算していないために生じる

問題であるが、その責任を発注側が負わずに、金型メーカーに転嫁するというケースであ

る。中には、その結果納期が遅れた場合に、遅れに対する損害賠償を金型メーカーが要求

されるといったとんでもない話も苦情として挙がっている。 
 また、発注者と受注者の間に仲介者が入って、その仲介者から仕事が発注される場合が

ある。元の発注者が倒産してしまったとき、代金が支払われないという問題が起こる。そ

の際には、あくまでも仲介者の発注責任を問う形で支払の調停を行うようにしているが、

分割支払で妥結することになっても受注者側としては支払の遅延利息を放棄するケースが

多い。 
 中小企業振興公社はこうした苦情に対する処理を、「相談・助言」、「法律相談」、担当者

による「調停・斡旋」の方法で処理している。民事の争いになる場合には弁護士等に紹介

することもある。明らかに「下請代金支払遅延等防止法」に違反している場合は、中小企

業庁の調査に基づき公正取引委員会が対処することになる。公社は法的に取り扱えるかど

うかは関係なく、様々な苦情の第一線窓口としての機能を果たしている。 
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2.1.3 対等関係に向かう兆し 

 「下請代金支払遅延等防止法」は、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にするこ

とによって、下請事業者の利益を保護することを目的とした法律であるが、これまで必ず

しも有効に機能して来なかった面がある。 
 例えばこの法律が適用するのは、資本金規模が 3 億円を超えるか、又は 1 千万円超 3 億

円以下の親事業者から、それよりも規模の小さい下請事業者に製造委託又は修理委託する

場合を前提としているため、親・下請事業者の双方とも 1 千万円以下の企業間での紛争に

ついては適用できない。東京都中小企業振興公社に申し出があった紛争の内、こうしたケ

ースは平成 13 年度で 47％、平成 14 年度で 37％を占めており、多数が法律の適用外であ

ることが分かる。また、親事業者は法律の適用を免れるため、規模の小さい関連会社から

下請企業への発注を行うようにするなど、抜け道を使うことが良くあるということである。 
 また、下請代金の支払期日の規定では、下請事業者の給付を受領した日から 60 日以内

に支払をすることになっているが、多くの場合納品後の検収を終えておよそ 4 ヶ月の手形

を渡されるのが通常と言われている。金型のように製作期間が長期にわたり、調達資材費

がかさむものについては、現金化までの繋ぎ資金の負担が極めて大きくなる。 
 また、「下請中小企業振興法」では、下請事業者及び親事業者のよるべき「振興基準」を

定めることとしているが、親事業者の協力をうたっているにもかかわらずこれに対する罰

則を設けている訳ではなく、遵守を強制するものではない。 
 したがって、下請法の改正によって金型製造業を対象として加えることになっても、下

請法そのものが有効に機能していない以上、実態的には金型取引の改善に役立つがどうか

訝れたのである。 
 しかし、平成 15 年における法改正に向けての動きを眺めていると、金型製造を下請法

に位置付けたことにより、これまで一方的に親企業が優位であった関係に変化が生じる可

能性を見ることができる。 
 平成 15 年 5 月 27 日に開会された経済産業委員会において、参考人として招致された日

本金型工業会の上田会長は、「キンケイ」と一般的に読まれることも多かった「金型」が法

律上も掲示され、認知されるようになったことに対し感謝する旨を意見として述べた。し

かしながら、東南アジア、中国との関係で、金型の図面流出というアンフェアな取引やベ

テランの金型技術者など人材の流出といった問題に頭を痛めていること。さらに中国の

30％安のコストを提示され、経営基盤が弱い大多数の金型メーカーは、コストダウンに応

じざるを得ず、まったく利益の出ない状況になっており、苦境に立っていることを陳述し

た。日本の製造業を支えてきた金型産業が今やピンチに陥っていて、競争力をさらに弱く

している。このまま放置しては日本の製造業に明日はないと訴えた。そもそも下請けとい

う言葉が差別用語ではないか。イコールパートナーとしてとしての意識をもった法律に改

正してもらいたいという意見も述べた。 
 同じく参考人となった早稲田大学の鵜飼教授は、金型産業が多品種少量生産に向かう国

内での物づくりのコアになるものであり、その多くを中小企業が担っているという意味か

ら、下請法改正に金型を入れたことを特に評価すると発言した。また、中小企業といって

も、実態的には生業的な企業形態である小規模企業の方向が、多品種少量生産において個
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人の持つ技能・技術やノウハウを発揮しやすいという点から、生き残るべき重要な方策で

あること。そのため、企業規模格差により生ずる取引の不公正から中小企業を守ることが

国策としても重要な意義があると思うと述べた。したがって、下請法の役割はますます大

きくなると論じている。 
 この経済産業委員会の開会に先んじて、「不正競争防止法」の改正が行われ、金型の図面

流出など、営業上の秘密を使用することによる利益の侵害に対して罰則が科されることに

なった。 
 このような金型製造と取引に関わる法律改正の動向を見るとき、極めて専門的分野の問

題にもかかわらず、世論としての関心を高めることができたと思われる。また、「下請代金

支払遅延等防止法」が制定された昭和 31 年以来の大きな改正であり、①対象となる取引

を追加（情報成果物、役務及び金型）しただけでなく、②親事業者の遵守事項の追加（役

務の利用強制、経済上の利益の提供要請や不当なやり直し等をしてはならないこと）、③違

反行為に対する措置の強化（違反した親事業者に対して、原状回復措置だけでなく再発防

止措置を講じる勧告ができる。また、公正取引委員会の勧告を公表できる）、④書面の交付

義務違反及び書類等の作成・保存義務等違反に係る罪並びに検査忌避等に係る罪の罰金の

上限額を引き上げるなど、法律の実効性を高めるべく強化改正を行ったのである。 
 金型という世界シェア 4 割を占める、日本の産業にとって も重要でかつ高度な技術が

国内で維持できるかという危機が迫っている。このような事態に当たって、金型製造を下

請法に組み入れたことから、下請法の運用が従来より強化される可能性が生じていると考

える。金型は部品の調達と異なり、ユーザーにとっても基幹的な生産技術を左右するもの

であるため、力をもった金型メーカーは正に「イコールパートナー」と見なし得る存在で

ある。下請法という名称の改正もにらんで、法律の実効性を問われてくることになる。一

般の下請企業もこれを機に契約書面の取り交わしなどを求めることが、一方的な関係を改

善するために不可避であると自覚すべきであろう。周りの仲間と共にひとつずつ声をあげ

ていくことなしに、理不尽な不利益を蒙り続ける弱者の立場から脱却することはできない。 
 
2.1.4 海外からの仕事の取り込み 

 下請という発注・受注企業間での上下関係が生じるのは、仕事の需要が供給を遥かに上

回り、バランスが常に崩れていることが基本にある。一社専属の下請関係ではなく、取引

先親企業を多数持っていて需給バランスを取っている中小企業もあるが、多くは系列に組

み込まれているか、そうでなくとも特定親企業への依存度の高い中小企業である。生産の

海外シフトが進む中、ますます仕事量が減少するため企業間のコスト競争が激化し、採算

点割れでも甘んじて受けざるを得ない状況である。 
 確かにアジアにおける生産拡大は今後も続くことは間違いないと考えられる。中国から

日本への輸入額は 2002 年にアメリカからのそれを上回り、現在もさらに伸びている。し

かし一方、中国に対する日本からの輸出も増大の一途をたどっている。中国、台湾、香港

を合わせた「中国圏」への輸出額も対米を抜くと報じられている。中国生産が増大すれば

するほど、コアパーツ（基幹部品）の輸出も増大するためである。つまり日本でなければ

できないもの、あるいは却ってコストの高くつくものが多くあるということである。技術

力の差は、特に機械系分野においては未だに歴然としている。まして人に蓄積した技術・
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技能は容易に同じ水準に追い付けるとは思われない。 
 そこで、アジア特に中国に仕事が流れるという図式だけでなく、逆に日本へ新たな仕事

を流れ込ますという道筋を切り開くべきだと考える。日本の大手メーカーを中心に中国に

進出し、現地企業から安く部品調達を行ってきたが、中国のメーカーも技術水準を高めて

いくうちにより高度な技術を必要としてきた。中国内でそれを調達できないため、日本の

技術を欲するようになっている。日本の中小企業と中国の現地メーカーあるいは進出した

外資系企業とのマッチングを仲介する事業を展開するべく、様々な商社や製造業ネットワ

ークが動き始めている。大田区産業振興協会も台湾、韓国、中国それぞれの関連機関と提

携を進めてきた。また、1994 年から海外の見本市に区内中小企業と共同で出展参加するよ

う支援し、中小企業が自ら国際的取引に取り組む機会をつくってきた。こうした中小企業

の国際化支援とは別に、国内では全国のメーカーからの発注に応じられる受注企業のあっ

せんを行ってきた。今後、国際的に受発注取引の仲介・あっせんを行える体制を構築しよ

うと考えている。当面、上海を中心として交流を深め、情報を交換しつつ双方の企業を紹

介できる協力関係を作る積りである。 
 このようにして日本と中国・アジアとの生産連携を推進し、日本の中小企業が直接的に

マーケティングに参画できる仕組みをつくることができれば、国内メーカー依存一辺倒の

下請体質から脱するチャンスとなり得る。何よりも仕事の絶対量が増加することで、需給

バランスを回復できる。また、国際的なマーケットにおいては、前金払い・中間払いなど

も含めて現金決済が通常であり、国内のように検収後に手形を渡されるという慣習を改め

る切っ掛けにもなる。従って、契約書を取り交わすということも当たり前のことになる。

グローバル化を契機として日本的な取引慣行を変革することが求められてくるのである。 
 
2.1.5 中小企業の共同ネットワークの形成 

 ピラミッド構造をなす系列取引においては、末端の企業間において相互の連携はほとん

ど見られない。しかし、大田区のような中小企業の集積地においては、「仲間取引」といわ

れる横請型ネットワークが存在している。「大田区工場ネットワーク実態調査報告」（大田

区 平成 13 年）では、「加工外注」に「下請取引」と「仲間取引」の２つの取引形態が見

られるとし、「仲間取引」を「大田区内の機械金属工業における加工業間の加工外注であり、

相互補完的な双方向の取引関係のことである。」と定義している。 
 ある企業が得意先から受注して加工する場合にも、１社では保有していない技術を要す

ることがよくある。その場合、関連企業に回して部分加工を再外注する、「仲間取引」とい

われる形態で対処する。 終的な納入責任は 初に受注した企業が持つため、あたかもそ

の企業がすべて加工を完結させたかのように見える。機械加工分野で専門特化した小企業

が存続できたのは、「仲間取引」の連携によって専門技術を相互に補完する協同体制が形成

できたからである。個々の専門加工業者が孤立して存在していたのでは、その専門技術の

仕事しか受けることができない。また、発注企業にしてみても、個別の技術をそれぞれの

外注先にばらばらに注文していたのでは、コストも労力も膨大になる。発注側、受注側共

に系列外取引で少量多品種の加工外注を成立させるには、受ける側が関連する加工総体を

取り扱える方が、双方にとってメリットが大きい。「仲間取引」というネットワークが形成

されていることは、迅速に対応できる点でも高い評価を得ている。 
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 「仕事の回し合い」について、加工業においては「関係がある」(４9.2%)、「今後求めた

い」(22.3%)とする事業所は 71.5%に達している(表 2.1.1)。加工業を中心に｢仲間取引｣へ

の期待は強い。 
 
 

表 2.1.1 事業類型別「仕事の回しあい」の関係の有無と意向 

単位 件（％） 
 合 計 関係がある  今後求めたい 今後も必要ない 
合計 1,207 (100.0) 553 (45.8) 258 (21.4) 396 (32.8) 
製品メーカー  175 (100.0)  50 (28.6)  30 (17.1)  95 (54.3) 
加工業  973 (100.0) 479 (49.2) 217 (22.3) 277 (28.5) 
  成形処理  109 (100.0)  67 (61.5)  19 (17.4)  23 (21.1) 
  機械加工  679 (100.0) 353 (52.0) 155 (22.8) 171 (25.2) 
  部品製作  185 (100.0)  59 (31.9)  43 (23.2)  83 (44.9) 
その他   59 (100.0)  24 (40.7)  11 (18.6)  24 (40.7) 
（大田区工場ネットワーク実態調査報告より）  

 
 かつては「仲間取引」の機能として、大量受注に対応できる「仕事量の平準化機能」が

重要であったが、単純繰り返しの量産加工が減少していく中でその機能は低下している。

今後はむしろ異なる機能間での「技術・技能の相互補完機能」がより重要性を増すと考え

られている。難易度の高いかつ高精度な加工技術を求めて、産業集積地大田区などの企業

に引き合いが増加している。今後一層開発機能を高めていく日本の産業の要請に応えるに

は、専門性が高く、相互補完性があるということが 大の利点になる。 
 国内の大手メーカーが従来の系列を崩して新しい取引関係を開拓し始めている。発注形

態も個別パーツの注文でなくユニットでの一括発注に切り替える傾向にある。それに対応

するには、少量多品種受注を拾い集めて、複数の企業の技術を取りまとめることに慣れて

いる「仲間取引」ネットワークが有効に機能する可能性を持っている。 
 しかし、産業集積地を中心としたネットワークが形成されているといっても、現在国内

の取引関係は広域化している。それぞれの分野においてオンリーワン的技術を持った企業

は、全国の様々な地域に存在している。それらの得意技術が相互に補完し合うためには、

狭い地域内のアナログ的な企業連携だけでは限界がある。企業者相互の顔が見えることは

重要であるが、日常的な取引関係を持続するためには新しいデジタルネットワークを構築

することが必要となっている。 
 大田区内企業約 40 社が NMK 社を中心に、統一した CAD を用いてモックアップから金

型設計・製作、プラスチック成形まで一貫した生産ネットワークを形成し、様々な企業か

らの発注に対応している。営業から製造まで 40 倍のキャパシティを持ったグループとし

て、スケールメリットを活かしつつ分業による専門性と相互補完を実現した事例である。 
また NMK 社は、大田区周辺の城南地域、川崎市などに立地する金型メーカーを中心と

して「金型熱血集団 JAM」を組織した。匠の技を持った金型のプロ集団として、日本の製

造業が求めるハイテク製品、一般部品などあらゆる要求に応じる「精密金型製作軍団」を

標榜している。 
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 他にも、「NC ネットワーク」や「ものづくりタウン 21」など、国内外の受発注取引の

促進を目的としたＷＥＢサイトが活用され、意欲的な企業がこのネットワークに参画して

いる。このようなデジタルネットワーク形成が日本の生産連携を新たに構築する基盤にな

ると期待できる。 
 

2.1.6 産学連携をバネにした脱下請への挑戦 

 国内の生産量が縮小傾向にある中で、下請仕事を主としてきた企業も受注を当てにでき

なくなり、自社製品の開発を行ったり、独自技術を生み出したりしてそれを売り物にし始

めている。 
 しかし社内の経営資源に乏しく、開発力の基礎となる知的資源は外部に依存しなければ

ならないところが多い。そこで中小企業が大学などの研究機関と連携を求めるケースが増

えている。大学側も TLO による技術移転や、産学連携窓口を設けて企業との提携を推進

する体制を整えている。 
 大田区産業振興協会では、平成 10 年から産学交流の仲介を行う相談員を配置し、東京

都内及び周辺に立地する大学と区内中小企業を結びつける事業を続けてきた。大学の研究

者が専門とするテーマと中小企業の開発課題を具体的にマッチングする努力が実りつつあ

る。地元の東京工業大学と 40 年に及ぶ付き合いをしている区内企業があるが、多くの中

小企業は大学の敷居が高いという意識を持っている。双方の間を取り持つコーディネータ

の役割が求められていたのである。 
 平成 15 年度から取り組み始めた事業として、「大学・中小企業モノづくりマッチング」

がある。大学側のニーズとして、研究開発にかかわる試作品や特注部品の製造、また設備・

装置類の製作などがあるが、国立大学内でも技官が少なくなり、そうした機能が低下して

いる。技術力を持った中小企業がこのような要求に応えることは可能だが、相互の交流が

なく、情報を得られないため両者を結ぶ接点がない。そこで、双方のニーズとシーズを引

き出せるような仲介機能を果たすため、データを収集してシステムの構築を進めている。

しかし、実際に結合させるのは人の介在が欠かせない。ここに新しい形で受発注斡旋の役

割が求められている。従来の発注企業からの加工依頼を受注企業につなぐという役割から、

開発案件に関わる包括的な依頼に対応できる企業を探し出して紹介するという、トータル

コーディネーション機能に高めていくことが必要である。部品製造などの単独の加工機能

からシステムとしての開発機能を引き受けるという役割であり、企業側も単独形態では受

けられないことが生じてくる。そのため受け皿となる共同受注組織を形成する必要がある。

加工業者が共同化する動きは以前から見られる。また、横請型「仲間取引」ネットワーク

が存在することは先述したとおりである。これらの自然発生的な連携組織を「開発対応組

織」として意識的に再編し、新たな受け皿機能が発揮できるようになることにより、個々

の集積依存型中小企業は下請を脱し、独自のモノづくりメーカーとして飛躍するチャンス

にするべきであろう。 
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２．２ 金型業界の課題と対応 
 
2.2.1 金型業界で困っている問題 

（１） 仕事量の減少 
 1990 年代に入って、従来型量産品製造拠点の海外シフトが進み、国内生産を維持する新

製品開発が少なくなった上に、モデル集約、モデルチェンジの延長、海外企業への発注増

加などで国内の金型業界の仕事量が減少した。 
 しかし、 近、日本の製造業は時代に適った新製品開発に復活の兆しが見られ、一方で

企業数が減っていることから仕事量が潤ってきた企業が多くなった。是非、この継続を期

待したい。しかし、仕事量が減っているもとで、発注が時期的に偏り、繁閑の変動が大き

いのが金型業界の宿命で、経営の不安定をもたらしている。 
 日本の金型は、世界的に技術、品質、納期の優位性を持っているので、国内需要だけに

依存せずに世界市場で受注し、受注の平準化を図る努力も必要だと思われる。 
 従業員 30 人以下が約 95％を占める中小企業の業種なので、個別企業では輸出業務が出

来ないので、金型技術、商談に精通した専門商社を業界団体で育成したい。また、海外広

報、見本市出品などで行政の積極的な支援を期待したい。 
 
（２）価格の低下 
 世界的なデフレ、海外企業との競争などの一般的な低価格化だけでなく、仕事量の減少

によって、高度な設備投資が必要な高度な技術商品、一品料理品で高度な技能の都度工数

が掛かる製品でありながら、業界内ではコモデイテイ化して低価格化していることもある。 
 金型企業のコストダウン努力も必要だが、工数の異なるものを抱き合わせ発注して不合

理な価格を押し付ける慣例を止め、個々に工数に見合った合理的な価格としたい。不合理

な価格が下流に吹きだまり、嫌気をさした企業の廃業も進んでいる。 
 変化が急激だったので低価格に対応する「作る方法論」のアップデイトが遅れていたが、

近、IT 化、コンビニ化（総人員を増やさずに、生産性を上げてシフトの人員を減らして

交代で 24 時間、年中無休稼動）、グローバル化（海外工場の活用）して、低価格、短納期

に対応して収益を回復した企業が出てきた。 
 発注元の大企業も、高くとも売れる特色ある高付加価値、ブランド化製品を開発し、協

力企業にも付加価値分配することを期待したい。 
 海外との相対競争力には、行政コスト（税金、社会保険）、公共料金も含めたインフラコ

ストの低減も期待したい。          
 
（３） 短納期化  
 発注元企業の開発スピード競争で、金型の納期も短縮要求が厳しい。また金型は、モデ

ルチェンジのタイミングに一度に大量に発注されることが多く、上流の開発遅れを後工程

に無理に押し付けられ、長時間作業で対応せざるをえないことが続いていたが、金型企業

もデジタル技術の導入、多能化教育、工程改革などでリードタイムを短縮する仕組みを作

ったり、工場をコンビニ化したり、発注元に社員を派遣して製品設計段階から参加するコ

ンカレントエンジニアリングを導入したり、企業連携などで、生産分担、工程補完したり
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して短納期化対応している。発注元の開発の方法論、納期管理の改善も必要だと思われる。 
 
（４）取引の不公正問題 
 長く懸案になっていた図面流出問題は、2002 年６月に経済産業省の行政指導が出され、

業界が予想していた以上の効果を上げて、一応落ち着き、日本では、まだ「お上の威光」

が強いことを再認識させた。  
 しかし、取引条件の不公正問題は未解決である。例えば、代金の支払いは、国際的に発

注時、完成時、検収時の分けて行うのが一般的で、日本企業も海外では、それに従ってい

るが、日本国内では検収時まで支払わない上に手形支払の慣習を続けて、金型企業のキャ

ッシュフローを損なっている。また、発注時の仕様、金額を文書で明示せずに、途中の変

更に伴う負担を金型企業にあいまいに押し付けていることの改善が進んでいない事例が多

い。取引の力関係から、当事者間の解決は困難で、行政指導や法制化の必要性があると思

われる。 
 
（５）技術、技能の継承問題  
 金型で重要な技術、技能は、金型構想（型組み）を考える設計、加工、磨き、組立調整

である。技術のデジタル化、加工機の高精度、高品位化などにより、加工、磨き、組立調

整の技能要素が縮小しているが、製品の高度化に対応して構想力の重要性は高まっている。

しかし、これの教育、継承が難しくなっている。 
 従来型の技能継承が難しくなっているので、暗黙知を形式知化するデジタルマイスター

事業が進められたが、デジタル化すると業界内ではコモデイテイ化して、時差はあっても 

誰でもどこでもできるようになり、海外シフトも容易になる。 
 また、設備投資の格差が企業格差となる恐れがある。現在、日本国内の設備投資が低迷

している一方で、中国に日本製の 新鋭の機械が多量に設置されており中長期的な影響が

心配される。意欲のある企業の設備投資支援政策が必要だと思われる。 
 しかし、金型作りの一番重要な金型構想を考える暗黙知は、加工法も考えた個人の創造

性、構想力に依存するので、ナレッジベースに載りにくい。この部分をどのように継承す

るか、が課題だが、日本では、この教育を体系的に教える教育機関が存在しないため、す

べて、企業内教育に依存しており、一旦途絶えると回復するのは非常に難しい。次のよう

な話もある。 
 製品メーカーで斬新なデザインの複雑精巧な新製品が設計されて、一次下請けの成形業

者または金型業者に発注されるが、一次業者の若手設計担当者は、加工法に詳しくないの

で、短納期のもとで新しい製品の型組構想を考えられず外注に廻す。２次業者も大同小異

だが、３次や４次の段階になると、経営者や熟練担当者が設計と現場加工作業に関わって

いるので新しい金型構想を考えることができる。 
 町工場の金型業者で「あの製品の金型は、よそでできなくて、うちに来て俺が作ったの

だ」と自慢する高齢の熟練者がいる。１次、２次業者はマージンを取るから 本当に難し

いことを実現した 3 次、４次業者の受注価格が低くなる不合理に嫌気をさして廃業する事

例もある。 
 韓国、中国では、モノ作りにおける金型技術の重要性を認識し、日本に早く追い付くこ
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とを目指して金型技術、技能を体系的に教育する大学、専門学校レベルの教育機関が存在

し、多くの卒業生を出している。さらに、現在、日本のベテラン技術、技能者が国内に仕

事を得られず、海外に流出して目の前で海外企業の技術力アップ、実務教育に力を貸して

いるので、体系的な教育とあいまった相乗効果で海外の金型業界は急速にレベルアップし

ている。これらのことが、今後、中長期的に日本国内の技術、技能継承に支障をもたらし、

図面流出以上に深刻な問題になるのではないかと懸念される。ベテラン技能者に国内の中

小企業で技能継承に働いてもらう仕組みが求められる。 
 今後の日本のもの作りにおいて、もっと根本的な問題は、小中学校の理数系教育の怠り、

工業高校教育の崩壊、理工系大卒者の製造業への優秀な人材の就職が減っているなどで、

技術、技能継承の潜在力が低下していることである。 
 日本における製造業の重要性、それを支える人材の重要性を考えると、企業の支援（こ

れは農業、金融業の例を見ても、甘やかしでは国際競争力を損なう）よりも技術者、技能

者を評価し、支援する社会、制度の仕組み（例えば、所得税の減免など）が必要だと思わ

れる。行政の早急な対応を期待したい。 
 
（６）金型企業の事業継承問題 
 上記のいくつかの問題が金型企業の経営基盤を弱体化しており、利益を上げられず、設

備の更新が難しくなって設備寿命の高くなり、陳腐化しているが、新規投資の採算が合わ

ないこと、金融機関の問題で借り入れが難しくなっていることで、設備等の更新が進んで

いない事例が多い。意欲のある企業の継続、発展の基盤である設備投資、人材教育を支援

する必要がある。 
 仕事量の減少、低価格化、短納期化、後継者難などに嫌気をさして、職人気質の熟練技

能を持った経営者が廃業する例が増えている。一方で廃業したいが、借金の個人保証があ

るため無理に延命している企業もある。意欲のある企業の存続を支援する制度とともに、

セイフテイネットを整備して、廃業を支援する制度も必要だと思われる。 
 金型企業に限らず、日本の製造業は、技術の高さに比べて、利益が少ないことが指摘さ

れている。技術を経営成果に活かすために、技術者が固有技術だけでなく、管理技術、経

営判断を持つことの必要性が言われ、MOT（技術の経営的評価、技術者への経営教育）教

育が始まった。金型企業にも、技術評価、設備投資、技能教育の負担を分散する連携、分

業なども含んだ MOT が必要と思われる。 
 
2.2.2 金型業界の対応 

 企業が求める付加価値は期間当りの付加価値である。高付加価値製品でも製作期間が長

期間掛かるものは、企業経営への貢献が少ない。一方、低付加価値製品でも、人手を掛け

ずに、期間当り多量に製造、販売できるものは経営に貢献する。金型業界でも、これを目

指した対応が進められている。 
 
（１）工場のコンビニ化で、低価格化と短納期化に対応 
 工場を「コンビニ化」して、人手をあまり増やさずに、交代で２４時間、年中無休稼動

すれば、従来の稼動体制では低価格化、短納期化に対応できずに放棄された仕事を、多量
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に吸い上げて、期間当り付加価値を増加し、人件費、経費などに分配しても利益を増やし

ている。 
 
（２） 自社で作った金型を使って成形、プレスなど下流工程を取り込む 
 金型は金型メーカーに蓄積された知識、経験を投入したノウハウの結晶なので、作った

金型を手放すのは勿体ないと、自社で使って成形やプレス加工をする。成形品やプレス品

を継続的に納入することで、複数工程でワンストップサービスを提供して、より多くの付

加価値を定常的、継続的に稼ぐ。成形、プレスの試作、少量成形までを有償で請け負う例

もある。 
 これらによって、金型だけの受注では変動が多い売上げの定常性、安定性を確保する。 
 
（３） 金型の上流工程を取り込む 
 発注元に設計者を常駐して、製品のデザイン、設計から関与して（デザインイン）、仕事

の領域を広げ、付加価値を増加し、定常的な受注を確保する。また、製造も同時並行（コ

ンカレントエンジニアリング）で進めて、リードタイム、納期を短縮する。 
 金型を作る前の形状試作品つくり、各種ラピッドプロトタイピング（光造型、粉末積層

造型、高速切削など）を取り込む。 
 
（４） 発注元と情報共有し、効用性を提供して価格交渉力を付ける 
 これらによって、発注元と情報を共有し、効用性、便宜性、信頼感を提供して一体感で

存在価値を高めて、積極的に価格交渉力を付ける。 
 
（５） 加工の高度化で生産性向上  
 高能率・時間短縮、高精度、高品位加工（磨きレス）、CAM の進歩（工具軌跡の改良）、

高硬度材加工、機械精度、工具の進歩（微細組織材質、形状（ボール～楕円体、コーテイ

ングで耐酸化温度向上）、工具の高精度セッテイング、ドライ／セミドライ切削などで高速

ミリング加工の領域を広げて、熱処理後の研削加工、EDM からの移行している。EDM は

微細加工、隅角加工、アンダカット加工に限定してくる。 
 
（６） 企業連携で共同受注、共同加工、設備の補完及び共用 
 技術、品質と納期で信頼できる企業間連携で、技術や工程を補完して、共同で受注した

り、一社が一時にまとめて受注したものを共同で加工する。 
 また、設備投資を分野別に分担し、工程を補完的に共用する。日本の金型企業の多くは、

従来、一社で CAD／CAM から、各種加工機、測定機器、トライ用の成形機、プレスなど

を丸抱えしていたが、設備が高度化、高額化して、さらには変化が速くなり教育を含めた

維持更新負担が大きくなっている。各社が重複して設備投資しても稼働率を上げられず、

コストアップ要因となるので、今後は、各社が得意技に特化、専門化して設備導入を図り、

共用することが不可欠だと思われる。 
 CAD／CAM など対話型のオペレーションは、時差を活かして海外と連携することも行

われている。CAD によって、ひとつの構想図を数人で同時並行に部品図に展開したり、
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CAM に展開することだけでなく、ひとつの構想図を時差のある国の間で２,３人が直列交

代して 24 時間連続して作業を進めて納期を短縮することも行われるようになった。 
 
（７） 海外市場 発注元の海外シフトへ対応。 
 発注元企業の製造拠点の海外移転に伴い、金型企業も一緒に付いて来るように要請され

た時、中小企業では経営資源を国内と海外に分けて両方を維持発展できる企業は少ないの

で、国内に残り新しい発注元を探すか、技術移民の覚悟で海外に移住して海外事業に専念

することが必要だと思われる。 
 特に日本の金型企業は規模が小さい上に工程、設備を丸抱えで運営しているところが多

いので、国内と海外を並行することはほとんどできない。そのため、日本で作った金型図

面を保守用に提出させられていた。その点、金型と川下の部品加工を一緒にやっている企

業は、規模も大きく、売上げが定常的に確保できるので、進出事例が多い。 
 金型企業の進出企業間では、当然ながら国内以上に工程補完、繁閑補完が行われている。

また、海外工場と国内工場で相互の仕事を工程、繁閑補完している事例もある。 
 日本の金型企業は、規模が小さいので、海外進出企業へ納入する間接輸出以外の輸出が

少ない。しかし、世界的に技術、品質、納期の優位性を持っているので、インターネット

時代、世界市場に広報し、受注の平準化を図る努力も必要だと思われる。輸出を促進する

仕組みが望まれる。また、海外進出する中小企業を支援する制度、海外に「日の丸工業団

地」を作って支援するような制度も必要だと思われる。   
 
2.2.3 金型関連企業の広域連携の事例 

 1999 年５月、金型業界の共通的な問題を討議して、対応を考える勉強会として関東甲信

越地区の金型関連企業７社でスタートした。毎月１回お互いの工場見学をしながら、数回

討議した結果、お互いに仕事を一緒に出来るのではないかと意気投合し、分野別に品質、

納期で信頼できる仲間を募り、2000 年２月に、16 社で「21 世紀金型会」として正式に発

足した任意団体である。活動内容はホームページ（http//www.kanagata.com）で紹介して

いるが、目指していることは、 
① 連携で仕事の領域を広げて、需要に近づき、受注を増やす。 
② お互いの工場を、あたかも自社に新しい工場ができたかのように、そこの技術、

生産力を活用する。 
③ 待っているだけでは成果はない。自律的に他社を動員して成果を上げる。 

 現在の参加企業は、17 社で、下記の通りである。  
１、（株）エノモト（山梨県、プレス金型、プレス加工、プラスチック成形）  

２、NC ネットワーク（東京都、インターネットのポータルサイト）  

３、大西ライト（群馬県、プラスチック金型、プラスチック成形、MIM）  

４、樫山金型（長野県、プラスチック金型、プラスチック成形）  

５、金型技術振興財団（千葉県、金型技術振興、標準モールドベースの双葉電子の財団）  

６、河村製作所（茨城県、ダイカスト金型、冷間鍛造）  

７、（株）キメラ（北海道、精密金型部品）  

８、クリエーテイブ・テクノロジー（静岡県、大型プラスチック金型、少量成形）  
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９、（株）山城精機製作所（埼玉県、射出成形機、プラスチック金型、自動化システムなど）  

１０、昭和精工株式会社（神奈川県、精密金属プレス金型）  

１１、セキ・コーポレイション（東京都、精密金属プレス金型、プレス加工）  

１２、ツバメックス（新潟県、大型板金金型、プラスチック金型、成形）  

１３、東芝機械株式会社（静岡県、金型用工作機械、射出成形機、ダイカストマシン、ガラスプレス） 

１４、日進工具株式会社（東京都、小径精密エンドミル）  

１５、日進精機株式会社（東京都、精密金属プレス金型、プラスチック金型、プレス加工）  

１６、日本金型材（埼玉県、大型金型ベース、受注金型ベース）  

１７、ペッカー精工株式会社（埼玉県、プラスチック金型、ダイカスト金型、粉末積層造型）  
（アイウエオ順）  

 任意団体なので、受注は各企業が自立的に行い、必要に応じて他企業を動員することに

委ねており、会として成果に関与しない。（会が受注主体になれない）  
 会の事務局が活動に関与しているのは、次の部会である。 
• 経営部会（３ヶ月１回）、経営者が出席して、基本方針の決定、情報交換、工場

見学、講演会と併催。創設以来、４年近く経過してもなお、毎回 15 社程度

の出席を維持していることが本会の存在価値を示していると思われる。 
• 営業部会（毎月）、営業担当者が出席して、各社の技術､商品の紹介､情報交換等。 
• 技術部会（毎月）、CAD／CAM のデータ交換について討議、実験等。 
• 製造部会（不定期）、工場見学、新技術の講習等。 

 
 このような拘束のない活動を継続できている背景は、参加企業が、いずれも金型業界で

はトップ５％に属する規模で、自立的に受注能力があること、このような広域で社外活動

を継続できる人的な余裕があること、地域、得意分野などで競合が少なく、補完的な企業

を選び、バランスを取っていること、したがって、それが仕事の範囲を拡大し、受注の増

加に寄与していること、工場見学、講演のテーマは時宜に適ったものを選択していること、

などがある。 
 
2.2.4 日本の素形材産業の方向、中国との共存及び行政への要望 

 現在、素形材産業で，元気の良いのは、「智恵を売る」か「汗を売る」か、どちらかに徹

底して、多品種少量生産をいとわずこなしている企業である。 
 「智恵を売る」企業は、独自のオンリーワン製品（特許でガードなど）を持つか、他社

の真似のできない工法（暗黙知、ブラックボックス化など）で高付加価値を稼いでいる企

業である。 
 「汗を売る」企業は、ありふれた製品で低価格化、短納期化したしたために他社が放棄

したものを拾い上げて、工場を IT 化、コンビニ化して、人手を増やさずに、交代で２４

時間、年中無休稼動でこなす工夫をして、期間当たりの付加価値を稼いでいる企業である。

都会地では環境的に夜間操業が難しいので、田舎に多い。ちょっとした工夫（例えば、従

来一人で座り作業で１台の機械を操作していた仕事を立ち作業に変えて２、３台を操作す

るように変える） と従業員の協力によって先行しているので、他社が真似をしようとすれ

ばできそうだが、工夫がある面では「智恵」になっており、簡単ではない。 
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 どのような製品や方法でも、時差をもって必ず追い付かれる宿命を持っているので、い

つまで続けられるか分からない。理想的には、すべての製品ややり方で、智恵を売る状態

を実現し、継続することだが、すべての企業で、直ぐに実現できる訳ではない。「汗を売る」

ことを並行しながら、「智恵を売る」の実現を目指したい。 その場合、社内の智恵だけで

なく、企業間連携、産学連携などで、社外の智恵や生産力を借りることも必要である。 
 中国との共存事例で、21 世紀金型会のメンバーでもある縦型射出成形機メーカーの「山

城精機」は、中国 大の横型射出メーカー「海天機械」（寧波市、年産 11,000 台、2003
年）と次のような業務提携を結んで、新しいビジネスモデルを目指している。 

① 縦型機の技術を供与して、標準機量産、「海天・山城」のダブルブランドで中国内

販売を任せる。日本にも輸入する。 
② 中国で量産している低価格横型機を輸入販売する。当初は、標準仕様機だけだっ

たが、 近はベースマシンだけを調達し、特殊仕様部分を日本で製作して、「山城」

のネームプレートを付けて販売する専用機が多くなっている。 
 

 元来、山城精機は、「一品料理をいとわず」を掲げて、専用機の個別受注生産を得意と

していたが、顧客が中国製の安いベースマシンを活かした専用機を要望したことに、海天

機械も新しい製品展開になると協力してくれて実現したもの。日本メーカーの強み（個別

受注で特殊機を作る）と中国メ－カーの強み（量産、低価格、高品質）を組み合わせて、

日本の中堅、大企業の高度な要求に応える専用機を安価に提供する日中共存の新しいビジ

ネスモデルになりつつある。将来は、新しいブランドで世界に両社で販売する計画もして

いる。 
 中小企業にとって、産学連携や企業間連携について、身近に相談し、コーデイネイトし

てもらいたいのが「公（官）―公設試」だが、ここが、環境変化に対応できていないよう

に思われる。産業界が「コンビニ化」しているもとで、 大のサービス業である行政が、

率先して「９～５時勤務体制」 から脱却して（人を増やさずに、IT などを活用して生産

性を上げたり、人員の異動で）交代勤務体制をとってもらいたい。特に、中小企業の技術

的相談相手である公設試の相談や共同開発、設備の稼働時間を延長し、24 時間勤務はとも

かく、年中無休でユーザーのニーズに対応してもらいたい。 
 
ここで、行政への要望をいくつかリストアップしてみることとする。（順不同） 

 
（１）次代を担う子供に製造業に魅力を持たせる政策 

日本における製造業の重要さが言われる割に具体的な促進策がないように思う。重要

度を認識した／させる画期的な政策が欲しい。 
業界丸抱えの護送船団方式ではなくて、意欲のある企業だけを選択集中して、甘やか

さない支援が必要。企業の新陳代謝はやむをえない。甘やかし、弱体化しやすい企業の

支援よりも、技術や技能者個人を支援する方が成果を上げるのではないか。 
（２）学校教育 

小中学校の国語、算数、実習の充実、モノ作りに興味を持たせる。 
義務教育は年数ではなくて全国一律テストなどによる理解度で終了認定する制度に
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する。小中学校は、ゆとりよりも、創造の基礎になる知識の詰め込みは必要ではないか。

ゆとりをだしても、それが塾に使われて、ダブルスクールになっていてはナンセンスで

ある。塾も正規の教育機関として認めてシングルスクールにすれば、ゆとりは生まれる

かもしれない。 
   基礎教育の理解力を高めて、工業高校の機能を復活し、また、金型技術の高等教育機

関を作り、体系的な教育を期待したい。 
（３）税制による支援 

税金は社会秩序維持費用だから成功報酬に課税する応能負担から広く薄く、課税に不

公平がない受益者負担にしたい。 
（４）外国企業の日本国内投資を促進する 

空洞化は出るばかりで、入るものがないから怒るので、入るものがあれば起こらない。

新産業が日本でスタートするキッカケを作りたい。 
（５）不公正取引への関与 

知的資産、熟練技能、ノウハウ、試行錯誤を正当に評価し、対価を支払うような社会

の仕組み作りには、取引の力関係から当事者間だけでは無理で、行政指導、法制化など、

お上の威光が必要だと思う。これらは、「新しい規制」になるが、規制は環境に応じて、

緩和よりもスクラップ＆ビルドで運用してもらいたい。 
（６）金融支援策の改善 

開発支援は中途半端で終りやすい単年度補助金を止めて、長期低（無）利子融資にし

て返済義務を持たせて、少し期間を掛けて真剣にやらせる方が良いと思う。中期的な管

理は金融機関に任せればよいのではないか。 
（７）技能士の権威を高める 

再教育・更新制度も必要。その上で、所得税制などで優遇するなどのインセンティブ

が欲しい。 
（８）日本発国際標準の積極的な提案、実現等 

国としての戦略がないと、企業レベルの戦術では成果が限られる。日本企業が技術は

高いが、収益が低い原因は、この辺りにもありそうである。 
 
2.2.5 金型企業の連携事例 

 このところ、金型業界で新しい連携プレーの動きが出ている。これまで、金型企業間は

孤立化して、経営活動が行われるのが普通だった。職人的な匠の世界では“腕”のある企

業は、余り同業との連携を好まず、むしろプライドの誇示による一匹狼的存在であるのが

特徴であった。 
 しかし、日本の大手企業のアジア地域・中国地域への進出ラッシュが目立ってくると、

コストがアジア標準化、納期短縮化が現地生産へ切り替る等の理由により仕事量の減少傾

向が増大してきたため、金型メーカーへの影響が大きくなってきた。 
 日本金型工業会に所属する関東地域の金型業界で 2003 年からこの動きに歯止めを掛け

るべく、金型企業同士で協調できる処から結束しようという、従来に見られない動向が現

れて注目されている。 
 その一つは、東京都大田区地域を中心とするプラスチック金型メーカー20 数社が、協同
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受注的な指向で、持っているお互いの技術力と営業力を協力して運営し仕事の開拓をする。 
また、次の動きは東京周辺の埼玉、栃木、新潟、群馬等に広がる金型企業同士の集合体で、

いずれは「協同受注体制」にまで運ぶという構想があるが、当面、各企業同士の情報交換

と親睦を兼ねた会合を続けている。特徴は協同のツールとしてインターネットによるホー

ムページを開設して、それぞれの企業内容、営業内容等の公開によりビジネスチャンスを

求める方向をとっている。 
 3 つ目の動きは、製品設計から金型製造、製品生産までをトータルに受注するシステム

構築をしている。ユーザーの問合わせや受注は、グループ内の１社が窓口となり、その対

応は受け付けた企業が責任を持ち、窓口となる（プライムメンバーと呼ぶ）。プライムメン

バーは、納期の管理や品質の管理と保証する。その理由はプライムメンバー制を取ること

で、ユーザー側の発注やスケジュールなどの管理コストを削減が可能となり、発注側の負

荷を減らすことができる。現在のプライムメンバーは金型メーカーだが、このグループに

は製品設計業者や成形業者と加工業者も参加しているので、製品によるご発注にも対応で

きる。 
 
（１） 金型熱血集団（JAM） 
 ① このグループは(社)社団法人日本金型工業会東部支部の城南地区会に所属し、26 社

の金型メーカーと賛助会員９社のグループで構成されている。日本の製造業を支えて

きた東京は大田区周辺に集まる“金型匠の技”を発揮する集団としての特徴がある。 
 ②  金型熱血集団（JAM）に結集する金型メーカーは、光学機器用部品、コンピュータ

部品、家電用部品、医療・環境用部品、高級日用雑貨部品、OA 部品、電子機品（MO）、

カメラ部品、自動車部品等々、日本の製造業が求める全てのハイテク製品から一般部

品の要求に、納期・品質・価格等にもリーズナブルに対応できる体制を敷いている。 
 ③ 製造業は海外に出ているが、全ての面で海外の金型産業はそのニーズに応えられるよ

うにはなっていない。このグループは長年の経験と実績があり、ユーザーの要望に応

えられるように、大田区周辺の金型プロ集団が結集して対応できる。 
 ④ 金型設計から製造はもとより、プラスチック成形加工までワンストップサービスを狙

っている。 
詳細は次のホームページにある。 

http://www.east.jdmia.or.jp/jounan/index.html 
 
（２） 金型なんでも相談所―あなたの知恵袋― 
 日本の製造業発展を支え続けてきた金型産業は、21 世紀に入り、自動車・電機電子業の

更なるグローバル化とアジア諸国の産業発展の影響を受けて、“空洞化現象”が著しい。 

「金型なんでも相談所」に集まるグループの金型設計・製作に関する内容を分類すると下

記のような多岐に亘る仕事をこなしている。 
 わが国の金型産業は、 

①自動車ボディプレス用金型等高精度金型 
②半導体リードフレーム用金型、マイクロレンズ用金型等超精密金型 
③自動車用インストルメントパネル用金型等複雑金型 
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④試作形といわれる開発要素型 
⑤携帯電話外装用金型等の超短納期型 

等の世界で真似の出来ない超高級金型の開発と製造にのみ、わが国の 21 世紀産業が選択

する道といわれている。このグループは、「関東一円に広がる金型設計・製作のプロ集団」

として上記(1)～(5)に関する金型を提供している。 
設計から金型加工、更には成形（プレス・プラスチック・ダイカスト等々）に関する初

歩的なことからなんでも相談に応じる。 
① 自動車関連部品・自動車電装品 
・インテリア（センターコンソール／メーターハウジング） 
・エクステリア（ラジエーターグリル／リアコンビレンズ） 
・車輌部品…バンパー、インパネ 
・自動車内／外装部品用金型 
・オートバイ用部品（メーカー回り） 
・オートバイのメーターのカバー…金型のみ 
・グローブボックス・フロントグリル・エンブレム 
・自動車音響関係外装部品、電装・キャブレターエンジン周辺機器用機構製品 
② OA・通信機器 
・OA・情報通信機器用機構製品 
・磁気／光記憶装置用機構製品 
・IC テスト及びバーンイン用ソケット等半導体機器関連製品 
・LCD バックライト 
・回折格子／ホログラム素子／OCD・CMOS センサーレンズ等光学製品 
・プリンター部品／各種ギヤ／機構部品 
・携帯電話機構部品 
・OA 部品（外装品、内装品等） 
・パソコン／コピー器／ファクシミリ 
・大型プロジェクターハウジング部品 
・光ディスク（CD・CD-R・DVD-R）用金型 
・カメラ・ビデオ・電子機器・電気機器・事務用機器・POS レジスター（金型から成形

品までを生産） 
・キャンビー（パソコンのフロントフロントキャビネット…金型のみ） 
・LCD マスク／モニターパネル／CRT 用ヨーク／電話機 
③ 家電 
・家電部品（外装品／内装品等） 
・電気部品（マグネットスイッチ／リール） 
・冷蔵庫部品一式、エアコン一式／オーディオ部品 etc. 
・業務用プロジェクター一式／プラズマディスプレイ 
④ 雑貨 
・ 日用品   
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（３）製造支援集団 結(ゆう) 
 製造支援集団・結(ゆう)は、ユーザーニーズによって、製品設計から金型製造，製品生

産までをトータルにサポートするために、「Manufacturing Grid(マニュファクチュアリ

ング・グリッド)」と呼ぶグループ活動を行っている。受注に際しては「プライム制」をと

っている。 
このプライム制というのは、ユーザーからの問い合わせや受注すると、グループ内の１

社が窓口となり責任を持って対応する。窓口となるメンバーを「プライム」と呼ぶ。プラ

イムメンバーは、納期の管理や品質の管理と保証をする。このことは、ユーザーに対して

発注やスケジュールなどの管理コストを減らすことができる。 
 現在の主なプライムメンバーは金型メーカーであるが、同グループには製品設計業者や

成形業者、加工業者も参加しているので、製品による発注にも対応できる。 
 
① Manufacturing Grid(マニュファクチュアリング・グリッド) 
 Manufacturing Grid とは、金型から製品までの製造をトータルに支援する集団を意味

する。グリッドはアメリカの電力供給網である「Power Grid」を語源とし、その電気がど

この発電所から来ているか、どんな方法で発電されたものなのかは、一般的には意識して

いない。Manufacturing Grid(製造支援網)は、今日の電力供給網と同じような環境を、製

品の製造において実現しようとしている。 
つまり、ユーザーはこのシステムを活用することにより、どの会社にどのような設備が

あり、どれぐらいの製造能力があり、どのような空き状況なのかを意識することなく、必

要なときに必要な分だけ製造能力を利用することができる。グリッドに所属する会社の設

備、能力、特徴はバラバラでも、ユーザーに安定的に製造能力を提供する。 
 
② 製造支援集団 結(ゆう)の特徴 
 結(ゆう)は，中小の金型製造業者，部品加工業者，成形加工業者などが幾つか集まった

マニュファクチュアリング・グリッド(製造全般を支援するグループ)で、システム図は図

2.2.1 のようになっている。 
 
③ 取り扱い品目 

 自動車関連部品、情報通信機器部品、コンピュータ部品、ＯＡ機器部品、ＡＶ機器部品、

光学機器部品、時計関連部品、健康医療機器部品、住宅機器部品、玩具、日用雑貨品など 
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         図 2.2.1 製造支援集団 結(ゆう)のシステム 

  

 

2.2.6 ㈱アークの経営戦略と傘下企業の現状（金型企業の M&A 事例） 

 
（１）㈱アークの概況 

同社の前身は、1948 年、大阪市に木型製品製造業として、荒木達英氏が荒木製作所を開

業したのが始まりである。その後 1968 年、工業用試作品（モデル）の製作を開始すると

共に、山梨に工場を建設し、米国へ進出、韓国に工場建設等を行うが、1987 年、産業構造

や試作品市場の変貌に伴い、分社化されていた企業統合を開始した。 
1989 年９月、 終的に８社を統合し、資本金２億 2172 万円で、大阪に「株式会社アー

ク」として再スタート（蘇業）した。 
その後、スケールメリットを活かした国際化とフルライン化、新工場建設、増資、株式

上場等を進める一方、国内外のプラスチック金型企業等と資本提携あるいは買収を行い、

傘下に納めつつ、当初の工業デザインモデル製造、金型の設計・製作、成形に至るまでの

一貫生産体制を確立するに至った。 
さらに、傘下企業を増やし、公募増資等を含め、2001 年９月末現在で資本金 56 億 1400

万円、従業員 4400 名の一大総合企業に発展した。 
同社は、大手のプラスチック金型企業として知られる安田製作所（茨城）、岐阜精機（岐

阜）、昭和精機工業（兵庫）を次々傘下に治めていった。更に、2003 年、新たに積水工機

（大阪）、ムネカタ（大阪）の株式を取得、資本金は 100 億円を突破した。 
同社は、工業デザインモデルの製造、商品開発および企画・デザイン・設計、各種金型

の設計・製作、小ロット整形品の生産など、新製品に関わるトータルサービスと人材派遣

を事業の柱としている。 
「アーク」という社名の由来は、"ノアの箱舟"から取ったもので、今後試作や金型企業

が生き残るためには、今まで個別にあった設計屋、試作屋、金型屋等を統合した形で、商

品開発を支援する企業が絶対に必要になるとの打矢社長の理念が実を結びつつある。即ち、

自動車、家電等のユーザーが、商品を売ろうとする場合、どのようなターゲットにどのタ

イミングで売るかが大事で、時機を逸すると優れた商品でも売れない。今まで社内で１年
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半掛かっていたものを１年で儲けられる「アーク」のような専業メーカーがあれば、アウ

トソーシングで早く商品化ができることになる。 
これまでのような分業を脱し、国内外の優秀な企業同士がグループを組むことが、商品

開発のスピードアップ、設計・製作、データ処理、成形・加工や 終製品のモジュール化

までを完成させるという、規模の大きな新しいビジネスモデルといえる。 
現在のアーク傘下に入っている国内外企業と製品分野を図 2.2.3 に示す。国内について

は、株式を 50％保有しても、従来の顧客との関係を考慮し、企業名を継続しているが、海

外では ARRK の名前を企業に付けている。 
また、図 2.2.4 はアークの売上げと経常利益変化（予測含む）を示す。 
 

［参考資料］ 
１）アークホームページ； http://www.ark.co.jp/profiole_2.html 

２）INTERVIEW－商品開発を一括で請け負う専業メーカーを目指している，型技術，第 17

巻，第２号（2002 年２月号） 
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図 2.2.2 アークグループと技術分野 
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（２）傘下企業の状況 

１）ムネカタと東北ムネカタ（日刊工業 2003.10.2 より編集） 

新生ムネカタ始動（ムネカタ社長 宗形直治氏の話） 

・ ムネカタ（高槻市）と東北ムネカタ（福島市）が 10 月 1 日付けで合併。 

金型とプラスチック成形品を生産する中堅企業。新会社は福島、社名は歴史ある「ム

ネカタ」を踏襲。 

・ 新資本金は 1 億円。このうち 40％をアーク（試作品製作 大手）が持ち、ムネカタは

アークの連結子会社に入る。 

○合併及びアークグループ入りの理由は？ 

 （合 併） 

・会社を別にする理由がなくなった。人材交流、税務上の問題等を一本化して整理する

ことにした。 

 （グループ入り） 

・地方の中堅企業がグローバルスタンダードの中、国内でモノづくりを続けていくこと

は大変。モノ作りの 先端の情報を持つアークグループに入ることで情報を得ること

ができ、資材調達も楽になると考えた。 
○アークの資本参加で変わることは？ 

 ・第三社割り当てで 40％の株を持ってもらうが、経営に参加することは今のところはな

い。資金面で余裕ができたので、長期資金の返済や岐阜ファクトリーの設備投資を行

った。また、グループに金型企業が多いので、情報のほかにも交流するメリット多い。 

○新生ムネカタのスタートで変わったところは？ 

・組織の簡素化。取締役は 低の 3 人。（社長と取締役管理部長が福島、監査役と取締

役生産本部長が大阪） 

○ 近の景気については？ 

・テレビ向け部品（主力製品）：プラズマテレビ、液晶テレビが好調。 

製品（テレビ）のイノベーションが起きる時、当社は忙しい。 

・自動車部品向けマニホールド；自動車メーカーとプラスチックでできるように共同開

発。小型車に搭載されるようになってきた。今後も好調に推移を見込む。 

 

注）ムネカタ：金型とプラスチック成形で独自技術を有する。大型テレビの筐体の射出

成形で大型家電メーカーのほとんどと取引している。 

  

２）J 工業株式会社（大阪府） 

 昨年、アークの傘下に入ったその後の変化を担当者（役員待遇）から聞くことができた。 

ここは、大型の自動車部品用プラスチック金型を製作。経営の安定のため、資金面の支

援をアークに求め 2003 年中旬に、株式 40％をアークに保有してもらった。 

まだ、特に目立った動きはないものの､経営会議にはアークの幹部が参加し、経営改善

努力について指導がある。その他、経理部門に出向管理職が入っているとのこと。 

アークとしては、自動車関係の拡大を考えており、同社も金型事業の中国展開を模索中
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であったため、利害が一致したようである。 
また、アークの傘下に入ったからといって､（一般に言われているように）アークがマ

ーケティングをやってくれる訳ではないが、会社全体が世界に目を向けるようになり、そ

のためには、情報収集に力を入れるようになったことは同社にとって収穫であるとのこと。 

３）その他 

図先の金型メーカー２社を含め、大手の金型メーカーが 10 数社、アークの資本傘下に

ある。（図 2.2.2） 

アークは金型事業（技術）やマーケッティングに口は出さないが、経理部門に出向者を

送り込んで財務管理には目を光らせているとのこと。 

２年間赤字決算が続くと、経営陣を総退陣させる根本の部分を抑えているという。ただ

し、アークは特別な支援を行わず、独立採算を取らせている。 

従って、企業としては頑張らざるを得ない状況になっている。 

 

 

 

２．３ 法律上の若干の問題点 
 
2.3.1 準拠法と管轄裁判所 

 外国との契約の場合には、相手国の法制度やその運用の実態の詳細が不明である以上は、

必ず準拠法を日本法とする旨の合意を契約書中に明示することが必要である（法例７条）。 
 さらに、紛争が生じた場合に訴訟により解決するよりほかはない以上は、管轄裁判所に

ついての合意を契約書中に明示し、「この契約によって生じる法律関係に基づく訴えに関

しては、東京地方裁判所（大阪地方裁判所）を合意による専属的管轄裁判所とする」とい

うように契約書中に明示することが望ましい。（民事訴訟法 11 条） 
 
2.3.2 不正競争防止法 

 わが国では、事業者間の公正な競争を確保するために不正競争防止法が制定され、不正

競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害される恐れがある者は、差止請求権、損

害賠償請求権、信用回復措置請求権が認められている。（不正競争防止法３条・４条・７条） 
 従って、わが国では、事業者団体や消費者にはかかる請求権は認められておらず、消費

者保護を目的とするものではない。しかし、旧不正競争防止法とは異なり現行の不正競争

防止法は、同法によって規制される不正競争の範囲を拡大している。 
 人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、包装、その他商品や営業を表示

するものを商品等の表示とし、商号・商標は登記・登録の有無を問わず、 
(1) 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の商

品等表示を使用し、又はこれを使用した商品を譲渡し、引き渡し、そのために展

示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と

混同を生じさせる行為。 
(2) 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用し、

又はこれを使用した商品を譲渡し、引き渡し、そのために展示し、輸出し、輸入
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し、電気通信回線を通じて提供する行為。 
(3) 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、そのために展示し、輸出

し、輸入する行為。 
(4) 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（不正取得

行為）又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し若しくは開示する行為。 
(5) 営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失に

より知らないで、その営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し若

しくは開示する行為。 
(6) 取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は

重大な過失により知らないで、その取得した営業秘密を使用し又は開示する行為。 
(7) 営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合に、不正の競業その

他不正の利益を得る目的で、又はその事業者に損害を加える目的で、その営業秘

密を使用し又は開示する行為。 
(8) 営業秘密について不正開示行為であること、若しくは不正開示行為が介在したこ

とを知って、若しくは重大な過失により知らないで、その営業秘密を取得し、又

はその取得した営業秘密を使用し若しくは開示する行為。 
(9) 取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくは不正開

示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで、その取

得した営業秘密を使用し又は開示する行為。 
(10) 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表

示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、

又はそのドメイン名を使用する行為。 
(11) 商品・役務・その他広告若しくはその取引に用いる書類・通信にその商品の原産

地、品質、内容、製造方法、用途・数量若しくはその役務の質、内容、用途・数

量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き

渡し、そのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供し、若し

くはその表示をして役務を提供する行為。 
  

以上のような行為及びその他の若干の行為を不正競争と規定し、広範囲の行為を規制し

ている。積極的に不正競争を行う意図はなくても、充分な注意を尽くさなければならない。

（同法２条） 
 商品等表示の周知性については、争いが生じようが、自己の商品等表示の選定・使用に

あたっては、他人の商品等表示との類似性について充分な注意を尽くすことが必要である。

他人から営業秘密を取得して利用しようとする場合にも、取得する過程で何等かの不正行

為がなかったかについても、取得の際にのみならず、取得後にも、充分な注意を尽くさな

ければならない。不正競争に当たることについて認識がなくても、知らないことについて

重大な過失があれば、差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求を受ける恐れがある。 
 その反面、自己の商品等表示や営業秘密について不正競争が行われ、これにより営業上

の利益を侵害され、又は侵害される恐れがあるときは、差止請求権として、その侵害の停

止又は予防を請求することができ、その請求をする際に、侵害の行為を組成した物の廃棄、
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侵害の行為に供した設備の除却、その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求するこ

ともできる（同法３条）。さらに、故意・過失（軽過失を含む）により不正競争を行って営

業上の利益を侵害した者に対して損害賠償を請求することができ（同法４条）、損害額の算

定についても被侵害者の保護を強化する規定が設けられている（同法５条・６条の３）。営

業上の信用が害されたときは、信用を回復するのに必要な措置を請求することもできる。

（同法７条） 
 
 
2.3.3 独占禁止法 

 不公正な取引が行われるときは、私的独占の禁止法及び公正取引の確保に関する法律（独

禁法）による救済を求めうる。独禁法 19 条・２条９項に基づく昭和 57 年公取委告示 15
号の「不公正な取引方法」の規定に該当する行為が行われたときは、独禁法 20 条による

排除措置命令を公正取引委員会に申立てることができる。 
 不公正な取引方法としては、（１）同告示項の差別対価、（２）４項の取引条件等の差別

取り扱い、（３）14 項の優越的地位の濫用の３号などが考えられる。（１）は「不当に、地

域又は相手方により差別的な対価をもって、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供

給を受けること」である。（２）は「不当に、ある事業者に対して取引の条件又は実施につ

いて有利な又は不利な取り扱いをすること」である。これは（１）の差別的対価以外の取

引条件又は取引の実施における不当な差別的取り扱いが対象とされる。（３）は「自己の取

引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、相

手方に不利益となるような取引条件を設定し、又は変更すること」である。下請代金支払

遅延等防止法は、（３）に当たる行為の防止を図るための法律の一つである。 
 日本のユーザー企業が、日本国内の金型メーカーに金型を作らせるときに、対価や取引

慣行の面で、外国の金型メーカー等との取引の場合と比べて著しく厳しい条件を提示して

取引きし、支払い条件も外国では守っているが、国内取引では守っていないような場合に

は、不公正な取引方法に該当する可能性がありうる。 
 不公正な取引方法に該当するときは、独禁法 20 条による排除措置命令を公正取引委員

会に申立てる（独禁法 20 条）ほか、不公正な取引方法を用いる行為によってその利益を

侵害され、又は侵害されるおそれがある金型メーカーは、これにより著しい損害を生じ、

又は生ずるおそれがあときは、その利益を侵害するユーザー企業に対し、その侵害の停止

又は予防を請求することができる（独禁法 24 条）。公正取引委員会が不公正な取引方法の

禁止に違反するユーザー企業に対し、適当な措置をとるべき旨の審決をなし（独禁法 48
条４項・53 条の３・54 条）、この審決が確定した後は、確定した日から３年の時効に因っ

て消滅するまでは、被害者たる金型メーカーは、加害行為が違法であることを立証するこ

とにより、加害者たるユーザー企業に対して無過失の損害賠償責任を裁判上追及すること

ができる（独禁法 25 条・26 項）。被害者が加害者の故意・過失を立証しうるときは、民法

709 条の一般不法行為責任を追及することもできる。 
 
2.3.4 倒産対策 

 相手方が倒産するおそれがある限り、製品の対価と役務の対価（設計費・組立調整費等）
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とを区別し、前者より後者に重点をおくようにし、相手方が債務をすべて履行するまでは、

必ずこちら側の債務をすべて履行してしまうことをせず、一部は履行を保留しておくこと

が望ましい。 
 製品・役務の給付と代金支払方法・時期との相関関係を契約中に規定し、代金がすべて

支払われるまでは、製品・役務の給付を一部留保する旨を約定することが望ましい。それ

ができなくても、同時履行の抗弁権（民法 533 条）を行使して、相手方が代金のすべてを

支払うまでは、こちら側の製品・役務の給付の一部を控えること。 
 契約当事者の双方共に債務の履行を完了していなければ、相手方が破産した場合に、破

産管財人が破産者たる相手方の債務の履行を選択して、当方に製品・役務の給付未了部分

の履行を請求してきたときは、当方は、財団債権者として、相手方に対する代金債権の未

受領部分について、破産手続きによらずに破産財団から全額優先的に弁済を受けることが

できる。破産管財人が契約を解除したときは、当方が有しうる相手方に対する損害賠償請

求権は破産債権者として破産手続きにより、破産財団から配当率による割合的弁済を受け

うるにとどまるが、破産者たる相手方が、当方が当方から受領した製品・役務を当方に返

還しえないときは、当方はその価額について、財団債権者として、破産手続きによらずに

破産財団から全額優先的に弁済を受けることができる（破産法 47 条７号・49 条・50 条・

59 条・60 条）。 
 同様に、相手方が民事再生法による再生債務者である場合には、契約当事者の双方共に

債務の履行を完了していなければ、再生債務者等（管財人）が再生債務者たる相手方の債

務の履行を選択して、当方に製品・役務の給付未了部分の履行を請求してきたときは、当

方は共益債権として、相手方に対する代金債権の未受領分について、再生手続きによらず

に再生債務者財産から全額優先的に弁済を受けることが出きる。再生債務者等（管財人）

が契約を解除したときは、当方が有しうる相手方に対する損害賠償請求権は、再生債権者

として再生手続きにより、再生債務財産から配当率による割合的弁済を受けるにとどまる

が、再生債務者たる相手方が当方から受領した製品・役務を当方に返還しえないときは、

当方はその価額について、共益債権者として再生手続きによらずに再生債務者財産から全

額優先的に弁済を受けることができる。（民事再生法 49 条・121 条） 
 
 
 
２．４ わが国における金型・鋳造技術関連特許の動向と知的財産権の活用 
 
 各種工業製品の生産拠点が中国を始めとする東南アジア各国に移行するに伴い、我国に

おける金型・鋳造メーカーは、人件費の安い東南アジアで生産される製品と競争せざるを

得なくなり、生産コスト、品質、納期などの点で厳しい戦いを強いられている。このよう

な状況の中で、知的財産権の重要性が指摘されている。そこで、金型・鋳造技術関連特許

の動向と、今後の対策について検討することとした。 
 
2.4.1 わが国における金型・鋳造技術関連特許の動向 

（１）金型・鋳造技術分野の特許出願件数 
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 金型・鋳造技術に関する発明は、専ら金型・鋳造に関する発明として出願される訳では

なく、目的とする製品自体に係る発明として出願されることもあり、その技術分野を一概

に特定することはできないが、取り敢えず金型・鋳造に直接関係する国際分類に絞って検

索したところ、下記表 2.4.1 に示す結果が得られた。 
 表 2.4.1 の結果を見ると、金型・鋳造に直接関係する技術に関する特許出願件数は、横

ばいか、やや減少傾向があると思われる。特に鋳造技術に関する出願件数が減っているよ

うである。 
 
（２）代表的な金型・鋳造メーカーの特許出願件数 
 次に代表的な金型・鋳造メーカーについて、何社かを選択し、平成５年以降の特許公開

件数を調べてみた。その結果を下記表 2.4.2 に示す。 
 

 

表 2.4.1 金型・鋳造技術分野の特許公開件数 

 

国際分類 平成５年 平成１０年 平成１５年 
B21D １，８１２ １，８２２ １，４３９ 
B21J ２５０ ２２４ ３２４ 
B29C45 ２，２２７ ２，０５９ １，９６７ 
B22C ４６７ ３３７ ３５８ 
B22D ２，０９９ １，５５４ １，２５３ 

 B21D ：本質的に材料の除去が行われない金属板、金属管、金属棒又は金属プロフィ

ルの加工又は処理、押抜き 
 B21J  ：鍛造、ハンマーリング、プレス、リベット締め及び鍛造炉 
 B29C45：射出成形 
 B22C ：鋳造用鋳型造型 
 B22D ：金属の鋳造 
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表 2.4.2 代表的な金型・鋳造メーカーの特許公開件数 

 

メーカー 平成５年以降の 
特許公開件数 

A 社 ８７ 
B 社 １８ 
C 社 ０ 
D 社 ７ 
E 社 ０ 
F 社 ２ 
G 社 ２５ 

金型メーカー  

H 社 １１ 
I 社 ５０７ 
J 社 ７４ 
K 社 ２５ 
L 社 １１３ 
M 社 １０３ 

鋳造メーカー  

N 社 ５５ 
 
 表 2.4.2 の結果を見ると、金型メーカーでは、特許出願件数が０～87 件とばらつきが大

きく、企業間の格差が大きいことが分かる。また、鋳造メーカーでは、特許出願件数が 25
～507 件とばらつきはあるものの、ある程度の出願がなされていることが分かる。 
 
（３）代表的な金型・鋳造メーカーの特許出願技術内容の傾向 
 上記代表的な金型・鋳造メーカーの出願の中からいくつかを取り出して、その技術内容

について検討したところ、以下のような出願傾向があった。 
 ①金型自体の発明；金型自体の発明もなされているが、全体的に占める割合はそれほど

多くないことが分かった。例えば射出成形機のノズルの構造に関する発明、プレス金型用

ストリッパフレームの発明、金型を含めた成形装置の発明などがある。 
②金型周辺装置の発明；全体的に占める割合はそれほど多くないが、金型周辺装置に関

する発明もなされている。例えば被加工物の位置決め装置の発明などが挙げられる。 
③金型を利用して成形される製品自体の発明又はその製品の製造方法の発明；金型メー

カーの出願においては、このような製品に係る発明の方が、全体的に占める割合は多いこ

とがわかった。例えばコネクタの製造方法の発明、整流子の発明、ドライブハブの製造方

法の発明、磁気ディスク基板及びその製造方法の発明などがある。 
④鋳造装置自体の発明；鋳造装置自体の発明は、ある程度出願されているが、全体的に

占める割合はそれほど多くない。例えば永久鋳型の発明、ダイカスト用金型の発明、鋳造

用金型材料の発明などがある。 
 ⑤鋳造方法の発明；鋳造方法は、後述する特定の製品のための製造方法の発明もあるが、

様々な製品に適用できる一般的な鋳造方法の発明もある程度出願されている。例えば特定

の工程からなる鋳造品の製造方法の発明などがある。 
 ⑥鋳造用合金等の材料の発明；鋳造用の材料の発明も、それほど多くないがある程度な
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されている。例えば各種の鋳造用合金の発明などがある。 
 ⑦目的とする鋳造製品自体の発明又はその製造方法の発明；鋳造メーカーの出願におい

ても、このような製品に係る発明の方が、全体的に占める割合は多いことがわかった。例

えばディスクブレーキ用ロータの製造方法の発明、排気マニホールドの発明、冷却管用鋳

包み鋳鉄品の発明などがある。 
 また、上記出願動向の中で、特に目的とする製品自体の発明及びその製造方法の発明に

関しては、ユーザー企業や材料メーカーとの共同出願となっているものも多く発見された。 
 
2.4.2 知的財産権活用の重要性 

（１）金型・鋳造メーカーを取り巻く環境からの考察 
 パソコン、テレビ、ビデオなどの電気製品、自動車等のユーザー企業の生産拠点が、中

国を始めとする東南アジア各国に移転しつつあり、ユーザー企業は、設備コスト、部品コ

ストを低減させるため、品質、納期等で満足できるものであれば、コストが安い現地メー

カーの製品を採用しつつある。 
 このため、わが国の設備・部品メーカーの生き残る道は、東南アジア各国のメーカーよ

りも、品質的に優れたものを作るか、わが国メーカーでなければ作れない技術的に高度な

ものを作るか、徹底した自動化により東南アジア各国の製品に価格的にも太刀打ちできる

製品を作るしかないように思われる。 
 しかしながら、東南アジア各国の技術レベルも、日本を始めとする外国企業の技術導入

に伴って急速に向上しつつあり、技術力においても次第に追い付かれていくことが予想さ

れる。そうすると、現在我国のメーカーが持っている技術力を知的財産権として保護し、

技術面での優位性を今後も維持していくことが極めて重要であると考えられる。 
因みに、特許権の存続期間は出願日から 20 年であり、ある製品を製造する上で不可欠

な基本的な技術に関する特許を取得できれば、その技術を利用した製品に対する優位性を

20 年間確保できるのである。 
 
（２）知的財産権を企業の財産として把握することの必要性 
 特に金型メーカーにおいては、特許出願件数において、企業間で著しい差があり、特許

出願に積極的な企業と、そうでない企業とにはっきりと分かれている。言い換えると、こ

れまでは、特許出願などしなくても業務に支障が生じない業界であったとも考えられる。 
 しかしながら、今後のわが国メーカーは、技術面の優位性を保たない限り、生き残る道

がないのであるから、特許出願に積極的な企業とそうでない企業とでは、その将来性が大

きく変ってくるのではないかと考えられる。したがって、知的財産権を企業の財産として

把握することが必要である。 
 例えば、小さなベンチャー企業ほど、特許出願には積極的である。ベンチャー企業が銀

行などから融資を受ける際には、特許出願の件数やその内容などが重要な１つの評価項目

となっている。ベンチャー企業が大企業と対抗できる唯一の手段は、特許権を始めとする

知的財産権である。 
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（３）下請け的立場からの脱却 
 金型・鋳造メーカーは、ユーザー企業からの依頼により、金型などの製造設備や、鋳造

品などの部品を作って供給している。このため、金型・鋳造メーカーは、どちらかと言え

ばユーザー企業の下請的な立場にあり、ユーザー企業の意向に逆らうことは商売上の不利

を招く危険性がある。また、ユーザー企業自身も、競合他社とのコスト競争にしのぎを削

っているため、設備コストや部品コストを少しでも低減しなければならない。 
 したがって、ユーザー企業は、金型・鋳造メーカーに対して、納期、コストに対して無

理な希望を押し付けたり、試作品や１台目のみをわが国メーカーに作らせて、その後はコ

ストの安い現地メーカーに製造依頼したりすることがある。近年話題となった金型図面の

流出問題は、その 1 つの表れである。 
 このような下請的立場から脱却するためには、ユーザー企業が他社には依頼できないよ

うな状況を作りだす必要がある。そのような状況としては、例えば自社独自の技術により

作られたもので他社には作れないような製品であるとか、ユーザー企業との契約において、

その製品に関して他社には受注しないという条件を盛り込むなどが考えられるが、 も効

果的なのは、その製品に関して自社が特許、実用新案、意匠等の知的財産権を取得してい

ることである。ユーザー企業は、国内の大手企業であることも多く、特許権等を侵害して

まで他社に製造させることは通常行わないと考えられる。 
 
2.4.3 金型・鋳造メーカーにおいて知的財産権を強化する際の課題 

（１）特許出願等に関する経験や知識を有するスタッフの不足 
 特に中小の金型・鋳造メーカーにおいては、特許出願を行ったことがない企業も多く、

どのような発明が特許として成立するのか、特許事務所に依頼するとしてもどのような資

料を揃えたらよいのか、どのくらいの費用が掛かるのかも分からないことがある。結局、

経営者の知人とか、取引先の紹介などによって特許事務所に行き、そこで相談して出願す

ることになるのであるが、特許事務所においては日々仕事に追われているところも多く、

出願可能かどうかなどの相談にまで乗ってくれるかは分からず、相談だけでも高額の費用

を請求される可能性もある。また、ユーザー企業との契約に際して、法律的な知識が不足

することにより、ユーザー企業に有利な契約内容とされてしまうことも考えられる。その

ようなときに、契約に関する実務経験のあるスタッフがいれば、契約内容をチェックして、

こちらの希望をユーザー企業に伝えて、契約内容を修正してもらうように交渉することが

できるが、中小メーカーでは、そのような専門のスタッフを雇うことは困難である。 
 このため、国や地方公共団体又はその外郭団体が知的財産権に関するアドバイザーを雇

い、知的財産権に関する無料相談窓口を設けると共に、金型・鋳造メーカーからの要望が

あれば、そのようなアドバイザーをリーズナブルな費用で派遣するシステムを設けたらど

うかと思われる。例えば大手企業の知的財産権部などで働いていた定年退職者などをその

ようなアドバイザーとして活用することが考えられる。特に契約の実務という点では、大

手企業の知的財産権部のスタッフは、特許事務所のスタッフよりも経験に富んでおり、よ

り実践的なアドバイスができるのではないかと思われる。そのようなアドバイザーは、必

ずしも弁理士である必要はなく、実務経験の豊富な人であればよい。 
 また、そのようなアドバイザーであれば、依頼した特許事務所の仕事の質や、費用の適
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切さなどについても、アドバイスができるのではないかと思われる。 
 
（２）特許出願等のための費用捻出の問題 
 特許、実用新案、意匠等の知的財産権を取得するためには、出願を行い、審査を受け（た

だし実用新案は無審査）、拒絶理由があるときには意見書、補正書を提出して反論し、許可

がなされたときには登録料を支払う必要がある。このため、特許事務所に依頼した場合に

は、例えば特許出願の場合、弁理士の手数料や印紙代を含めて、出願時に平均して 25～35
万円程度の費用が掛かる。審査請求時には 10 万円前後、意見書、補正書提出時には 10 万

円前後、登録査定時には 10 万円程度の成功謝金と、数万円程度の印紙代が掛かることに

なる。ただし、この費用は、依頼人と特許事務所との話合いによって決められるものであ

り、決められている訳ではない。 
 中小メーカーにおいて、上記費用はそれほど安いものではなく、知的財産権に対する経

営者の考え方によっても変ってくるが、出願を躊躇する一つの要因となっていると考えら

れる。 
 これに対して、弁理士の合格者を増やし、特許事務所の数を増やして、価格競争をさせ

ることにより、費用をもっと低減させるというのも１案ではあるが、弁理士は十分にリー

ズナブルな値段で仕事をしているのではないかと思われる。 
特許出願は、従来技術との対比における発明のとらえ方、明細書の記載の仕方、拒絶理

由通知がきたときの対応の仕方によって、有効な権利となるかどうかが変ってくるもので

ある。有効な権利を取得するためには、弁理士自身が豊富な実務経験を持ち、十分な検討

時間をかけることが必要であり、価格競争に走らせて特許出願件数を増やしても、粗製乱

造した出願が増えるだけで、本当に有効な特許権は生まれてこない。 
 この問題を解決するために も有効な手段は、中小企業の出願に係る特許印紙代の減免

制度を作ることであると考える。わが国の特許法でも、資力に乏しい者として政令で定め

る要件に該当する者に対して、特許料や審査請求料を軽減し若しくは免除する制度（特許

法 109 条、195 条の２）はあるが、適用対象が極めて限られており、余り利用されていな

いのが現状である。これに対して米国やカナダには、従業員数が 500 人以下の企業や個人

の出願に対して、オフィシャルフィーを一律に半減する制度がある。金型・鋳造メーカー

を始めとする中小企業の保護育成のため、わが国も米国と同様なオフィシャルフィーの減

免制度を採用すべきである。 
 
（３）ユーザー企業との発明の帰属等に関する問題 
 金型・鋳造メーカーは、ユーザー企業からの依頼により、金型などの製造設備や鋳造品

などの部品を作って供給することを業としているため、目的とする製品の仕様や設備につ

いての希望条件等は、ユーザー企業から提供されることが多い。 
ところで、特許法上における発明者というのは、発明という技術的思想の創作を行った

者であり、発明者が本来特許出願する権利を有している（ただし、発明が職務発明の場合

は、契約によって使用者等（会社等）が特許を受ける権利を得ることができる）。そして、

発明が共同でなされた場合には、特許を受ける権利は共有となり、各共有者は他の共有者

と共同でなければ特許出願をすることができない（特許法 38 条）。 
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そこで問題となるのが、ユーザー企業からの依頼により金型や鋳造品を開発する過程で

なされた金型・鋳造メーカーの発明について、ユーザー企業も共同発明者となり得るかど

うかという点である。この場合、ユーザー企業が例えば試作費等を提供したとしても、単

に費用や設備を提供した者が発明者となり得るわけではない。しかしながら、目的とする

製品の仕様や、設備についての希望条件等は、そのような仕様や希望条件自体に斬新性が

ある場合には、発明の課題を提供した者として、共同発明者となり得る場合がある。 
このためユーザー企業は、下請けメーカーに製造委託をする場合、製造委託契約、共同

開発契約等の契約書を取り交わし、秘密保持義務、特許等の知的財産権の帰属に関する取

り決めをすることが多い。しかしながら、この場合も、ユーザー企業の優位な契約内容で

契約させられることが多いのが現状である。例えば、委託された製品の開発の過程でなさ

れた発明についての特許を受ける権利は、全てユーザー企業に帰属するというような条項

が入っていることもある。また、仮に特許を受ける権利は共有とするということになって

いても、下請けメーカーが他のユーザー企業のために実施をする際には、ユーザー企業の

承諾を得なければならないとか、ユーザー企業に実施料を支払わなければならないという

ような条項が入っている場合もある。 
また、例えば金型・鋳造メーカーが、ユーザー企業からある製品のための製造装置や部

品の製造委託をされ、その開発の過程で目的とする製品自体の発明をした場合、そのよう

な発明についてユーザー企業と共有の特許権を取得しても、その製品を製造販売するのは

あくまでもユーザー企業であり、金型・鋳造メーカーは直接その製品を製造販売するわけ

ではない。このため、金型・鋳造メーカーが、他のユーザー企業にその製品の製造装置や

部品を販売したい場合、上記発明を実施するのは他のユーザー企業になるため、他のユー

ザー企業への実施許諾に関して、特許権の共有者であるユーザー企業の同意を得る必要が

ある。一方、特許権の共有者は、契約に縛られない限りは各自自由に実施できるので、そ

の特許によって特をするのはユーザー企業だけになってしまう。 
したがって、ユーザー企業と下請けメーカーとの間における製造委託契約や、共同開発

契約において、特許権の帰属や、共有となった場合の取り扱いについて、下請けメーカー

もその努力に相応する利益が得られるような契約内容とするべく、行政指導等によりその

指針を示すことが必要ではないかと考える。 
 
（４）海外への特許出願等の必要性 
 特許等の知的財産権は、基本的には、各国の法律によって保護されるものである。した

がって、日本で取得した特許権等は、日本国内における実施に対してのみ効力を有する。

このため、例えば中国で製造され、米国に販売されるような製品については、真似されて

も日本の特許権に基づいて権利行使をすることはできない。 
 すなわち、生産拠点が中国を初めとする東南アジア各国へ移行するに伴い、中国をはじ

めとした生産国や、米国等の製品の輸出先となる国など、海外への特許出願等を行う必要

性がでてきたのである。しかしながら、海外への特許出願は、日本の特許事務所から各国

の特許事務所を通して行わなければならず、国内の特許出願に比べて更に費用がかかるの

が現状である。 
 中小の金型・鋳造メーカーが、このような海外出願まで行うことは、知的財産権に関す
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る知識の点からも、費用の点からも、より一層困難なものがある。このため、中小企業の

海外への特許出願等に関して、国や地方公共団体又はその外郭団体が、前述した知的財産

権に関するアドバイザーを有料で派遣すると共に、審査により優れた発明と認められるも

のには援助金を出すような制度を設けたらどうかと考える。 
 
（５）ノウハウ保護の難しさ 
 金型・鋳造技術においては、ほんのちょっとした工夫ではあるけれども、製品の製造上

キーポイントとなるようなノウハウが存在する。このようなノウハウは、特許出願をして

も進歩性が認められない可能性があり、第三者に侵害されてもその発見が難しいというこ

とがある。このようなノウハウをどのように守るかは、難しい問題である。 
 しかしながら、例えばユーザー企業に図面を提示し、あるいは製品を納入することによ

り、ユーザー企業がその図面や製品を見て気付くようなノウハウであるのなら、私は特許

出願をして権利化を試みる方がベターではないかと考える。 
 仮にユーザー企業との間で、秘密保持契約を取り交わし、ノウハウを第三者に漏洩しな

いという約束を交わしたとしても、短い契約書の文書の中で、技術的にどの部分がノウハ

ウに該当し、どの部分が公知技術に該当するかを明確に規定することは困難である。金型・

鋳造メーカーが自社独自のノウハウと思っていたことが、ユーザー企業にしてみれば公知

技術にすぎないという判断をされる場合も有る。 
 したがって、ユーザー企業に開示することにより分かってしまうようなノウハウについ

ては、特許事務所等の専門家に相談し、権利化の可能性があるようであれば、特許出願を

することがベターであると思われる。 
 ただし、製品や図面を見ても分からないようなノウハウであって、しかも特許権を取得

しても侵害の発見が難しいようなノウハウについては、特許出願等をせずに、第三者に開

示しないで秘密にしておく方がベターであるかもしれない。
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第３章 平成 15 年度以降実施の中小企業関連制度改正の影響と活用 

 
３．１．主な制度改正の概要 
 

3.1.1 産業活力再生特別措置法 

産業活力再生措置法は、わが国の経営資源をより有効に活用することにより、生産性と

潜在成長力を高め、産業の活力を再生することを目指して、平成 11 年 10 月に制定された。

「事業再構築の円滑化」「創業及び中小企業者による新規事業開拓支援」「研究活動の活性

化等」の３つの柱により構成されている。 
平成 15 年 4 月には、近年の産業サイドの過剰供給構造、過剰債務問題への対応が重要

との観点から、産業活力再生措置法が抜本的に改正された｡ 
改正産業活力再生措置法では、従来の「事業再構築計画」に加え、「共同事業再編計画」

「経営資源再活用計画」「事業革新設備導入計画」の認定制度が新設された。認定事業者に

対する商法・課税等の特例措置の充実化や、基本指針及び事業分野別指針の策定等も含め、

企業・産業再生に向けた政策支援の拡充･強化が図られた。 
施行から約４年で合計約 180 件の計画が認定され、改正後の認定は 45 件（うち機械産

業関連分野は約 20 件(平成 16 年 2 月現在)）となっている。 
中小企業に対する再生支援としては、多様性や地域性といった中小企業の特性を踏まえ、

柔軟かつきめ細かな対応が必要との観点から、「中小企業再生支援協議会の設置」「中小企

業再生支援指針」「中小企業事業団の中小企業再生ファンドへの出資」等が盛り込まれた。

これにより、資金供給の円滑化、人材育成、有望分野探索のための事業可能性評価、M&A
マッチングサポートシステム等の各種支援が進められている。 
 

3.1.2 各種中小企業支援施策 
 平成 15 年度の中小企業対策は、「意欲ある中小企業が安心して持ち前の力を発揮できる

社会」を目指し、金融セーフネットの充実、事業再生支援、創業･新事業展開への挑戦支援

等を重点に積極的に推進された｡個別施策では、金融、補助金等、税制、相談･研修･情報提

供、イベント、共済制度、法律等に基づく支援など、様々な支援施策が用意されている。 

平成 15 年度新たに追加された項目は、次の通り｡ 
①金融：事業再生保証制度、経済再生改革対応緊急貸付、企業再建資金、信用保証協会

による資金繰り円滑化借換支援保証制度、金融環境変化対応資金担保免除制度、第 3
者保証人等を不要とする融資、起業挑戦支援無担保貸出制度 

②補助金等：戦略的基盤技術力強化事業、中小企業研修事業（受入研修、海外研修） 
③税制：中小企業等基盤強化税制、IT(情報通信機器等)投資促進税制、少額減価償却資

産の取得価額損金参入の特例 等 
④相談･研修･情報提供：中小企業再生支援協議会、後継者人材マッチング促進、企業等

OB 人材を活用した中小・ベンチャー企業支援、中小企業海外展開・輸出支援事業、

海外現地法人等への専門家派遣支援制度 等 
⑤イベント～出展･シンポジウム･マッチング～：新市場創出見本市 
⑥法律等に基づく支援：「下請中小企業振興法」に基づく支援、知的財産の活用に関する
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支援、産業財産権の取得に関する支援 
尚､税制を中心とした 15 年度制度改正の具体的内容は次の通り｡ 

 

（１）中小企業の経営基盤強化 
①中小企業の留保金課税の停止措置 

自己資本比率 50％以下の中小法人(資本金 1 億円以下)について留保金課税を停止

する。これにより、全中小法人の８割以上が課税停止の対象となる｡ 
②中小企業技術基盤強化税制の拡充 

制度の恒久化を図ると共に、税額控除率を現行 10％から 15％（３％分は当面３

年間の措置）に引き上げる。併せて、税額控除限度額を法人税額の 20％（現行 15％）

に引き上げる｡新たに、控除限度額を超えた試験研究費についての１年間の繰越控除

を認める。このように、日本の将来を支える中小企業の技術力強化を強力に推進す

べく、中小企業技術基盤強化税制が抜本的に強化・拡充された｡ 
これにより、中小企業による活発な研究開発が協力に促進され、新規市場の開拓

などの構造改革に資する。 
③中小企業の少額償却資産損金参入制度の拡充 

投資年度に全額を損金算入できる少額減価償却資産の取得価額要件を、対象資産

の限定なく、30 万円に引き上げる。これまでで 高額の取得額要件が実現された。 
なお、これまでの損金参入額の改正経緯は、表 3.1.1 のとおりである。  
 

         表 3.1.1 損金参入額の改正経緯 

昭和 22 年度 １千円 
26 年度 １万円 
39 年度 ３万円 

  45 年度 ５万円 
49 年度 10 万円 
63 年度 20 万円 

平成 10 年度 10 万円 
 

これにより、中小企業の投資を促し、OA 機器等の取得・更新による事業の効率化、

中小企業の活力向上に加え、需要の喚起が図られる｡ 
 
（２）中小企業再生円滑化税制 

主な改正点は、次の通り｡ 
①運用基準の明確化；保証債務を履行し、求償権を放棄した場合に、以下のような場合

でも所得税の非課税措置が認められ得ることを明記した通達等を発出。運用基準を明

確化した。（平成 14 年 12 月 25 日 課資 3-14, 課個 2-31,課審 5-17） 
・ 会社を再建しようとするために、求償権を放棄する場合 
・ 廃業していくが、未だ会社が解散していない場合 

これにより、経営の傾いた中小企業の再生が円滑化すると共に、仮に倒産する場合に

おいても、身ぐるみ剥がされることなくやり直しができるような環境整備が図られる。 
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（３）事業継承税制 
①自社株に対する軽減措置の拡充 

選択要件を一定の範囲内で、宅地と株の特例を両方利用できるよう見直す。 
・対象会社要件：発行済み総額 20 億円未満の会社まで利用できるよう対象拡充する｡ 
・被相続人要件：同族関係者（６親等内の親族等）で 50％超保有していれば利用で

きるよう要件を緩和する。 
軽減対象の上限は、発行済み株式総数２／３の格式まで特例対象となるよう拡充する。

これにより、利用できる者が相当程度増え、軽減額も拡充されることとなる。 
②自社株特例と小規模宅地特例の選択要件の見直し 

自社株特例と小規模宅地特例の選択制であったが、小規模宅地特例を利用して、特

例の上限(事業用であれば 400 ㎡)に満たない場合は、上限に満たない部分の割合（200
㎡利用であれば１／２）を自社株特例の上限（３億円または発行済株式総額の２／３

のうち低い方）に乗じた額を限度として、自社株特例の利用を可能とする。 
③自社株特例の生前贈与分への適用 

これまで自社株特例については、生前贈与された財産には適用されなかったが、今

般の相続税･贈与税の一体化措置に伴い、一体化措置を選択した場合には、生前贈与分

への特例の適用を認めることとする。これにより、生前贈与が促進され、円滑な事業

継承の実現が期待される。 
 
（４）創業支援税制（エンジェル税制）の拡充 

①特別控除制度の創設：ベンチャー企業への投資額につき、同一年分の株式譲渡益額を

限度として、株式譲渡益額から特別控除することを認めると共に、当該ベンチャー企

業株式の取得費から当該特別控除額が減額される。 
②適用要件の見直し： 

・ベンチャー企業の要件：外部資本要件を「１／３→１／６」に緩和する｡ 
・エンジェルの要件：公開後 1 年以内譲渡の要件を公開後 3 年以内譲渡に緩和する。

これらにより、投資段階におけるインセンティブを付与することにより、株式譲渡益

を活用したベンチャー企業への再投資による株式市場の活性化という｢好循環｣が形成

されると考えられる。同時に適用要件を見直すことにより対象企業が拡大する｡ 
 

（５）IT 投資促進税制の創設 
全企業（青色申告企業）が行うソフトウェア及びハードウェアの双方の投資について、

投資額の１０％の税額控除（法人税額の 20％を限度。限度超過分は１年間の繰越可能）

と、取得資産の 50％の特別償却選択適用を認める制度を創設する。IT 投資の加速に向

けての重点的な施策である。特徴は、①大企業を含め、全企業･業種が対象 ②ソフト

ウェア投資が初めての対象 ③措置内容が大きく拡大 ④中小･中堅企業（資本金 3 億

円以下）はリース投資も税額控除の対象 ⑤税額控除と特別償却を企業の状況に応じ、

自由に選択。中小企業向けの内容は次の通り｡ 
・資本金３億円以下の法人： 

ソフトウェア投資（年間を通じた累計投資額が 70 万円以上） 
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ハードウェア投資（年間を通じた累計投資額が 140 万円以上） 
・資本金３億円以上の法人： 

ソフトウェア投資（年間を通じた累計投資額が 600 万円以上） 
ハードウェア投資（年間を通じた累計投資額が 600 万円以上） 

・リースについては、資本金３億円以下の法人に関して、リース料金の総額の 
60％について 10％の税額控除を認める。 

 
（６）その他の中小企業関係租税特別措置等 

①国税関係 
・ 中小企業等基盤強化税制について所要の見直しを行った上で、適用期限を 2 年間延長

する。 
・ 中小企業創造的事業活動促進法の認定事業者に係る欠損金繰越期間の特例措置適用期

限を 2 年間延長する。 
・ 中小企業経営革新支援法に規定する経営基盤強化計画に実施する特定組合等構成員の

機械等の割増償却制度について適用期限の 2 年間延長する。 
・ 商業施設等の特別償却制度について、所要の見直しまたは基本方針の改正に伴う拡充

を行った上で、適用期限を 2 年間延長する。 
・ 中小企業等の貸倒引当金の特例措置について適用期限を２年間延長する。 
・ 事業協同組合等の留保所得の特別控除制度について適用期限を 2 年間延長する。 
・ 商工組合中央金庫及び信用保証協会の抵当権設定登記等の登録免許等の軽減措置につ

いて適用期限を 2 年間延長する。 
・ 事業家設備等投資促進税制について所要の措置を講じた上で、中小企業等基盤強化税

制に統合する。 
・ 中小企業者の機械等の特別償却制度を中小企業投資促進税制に統合する。 

②地方税関係 
・ 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の答礼措置について税額控除率の引き上

げ等に伴う拡充を行った上で、適用期限を２年間延長する。 
・ 中小小売商振興法に規定する高度化事業計画（商店街設備支援計画を除く）に基づき

設置する共同施設に対する事業所税の資産割に係る非課税措置について所要の見直し

を行った上で、適用期限を 2 年間延長する。 
・ 中小企業創造的事業活動促進法に規定する認定組合等が実施する技術開発及びその成

果の事業化のための施設に対する事業所税の資産割に係る課税標準の特例措置につい

て所要の見直しを行った上で、適用期限を２年間延長する。 
この他、交際費支出の損金参入限度額の拡大、消費税中小企業者特例等などの制度

改正が行われた。 
 

3.1.3 研究開発税制 

15 年度に制度改正のあった、主な研究開発税制は次の通り｡ 

（１）試験研究費総額に係る特別税額控除制度の創設 
①試験研究費総額の売上金額に対する割合に応じた傾斜型控除率を設定した。 
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・時限措置（３年間）：10～12％  恒久的措置：８～10％ 
・税額控除の上限：法人税額の 12％ → 20％へ引き上げ 
・税額控除の上限超過額の繰越 → 1 年間 

  これまでの試験研究費の増加分に着目した制度に加えて、総額型控除制度を導入した。 
  これにより、研究開発に取り組むすべての企業（青色申告企業）がその恩恵を享受可

能になった。また、控除率が売上金額に対する試験研究費割合に応じて増加すること

で、研究開発への取り組みのインセンティブが付与されることが期待できる。 
②中小企業については、より高い税額控除率一律 15％（3 年間。恒久的措置は 12％）

が設定された。（中小企業技術基盤強化税制） 
③産学官連携の共同･委託研究についても、より高い税額控除率（3 年間。恒久的措置

は１２％）が設定された。（特別共同試験研究税制） 
（２）研究開発用設備の特別償却制度の創設 
   研究開発投資を更に支援するため、対象業種を限定しない特別償却率 50％の措置を

講ずる｡（普通償却とあわせると、 大で初年度に 94％程度の償却が可能） 
民間企業の研究開発設備投資を集中的に支援することにより、研究開発の加速を促す。 

 
 
３．２ 素形材産業における中小企業政策の利用の課題 
 
3.2.1 中小企業政策の変化と政策アクセス面での課題 

 60 年の歴史を有する戦後の中小企業政策において、 近の５年間は昭和 30 年代に次ぐ

転換期といえる。「機械工業振興臨時措置法（1956 年）」、「繊維工業設備臨時措置法（1956
年）」、「電子工業臨時措置法（1957 年）」を草分けとし、1963 年の｢中小企業近代化促進法

(以下､｢近代化促進法｣という｡)｣に代表される中小企業対策の流れは､この 1999 年の｢中小

企業経営革新支援法｣(以下､｢経営革新支援法｣という｡)の成立を一つの契機として、大きく

方向を変えつつある｡ 
 即ち、1980 年代までの中小企業政策においては、1969 年の改正近代化促進法に見られ

る様に、商工組合を中心に業種全体で中小企業構造改善計画を作成し、これに基づき業界

全体として設備の近代化や共同化を図る構造改善の取り組みが行われていた。それに対し

て、近代化促進法の後継法である経営革新支援法の下では、個別企業やグループが策定す

る経営革新計画が支援の対象となり、個別企業等が業界団体等を介せず直接、中小企業政

策の対象となった1。 
 こうした変化の背景には、①業種枠の中の構造改善では、イノベーション（経営革新）

を産み出す上で無理があることから、業種による政策的垣根を作ることが無意味となった

ことがある。 
 このような政策思想の変化については、それを明示的に示した 1999 年の「中小企業基

                                             
1 1990 年代の中小企業政策の方向転換については、松島茂「1990 年代の中小企業政策史のための覚書」

『社会科学研究』第 54 巻第 6 号(2003 年 3 月)に詳しい。  
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本法」の改正の際、国会やアカデミズムの場において、様々な議論を引き起こしたが1、政

策思想の是非とは離れて政策利用という観点から、一つの新たな課題を生み出した。 
それは個別企業重視の思想が中小企業者に対して、中小企業政策へのアクセスという新

たな課題を提起したことである。即ち、近代化促進法に基づく従来の業界団体毎の中小企

業構造改善計画においては、計画作成及び行政庁（業種所管大臣、つまり担当部局は原課）

への申請、認可のための説明等の手続きは行政へのアクセスに練達した団体が行い、中小

企業自身は計画によって認められた融資、税制上の優遇策等を受けるだけであったのに対

して、「経営革新法」の下では中小企業者自身が経営革新支援法の情報を入手して、内容を

理解し、経営革新計画を中小企業者自身が作成することとなる。しかしながら、中小企業

者の中には高い技術と経営革新能力を有しつつも、こうした行政情報の収集、理解さらに

はその利用のための書類の作成といった行政へのアクセス能力を欠いた者も少なくなく、

彼らは「やる気のある中小企業の育成」という新しい中小企業政策の視野に入りながらも

それを利用し難くなる可能性があるのである。  
この問題については経営革新支援法制定時において十分に意識されており、その結果、

経営革新計画の内容はそれまでの同種の計画よりも平易なものとなっており、また、中小

企業庁ホームページ2の経営革新部分において経営革新計画の説明を行い、さらに財団法人

中小企業総合研究機構のホームページ3でも申請書作成を補助するための「経営革新計画作

成キット」を掲載する等の配慮が行われている。 
しかしながら、中小企業から見るとそうした新しい中小企業政策についての知識がない

という問題があると共に、改正中小企業基本法のもと、力点が置かれているその他の施策

について同様な対応がとられているかというと、必ずしもそうではないという問題もあり、

中小企業の政策アクセス能力の強化という課題は、単に経営革新計画の簡素化により解決

される問題ではない。例えば、後の事例にも触れる技術開発政策においては、個々の中小

企業者が補助金申請書の作成のため多大な時間を費やさなければならず、多くの中小企業

者にとって利用の障壁となっている。 
また、例えば創業支援政策について財団法人中小企業総合研究機構が 2002 年の秋に実

施した「新規開業実態調査」調査によりその利用状況を見ると、創業関連政策の認知度は

第１表のとおりであり、行政アクセス能力の低い新規創業者は多くの政策を知らないとい

う結果になっている（表 3.2.1）。 

この数年、中小企業についての広報の重要性が再認識され、従来に比べバラエティに富

む多くの施策紹介パンフレットが揃えられ、2003 年 12 月からは『何でも相談ホットライ

ン』というワンストップサービスが解説される動きも見られるが、これも中小企業政策の 
対象が業界から個別企業へと方向転換していったことにより必然的に生じた個別企業への

直接政策の伝達の必要性から生じたことによるものであろう。  

                                             
1 改正中小企業基本法については、中小企業庁 (1999) 『中小企業政策の新たな展開』、中小企業庁編

(2000) 『中小企業経営革新支援法の解説』，『新中小企業基本法－改正の概要と逐条解説』，参照。  

また、これに対する論争については日本中小企業学会編(200１)『中小企業政策の「大転換」』参照。  
2 http://www.chusho.meti.go.jp/chu_top.html 
3 http://www.jsbri.or.jp/new-hp/index.shtml 
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表 3.2.1 創業時の創業施策の認知度 

 回答件数   ％   支援の種類 回答件数   ％ 
創業時セミナー  278  33.0% 技術開発支援補助金   137   16.3% 
相談指導事業   236  28.0% 財団等の金融支援   144   17.1% 
政策金融   592  70.3% ベンチャーフェア   111   13.2% 
信用保証   648  77.0% ビジネスインキュベーター    91   11.0% 
資料：財団法人中小企業総合研究機構 「新規開業研究会報告書」(2002 年) 

 
3.2.2 素形材産業における中小企業政策の利用の課題 

3.2.1 で述べたように中小企業政策のターゲットが個別企業に方向を変えた結果、個別

企業にも政策へのアクセス能力が求められるようになったのであるが、そのことの影響の

大きさは業種により異なる。 
例えば、経営革新法の経営革新計画についても、中心的目標である付加価値額及び一人

当たり付加価値額の伸び率目標をとっても、業種特性により設定しやすい業種とそうでは

ない業種がある。例えば、生産変動サイクルが大きい業種では、こうした目標を設定する

ことが他の業種より困難と考えられ、経営革新法の計画申請を躊躇する可能性があるだろ

う。また、技術開発関係補助金の申請のための多くの書面は小規模企業者にとって作成が

負担であろう。このような視点から見ると、行政へのアクセス能力の向上という課題を考

えるにあたっては業種特性が重要になる。それでは、素型材産業は行政へのアクセス能力

という角度からみてどのような特徴を有しているだろうか。以下、鋳造業を例にとりなが

らこれについて議論を試みる。 
 
（１）小規模零細性 
 素型材産業の第一の特徴は「小規模零細性」である。表 3.2.2 は鋳造企業（左列：鉄鋳

物、右列：非鉄鋳物）の従業者規模について示したものであるが、従業者数 20 人以下の

「基本法」上の小規模企業が企業総数の 80％強を占めている。また、従業者規模「1～4
人」の零細企業は総企業数の 4 割以上を占めており、この産業の小規模性、零細性を如実

に表している。ここで、従業者の中には経営者も含まれるため、従業者規模 1～4 名の企

業では、どう多く見積もっても管理・経営のために割くことができる人員は 1 名を超える

とは考えがたい。つまり、1 名の人間が生産以外の業務すべてを遂行しなくてはならない。

これが素型材産業の大多数を占める企業の実態である。 
 素型材産業はこのように小規模・零細性を特徴とするため、「企業が行政へ直接アクセス

する」ことを前提とする諸助成制度を利用することは、困難になる可能性がある。 
 すなわち、人的資源制約のため手続きを円滑に進められないことが、助成制度を利用し 
て経営革新する意思も能力もある者が制度利用を出来ない場合があり得るわけであり、こ

れを克服することが素型材産業の中小企業政策利用の課題となっている。 
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表 3.2.2 鋳造企業の規模 

  鋳鍛造品製造業 非鉄金属加工品製造業 

  企業数 割合 企業数 割合 

1-19 人 4,899 81.0% 3,463 82.2% 

20-299 人 1,121 18.5% 692 16.4% 

300 人以上 28 0.5% 58 1.4% 

企業数合計 6,048 100.0% 4,213 100.0% 

（資料：平成 10 年商工業実態基本調査報告書） 

 
（２）下請性 
 前述(1)で素型材産業は小規模零細性が強いことを指摘したが、小規模であるということ

は、「下請性が強い」という第二の特徴へ結びつく。表 3.2.3 は各産業における中小規模企

業の下請実態を示したものであるが、従業者規模 300 人未満という規模では業種にかかわ

らず下請割合が高いと言えよう。したがって、従業者数 20 人未満の企業が 8 割強を占め

る鋳造業は、極めて下請け性の強い業種である考えられる。 
 このように強い下請性のもとにあった素型材産業にとって「個別企業の支援」を基本と

する新中小企業政策は、今まで煩瑣な取引上の事務処理を親企業に「アウトソーシング」

し、分工場的立場で生産に専念してきたところに新たな事務を発生させることを意味する

ものであり、この点でも新たな対応を迫るものである。 
 

表 3.2.3 各産業における中小規模企業（300 人未満）の下請実態 
  

  
下請企業数割合(%) 

売上に対す
る下請割合

(%) 

製造業計 47.9 77.9 

食品 8.6 58.2 

繊維 76.4 79.9 

衣服 70.8 86.4 

化学 23.4 59.8 

石油・石炭製品 11.8 14.0 

プラスチック 58.5 77.7 

窯業・土石 27.0 71.7 

鉄鋼 47.4 60.8 

鋳鍛造品 48.0 65.4 

非鉄金属 45.4 68.6 

非鉄金属加工品 47.1 69.7 

一般機械器具 59.2 78.9 

電気機械器具 65.2 83.1 

輸送用機械器具 69.3 85.9 

精密機械器具 58.8 79.3 

その他製造業 31.4 76.0 

（資料：平成 10 年商工業実態基本調査報告書） 
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（３）標準化されていない技術 
素形材産業においても多品種少量化は進行しており、ロットあたりの個数は１個から数

万個と製品により、また、企業により極めて多様である。多品種少量化への対応力は中小

企業の競争力の源である。だが、これによって技術の標準化が極めて難しくなるという側

面も見逃すことはできない。 
技術を標準化できないという特徴が、中小企業の競争力向上要因になるのか、阻害要因

になるのかという議論は別の機会に譲るとしても、公的支援を受ける際には不利になると

思われる。なぜならば同業他社がある公的支援を受けて業績を上げたとしても、企業ごと

に技術内容が違っていれば、同じ公的支援を申請することが自社にとっても良いことなの

かどうかは分からないからである。 
新中小企業政策が「個別企業の支援」を基本としているということは、それぞれの中小

企業が「支援内容は自分の会社に適しているのか」「自分の会社は支援対象となるのか」を

それぞれ独自に判断しなければならないということを意味する。そのためには個々の中小

企業が、情報を収集し咀嚼する、自社の状況を客観的に分析する、長期的経営戦略を策定

する等の作業を独自に行わなくてはならないが、これは容易なことではない。 
 

3.2.3 素形材産業における中小企業政策の利用促進の方途と事例 

上記のような産業特徴を有する素型材産業の企業が産業特性を考慮しない中小企業政

策へのアクセス能力を高め、十分に利用していくためには、中小企業政策について業種特

殊性を意識しつつアレンジする仕組みが必要である。業種ぐるみ対策である近代化促進法

では「定義として」こうした視点が組み込まれており、計画を遂行することが業界団体の

重要な任務であった。個別企業支援の時代になっても中小企業政策を業種別にアレンジす

ることの必要性は減じていないにもかかわらず、実際にはこれを境に中小企業－業界－原

課行政－中小企業庁というリンクは途切れ、業界と原課行政の位置付けは大きく低下した1。 
いわば一般向けの中小企業政策を特定の業種の企業をつなぐリンクが失われたのであ

る。 
一般中小企業の行政へのアクセスという点については、 
① 中小企業政策における広報活動の強化、 
② 個別政策の申請手続き、必要書類の簡素化があり、（まだ十分とは言えない可能性は

あるものの）既に多くの取り組みが開始されている。 
③ 業界組合等による業界毎の中小企業施策の利用方途紹介、 
④ 業種特性を理解し、かつ、行政アクセス能力の高い企業アドバイザーの育成 

 
③については今後の業界としての課題であるが、従来、前例のあるものでありここでは

                                             
1 正確には中小企業庁の行政が業界ぐるみの対策から離れ始めた兆候は、1990 年代よりかなり遡る。た

とえば産地組合に単位をおいた「産地中小企業対策臨時措置法」(1979 年)は、「原課の弱体化」と「業

界団体の弱体化」（松島(2003)p.27）をもたらし、これをさらに推し進めたのは、1980 年代後半の「異

分野中小企業者の知識融合による新分野の開拓に関する臨時措置法」の頃である。当時既に、中小企業

庁内では組合中心の高度化融資は限界があるとの議論が様々な場で行われ、高度化融資を組合以外にも

例えば緩やかな事業提携や個別企業にも注入する理論的枠組みの整理が模索されていた。 
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扱わない。こうした整理のもと、④の個別企業単位の政策アクセス能力の強化を各企業は

どのように行っているのであろうか。 
 以下では、素形材産業の個別中小企業が各種中小企業政策を④に近い方法で活用してい

る事例を紹介しよう。 
 
IT 専門家の支援により公的支援を活用した多摩冶金の事例 
 多摩冶金株式会社は従業員約 50 名、中小規模の熱処理企業である。多品種少ロット加

工を特徴としており、約 1000 社の顧客を持つ。多摩冶金のような多品種小ロット生産の

熱処理業を特徴づける要素は、①超短納期、②各種情報の錯綜、③顧客との間の情報格差、

の３つであろう。 
 
① 超短納期 

熱処理は生産の一工程を独立して担うため超短納期である。通常の納期は 2 日、短

いものでは「朝に引受、夕方に納品」というものもある。しかし熱処理加工そのもの

の時間を短縮することは品質の面から難しく、生産前・後工程の業務プロセスを改善

することで納期の短縮化に努めてきた。 
だがこうした改善活動も限界に近くなり、残された方法は製品引受と加工のタイミ

ングを合わせること、すなわち自社と顧客の「生産スケジュールの同期化」を図るし

かない状況にまで達した。つまり、多摩冶金側の生産スケジュールを公表し、顧客は

そのタイミングに併せて加工順序を調整するという方法でしか更なる超短納期は難し

いというところまできていた。 
② 各種情報の錯綜 

 熱処理加工の処理パターンは数百種類に及ぶ。その上、多摩冶金が抱える約 1000 社

の顧客は、それぞれに特徴的な製品、材質を持っており、要求する納期、品質水準も

違う。また、取引頻度やロットあたり重量にも差があるため、顧客ごとに価格設定の

計算式も違ってくる。つまり、約 1000 社の顧客それぞれに対して、個別の仕様書を作

成し、工程計画を立て、一社一社間違いのない価格計算をしなくてはならない。 
 約 1000 社の顧客情報と数百種類の加工処理情報を掛け合わせ、多摩冶金は日々、膨

大な種類の情報を処理しながら加工を行っている。中小企業としては比較的多い熟練

者を抱える多摩冶金であるが、それ以外の従業者でも間違いなく業務を遂行するため

のツールが必要であった。 
③ 顧客との間の情報格差 

 熱処理は見えない加工である。どのような処理をしたのか、製品の外観からは分か

らない。これは顧客にとってはきわめて不都合である。たとえば金型メーカーが「10
万ショット」を謳った製品を作って売ろうとしても、本当に 10 万ショットが実現でき

るかどうかは熱処理加工の品質によるところも大きいため、自社製品でありながら 10
万ショットの耐久性が完全には保証できないということになる。こうした欠点を補う

ため、熱処理では製造履歴を保管し traceability を保証するのであるが、毎日 300 件

ほど受ける注文の製造履歴を長い期間保管することから、情報の格納と取り出しの方

法が難しかった。 
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また、熱処理加工は「処理パターンの似た製品を組み合わせて釜に入れる」という

作業であるため、顧客側から見れば自社製品が「いつ、どの釜に入れられて、いつ頃

出来上がるのか」が極めて分かりにくい。顧客といえどもその大多数は厳しい納期を

課せられている部品サプライヤーであるため、多摩冶金に対して「今どこまで進捗し

ているのか、いつ出来上がるのか」という電話が 1 日平均 170 件押し寄せていた。 
これらの問題はすべて「多摩冶金が知っていること」と「顧客が知っていること」

の間にあまりに大きな格差があったために生じていたと考えられる。この格差を解消

することは顧客の不安を解消することになり、営業上・運営上極めて良い結果が期待

できたが、その為のツールが必要であった。 
 
 以上、①②③に挙げたような背景を持ちながらも、「立地条件の良さ」と「どのような金

属製品にも熱処理は必要である」という特徴のため、悪くはない業績を挙げ続けていた。

しかし 1990 年代に入ってからの不況、また製造業の中国進出の影響を受けて売上げは減

少し、ここに至って経営課題の明確化と上で指摘した課題のソリューション探索を開始し

た。 
 2001 年には「戦略的情報化投資活性化支援事業（ITSSP 事業）」を利用し IT 専門家を

派遣してもらい、専門家による提案を踏まえ 2002 年 1 月に社内に次期システム（新たな

ビジネスシステムの構築）検討プロジェクトを発足させ、同年 5 月には「IT 活用型経営革

新モデル事業」の申請を行い、10 倍の倍率の中で採択を得て、必要経費の半分の補助金を

受け IT 活用型新システムを開発・完成させた。 
 IT 活用型新システムの完成により、多摩冶金の熱処理スケジュールをネット上で公開し、

顧客はそれを見て加工順序を考えるという「生産スケジュールの同期化」が可能となり、

「加工待ち」というムダな時間を削減することができた。また、加工に関する情報や顧客

情報のデータベース化も進み、必要な情報を必要な時に、必要なフォーマットで瞬時に取

り出すことができるようになった。これにより、未熟練者であっても仕様書作成、納品・

請求書作成、入金管理、顧客基本情報管理といった業務を間違いなく遂行できるようにな

った。製造履歴の traceability もデータベース化で格段に向上した。 
 さらに web 上で加工進捗状況を公開するため、顧客は自分の製品が今どういう状態にあ

るかを知ることができ、問い合わせ件数は激減して事務効率が増した。同時に、従来から

顧客を悩ませていた情報格差が解消されていることから、新規顧客獲得にも効果を表した。 
 このように多摩冶金は IT 活用型新システムの開発により業績を大きく向上させた。同

システムに投資した金額の半分は「IT 活用型経営革新モデル事業」によって補助されてい

ることから、多摩冶金の事例は「やる気のある企業を個別に支援する」新中小企業政策が

極めてうまく機能した好事例であると言えよう。 
 だが、多摩冶金が政策情報へアクセスし、支援を受け、事業を完了するまでの過程には、

新政策が抱える問題点が多く散見されるため、以下、それについて述べる。 
 まず政策情報へのアクセスであるが、これは外部機関が大きく関係している。そもそも

多摩冶金が「ITSSP 事業」や「IT 活用型経営革新モデル事業」を利用できたのは、山田

仁社長が社団法人 TAMA 産業活性化協会へ入会したからである。TAMA 協会は、ITSSP
事業の補助により IT 専門家の無料派遣を実施しており、そこから派遣された専門家が「IT
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活用型経営革新モデル事業」というものがあること、そしてこの事業が多摩冶金にぴった

りであることを伝えた。TAMA 協会へ入会する以前は、公的助成の情報は全くと言って良

いほど入ってこなかった。 
つまり、多摩冶金のように自社の問題点を把握し、それを革新していこうという意欲が

ある企業であっても、政策情報へ直接アクセスことはできず、TAMA 協会という外部機関

の仲介があって初めて公的支援が活用できたのである。 
 さて、多摩冶金のケースでは、支援の申請－認可－システム開発－システムの検証と移

行といったすべての段階において、IT 専門家が大きく活躍している。 
 IT 専門家が果たした役割とは、「経営課題の解決に IT をどう使うかの提案」、「システ

ム設計の援助」、「設計書の検討」、「業者の選定補助・管理・監督」、「 終的なシステム検

証」等である。IT 専門家は多摩冶金側に立ち、多摩冶金の業務内容を良く理解した上で、

同社の要求内容を IT 企業側へ旨く伝える「橋渡し的存在」として機能したのである。 
 ただし、多摩冶金といえども個別企業の多くの書類作成は免れなかった。各種書類作成

に掛かった時間は、システム開発に要した時間と同じぐらい膨大であり、現在残されてい

る書類だけでも本棚 1 列分を超えている。 
 行政のアカウンタビリティーを保証するためには、ある程度の書類を残しておくことは

避けられないが、それが中小企業の経営効率を損ね政策利用の大きな制約となるならば、

これを補助してくれる外部の助けが必要となってくるであろう。 
 
3.2.4 総 括 

 以上、中小企業政策の転換の中で新たに現れてきた行政アクセス能力という問題を論じ、

それを業務に精通した外部人材により克服した例を紹介した。こうした専門家利用促進の

一つの手助けになるのは本年４月から開始される「中小企業 OB 人材マッチング」事業で

ある。同事業は一定の技能等を修得した大企業の OB 人材を中小企業総合事業団に登録し、

そうした技能等を必要とする中小企業に商工会議所を通じて斡旋する事業であり、当初は

販路開拓に大企業のコネクションを利用することができないかというものであった。しか

しながら、大企業 OB 活用の良い一つの点は技術者であっても書面作成等の事務は慣れて

いることであり、また、行政との接点も多いことである。これらの引退組を中小企業のア

ドバイザーとして利用することは、中小企業にとって低コストで行政アクセス能力を補完

することにつながり、また、OB 人材にとってもボランティア等とは異なる「価値のある

（相手が対価を支払ってもよいと思う）」仕事が得られ、経済社会への参加の機会が与えら

れる面で好ましいものであろう。 
 
［参考文献］ 
中小企業庁編(1999)『中小企業政策の新たな展開』，同友館 
中小企業庁計画部計画課(2000)『中小企業経営革新支援法の解説』，(財)通商産業調査会 
中小企業庁編(2000)『新中小企業基本法－改正の概要と逐条解説』，同友館 
企業日本中小学会編(2001)『中小企業政策の「大転換」』,同友館 
松島茂(2003) 「90 年代の中小企業政策史のための覚書」『社会科学研究』第 54 巻第 6 号

(2003 年 3 月) 
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第Ⅱ部 海外の環境変化と中国との関係 
 

第４章 海外の環境変化と中国との関係 

４．中国の素形材産業・ユーザー企業の動向 

４．１．中国の素形材の生産量・輸出入量の推移 

4.1.1.中国の素形材の生産量推移 

中国の鋳造品の生産量は、2002 年には 1,626 万トンであり、対前年比 8.9％の増加であ

った。品目別に見ると、ねずみ鋳鉄が 984 万トン（全体の 61%）、球状黒鉛鋳鉄が 299 万ト

ン（全体の 18％）となっている。鋳造品の生産量は、1998 年に下がっているものの、近年

その生産量は拡大している (表 4.1.1) 。 

 自動車需要の伸長に伴う自動車工業の成長、建築需要の拡大、国家的な大規模インフラ

開発などから、鋳造品の生産量は増加しており、オリンピックや万博をひかえさらに鋳物

需要は拡大するものと思われる。また、外資系製造業が生産拠点を中国に移転するに伴い、

鋳物等の部品の現地調達化が促進されていることも鋳物需要を押し上げている。中国鋳造

協会では、拡大する需要に対して、中国鋳造品の生産技術の遅れ、機械化レベルの低さ、

労働生産性の低さを認識して、海外から新プロセス、新技術、新設備等の導入を行い、鋳

造品の技術の向上に取り組んでいる。 
 

表 4.1.1  中国の品目別鋳造品生産量の推移 

(単位 : トン) 

品目 

年 

ねずみ 

鋳鉄 

球状黒鉛 

鋳 鉄 
可鍛鋳鉄 鋳鋼品 

銅合金 

鋳物 
Al鋳物 Mg鋳物 亜鉛鋳物 

その他

用鋳物 
合計 

1992 7,858,000 1,132,000 418,000 1,538,000 108,000 445,000 ― 47,000 69,500 11,615,500 

1993 8,250,900 1,267,840 404,200 1,722,560 120,960 467,250 ― 50,290 71,580 12,355,580 

1994 7,607,330 1,321,230 364,590 1,610,590 100,400 495,290 ― 52,300 74,440 11,626,170 

1995 7,303,037 1,341,049 422,195 1,578,378 104,404 530,951 ― 51,986 ― 11,332,000 

1996 6,945,188 1,434,923 367,310 1,404,756 92,920 594,665 ― 63,423 ― 10,903,185 

1997 6,875,736 1,564,066 354,454 1,453,922 96,079 660,078 ― 76,107 ― 11,080,442 

1998 6,305,380 1,431,238 293,488 1,304,801 95,112 686,481 ― 77,506 ― 10,194,006 

1999 7,912,026 2,063,192 359,923 1,353,079 107,857 735,908 ― 115,491 ― 12,647,476 

2000 8,639,966 2,333,470 400,594 1,542,510 119,937 799,196 ― 118,956 ― 13,954,629 

2001 9,002,844 2,730,160 428,235 1,590,32 137,208 878,287 ― 121,930 ― 14,888,992 

2002 9,840,108 2,994,986 451,788 1,692,109 156,966 979,290 ― 146,316 ― 16,261,563 

資料 : 『平成 14 年版  素形材年鑑』 (財団法人素形材センター )、および Modern Casting December 2003 

 1) 数値はすべて推定重量となっている  

2) マグネシウム鋳物はアルミニウム鋳物に含まれる  

 
中国の金型の生産量は、中国模具工業協会の調査1 によれば、2001 年には約 316 億元 
 (2003 年 2 月のレートで円換算すると凡そ 4090 億円)、前年比 13%の増加であった。ま

                                             
1 「中国の金型とその製造設備の市場概況」(中国模具工業協会発行  2002 年 5 月 10 日ニュースレター抄訳 )  (中国

模具工業協会副秘書長  周永泰著、㈱黒田精工  黒田彰一訳、 (有 ) iDO デジタル出版 )  
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た過去 10 年間の前年比伸び率をみると、毎年 10%以上の成長を示している。(表 4.1.2) 

近年、中国の金型工業が急速に発展してきた背景は、外資系企業が生産拠点を中国に移転

していることや、機械産業政策の中で金型産業を重点分野として強化してきたことがある。 
 

表 4.1.2 中国の金型生産額(推定)         (単位 : 1 億元) 

年度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

金型生産額〔推定〕 60 80 100 110 130 145 160 200 220 245 280 316 

前年比伸び率 (%) ― 33.3% 25.0% 10.0% 18.2% 11.5% 10.3% 25.0% 10.0% 11.4% 14.3% 12.9% 

資料 : 「中国の金型とその製造設備の市場概況」 ((有) iDO デジタル出版 ) 

 
4.1.2 中国の素形材の輸出入量推移 

中国の金型の輸出額は、2001 年に約 1 億 8775 万ドルであり、前年比で 8%の増加であ

った(表 4.1.3)。また、同年の輸入額は約 11 億 1174 万ドルであり、前年比 14%の増加と

なっている（表 4.1.4）。金型に関しては、輸入額が輸出額を大幅に上回っているが、これ

は資本財、部品を輸入し、それを加工して輸出する中国の機械産業において、マザーマシ

ンとしての金型が重要な輸入品目となっていることや、大型、精密、あるいは構造が複雑

で高精度の金型は、中国製品の性能が不充分なため、輸入に依存していることによる。 
 

表 4.1.3 中国の金型輸出額                     (単位 : 1 万ドル) 

年度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

輸出額 1,452 ― 3,000 ― 3,890 4,941 7,000 9,428 9,428 13,300 17,374 18,775 

前年比伸び率 (%)  ―  ―  ―  ―  ― 27.0% 41.7% 34.7% 0.0% 41.1% 30.6% 8.1% 

資料 : 「中国の金型とその製造設備の市場概況」 ((有) iDO デジタル出版 ) 

 
            表 4.1.4 中国の金型輸入額          (単位 : 1 万ドル) 

年度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

輸入額 21,360  ― 42,000  ― 67,500 81,100 91,799 63,000 66,300 88,300 97,700 111,174 

前年比伸び率 (%)  ―  ―  ―  ―  ― 20.1% 13.2% -31.5% 5.2% 33.2% 10.6% 13.8% 

資料 : 「中国の金型とその製造設備の市場概況」 ((有) iDO デジタル出版 ) 
 
４．２ 中国の素形材ユーザー産業の生産量推移 
4.2.1 自動車産業 

2002 年の中国の自動車生産台数は、約 325 万台、前年比 39%の大幅な増加となっている

(図 4.1.1)。2002 年に自動車生産台数は急激に伸長しており、中国はアメリカ、日本、ド

イツ、フランスに次ぐ世界第 5 位の自動車生産国になっている(表 4.1.5)。 

中国の自動車生産量が急増したのは、自動車の内需市場が急速に広がっているほか、フ

ォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ（GM）、ホンダ、トヨタ、ダイムラー・クライスラ

ーなど、世界の主要メーカーが次々と中国へ進出し、現地生産に乗り出しているからであ

る。また、 国務院発展研究センター産業経済研究部の「中国自動車市場ニーズ予測」によ

ると、2010 年までに、中国の自家用車台数が 1466 万台になるとの予測を示している。
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資料 : 「世界の自動車生産」 (国際自動車工業連合会 (OICA))  

図 4.1.1 世界の四輪車生産台数 伸び率の推移 

 

 

表 4.1.5 世界の四輪車生産台数 

                              (単位 : 千台)    

    1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 

台数 12,131 12,006 13,025 12,800 11,425 12,275 
アメリカ 

前 年 比 伸 び 率 ― -1.0% 8.5% -1.7% -10.7% 7.4% 

台数 10,975 10,050 9,895 10,144 9,777 10,258 
日 本 

前 年 比 伸 び 率 ― -8.4% -1.5% 2.5% -3.6% 4.9% 

台数 5,023 5,727 5,688 5,527 5,692 5,469 
ドイツ 

前 年 比 伸 び 率 ― 14.0% -0.7% -2.8% 3.0% -3.9% 

台数 2,580 2,954 3,180 3,348 3,628 3,693 
フランス 

前 年 比 伸 び 率 ― 14.5% 7.7% 5.3% 8.4% 1.8% 

台数 1,580 1,628 1,830 2,069 2,334 3,251 
中 国 

前 年 比 伸 び 率 ― 3.0% 12.4% 13.1% 12.8% 39.3% 

台数 2,818 1,954 2,843 3,115 2,946 3,148 
韓 国 

前 年 比 伸 び 率 ― -30.6% 45.5% 9.6% -5.4% 6.8% 

台数 2,562 2,826 2,852 3,033 2,850 2,855 
スペイン 

前 年 比 伸 び 率 ― 10.3% 0.9% 6.3% -6.0% 0.2% 

台数 2,257 2,173 3,059 2,964 2,533 2,628 
カナダ 

前 年 比 伸 び 率 ― -3.7% 40.8% -3.1% -14.5% 3.7% 

台数 1,936 1,976 1,974 1,814 1,685 1,821 
イギリス 

前 年 比 伸 び 率 ― 2.1% -0.1% -8.1% -7.1% 8.1% 

資料 : 「世界の自動車生産」 (国際自動車工業連合会 (OICA))                   

1)1999－2002 年のフランス、イギリス、カナダは、全メーカーの生産台数合計値から伸び率を計算  

2)ドイツは以下の企業のベルギーにおける組立台数を含む : GM (1999-2002 年)、VW (2000-2002 年) 
 



 69

4.2.2 電気・電子産業 

2001 年の主要家電製品の生産台数は、家庭用冷蔵庫 1351 万台（対前年比 5.6％増）、家

庭用洗濯機 1342 万台（対前年比 7.6％減）、カラーテレビ 4094 万台（対前年比 4％増）、ビ

デオレコーダ 1134 万台（対前年比 44％増）であり、特に AV 家電の生産量の伸びが大きく

なっている（図 4.1.2）。 

また、パーソナルコンピュータは、2001 年に 878 万台（対前年比 30％増）、携帯電話機

は 2001 年で 8351 万台（対前年比 63.2％増）であった（表 4.1.6）。情報産業省によれば、

2003 年の携帯電話生産量は 1 億 6000 万台で世界 大となり、中国の生産シェアは世界全

体の３割に達した。 

 白物家電大手の海爾集団やテレビメーカーの長虹電気など中国企業が国際的競争力を持

つ有力企業に成長する一方で、WTO 加盟後の中国市場本格開放への期待が高まると共に、

国際的価格競争の激化に伴うグローバルな生産拠点として、中国の重要性が高まり、欧米、

日本などの外資企業による中国への生産拠点移転、中国国内メーカーとの包括提携等が急 

速に進展している。 

 

 

 

図 4.1.2 中国における主要家電製品の生産台数の推移 
資料 : 『中国統計年鑑』 (中国統計出版社 ) 
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表 4.1.6 中国の主要情報通信機器生産量の推移 

 

年 
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝ 

ﾋﾟｭｰﾀ(万台) 

携帯電話機 

(万台) 

ﾍﾟｰｼﾞｬｰ 
(万台) 

電話機 

(万台) 

ﾌｧｯｸｽ機 

(万台) 

ﾌﾛｯﾋ ﾟｰﾃ ﾞｨ

ｽｸ(億枚) 

1990 8.21   ―   ―   ―   ―   ―  

1991 16.25   ―   ―   ―   ―   ―  

1992 12.62   ―   ―   ―   ―   ―  

1993 14.66   ―   ―   ―   ―   ―  

1994 24.57   ―   ―   ―   ―   ―  

1995 83.57  13.10  467.70    ―    ―    ―  

1996 138.83  358.58  704.94  7960.82  137.87  8.11  

1997 206.55  417.61  909.84  8653.71  162.51  5.38  

1998 291.40  855.20  1178.80  6520.48  128.69  4.04  

1999 405.00  2020.60  952.00  7139.93  159.99  4.60  

2000 672.00  5116.70  705.40  9579.99  196.29  4.73  

2001 877.65  8351.10  295.80  10302.74  318.19  4.88  

  資料 : 『中国産業ハンドブック』 (蒼蒼社 )                 

 

4.2.3 機械産業 

工作機械の生産額は、2002 年には 22 億 3900 万ドル(推定速報値)となり、前年比で 18.5%

の増加となっている（表 4.1.7）。そのうち、国内需要額は 40 億 5000 万ドルであり、前年

比で 22.9%増加している。また、輸出額が 2 億 6400 万ドル、輸入額は国内生産額とほぼ同

規模の 20 億 7500 万ドルであり前年比 26.6%の伸びを示している（表 4.1.8）。 

中国国務院発展研究センターの産業景気分析報告によると、2003 年 6 月現在で、前年比

も景気ポイントが上昇した産業分野は、機械製造で約 30 ポイントの増加であった。機械

産業が大きく伸長している要因の一つに、1990 年代後半以降、安価な労働力を背景に、外

資系企業の誘致を積極的に行った結果、欧米、日系製造業が中国に生産拠点を設置したこ

とが挙げられる。加えて、自動車、電気、電子等の中国地場企業が急速に成長してきたこ

とも、機械需要を拡大する要因となっている。機械需要への旺盛な需要があるものの、中

国で生産される機械は技術的に低・中レベルの製品が主流であり、外資系企業が必要とす

る NC 工作機械等の高レベルのものは輸入に依存せざるを得ず、輸入額が輸出額を大きく上

回っている。 

 
表 4.1.7 中国の工作機械(切削型) の生産額 

（単位：100 万ドル） 
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

生産(100 万ドル) 1156 1547 1536 1250 1167 1139 793 1287 1455 1889 2239 

前年比伸び率(%) ― 33.8% -0.7% -18.6% -6.6% -2.4% -30.4% 62.3% 13.1% 29.8% 18.5% 

資料 : 『アジアの金型・工作機械産業』 (アジア経済研究所 )    
1) 2002 年の生産は推定速報値     
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表 4.1.8 中国の工作機械(切削型) の輸出額・輸入額・内需額 

 （単位：100 万ドル） 
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

輸出(100 万ドル) 165 175 197 217 208 227 180 192 246 232 264 

前年比伸び率(%) ― 6.1% 12.6% 10.2% -4.1% 9.1% -20.7% 6.7% 28.1% -5.7% 13.8% 

輸入(100 万ドル) 548 1150 1173 1362 1565 973 904 983 1252 1639 2075 

前年比伸び率(%) ― 109.9% 2.0% 16.1% 14.9% -37.8% -7.1% 8.7% 27.4% 30.9% 26.6% 

内需(100 万ドル) 1539 2522 2322 2395 2524 1885 1517 2078 2641 3296 4050 

前年比伸び率(%) ― 63.9% -7.9% 3.1% 5.4% -25.3% -19.5% 37.0% 27.1% 24.8% 22.9% 

資料 : 『アジアの金型・工作機械産業』 (アジア経済研究所 )    

１）輸出入には中古機を含む。内需=生産－輸出+輸入     

２）2002 年の生産は推定速報値      
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第５章 中国への日系企業の進出状況について 

 

５．１ 中国への日系企業進出概況 

―鋳造品・金型のユーザー企業および製造メーカーの進出状況― 

 

5.1.1 鋳造品および金型のユーザー企業の中国進出概況 
(１)鋳造品ユーザー 

 経済産業省『工業統計表』によれば 2001 年の鋳造品総出荷高は重量で 575.9 万トン／前

年比 0.9％減、金額では１兆 7,493 億円／前年比 1.6％減であった。素材別にみると、鉄系

鋳物は重量で 76％、金額で 51％を占める(金額で前年比 6.7％減)。非鉄系鋳物は金額的に

前年比 5.2％増で、アルミ合金(総出荷額の 16％)とアルミダイカスト(26％)が主である。 

 ユーザーをみると、重量基準でも金額基準でも、圧倒的な比重を占めて第１位なのは自

動車産業、第２位は一般機械産業である。特にアルミ合金の 92.8％、アルミダイカストの

75.9％が自動車向けで比重が高く、また全生産重量の 41％を占めるねずみ鋳鉄でもその

61.6％が自動車向けである。 

 

(２)金型ユーザー 

 2001 年の金型国内出荷高は 1 兆 5700 億円(前年比 11％減)であった。ユーザーは量産組

立型のあらゆる産業ほかであるが、金額的にみて 大のユーザー産業は、家電、情報機器、

OA 機器、そして自動車産業である。量産鋳造品もダイカスト用金型、鋳造用金型で成形量

産されるが、金型全体の出荷高に占める比率は 8％と低い。出荷高の大きいのはプレス用

金型とプラスチック用金型で、それぞれ 40％前後を占める。1 

 したがって、鋳造品および金型のユーザー企業の中国進出概況をみるには、自動車及び

家電･情報機器関連企業の中国進出動向をみることになる。 

 

 (３)鋳造品・金型の日系ユーザー企業の中国進出概況 

 はじめに経済産業省『日本企業の海外事業活動』H15 年刊を中心に日系企業の中国進出

概況をみてみよう。 

１)中国進出日系製造業の全体概況 

イ)2000 年時点の中国日系製造業の法人数と業種別概況： 

 2000 年現在、日本の海外法人企業数は全世界で 14,991 社にのぼるが、地域別にはアジ

アが 7,244 社／50％弱で も多い（第 2位は北米地域の 3,316 社）。国別には第 1 位が米国、

中国は第 2 位の 2,530 社(全世界の 17％弱)で、ASEAN４の合計 2,478 社を超えた。 

 2000 年の中国日系法人 2,530 社のうち製造業が 1,540 社(米国は 1,368 社)、内訳は電機

機械の 382 社が も多く、次いで繊維 255 社、輸送機械分野は 108 社、第 5 位である(米国

の輸送機械分野の日系法人数は 246 社)。鋳造品と金型のメーカーも含まれている一般機械

では 130 社、非鉄金属と精密機械では 39 社と 58 社となっている。 

ロ)中国日系法人数の推移 ―新規設立と撤退― 

 日本企業の年間海外現地法人設立数は 1995 年の 1200 社をピークに、その後 5 年連続し

て減少し、2000 年度は全世界で 367 社(前年比 42 社減)であった。アジア地域も 159 社で

                                             
1 素形材センター『素形材』2003 年 4 月 
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16 社減少したが、中国だけは前年比 3 社増の 67 社であった。製造業・地域別区分のクロ

スではアジアが 91 社で も多く、うち中国が 37 社で北米地域全体の 38 社とほぼ同数であ

った。他方、2000 年度の海外事業撤退企業数は、過去 多の 696 社となった(新規進出と

の差引きで日系海外事業所数が全世界で 329 社減少)。製造業・地域のクロスでみるとアジ

アからの撤退が 138 社と全世界 279 社の撤退数のほぼ半数を占めた。うち中国からの撤退

数は 49 社で、新規設立 37 社との差引きでは 12 社減少となった。中国の場合、 も多い撤

退理由は需要の見誤りで 22％、次いでローカルメーカーとの競争で 6.8％、第 3 位は現地

パートナーとの対立 3.4％であった。 

 

２)中国日系製造業の生産動向 ―日系法人の売上高増加 

イ）日系現地製造の生産規模･売上高の増大 

 新規設立と撤退との差引きで企業数は減少しているが、日系製造業の中国現地法人の従

業員総数をみると、98 年の 41.5 万人から、99 年の 51.5 万人、2000 年の 59.3 万人へと増

大し、また製造業部門総計でみた中国現地法人の売上高は 1999 年度比 23.8％増の５兆 788

億円となった。この 2000 年度実績では、いまだ ASEAN4 での日系製造業の売上高 7 兆 7,476

億円(従業員 92.1 万人)には及ばないが、その成長速度からすると早晩追いつき、追い越す

ものとみて良い(なお緊密度を高める香港の日系法人売上高は２兆 2,250 億円)。 

ロ)鋳造品と金型の日系ユーザー産業の中国における生産拡大： 

 製造業のうち鋳造品および金型のユーザー先である 5 つの産業分野の中国法人売上高も

すべて増大している。 多企業数の電機機械で＋23.6％の 2 兆 6,281 億円、第２位の輸送

機械で＋29.3％の 5,057 億円、一般機械で＋30.0％の 4,651 億円、精密機械で＋15.8％の

2,910 億円、非鉄金属で＋32.3％の 1,046 億円であった。 

 売上高 大の電機機械分野は、生産台数シェアでは中国製が世界第 1 位という商品が並

んでいる(白物家電、ＡＶ機器、情報機器など)が、普及型レベル商品では価格競争が激化

している1。他方、デジタル家電など先端商品の生産は開発問題がいまだ多く、また知的財

産の流出を懸念することもあって 近は国内生産が増大し、日系企業の中国進出も一区切

り感がある。それに対して、2000 年時点の乗用車分野ではまだ日系ビッグスリーのうち本

格的生産をしていたのは 1998年設立の広州のホンダだけであった。2002年にはトヨタが、

ついで日産も中国での本格的生産を開始する。VW、GM の増産も含め、2003 年の中国の自動

車生産は約 440 万台弱まで急増した(乗用車倍増の 200 万台が寄与)。2004 年に入り、日系

ビッグスリー各社は広州地域に形成された部品メーカー集積を活用しての一層の生産拡大

を目指している(ホンダは年産 2 倍の 24 万台＋輸出専用車、トヨタは新規にエンジン 50

万台生産と 2006 年から乗用車生産― 終 30 万台 ―、日産は乗用車 15 万台)。その自動車

部品産業集積はドアサッシからブレーキまでの進出済み日系部品メーカー約 70 社を核に、

ローカルメーカーを含めると約 200 社規模というが、今後の日系メーカーの進出・増産に

は一層の部品メーカーの質的･量的拡大が望まれている2。今後、中国の日系ユーザーから

の鋳造品および金型需要は自動車産業を中心に急速に拡大するものと予想されるが、他方、

鋳造品メーカー及び金型メーカーの中国進出状況はどのようなものであろうか。  

                                             
1 中小企業金融公庫調査部『電機･電子機器産業におけるアジア各国間の分業構造と日系中小企業の対

応』中小公庫レポート 2003 年３月 
2 『日本経済新聞』2004 年 1 月 19 日 
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5.1.2 鋳造品メーカーと金型メーカーの中国進出概況 

5.1.2.1 資金力・派遣人材余力のない中小規模メーカーの業界： 
 完成品メーカーおよび大手部品メーカーの現地法人内製も少なくないと思われるが、こ

こでは独立の鋳造品メーカーと金型メーカーを対象に中国進出状況をみてみたい。 

 経済産業省編『工業統計表(産業編)』平成 13 年度版でみると、独立の鉄系鋳造品事業所

は 1,090、うち従業員 300 人未満の中小事業所が 1,076 社、98,7％を占める(1,000 人以上

は 1 ヵ所)。非鉄系(アルミ、アルミ合金、銅など)鋳造品事業所は 1,529、うち従業員 300

人未満の事業所が 1,521、99.5％を占める(500 人以上はアルミダイカストで 2 事業所のみ)

で、いずれも中小企業業種である。金型生産の事業所規模はさらに小さい。事業所は約

12,000 社あるが、その 90％超が従業員 19 人以下の小零細業種である。ほとんどが 1 企業

1 事業所で、両業界共海外への直接進出に振り向ける資金余力及び人材余力は非常に小さ

い。他方で、国内ユーザーが東南アジアそして中国へと生産移管を本格化させたバブル崩

壊後の国内需要長期減退の中で、国内生産のままでは価格競争により全体に経営は悪化し

ている。このジレンマがある中、すでに中国に進出している鋳造品メーカー,金型メーカー

の事業はどのような状況か、アンケート調査で見てみたい。 

 

5.1.2.2 アンケート調査による中国進出メーカーの事例分析 

（１）アンケート調査対象と調査方法： 

 中国進出の鋳造品メーカーについては６つの業界団体1がそれぞれ把握分をインターネ

ットで紹介している。それらを合算すると本社計 31 社となった(完成品メーカーも３社含

む)。金型メーカーについては(社)日本金型工業会の 3 つの支部が把握している事例が計

21 社であった。 も初歩的な集計･確認方法であったので実体より少ないものと思われる

が、中国進出の概況を第一次的にみるには間に合うものと考え、上記の企業に 2 月 2 日送

信で FAX にてアンケート調査を行った。その後電話による補充質問を行った。 

 

《調査項目》①本社名、②出資形態(単独か合弁か)、③現地従業員数、④進出・法人設立

年、⑤進出地、⑥現地生産品目または用途(業種)、⑦主な進出目的、⑧現地法人の製品販

売先、⑨過去 3 年の売上高推移、⑩主要な問題点、⑪今後の展望、⑫本社従業員数、の 12

項目。 

 

Ａ）中国進出鋳造品メーカー 

イ）業界団体提供資料による基礎的データ 

 業界 6 団体は①～⑥についてデータを公表しており、FAX 調査はその確認と⑦～⑫を追 

加的に質問した。調査開始後、現地法人２社をもっていた 1 社は国内事情(現地事情ではな 

く)から順調であった現地 2 社を売却して、現在は中国事業と無関係なことがわかった。FAX

への回答は 13 社であったが、うち 1 社は現地法人を独立させ、別途、中国企業(2 社)

への委託加工に転換しているので集計から除外した。現地法人は日本で新たに親会社を 

設立して従業員規模、生産品目も維持して活動をしているので、集計 12 社に含めた。 

                                             
1 6 団体とは(社)日本鋳物工業会、(社)日本ダイカスト協会、(社)日本非鉄金属鋳物協会、(社)日本強靭鋳  

鉄協会、日本鋳鍛鋼会、全国ダイカスト工業協同組合連合会である。  
電話では、鋳造に必要な木型および金型の調達先(現地か日本か)を質問した。 
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 ②出資形態では、現地法人計 32 社のうち 19 社が合弁で、単独(独資)が 11 社、合作・共

同２社である（図 5.1.1）。アンケート有効回答企業 12 社のうち４社が独資、うち 3 社の

本社従業員規模は 100 人を超える(1 社は回答なし)。残る７社は合弁で、うち５社は本社

従業員 60 人以下、2 社は 100 人以上である(残る 1 社は合作で本社従業員数不明)。 

 ③現地法人で従業員数のわかる 31 社の規模別構成は、25～70 人が 9 社(29％)、92～250

人が 12 社(38.7％)、336～506 人が 6 社(19.6％)、635～800 人が 4 社(12.9％)となり、日

本国内の事業所構成では 300 人未満の事業所が 98％以上であるのと比較すると、相対的に

大きくなっていると言える（表 5.1.1）。アンケートで本社従業員数がわかっている 10 社

(30～448 人)でみると、本社より現地従業員数が多い企業は６社、同規模の企業は１社、

少数の企業は３社である。現地企業の設立目的に応じて規模が決まるとの答えで、一概に、

現地法人の規模が本社より大きいとは言えないようである。 

 ④の中国進出年ではかなり明確な特徴が確認できる。32 社の現地法人のうち、1999 年ま

での設立が大半(87％)を占めている。すでに見たように、日本企業の海外法人新規設立数

がピークであったのは 1995 年であり、鋳造品メーカーの中国進出もその流れに符合して

1994～96 年設立の企業が 18 社で全体の 56.3％になる。1997～1999 年に設立は 6 社、2000

年以降は 4 社と減少している。1994 年以前設立の企業は４社にとどまる。（図 5.1.2） 

⑤進出地は中国全体にばらついている。大連 8 社＋青島 2 社、上海 4 社＋上海圏(寧波・

昆山・無錫・常州)4 社も特に取引上の関連性があって集積しているようではない。天津 2

社のうち１社(2002 年設立)は自動車部品(ドラム、ディスク）で天津トヨタとの関連が明

白だが、もう 1 社は工作機械部品の鋳鉄品を生産している。 

⑥現地生産品目については複数回答である。産業機械用部品が 15 社(工作機械を含んで

いる場合もある)、自動車関連製品が 8 社、電気・電子機器用部品が６社、工作機械部品が

4 社、その他、船舶用鋳造品 1 社、ファスナー部品 3 社、鋳鉄ボイラー1 社が品目の明確な

企業である。銅合金鋳物、アルミ鋳物などとだけあってユーザー業種不明の企業も２社あ

る。多彩な品目を生産している各社のあいだに関連性があるようには見えない。 

（図 5.1.3） 

 
ロ)FAX アンケートの回答企業 12 社の分析 

 ⑦の中国進出の主目的について。複数回答となっているが、ユーザー要請に答えて進出

を決定した企業は 2 社、ユーザー要請と独自の戦略的判断の両方が重なって決定したとす

る企業は 3 社、独自の戦略的判断だけをもって決定した企業が 7 社である。ユーザー要請

の内容として、コスト削減を挙げたのは 5 社、納期短縮 1 社、顧客への近接性が 2 社であ

る。独自判断の 7 社では、コスト削減が 6 社、新規顧客開拓が 4 社、労働力不足への対応

と海外拠点確保が各 1 社となっている。生産品目と関係なく、独自的判断で、市場開拓を

めざして中国に進出した企業の多いことが確認された。（表 5.1.2） 
 ⑧中国での生産物の主要な販売先としては、日本向輸出だけを挙げた企業が 5 社、中国

国内(日系進出企業を顧客とするを含む)だけを挙げた企業が４社、第 3 国向輸出だけが 1
社、日本向輸出と中国国内の両方とする企業は 2 社である。ユーザー要請が主な進出理由

の 2 社はそれぞれ第３国輸出(家電用精密鋳造品)と日本向け輸出(工作機械用)を主な販売

先としている。独自戦略で進出した 7 社は日本向輸出 3 社、中国国内販売が 3 社、日本向

輸出と中国国内販売の両方が 1 社であり、全体として、その販売先は分散しているという

べきであろう。（図 5.1.4） 
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 ⑨の売上高を過去 3 年の傾向でみると、10 社が増大傾向、2 社が横ばいと答えて、全体

として中国進出はうまくいっていると判断できる。 
 ⑩は現地企業の抱える問題点への質問である。生産管理とする企業が 5 社、技術・技能

不足とする企業が 4 社、原材料・設備調達問題と市場情報不足がそれぞれ 3 社、経営管理

と現地企業との価格競争がそれぞれ 2 社となっている。ローカル企業との価格競争がそれ

ほど問題となっていないのは予想外であった。他方、2003 年後半から中国工業生産の急激

な拡大で世界的資材不足が深刻化しているが、鋳造用鉄材調達の困難(船舶用大型鋳造品メ

ーカー談)が大きな問題となっているようである。また、使用するのは砂型か金型かについ

ての電話インタビューでは、5 社が砂型メインでその木型の調達先は日本と現地がほぼ

半々になった(現調増大)とするのは 2 社、現地調達が主になったとするのが 2 社、現地企

業の内製が 1 社である。金型使用は４社で、うち日本から調達が 2 社、日本製とローカル

企業製が半々とするのが 1 社、現地法人の内製 100％が 1 社であった。金型の場合はなお

日本からの調達がメインであるように思われる。残る 3 社は回答なし。 
 ⑪今後の展望では、9 社が生産拡大、新規技術・製品開発をめざすが 2 社、現状維持が

1 社、そして生産縮小が 1 社となった。 後の縮小予想の企業は、売り上げは増加してい

るがユーザー要請で進出した企業である。 
 
Ｂ）中国進出金型メーカーの事例分析 
 金型メーカーの中国進出事例は業界団体の(社)日本金型工業会も本社名以外は把握して

いない。それら 21 社にたいする FAX アンケートでは、鋳造品メーカーと同じ項目で②～⑫

の答えを求めた。回答は本社 9 社、うち 1 社は現地法人２社を持っている。また 1 社は現

地ではプレス部品の生産だけとのことで以下の集計からは除外した。以下の検討対象は本

社 8 社、現地法人９社となる。（なおアンケート送付先の 1 社はこの 2 月に倒産） 

 ②の独資(単独)か合弁かの投資形態区分では、現地法人９社のうち 6 社(67％)が単独で、

合弁は２社である。残る 1 社は日本のユーザーとの共同出資である。合弁進出比率が 60％

の鋳造品メーカーと対照的である（図 5.1.1）。また合弁の 1 社は提供技術を資本換算して

の合弁参加(出資金ゼロ。相手は国営企業)で、ユニークな進出形態の事例である。 

 ③の従業員構成では、合弁２社が、90 人と 30 人で、本社従業員それぞれ 50 人と 20 人

より多い。独資の 6 社では、現地法人 2 社を持つ企業が本社は 161 人、現地 2 社は計 487

人と 大規模で、他は 15 人／本社 65 人、18 人／本社 36 人、56 人／本社 35 人、80 人／

本社 4 人である。共同の 1 社は現地 32 人／本社 43 人である（表 5.1.1）。 大規模の現地

2 社は共に金型から成形・セミアセンブリィまでの一貫事業だが、他の現地法人は金型専

業のため従業員規模が小さい。 

④現地法人設立年では、1994 年、1997 年の 2 社を除き残り 7 社(78％)が 2000 年以降の中

国設立であり、1999 年までの進出・設立企業が 87％という鋳造品メーカーと際立った違い

を見せている（図 5.1.2）。 

 ⑤現地企業 9 社の設立・進出地では、上海地域(無錫 2 社、昆山と常州各 1 社)計６社、

華南地域(増城と東莞各 1 社)2 社、天津 1 社である。中国の日系企業(金型ユーザー)進出

地に進出しているとみえる。 
 ⑥現地生産の金型の種類はプラスチック金型が 7 社、プレス金型が 2 社、ダイカスト金

型が 1 社である。用途はダイカスト金型が自動車用で、現地日系ユーザー向けである。プ

レス金型は 2 社とも電気・電子機器用がメインで、1 社は自動車用も生産している。プラ
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型は、 大規模の 2 社では情報機器用(アセンブリィまで)、32 人以下の 4 社では自動車用、

残る３社は自動車用と電気・電子機器用を生産している（図 5.1.3）。 

⑦中国進出主目的では複数回答で、ユーザー要請と独自の戦略的判断の両方と答える本社

は 6 社である。この６社へのユーザー要請の内容ではコスト削減が 3 社、顧客近接性が 5

社となった。納期短縮要請はない。また、この６社の独自の狙いとしては新規顧客開拓が

5 社、コスト削減３社である。独自判断だけの進出決定本社は 2 社であるが、その狙いの

内容は〈コスト削減＋納期短縮〉の 1 社と、〈コスト削減＋新規顧客開拓〉の 1 社に分かれ

る。全体として、ユーザーの近接性要請に応じながら、コスト削減よりも、新規顧客開拓

という積極的動機で進出を決定していることが際立つ解答であった(表 5.1.2)。 

 ⑧では現地法人の売上高の推移はどうであろうか。増加と答えたのが 5 社、横ばいが 2

社、減少が 2 社である。横ばいの 2 社はいずれも 1990 年代に他に先駆けてユーザー要請で

進出している企業で、減少の 2 社はアセンブリーまでの一貫大手 2 社である。 

 ⑨現地法人の主な販売先は、一貫大手 2 社が日本向輸出、横ばいの 2 社は中国国内(1 社

は日本向けも)、他の 4社は〈中国国内が主＋日本向輸出もあり〉との解答である(図 5.1.4)。

中国国内での新規顧客獲得が一定程度進んでいるとみえる。(1 社は回答なし) 

 ⑩現地法人の直面する問題点では、先行進出した 2 社が原材料・設備調達不備と現地企

業との価格競争を上げている点で共通している。他は、技術・技能不足を 5 社、生産管理

を 5 社、経営管理問題を 4 社、法律の不備を指摘したのは 大手企業である。 

 ⑪今後の展望についての複数回答では、現在売り上げ減少の大手も含め本社 5 社が生産

拡大を見こんでいる。新技術の開発を目指すのが 3 社である。現状維持と答えたのは先行

進出・売上高横ばいの 2 社で、既存ユーザーとの取引で安定しているのであろう。 

 
２）鋳造および金型メーカーの中国進出サンプル検討のまとめ 
 大半は 100 人以下規模のまさに中小企業の中国進出である。鋳造メーカーと金型メーカ

ーの比較では第 1 に進出時期の違いがある。鋳造では 1999 年までの進出が多く、金型は

2000 年を過ぎて進出し始めている。これは、完成品組立により近い部品メーカー（鋳造品

メーカーもその一つ）がまず中国に移転し、次いでその一定の定着後に金型メーカーが移

転する、という移転順序の一般化的な説明どおり、と言って良いのであろう。それと関連

するのであろうか、第２に、出資形態としては鋳造メーカーでは合弁が多く、規模の小さ

い金型メーカーの方に独資が多い。また取引先業種の多様な鋳造に対し金型は自動車と電

気に集中している。しかし同時により重要なのは、アンケート回答のどちらの業種でも、

新規顧客開拓目的の独自戦略で進出して売上高を増大させ、現地生産を拡大させようとす

る積極的姿勢のメーカーが多いという共通点である。ただし、現地生産物の中国内での顧

客がローカル企業なのか、日系なのか、他の進出外資なのかは今回の簡易調査では不明に

終っている。製品および価格レベルから推測すると、ローカル企業ではないように思われ

るが、別途確認すべきであろう。  
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２５～７０人 　９社（２９．０％） １５～８０人 ６社

９２～２５０人 １２　（３８．７％） ９０人以上 3

３３６～５０６人 　６　（１９．４％）

６３５～８００人 　４　（１２．９％）

計 ３１社（１００．０％） 計 ９社
(注）鋳造メーカーは６団体公表企業、金型メーカーはアンケート回答企業

表5.1.1　従業員規模(現地法人）

鋳造メーカー 金型メーカー
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(注）表5.1.1に同じ
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鋳造メーカー

金型メーカー

鋳造メーカー 19 11 2

金型メーカー 2 6 1

合弁 単独(独資） 共同・合作

 

図 5.1.1. 出資形態別区分(現地法人) 
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図 5.1.2 中国進出（設立）年 
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図 5.1.3.  現地法人の生産品目用途(複数回答) 
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ユーザー要請 独自の戦略的判断 ユーザー要請 独自の戦略的判断

①コスト削減 4社 6社 3社 5社

②納期短縮 1 0 0 2

③顧客への近接性 2 5

④新規顧客開拓 4 5

回答企業数 5 8 5 8
（注）鋳造メーカーもアンケート回答企業のみ④は「中国市場開拓」と尋ねている。

表5.1.2  中国進出の主目的(アンケート／本社回答分）複数回答
鋳造メーカー 金型メーカー
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図 5.1.4.  現地法人の主な販売先―国別(複数回答) 

 
 
５．２．中国進出企業の現状 
 

ユーザー産業の中国生産が拡大するなか、その部品生産を支える金型産業への需要も拡

大している。その生産額は毎年、増加を続けており 2003 年で 400 億元1、市場規模は 500
億元（約 7500 億円）に達するとも言われている。一方、日本国内に目を転じると、生産

額は５年連続減少2するなど国内市場は縮小の方向にある。今後、日本の金型産業が国際市

                                             
1 中国金型工業会資料。これには外資による生産は含まれていない。  
2 経済産業省「機械統計年報」より。 
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場のなかで生き残っていくためには、この拡大する中国市場をいかに取り込むかが大きな

課題となる。 
中国市場を取り込む方策としては、日本からの輸出と現地での生産・供給の二つがある。

輸出については近年でも増加する傾向にあるが、ユーザー産業の現調化ニーズの高さもあ

って、現地で生産・調達が可能になる金型分野も年々拡大している。また、現地生産を目

的とした中国進出であるが、中国ビジネスのリスクは決して小さくなく、中小メーカーが

多い金型産業では、そのリスクは一層大きなものとなる。さらに、この産業では多額の設

備投資、技術移転が容易ではないといった特異性もある。こうした問題をできるだけ軽減

し、対中戦略を円滑かつ成功裡に導く方策の一つとしてあるのが外部経営資源の活用、具

体的には中国系、台湾系、香港系などといった中華系企業との間の企業提携1である。 
中華人の経営によるこれらの企業は、日本企業では対応困難な中国リスクを軽減できる

条件を備えており、一方、日本金型産業が持つ技術力への彼らの評価は高く、そのため相

互の強みを活かし弱みを補強するという WIN-WIN の関係構築が可能になる。中国ビジネ

スにおいては、これまでにも中国系企業との合弁や技術供与などあったが、ここでいう提

携とは、現地で操業するための条件として結ぶ義務的なものではなく、相互の強みを活か

す戦略的提携を意味している。こうした動きは、すでに大企業においては三洋電機と海爾

（ハイアール）集団に代表されるように顕著なものとなってきているが、中小の金型メー

カーにおいてもみられつつある。  
そこで本稿では、日本金型メーカーと中華系企業との提携事例を提示することで、今後

の素形材メーカーの対中戦略の一助となること目的としている。 
 
5.2.1 中国進出日系企業との提携事例 

企業提携は日本の金型メーカーが、どのような提携の形態で、どんな業種（工程）と、

どこの国籍（資本）と組むのかによって分類できる。今回の調査2で確認できたパターンと

しては表 5.2.1 に示すとおりである。業種で大きく分類すると、同業者である金型メーカ

ーと提携する、異業種である成形メーカーなどと提携するケースがある。 
 

表 5.2.1 訪問調査で把握した提携パターン 

 提携の形態  提携先の業種 提携先資本 
事例１ Ａ社（広東省東莞市） 外注先 金型メーカー 香港系 
事例２ Ｂ社（上海市） 〃 〃 台湾系 
事例３ Ｃ社（広東省深�市） 合弁 〃 〃 
事例４ Ｄ社（江蘇省昆山市） 事業部入り 〃 〃 
事例５ Ｅ社（江蘇省無錫市） 合弁 セットメーカー 中国系 
事例６ Ｆ社（上海市） 〃 成形メーカー 台湾系 
事例７ Ｇ社（上海市） 〃 〃 〃 

 
 

                                             
1 ここでいう企業提携とは「企業と企業がシナジー効果を期待して行う、相互協力」のことを指す。企

業提携の形態には資本提携と資本の移動を伴わない業務提携がある。  
2 調査期間は 2003 年 10 月 29 日～11 月６日、訪問先は華南、華東地域である。 
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5.2.1.1 金型メーカーと企業提携 

まず金型メーカーとの提携であるが、前記した生産額にみられるように中国の金型産業

1は既にある程度の産業規模を持ち、また経験や技術力を持った台湾2、香港など中華系企

業の進出もみられ、家電向け筐体向けなどの中級クラスの金型は日本と遜色のないレベル

に達している。同業者である金型メーカーとの提携では、中国国内に形成されたこれらの

産業基盤を積極的に活用していこうとするものである。  
その提携の形態については様々あろうが、ここで紹介するのは、中国にある①金型メー

カーを外注先として活用する、②金型メーカーと合弁を組む、③金型メーカーに事業部と

して傘下入りする三種の事例である。 
 
①外注先として活用 

外注先として活用とは、日本の金型メーカーが受注した金型の一部若しくは全ての製作

を中国国内のメーカーに委託するというものである。「提携」関係としては も浅く、リス

クも小さい。 
ユーザー産業の中国生産が高まる中、金型の消費地が中国である場合が少なくなくなっ

てきた。そのため中国国内の外注先を活用することはコストダウンだけではなく、ユーザ

ーの側で金型製作することで設計変更などへの対応が可能になる、いわゆる OUT→OUT
のため日本からの搬送する時間の削減することができる。さらに、量産開始後のメンテナ

ンスへの対応についても、その外注先に委託することで迅速な対応が可能になる。 
逆に日本へ持ち帰る、いわゆる OUT→IN でも中国でのコストメリットを活かしながら、

自社は 後の仕上げと調整に特化するなど、経営資源の有効利用を図ることができる。  
以下に提示する事例は、日本の金型メーカーから受注先として活用される中国国内メー

カーであり、日本に受注窓口を置くなどして日本からの受注拡大に力を入れている。 
 
事例１．Ａ社（広東省東莞市） 
Ａ社は 1985 年、香港の玩具メーカーから金型部門が分離し設立された。資本 1010 万

HK＄の出資は香港だが、経営職階は中国人で占められており、その意味では中国系企業

といえる。従業員 1,500 名で、東莞市内に３つの工場を持ち、生産実績は 450 面／月、

元々は玩具向け金型が主であったが現在では工業製品向けの受注が全体の５～６割を占

め、成形圧力で 50～1,600t と幅広い金型分野を手掛けている。 
Ａ社は 2000 年に、国内外の日本ユーザーの受注窓口となる日本支社を設立した。これ

により、日本ユーザーが現地に出向かなくても国内で打ち合わせできる体制をとってい

る。現在、日本支社の売り上げは同社全体の２割を占め、業態別内訳は部品（成形）メ

ーカーが５割、金型メーカーが２～３割、残りがセットメーカーとなっている。また注

文条件の厳しい日本ユーザー向けの金型は、別に生産・管理されており、現地にも日本

人スタッフが３名常駐している。  
 

前記の事例は、日本支社を設立するなど幅広く日本ユーザーから受注しようとする外注

先企業である。一方、こうした幅広い営業はせずに、これまで人的つながりの中で日本の

                                             
1 中国ローカルに限定すると事業所数は 1.8 万、従業員は 50 万人（02 年）という。 
2 例えば、上海周辺には台湾系メーカーが約 700 社（上海 176 社、昆山 387 社、蘇州新区 112 社等）  
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金型メーカーから生産委託を受ける外注先企業がある。特に、台湾人には日本で金型ビジ

ネスの経験を持つ、日本の同業界とのコネクションやつながりを持つ者も少なくなく、以

下で紹介するのも、そうした台湾系金型メーカーである。 
 
事例２．Ｂ社（上海市） 
Ｂ社は、台湾のワーキングモデルメーカー（50％）、日本人３名（40％）、Ｂ社幹部・従

業員（10％）の出資 500 万元で 2002 年設立された。従業員は 108 名で、上海地区に 18
の協力会社を持つ。ユーザー分野とその割合は家電 30％、OA 15％、携帯 15％、電子精

密部品 15％、自動車部品 10％である。 
取引全体の７割が日本ユーザーであるが、総経理の台湾人が日本の金型材料企業に勤務

していた頃、付き合いのあった日本の金型メーカー７社からの仕事も受けており、これ

が全体の 15％、商社経由を含めると 20％を占めている。  
これら金型メーカーから受ける仕事の３／４が中国国内ユーザーへの納品（OUT→

OUT）で、日本に持ち帰る（OUT→IN）は１／４である。受注内容は金型一式が多い

が、OUT→IN 分については日本国内で発注した金型メーカーが仕上げと調整のみを手

掛ける場合もある。 
 
②合弁会社の設立 

次の提携形態としてあるのが、同業者である金型メーカーと合弁を組むケースである。

事例をみる限り、このケースの日系側が射出成形、プレス加工等の川下工程も手掛ける兼

業メーカーである。中国での生産については合弁で金型製作を行い、自社は川下工程部分

を手掛けるというものである。 
これによって日系側は投資負担、需要変動が大きい金型製作のリスクを抑えることが可

能になる。以下の事例はそうした取り組みをみせる日系メーカーである。 
 
事例３．Ｃ社（本社：大阪府高槻市） 
香港の子会社から深�に成形メーカーに委託加工するＣ社は、台湾の金型メーカーとの

金型製作の合弁会社を 1997 年に設立した（出資比率はＣ社２、台湾８）。この合弁会社

が深�に工場を設立、1998 年から現地で金型を製作している。 
成形部門が海外で操業する際に、金型のメンテナンスが必要になる。Ｃ社の場合も同様

で、またユーザーからも金型製作への要望があり現地化を検討していたが、日本の金型

メーカーでは資本力の点で、またＣ社の金型部門の進出も困難と判断した。そこで取引

先の商社から日本、韓国からの金型を手掛ける台湾メーカーの紹介を受け、営業はＣ社

が持つことで上記の出資比率で合弁が成立した。現在、Ｃ社の成形メーカーは金型全体

の１割をこの合弁会社から調達、逆に合弁会社は全体の半数をこの成形メーカーに供給

している。この合弁の立ち上げを機にＣ社は日本の金型事業を売却、日本国内で必要に

なる金型は国内外注３、残りは台湾と韓国から調達している。なお 2004 年、この合弁

会社は工場移転の移転を計画しており、これより生産能力が２倍となる見込みである。 
 

前記の事例は、Ｃ社自ら日本、中国に成形メーカーを持つというケースであるが、成形

メーカーを持たなくても、中国で金型メーカーを合弁で立ち上げ、それを外販する、ある

いは日本に持ち帰り、日本で使用するというパターンも考えられる。 
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③金型メーカーに事業部として傘下入り 
後は、中華系企業の傘下に事業部として入るケースである。このメリットとしては、

既に進出する企業の傘下で、まず事業を立ち上げることにある。 
 
事例４．Ｄ社（本社：東京都板橋区） 
Ｄ社は 1977 年、各種精密プレス・モールド金型設計・製作会社として設立された。中

国進出を果たす切っ掛けは、ユーザーの中国シフトと現調化の推進である。そのビジネ

スを何とか取り込めないかと考える一方、単独での進出はリスクが大きい。そこでＤ社

社長が前職時からつながりがあり、すでに進出を果たしていた台湾系金型メーカーの総

経理に相談、結果、そのメーカーの一事業部として中国生産に乗り出すことになり、2003
年９月にスタートした。 
この台湾系メーカーとの間には資本関係はなく、台湾系メーカーに経理と財務は任せ、

管理費と場所代を支払っており（ロイヤリティはなし）、同社は事業部の現場管理のみで

ある。また、この事業部は台湾系メーカーと異なる日系メーカーを営業先としており、

分野としては精密かつ小ロット、特注品等である。そのため、人材も単なるワーカーで

はない経験者が必要で、採用も事業部独自で行っている。この事業部で中国の税制、政

府への対応、人事管理などを勉強し、問題がなければこの台湾系との合弁を立ち上げる

予定である。 
 

一定期間、生きた中国ビジネスを学習し、その経験を持って自社単独あるいは合弁での事

業立ち上げの判断をする。また、その際のリスクをできるだけ軽減することにある。 
以下の事例は、日系メーカーが台湾系の金型メーカーの一事業部として参画するケース

である。 
 

5.2.1.2 金型メーカー以外と企業提携 

これまでは同業者である金型メーカーとの提携についてみたが、提携先としては自社の

事業分野と競合しない金型メーカー以外との提携の方がむしろ自然である。もちろん、そ

うしたケースもみられており提携先の業種をでは、①セットメーカーや②成形メーカーで

あり、その形態は共に合弁である。 
 
①セットメーカーと合弁 
中国では家電など一部の産業において供給過剰から激烈な価格競争が進んでおり、製品の

高付加価値化や既存事業の高度化がこれら産業に属する企業にとって大きな課題となって

いる。同時に、これらは元国有で、傘下に金型の内製部門（子会社）を持つ企業も少なく

ない。したがって金型づくりには一定の経験や技術を持つものの、その金型が製品の高付

加価値化にとって重要な役割を果たすことから、外資からの技術導入への意向は大きい。 
下記の例は技術力を持つ日本の金型メーカーと提携を組むケースで、以下にその具体的な

事例を紹介する。 
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事例５．Ｅ社（本社：大阪府八尾市） 
金型製造、各種生産設備を手掛けるＥ社は、中国家電メーカー傘下のプラスチック金型

製造子会社との合弁会社を 1999 年設立した。資本金は１000 万元で、出資比率は中国

側が 75％、Ｅ社が 25％である。合弁の切っ掛けは、中国側が洗濯機の筐体製造設備を

Ｅ社から購入したことに始まる。その際、中国側はＥ社の持つプレス金型技術に注目、

一方、Ｅ社も中国進出の意向を持っていたが、そのために必要な資金調達が問題であっ

た。そこで中国側が、Ｅ社の技術力を金額に換算、具体的には金型図面を買い取ること

で、Ｅ社は資金を捻出でき、それが出資金に充てられている。 
この合弁会社では、中国側のプラスチック金型子会社が元々保有していた工場、設備、

従業員がそのまま使われ、一方でＥ社は日本人２名を副総経理、技術経理として派遣、

経営、技術指導にあたっている。現在、プラスチック金型９割、板金型１割で、輸出向

けを含めた売り型も３割ある。中国側は将来、専用設備を内製する意向を持っており、

この合弁会社をグループ内の生産技術センターにしていく積りである。 
前記のように中国メーカーが技術に対価を支払い、それを合弁に必要な資本にあてるケ

ースはほとんど見られず、中国家電メーカーという元国有企業であるが故、実現したとい

う見方もできる。逆に言えば、供給過剰にある業界の厳しい競争が、こうした動きからう

かがわれる。 
近年、ユーザーによる図面流出が問題視されている中で、前記の事例は日本の金型メー

カー自らが図面を中国側に譲渡し、しかもそこで対価を得ていることに大きな違いがある。 
このように、日本の他の金型メーカーも、自社の技術力に自信があるなら、正当な評価

を主張すべきであり、また、技術やノウハウを商品化することも可能であると思われる。  
②成形メーカーと合弁 

後にあるのが、成形メーカーとの合弁である。金型の後工程であるプレス加工、プラ

スチック成形分野と提携し、一貫生産体制を構築することは、納期短縮、コストダウン、 
事例６．Ｆ社（本社：神奈川県川崎市） 
Ｆ社は台湾系成形メーカーと 2001 年、合弁企業を設立している。この台湾系メーカー

は 1991 年に中国進出（上海市）を果たし、金型の内製部門も持っていたが、成形の良

し悪しは金型で決まる部分が少なくないことから、自社競争力強化の点から良質な金型

供給先の紹介をユーザーであるスイスのマウスメーカーに打診した。このマウスメーカ

ーに金型を供給するＦ社が紹介された。当時、Ｆ社には中国進出への意欲はなかったが、

一方で日本国内の受注が減少傾向にあり、将来の生産拠点としての先行投資的位置付け

として出資した。 
この合弁会社は従業員 100 名、売り先は出資先の台湾系成形メーカーが 50％、外販が

50％（輸出 10％）で、外販向けはパソコン・マウス、複写機用金型などである。管理と

会計は台湾側、Ｆ社は技術と役割分担している。なおＦ社は金型事業のみでの利益追求

は困難と判断、2004 年、この合弁会社とは異なるユーザーを対象とした成形工場を独資

で立ち上げる予定である。 
そして経営の安定化を図ることができるばかりか、場合によっては、その後の組立まで

取り込むことも可能になる。またユーザー側にも、金型、成形を個別に発注する手間を軽

減させるというメリットをもたらす。日本では、成形、加工といった後工程を持たない金

型専業メーカーであっても、海外でこうした分野と提携を組むことで、成形品として、ユ

ニット部品の日本への持ち帰りができ、国内での後工程の穴埋めも可能になる。 
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事例７．Ｇ社（本社：新潟県中蒲原郡）  
Ｇ社は台湾系成形メーカーと 2002 年、合弁会社を設立した。この台湾系メーカーは化

粧品成形品から IT 関連製品への事業分野の拡大を目論んでおり、またＧ社側は国内空洞

化に伴う中国展開意向で利害が一致したものである。 
Ｇ社の戦略としては本社工場とデータの共有化を図り、中国での受注の中で高レベルの

金型を日本にも振り分けることで、受注量全体の増加を狙うことである。当初中国では

台湾系メーカーへの金型供給が主であったが、それだけでは経営が困難なため、現在で

は携帯電話用金型、同ボタン用金型、スペイン向けのシガレット・ライター用金型の三

つ分野で外販に力を入れている。  
 
5.2.2 金型企業事例 

（１）外注先として活用：株式会社Ｈ（本社 群馬県） 

  群馬県のプラスチック金型メーカーである“㈱Ｈ”は、数年前に大手ユーザーから中

国に出てこないと仕事が出なくなるかも知れないという状況を説明され、自ら中国の外注

先等を調査し始めた。結論として、工場ごと進出するのではなく、優秀な中国ローカルと

手を組み、日本の技術力の提供と中国のコスト等をからめた取引を考えたシステム構築を

選択した。つまり、金型企業は「簡単に設備投資をして、人材を投入して、すぐに投資資

金の回収と利益ができるほど簡単に運ぶものではない」という宿命があり、それを避ける

方法にどのような方法があるのか、という観点で経営モデルを模索した。 

 その結果、指向したのは中国の優れた金型企業を見付け出し、その現地企業数社をネッ

ト化して同社の金型外注先として活用することを考えた。それにより取引関係を通して技

術、経営力等の協力グループ化を図ろうとしている。 

 それらのグループ企業を「海外協力工場」として位置付け、自動車部品、デジタル家電

部品等の金型を発注し、難しい金型は技術指導を行っている。 

 まず、中国の家電トップメーカー“海爾（ハイアール）”は自社の家電製品の金型は基本

的に内製化する方向で現状の 70％を内製化しているが、30％は日本企業を中心にして金型

を受注している。 

㈱Ｈはそのハイアールと協力関係を構築して、仕事の発注をしながら技術的な支援をす

る形で同社の「海外協力工場」としている。ハイアールは家電メーカーでは、中国の巨大

メーカーである。また、一般家電製品の金型工場でも、中国トップクラスであるが、精密

金型や開発金型、複雑金型技術は、まだ、種々の課題を抱えており、そのためには日系の

超精密金型メーカーとの協力関係を深めることは、大きなメリットがあるという。  

昨年、10 月に調査した段階では、ハイアールの金型工場には、日本の高級金型加工機械

が大量に並んでおり、中国の金型メーカーとしては非常に高価な設備コストがかかってい

る。内製化設備であるため、コストを無視しても許されるのではないかと思われたが、設

備装備率と比較して実際の加工技術や管理技術には、やや課題が多く見られた。㈱Ｈは金

型の取引を通じて日系企業の持つ技術的な協力を行い、自社のコスト競争力をつけている。 

㈱Ｈは中国には、大連、上海、東莞と青島の４地点で、中国のトップクラスの金型メー

カーを選び協力工場としてネッワーク化している。既に日本では世界的規模でＭ＆Ａ化し

たワンストップ企業を目指す金型企業が出現したが、ここではもっと緩い関係で結ばれな

がら金型コラボレーションシステムを実現している。 

同社の基本姿勢は、日本サイドが優れた技術力を持っていることが前提としており、そ
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の力により、中国企業へ金型設備・人材養成・管理方法等の指導できるとしており、単な

る取引関係だけでは信頼関係は生まれてこないと指摘する。 

 

（２）合弁会社の設立；Ｉ工業の例（本社 神奈川県） 

 Ｉ工業は、国内ではカメラ関係のプラスチック金型企業として、優れた技術力を持って

いる｡ 近の傾向として、当初日本のカメラメーカーが東南アジアに各国に出ていたが、い

つの間にかカメラメーカーが香港経由して中国・広東省に集約された。このため、同社も

1994 年に香港事務所を設立した。当時 80％がカメラユーザーであった。日系カメラメーカ

ーは良いものができるかどうかは別にして、台湾企業からも金型調達をしていた。 

 Ｉ工業の基本姿勢は海外では余り資本を掛けないで運営する方針を堅持しており、金型

工場を進出させるまでの踏み込みは躊躇している。 

 初の進出先としての香港事務所では、香港の金型企業に簡単な金型の修理を依頼する

ことにした。しかし、本当はメンテナンスのため一番いやな仕事であり、普通は引き受け

てくれないのが通例である。たまたま、現在取引がある「金安精密注塑」が独立したばか

りで、仕事がなかったことから引き受けてくれたという経緯がある。 

 独立する前は良い金型を供給でき、技術力もある香港でも大手の金型企業であり、兄弟

で経営していたが、職人の弟の方が独立し「金安精密注塑」という新しい会社を設立した。 

 Ｉ工業は 2000 年 7 月に中国深�に成形工場を設立することになり、これまでメンテナン

スを依頼していた「金安精密注塑」と合弁で立ち上げた。その後、2003 年 9 月に隣接地を

確保して新工場の建設に着工した。2004 年の春には完成予定である。 

 Ｉ工業は、核心技術の金型は日本で作るという基本的な考え方で、香港企業との合弁を

行っているが、もともとこの合弁企業も香港で評価された金型技術を持っており、日本の

カメラメーカーも発注を掛けて来ている。中級レベルの金型が、この合弁企業から香港日

系企業に流れたこともあり複雑な心境にある。日系企業は納期が早く、価格が安いことや

金型技術レベルも上がってきていることから、できるだけ現地調達を志向している。 

 カメラ部品のような精密金型の分野でも、台湾企業や香港企業で十分供給できる技術水

準にあり、日本のカメラ部品用金型の製作では、トップクラスの同社も安閑としておれな

い現実を直視すべき状況を生んでいる。 

 Ｉ工業は、既に経済産業省の補助事業の支援を受けて、中国系（台湾・香港）ではでき

ない“ナノ金型”の開発を着手しており、海外に眼を向ける大手金型企業である同社でも

追い上げられる厳しさを意識している。また、日系企業と協同作業を行うアジアの企業は

押しなべて“日系企業と一緒にビジネスを行っている”というプレステージを 大限に強

調して、経営プロモーションを掛けている。 

 アジア系のほとんどの企業が、日系企業と合弁なり提携を結ぶパターンは、日本の企業

が“入口”と“出口”の技術や管理システムを保証してくれるという利点に 大の魅力を

感じており、当初はなぜ、このような安いモノができるのかという疑問が湧くが、実際は

それぞれのローカル企業に実力が付くまでの出欠サービスであり、自信が付けば“合弁解

消”が待っていることが予想される。この背景は日本の大手ユーザーも、日系企業が介在

していることに安心して仕事を出してくれる。 

＜Ｉ精密注塑有限公司＞ 

 事業内容 精密プラスチック成形加工、精密プラスチック金型設計製作 

 資本金  HK$300,000 
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      Ｉ模具(香港)有限公司 46％、金安電蝕 46％、(有)Ｋ 8％ 

 従業員  70 名 

 役 員  董事長・日本人、副董事長・中国人、董事総経理・中国人、董事・日本人、 

      董事・中国人 

 

（３）日系中小企業向け貸工場：日技城製造廠・テクノセンター（中国・深�市） 

http://www.ne.jp/asahi/technocentre/koho/ 

 中国に出たいと思うが、中小企業は中国語の問題、進出ノウハウ不足などがあり、簡単

に進出することができないという悩みが付きまとう。 

例えば、香港の隣接地である深�市に進出をしようという場合、一般的な深�市の工業

地区に進出すると、ここに紹介する「テクノセンターへの入居」より進出コストが安くな

るというメリットがある。これは投資手続きを含めた経営の全てを自社で行うからである。

しかしテクノセンターに入居すれば、工場のスペースの提供に留まらず、電気、水、宿舎、

食堂使用、香港に製品（部品）を運送するテクノセンターの定期トラック便（毎日運行）

などが利用でき、コンテナサービスも完備しており、継続的なランニングコストや煩雑は

事務作業から開放されるので、何も分からない中小企業には頼もしい施設である。 

例えば、税理士や通訳、守衛などを共同で安く利用できたり、作業者の採用面でもテク

ノセンターの事務局が全面的に応援している。輸出書類の作成も日本語で行えるサービス

もテナントは提供を受けることができる。 

このようなことからテクノセンターを「中国投資の勉強の場」と認識されている処も多

く、「日本の中小企業が機械さえ移動してくれば、その日から日本の工場と同じ雰囲気で生

産活動に専念できる」という基本コンセプトになっている。 

日本の中小工場地帯をそのままテクノセンターに移転してもらう形、即ち日本語で全て

の生産活動を行い、問題が出れば隣の工場のドアを開け、日本人の経営者同士が気軽に相

談できる環境を作り上げている特徴がある。 このためテクノセンターは、日本でコスト高

になって海外進出を迫られた中小工場にとり“駆け込み寺”的な存在とも評価されている。 

現在、テクノセンターに入居しているのは日系企業ばかりで、ちょうど 40 社となり、

1989 年、開設されて以来、これまでにテクノセンターを「卒業」した企業が約 25 社、夜

逃げした会社が 1 社、倒産したケースが 1 社である。 

＜テクノセンターの沿革＞ 

 テクノセンターの簡単な沿革を紹介すると、香港で、 

1988 年 2 月 異業種交流会「八日会」が結成。 

1991 年   「八日会」有志で広東省に進出することを決定。 

1992 年   深�市市布吉鎮に床面積 4,400 平方メートルに 5 社でスタート。 

1993 年   隣接の工場ビルを借り、テナント数 12 社になる。 

1994 年    第 2 テクノセンターを作る。 

1995 年    深�観瀾鎮に第 3 テクノセンターを決定。 

2001 年    第 2 テクノセンターを閉鎖して、第 3 テクノセンターに統合。 

2001 年     ３月末でテクノセンターの払込資本金 3468 万香港ドル（約 5 億円）。 

       第 1、第 2.5、第 3 を合わせて 28 社が稼働、従業員 4,800 名。 

八日会加入企業 150 社、毎月の見学者 80～100 名。 

2003 年   第 1 テクノセンターを第 2.5、第 3 テクノセンターに集結。 
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＜テクノセンターのサービス体制と特徴＞ 

 同社のパンフレットにより、センターの詳細な運営内容や特徴について紹介する。日本

の中小企業がこれらの実際の状況をみることにより、安心して入居することができる。 

昨年 11 月、調査に訪れた時も名古屋のプレス加工メーカーが入居していた。2002 年に 5

人でスタート、初期投資 400 万円、 初 1 台の中古プレス機(250 トン)を持ち込んで稼動、

その後台湾製のプレス機も導入して 2003 年 11 月には従業員 85 名にまで膨らんでいる。 

＜それではテクノセンターはどのような特徴があるのか＞ 

１）企業の早期操業体制と低コストのインフラを提供する 

①工場スペース、②電気、③水道、④通信、⑤物流、⑥寮・食堂 等 

 テクノセンターの 大の特徴は、進出企業(テナント)の“早期操業体制”の確立を支援

することである。さらに、その経営コストについても他の一般工業団地に進出した場合よ

り、見かけ上はコスト高に見えるが、ランニングした時に比べると、遥かに低コスト(物質

的、労働力等)のインフラストラクチャー(経営基盤)が整備されている。しかも、中国事情

に精通したスタッフが、スムースな事業の運営ができることを念頭にサポートしている。 

 

２）企業の将来的飛躍を約束する優秀な人材供給と研修 

①定期的な求人広告及び学校訪問により募集 

 人材市場（職業安定所）にて人材募集を行う一方、今後の幹部養成の為、毎年 1～3 

月に掛けて、国内大学及び技術専門学校数カ所へ新卒学生のリクルートツアーを開催 

し、毎年 100 名程度採用している。 

②日本語講座･中国語講座開設：日中間の言葉の障害をなくすため、語学講座を開設。日本

人と現地従業員とのコミュニケーションを円滑にする。 

③品質管理・生産管理等の専門的講座の開設：より完璧な生産体制を実現するため、各種

の講座を開設し、従業員のレベル向上を目指している。 

３）的確な情報力と豊富な労働力をつなぐ 

①仕入れ先(メーカー)、販売先の紹介 

②輸出入業務、会計業務、税務問題の代行 

 中国の豊富な労働力と香港の的確な情報力が企業(テナント)の事業拡大を促進する。仕

入れ先(メーカー)、販売先の紹介、輸出入業務、会計業務、税務問題代行等の繁雑な事務

処理や各種サービスを提供している。また、中国の豊富な労働力をベースに適切な人材を

供給するネットワーク体制もテクノセンターの大きなメリットのひとつである。 

③定期的な求人広告及び学校訪問により募集仕入れ先(メーカー)、販売先の紹介 

 

 以上のように、ボランティアベースで運営されているこの「外貸工場」は、中小企業に

とって安心して身を寄せることができる施設である。 

シンガポール政府がシンガポール製造業の海外進出のために、政府の工業団地をアジア各

国に開発して支援しているが、わが国も中小製造業の海外初期進出段階で、このような海

外支援施設やソフト面の実質的なインフラ支援が望まれる。 
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第６章 中国素形材企業の状況 
 
６．１ 中国金型企業の実力 

近とかく中国のモノ造りが脚光を浴びている。マスコミも連日この話題を取り上げ、

中国脅威論なるものが生まれている。現実、中国の発展振りは 10 年前では想像できない

ほどの変貌を遂げている。今現在でも至る処で開発が進められており、活気に満ち溢れて

いる。このような中国に安価な労働力を求め進出する企業は後を絶たたない。そこには世

界中から企業が集まり「世界の工場化」した中国の姿が存在する。それは真に日本の高度

成長時代を髣髴させるものがあり、この現状をみる限り日本のモノ造りに不安を抱くのも

不思議な事ではない。 
一方日本の国内は長引く景気の停滞に伴い生産の海外移転が進み、空洞化が懸念されて

いる。日本の産業を支えてきた中小企業の多くは体力を消耗し、海外に進出する事もでき

ず、安価な海外の価格と競争せざるを得ない状況から厳しい経営を迫られている。 
過去、日本のモノ造りは世界をリードしてきた。しかし、 近は中国を始めとするアジ

ア各国が急激に技術力を付け日本に迫ってきている。今後も日本のモノ造りが世界をリー

ドするとは限らない。また情報社会の発展と共に世界 適調達が主流となった現在では、

如何にこれらの国と共存共栄を図るかが今後の日本企業の考えることと思われる。 
 
6.1.1 中国のモノ造り事情  

「中国のモノ造りは国民性に根付く社会構造が深く影響する。」 
 

周知のように、中国は日本の 26 倍の面積を有し 13 億人の人口を抱える大国である。 
しかし国家としての歴史は浅く 60 年に満たない。しかもここ 30 年で経済発展を遂げ世界

の仲間入りした新興国である。一方、中国の産業を支えているのは 4000 年の歴史を有す

る 13 億の国民である。この新旧が混在したアンバランスが中国のモノ造りそのものであ

る。そこには日本と全く異なる事情が存在し、中国に進出した多くの企業が悩まされ、壁

に阻まれる。 
 
（１）中国の国民性 
 中国の国民性は自己中心的であり、権利は主張するが責任は全うしない。警戒心が強く

他人を信用しない。プライドが高く、好奇心旺盛である。愛社精神はなく、定着率が極端

に悪い。このような国民性であり、単純作業を得意とするが、作りこみの部品が多く、ノ

ウハウの蓄積に依存する産業は不向きとされている。 
（２）中国の発展 
 中国の発展は日本、台湾、香港、欧米などの外資系企業の資本、技術力により発展し 
たものであり、国営企業など中国固有企業は技術力、生産力共にレベルは低く、かなり 
の遅れをとっている。これら外資系企業が中国の経済を支えていると言っても過言では 
ない。 
（３）中国の競争力 

中国の産業競争力は安価なコストのみであり、技術力、対応力共に日本には大きく遅れ

をとっている。また、中国の優位性は安価な労働力と豊富な労働人口にあり、業種により

得意不得意が発生する。一般的に標準部品が多く、高精度の成形や加工を必要としない家
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電、パソコンなどの組立は中国が優位性を示し、自動車産業のように標準部品が少なく、

作りこみ部品が多い業種は優位性が少ない。高精度ギヤなど高レベルの技術、厳しい品質

管理を必要とする部品も中国の優位性は少ない。また国民性、国柄より日中間に考え方の

違いが存在するため、難易度の高い部品の成形と金型は技術指導しても限界がある。 
 
6.1.2 中国の金型産業 

中国の金型産業は発展途上にあり、日本との技術格差は大きい。（10 年から 20 年遅れ 
ている）短絡的結果を求める国柄であり、難易度の高い部品を、技術を駆使して作る風土

はない。また、人の定着率が悪い事から技術の蓄積を図ることができないため、設備に依

存する金型作りが主体である。中国の金型作りの特徴は、安価な金型を大量に作ることは

得意であるが正確さや緻密性に劣る。 
 
（１）業界構成 
 日本と大きく異なり、業界構成が複雑化しているのが特長である。一般的に香港、台湾

などの外資系企業と国営企業を始めとする中国固有企業（ローカル）とに大別される。外

資系企業には日系、台湾、香港、シンガポール、韓国などのアジア系外資が多く、これら

外資系と中国固有企業との技術格差は大きい。中国の金型産業は外資系企業によって成り

立っている。 
中国の金型業界の特徴は企業規模の大きい金型メーカーが多いことにある。 大では

5000 名規模、1000 名を越えるメーカーも多くある。香港系企業は資金力をバックに壮大

な設備を有する金型メーカーが多く、台湾系企業は自社内に多くの設備を保有せず、外注

加工メーカーを充実させネットワーク化を図っているメーカーが多い。また、金型専業メ

ーカーの他、自社内に金型部門を保有している成形メーカーが多く 200 名を越える金型部

門を有するメーカーもある。 
（２）生産拠点別状況 

中国は広大な面積を持つ国であり、地域により状況は大きく異なるが、金型生産拠点は

三箇所に大別することができる。  
浙江省：金型発祥の地であり中国固有企業が多く集まっている。また金型の歴史は比較的

長く、中小のメーカーが多い。地域ぐるみで金型産業を支援しているのも特徴で

ある。近年急激に実力を上げてきているが技術力、設備力に劣り、レベルは低く、

品質に劣る金型が多い。特に鋼材と熱処理の品質は劣る。中国内で も価格が安

い地区であり、家電、工業雑貨を中心とした日本企業向けの金型も多く作られて

いる。 
この地区の特長は集団で金型を作ることにあり、1 社当たりの設備、人員を

小限の投資に抑え、仕事量の変動によるリスク回避を行っている。このため金型

関連企業だけを集めた工業団地が存在し、この工業団地内にパーツ加工メーカー

を多数有し、外注加工体制を整えている。また、請負業なるものがあり、仕事量

に合わせ人材が派遣されるシステムをとっている。 
広東省； 中国の中では技術的に優れた地区と言われており、レベルの高い企業が多く集

まっている。また外資系企業が多く、この地区の金型製作技術は海外から導入さ

れたものである。特に CAD／CAM を駆使した 3D による金型造りは進んでおり、

日本以上のものがある。同地区内で も金型メーカーが多く集まっているのが東
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莞市であり、この地区だけでも 3000 社程あると言われている。広東省の特徴は

企業規模の大きなメーカーが多いことである。他区域よりインフラが整備されて

おり、日本企業の多くはこの地区に金型を発注している。金型の歴史は浅く創業

20 年以下の企業が大半である。内陸からの出稼ぎ労働者が多く、人が定着しない

現状があり専業分業制を取り入れているメーカーが多い。 
上海地区: 上海を中心とした長江デルタ地帯にも多くの金型メーカーが集積している。 

 上海地区の発展と共に急激に金型メーカーが増加している地区であり、外資系企

業も多く存在する。比較的人の定着率が良い地区であり、金型作りには向いてい

るとされている。 
①技術力 

一部日本に近い技術力を保有するメーカーもあるが、全体的に日本との格差は大きい。

近年外部（特に日本）からの技術導入を図るメーカーが多く技術格差が薄らぐ傾向にあ

る。玩具、雑貨の金型よりスタートしたメーカーが多く、この種の金型は得意としてい

るが、工業製品への取り組みは歴史が浅く発展途上である（日本とは相当の開きがある）。

単品の精度を維持することが不得意であり、合わせ込みによる金型作りを主体としてい

る。また人の定着率が悪いことから技術の蓄積が図れず、個人の技能に依存する工程は

極端に技術力が劣る。このためファーストトライ以降に発生する修正などは微妙な調整

を不得意とし、修正回数が増大する傾向にある。 
②品 質 

 日本に比べかなり劣る。一般的に中国の金型メーカーの多くは、日本のように各工程

の作業者が品質を保証するシステムはなく、各パーツの保証がされていない。従って、

入れ子分割を多く必要とする金型は不得意である。また、一体型の金型構成が多く量産

性の配慮に欠けることが多い。 
③資本系列の違い 

中国の金型メーカーは資本系列により経営が異なる。 
（ア）華僑系資本（香港系、台湾系及びシンガポール系） 
  基本はキャッシュフロー経営であり、日本とは考え方が大きく異なる。償却の考え方

がなく、設備投資を行っても時間チャージに反映させないことが一般的である。 
投資家（出資者）が も重要視され、純利益の大半は出資者に還元される。「会社の金」

の考え方がなく、全て出資者個人のものとの考えが強い。このため内部留保金を持つこ

とが少なく、設備投資は投資家の出資によって行われる。直近の資金の流れを重視し利

益に対しての執着心が強い。この様な考え方は香港系が も強く、シンガポール系、台

湾系の順に薄らいでいく。 
（イ）中国系資本（ローカル） 
  中国系資本の金型メーカーは中小メーカーが大半である。同族経営が多く、華僑系と

異なり投資の考え方が薄い。時間チャージを設定しているところが少なく、財務管理も、

総 IN 総 OUT のアバウトなものである。設備償却の考え方がないため、設備は個人の持

ち物との考えである。但し国営資本は償却がある。 
（ウ）日系資本 
  管理や財務は日本方式を持ち込んでいる企業が多い。償却を発生させていることから

他資本と比較して経営的に不利とされている。一般的に売り上げと品質に重点を置くこと

が多い。 
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④その他 
 中国と日本との大きな違いは生産システムにある。日本は熟練技術者を主体に品質、効

率重視の生産システムであり、作業者が高度な技術を保有している。一方、中国は完全な

る専業分業制を行っており、熟練技術者を必要としない生産方式を確立している。また、

表 6.1.1 のように中国と日本では金型産業における違いは大きい。 
⑤今後の展開 
 現在の中国は世界の工場化した膨大な市場があり、完全なる売り手市場である。更に海

外かの受注も拡大していることから世界有数の金型生産国になる事が予測される。中国の

金型生産技術は急激に進歩している。過去金型の輸入国であった中国が金型輸出国へと変

貌している。この要因は、 
a.世界各国の金型を手掛けることにより、世界から技術を吸収している。 
b.厳しい要求がある日本の金型を積極的に手掛けることにより技術が向上している。 
c.外部からの技術導入を盛んに行っている。  

など、貪欲に技術の習得を図ったことによる。しかし全体の底上げが図られたことにより

競争も始まっており、企業間格差が広がり二極分化が進むと思われる。この現象は既に華

南地区、華東地区で発生しており、企業倒産が起きている。 
 現在、中国では不得意とされる分野は今後若干改善されるが、中国のモノ造り環境より

解消されることはない。また、中国固有の専業分業体制は短期間に技術力を向上させる事

は優れた体制であるが、高度な技術を習得できない欠点がある。この体制が存在する限り

技術の向上は一定の成長で止まると考えられる。 
⑥ 技術開発の現状 

中国には技術開発の土壌がない。また、技術開発を重視する風潮もない。前述のように、

標準化されたモノを大量に生産することは得意とするが、技術を駆使し時間をかけ取り組

むことを不得意としている。技術開発を行うよりも短絡的に資金を提供し技術を買い取る

風潮がある（特に華僑系資本）。しかし、CAD／CAM を駆使した金型造りは開発が進めら

れており、解析ソフトと合体させた開発に取り組む企業が多い。日本は熟練技術者が金型

造りを支えてきた、しかし中国では熟練技術者が存在しない事から技術のデジタル化が進

められている。日本とは技術開発の根底が異なる。 
⑦ 中国企業の追い上げと日本企業の今後 

中国の追い上げは激しい。着実に底上げが図られており、日本にも多くの金型が輸出さ

れようになった。しかし、依然として日本との技術力には差はあり、品質、製作期間の面

では大きな開きがある。一方、日本の金型技術は世界をリードしており、世界 高の技術

を有している。 
特に品質、製作期間は他国の追従を許すことがない。日本の金型生産技術は高速加工を

駆使した高精度の加工を可能にし、優秀な技術者が金型作りに携わっているのが特長であ

る。また金型メーカーを取り巻くインフラも整備されており、環境が整っている。中国の

原始的な環境と大きく異なる。 
しかし、日本の多くの金型メーカーは日本国内での取引を主体にし、日本企業しか顧客

を持たない狭い範囲での活動であった。中国を始めとし台湾、韓国企業は早くから世界各

国より受注し、仕事量を安定させる経営を図ってきている。この点では日本の金型メーカ

ーの対応は遅れている。日本の特長である高品質と短納期をもっと世界にアピールするべ

きだと考える。 
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表 6.1.1 金型産業比較(対日本) 

 

 日  本 中  国 
事業に対する  
考え方  

・系列的受発注が主体  
・ﾕｰｻﾞｰﾆｰｽﾞを 優先  
・受注側と発注側との立場の違いが明

確  
・長期的利益追求  

・信頼関係重視 (継続性なし) 
・利益 優先 (利益を生み出す事

業) 
・立場は平等、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰの考

え  
・短期的利益追求  

技術への視点  ・自社の独自技術を開拓  
・創意工夫を重視  
・蓄積された熟練技術による金型造り  

・現有技術の適応(無理をしない) 
・設備増強による技術の対応(人材

育成はなし) 
・標準化、ﾊﾟﾀｰﾝ化による金型作り  

生産性の追及  ・機械化・による生産性を向上  
・個人の能力ｱｯﾌﾟを重視  
・技術開発に積極的  
・熟練技術者による対応  

・人海戦術による金型作り  
・技術向上を設備に依存  
・外部からの技術導入  
・素人集団による専業分業制  

市場環境  ・買い手市場(激しい受注競争) 
・国内は空洞化  
・価格競争が激化  
・顧客は日本ﾒｰｶｰのみ  

・売り手市場(競争原理なし) 
・世界の工場化  
・価格競争はなし  
・世界各国より受注  

技術力  ・世界に誇る技術を保有  
・独自技術を開発  (技術の特化) 

・発展途上  
・世界の技術を吸収  

指示命令組織 ・合議制  (決断が遅い) 
・ﾁｰﾑﾜｰｸ主体(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙな体制) 
・報告･連絡･相談が徹底  

・ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ（決断が早い) 
・完全なるﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ組織(血縁重視) 
・報告相談はなし  

財 務  ・運転資金は借入金に依存  
・損益表、貸借対照表  

・投資による（長期借入金はなし） 
・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ経営  

 
 
企  
 
業  

回 収  ・T1 以降( 終検収)で支払い  
・手形が大半(回収が遅い) 

・前金、分割方式(回収が早い) 
・現金  

 
⑧共存のあり方 

世界の工場化した中国への流れは変えることはできない。寧ろ何らかの係わり合いを持

つ事が必要とされ過去の敵対心から共存への道と変わってきている。しかし中国進出の日

本企業は中国の国民性、商習慣、制度、言語等の違いにより壁に阻まれることが多いのが

実態である。 
共存のあり方にはに付いて幾つかのパターンがあり、以下に紹介する。 

ア：企業提携 
委託加工：現地企業と提携し生産の委託を行う方法である。資本参加せず技術、品質管理

は日本側でコントロールすることが一般的である。全量輸出する事が前提となるが投資が
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小限に押さえられていることから組立を主体とする業種に委託加工を選択する企業が多

い。 
金型メーカーでは業務提携を結び技術などの提供を行いながら生産を委託する方法が 

ある。 もリスクの少ない方法であるが、日本側に発言権がないことからコントロールが

きかないデメリットがある。 
独資企業：単独で進出する方法である。中国の法改正により独資で進出する企業が増えて

いる。合弁や委託と異なり経営面での自由度はあるが、中国固有の商習慣、税法、制度、

現地政府とのネゴなど中国を知り尽くしていないと失敗するケースが多い。また多額の設

備投資を必要とする、日本への送金規制があるなど課題も多い。親メーカーに付随し進出

するケースなど、中国内での取引を行う場合は国内販売権の取得が必要であり、この方法

を選択するケースも多い。 
 中国の産業保護規制により独資で進出できない業種があるため注意が必要である。 
合弁企業：中国、香港、台湾企業などと共同出資で会社設立を行う方法である。 

この方法での中国進出が も多い。過去、合弁先は中国企業のみであったが法律の改正

により香港、台湾企業との合弁が増えている。中でも台湾企業は日本の商習慣を知り尽く

していることから合弁先に選ぶことが多い。投資負担を軽減でき、中国固有の商習慣に振

り回されることは少ないが、出資比率、役員（董事）比率により日本側の発言権を失うケ

ースがあり注意が必要である。特に中華圏企業と日系企業とでは、経営手法が根底から異

なるために経営面でのトラブルが発生し易い。また香港企業、台湾企業の中には中国内で

の販売権を取得していない場合があり注意が必要である。 
 
イ：外注としての活用  
 特別な提携を行わず外注として活用する方法である。全量輸出を行うことが必要である。 
直接取引：現地メーカーに直接発注する方法である。投資の必要がなく、価格メリットが

大きい事からこのケースでの取引は多い。日本と取引条件が異なることから海外取引に不

慣れな日本企業はトラブルに巻き込まれる事が多い。また末端管理が出来ない為に納期、

品質のトラブルが多い、言語の違いから意思が伝達できないなどのデメリットも多い。特

に中華圏企業は約束を反故する事が多くリスクが高い。  
契約を明確にする、信頼できる相手企業を選定するなどが重要である。安易な取引を行

うと経費が掛かり、コストメリットが薄れる場合がある。 
間接取引：香港、台湾を通じ間接的に発注する、商社などを介し間接的に発注する方法で 
ある。価格メリットは多少薄れるが、煩わしい取引条件、発注先の管理、契約などに振り 
回れない事からこの選択を行うケースは意外と多い。特に輸出入には中国側の規制があり、 
熟知している専門業者を介すことの方が得策である。 
その他 ：委託加工とは異なり特別な契約を行わず現地企業内に事務所を設けるケースが

ある。厭くまで外注としての位置付けであるが、一定量の仕事を定期的に発注する事によ

り信頼関係が築けこの形態になる場合が多い。 
特別な契約を持たないことから「しがらみ」が発生せず、経費負担も少ない。厭くまで 

信頼関係の構築が優先され長期的に考える事が必要である。 
近の風潮として中国で作れば何でも安くできると思われがちであるが、中国で作ること

により高くなることも決して少なくない。発注側も中国の現状を理解し選別する必要があ

る。日中の考え方の差、商習慣の違いなどによりトラブルが発生するが、意外と日本側に
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問題があることが多い。日本の商習慣は世界でも特殊と言われており、この点での認識も

必要である。一方、技術流失に付いても一定の歯止めは必要であるが、過度の対策は日本

を孤立させることになり好ましいことではない。現実に金型図面などはメーカーが提供す

るより金型メーカーが提供しているケースの方が多い。中国で生産できるものは中国に任

せ、日本が得意とする分野を積極的に伸ばすことで共存を図るべきだと考える。 
 
 
６．２ 中国鋳造業の現状 
 
6.2.1 中国鋳造業界の現状 

 中国の鋳物は歴史が古く優れた技術を持っていたものの、近代鋳物の発達は遅れていた。

だが、 近の中国鋳造業界は、その規模が大きく、また発展が早く真実を把握し難い。企

業といえるものは 10,000 社以上あり、その他零細が 10,000 社あるといわれ、主力であっ

た国有企業の鋳造部門はリストラですっかり変貌した。鋳造業界はまだ鉄鋳物主力の業界

であり需要部門別には自動車、鉄道、トラクター農機関係、工作機械、一般機械、冶金鉱

山、動力、紡織、鋳鉄管、建築、その他となっている。  
主なものの現状は、 
①自動車；一時伸びが止まっていたが、この３年間は急上昇している。第一、東風、上海

の３大メーカーを中心に 20 を越える組立メーカーがあるが高品質の鋳物を内製している

処は限られている。 
鋳物専業を含め約 30 の工場が先進の鋳造設備を導入して 150 万 t 程の鋳物を量産し生

産能力には充分余力がある。しかし乗用車の主要部品は限られた工場しかできないので、

従来の商用車鋳物から乗用車鋳物に転換するには時間が掛かると思われている。 
②トラクター／農機関係；今まで機械鋳物として も生産量の多かった部門であり、ディ

ーゼルエンジンを中心に年間 10,000 トン以上生産の工場が 40 社あり、300 万トン以上の

生産をする鋳造産業の中心である。新旧入り混じった造型機が使用され商用車の鋳物や中

小型の一般機械鋳物には通用するが乗用車用の機能鋳物には展開が難しい企業が多い。 
③工作機械；工作機械専業の比較的大型の企業が多く年間 5,000 トン以上の規模の工場が

約 20 程ある。日本と合弁した長城須崎がフラン樹脂鋳型で先行し、品質が日本に通用す

る企業が多い。日本の鋳造が競合できるのは納期である。日本の工作機メ－カーのほとん

どが中国鋳造企業と接触している。 
④産業機械；中大型鋳物は工作機械同様フラン樹脂鋳型の技術が向上したので日本ユーザ

ーの引き合いが増えた。現地日系鋳造企業は日本国内から評価され、現地外資企業からも

信頼されて大健闘している。 
⑤家電関係；生型小物量産は価格競争が激しく、組立メーカーは大半が中国に展開してい

るので、ほとんど中国生産である。台湾系企業が活躍している。 
⑥一般鋳物；鋳物の価値が認められず、価格のみとなり中国移行の流れになった。 
⑦鋳鉄管；中国の生産量は日本より遥かに多く 200 万 t を越し、特殊なものだけを輸入し

ている。 
⑧鋳鋼；中大型工場が多く 300 社近くあり、150 万トン以上の能力があり中大型企業が多

く日本からの仕事が相当量移行した。 
⑩精密鋳造；30 万トン近い生産のうち、本格的なロストワックスは機械関係で 4 万トン位、
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２／３以上は水ガラスを用いる中国独自の方法である。蝋型模型の製作と仕上げ工程は中

国の独壇である。これから中型鋳物に活用することが一つのポイントになると思われる。  
⑪消失模型鋳造；EPC は耐熱、耐摩耗品への展開で生産量は日本を抜いた。更に機械部品

と異型管の展開が始まった。フルモールドも自動車の発展で急上昇中、２､３年で日本より

多くなるのとも見られている。 
⑫アルミ鋳物；伸び方が遅かったが、昨年は 100 万トンを越えた。小物工場、中型工場、

自動車用大型、情報機器用薄型と４つの方向がある。中型工場が日本と製品技術で棲み分

けする分野であり、自動車関係がこれから発展すると考えられている。情報機器用は内製

である。 
 
以上のように鉄系鋳物は現地の需要も多く、技術と市場の関係は図 6.2.1 のようになる。

一般レベルの鋳物の生産能力は充分にある。中国は鋳物づくりの環境は日本が羨むほど 
良く、従来型の鋳物づくりは世界一で日本は到底競争できない。しかし、近代鋳物の技術 
は技術移転が主体で量産技術と開発力に欠けている。また、 近発展した民営企業の多く 
は米国型であり、日本流のきめの細かい管理は不得手である。またアルミ二ウム鋳物は発 
展途上であり、小物は競争力があるが中物から自動車ものはこれからで先進技術の導入待  
ちである。前記のように、モータリゼーションの急伸は鋳物市場の大きな変化が起きるの 
で新たな対応を考えなければいけなくなった。 
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図 6.2.1 中国鋳物市場概念図 
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今まで中国企業は日本との鋳物取引でレベルアップをしてきた。日本からの発注に際し

ては価格のメリットがあるかないか、納期、設計変更の対応がどうか、発注条件をどう理

解させて製作させるか、発注者の意図を明確に伝えることができれば充分対応できる企業

が増えてきた。(図 6.2.1) 

6.2.2 自動車発展による市場の変化 

 1 月 20 日の中国政府発表で驚かされた。2003 年の中国の経済成長率は 9.1％で、2 次産

業は 12.5％、GDP への貢献率は 79％に上がり、自動車生産がこれを牽引した。中国のモ

ータリゼーションは予想以上の速さで進んでいる。2003 年の自動車生産は 444 万台と

36.6％増、乗用車は 84.4％増加した。これは関係者の予想を遥かに上回るもので 1000 万

台は夢ではなくなった。 
自動車生産と鋳物需要は、1000 台生産で 500 万トン以上の自動車用鋳物が必要である。 
自動車 1 台あたりの鋳物の鋳放重量は統計の実績のから中国では 800kg 程であり、日本、

米国の 350kg より遥かに多い。乗用車の重量構成は 1 台あたり鋳物部品 100kg 前後であ

るが加工歩留まり、サービス部品、関連部品、更に日本では海外生産向けの部品も含まれ

るので、このように多くなる。中国では大型商用車の比率が高いので今後どの程度改善さ

れるかにより需要量が変わるが、今の予測では莫大な鋳物需要である。仮に 1 台 500kg ま

で改善されたにしても 500 万 t になり、自動車産業が牽引して工業生産が上がり、工作機

械などの生産が増大する。鋳物全体需要は軽く 2000 万トンを越え、中国の鋳物市場は大

混乱になると予想される。しかし計算強い漢民族である、きっとうまい着地点を見出すこ

とと思うが、当面以下のことが予想される。  
①乗用車用鋳物の需要を満たすには国内だけでは相当時間が掛かる、②従って現地日系鋳

造企業の技術力をどう拡大できるか、③日本国内の鋳物需要が増える、④同時に中国から

の鋳物輸入が減少する等の点から日中の鋳物共生の考え方を大きく見直さなければならな

くなってきた。 
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今回は現時点での検討であるが自動車産業の急進によって新たな検討が必要である。図

6.2.2 は日系自動車関連の企業状況を示したものであるが、現地企業の展開は驚く程のスピ

ードで進んでいる。 
 
6.2.3 日本の鋳物需要 

 日本の鋳物需要はどのくらい見込めるかというと、在来型鋳物ではなく先進型鋳物の要

求が増えるであろう。先日某機械メーカーの役員から、“我々は鋳物メーカーにものづくり

を期待してはいない。我々の機械の問題を解決できる技術に期待している。”またある人は”

鋳物だけでなく加工、熱処理、組立まで期待する時代である”とも言っている。鋳物から

部品製品に展開し、しかもそれをデザインインで行う。ユーザーの考えはすっかり変わっ

てきた。先進型鋳物の時代である。 
 昨年森谷正規氏1が機械産業の新しい展開を書かれていた。大変面白く読んだのでこれを

もとに中国との関連を見ながら、その分類で需要を検討した。 
①部品は高度でも組立が単純な家電、情報機器、カメラ、自転車等の業種は価格競争が激

しく、中国展開が進み、中国生産が主流になる。この分野の鉄系鋳物は比較的単純で競争

力が少ないものも多いが Al、Mg と精密鋳造は発展分野である。鋳造品の市場規模は数百

億円あるが、日本国内では発展し難い。 
②乗用車の鋳物は 1 兆円の市場であるが、これからますます軽量化、一体化、機能化等が

進み、高機能の部品が要求される。日本の も得意とする分野で蓄積された技術と開発が

必要となって、自動車本体と自動車部品の両面から中国自動車の新たな発展に対応してい

く。鋳造の現地企業の一段上を行く日系鋳造企業の加速と新たな展開が必要である。 
③一般機械は国際的な価格競争で中国展開も進み鋳物への価格要求が強い。しかし、この

中で高度の精密さと技術蓄積が要求される機械、例えば産業ロボットや工作機械、金属加

工機械、電子部品製造装置等は日本の強みの機械であり発展が期待されている。この業界

の鋳物は鋳物の良さを発揮し、デザインインして機械の性能、コストに貢献し、納期勝負

をする先進型鋳物の市場である。  
鋳物需要はまだ 400 億程度の市場であるが、これから製造法の抜本的改革と用途開発の進

め方次第で競争力ある有望な市場である。 
④従来の主役である一般機械は先進型鋳物の重要性を認めさせるのか、価格勝負するのか

ユーザーとの積極的折衝がポイントである。  
⑤環境、産業廃棄物、エネルギーなどの分野は鋳物の用途開発の新分野であり、建設・公

共関係鋳物と共に、新しい観点での対応が必要である。  
 
6.2.4 中国鋳物との共生 

 これ等を踏まえて中国鋳造企業を分類すると図 2.6.3となり、これからの需要をみると、

図 2.6.4 のようになる。産業種類別・鋳物種類別にまとめると次のように考えられ、日本

は中国でできない先進型鋳物への展開が主体になる。 

   在来鋳物・一般鋳物                  中国生産 
   軽組立機械・一般機械鋳物     小物・中物     価格勝負 
   家電･情報機器・２輪        小物        中国生産 

                                             
1 森谷正規；NTT 出版 日本機械産業の新たな展開 
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   乗用車関係鋳物          小物量産      日本がらみ  
   高度鋳物       先進型  
   非量産高度機械          中物        日本   
              先進型（開発・納期） 
   新市場        用途開発            日本 
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図 6.2.3. 中国鋳造業の分類 
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図 6.2.4. 鋳造業における日本と中国との共生 
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6.2.5 まとめ 

鋳物は中国と価格競争するのではなく、技術力を主体に開発型企業に貢献する用途開発

を進めるのが先進国の立場である。自動車が増えれば、関連機械、その他が増えますます

需要は旺盛になる。現在原材料の値上げが云々され、増値税の問題もあり、日本への輸出

にも問題が生じている。更にモータリゼーションが予想以上に急進してきたことは、中国

鋳造業界との共生を新たな角度からの見直しが迫られてきた。 
世界に誇る日本の高度な技術蓄積をどう生かして鋳造業界の再生に役立てるか。また、中

国の固有技術をどう生かすか。在来型鋳物から先進型鋳物への転換期である。  
 
６．３ 中国の模倣品の実態 
 
6.3.1 中国の模倣品の実態と被害の実態 

（１）模倣品の実態及び地域別種類別特徴 

  中国における模倣品の実態を正確につかむことは難しいが、中国政府機関の試算によれ 

ば、中国の模倣品市場は約 3 兆円にのぼると言われている。模倣品の品目も、食品や日用

品から家電製品、事務機器、薬品、農薬、そしてバイク、自動車などと、ほぼ全商品に及

んでおり、模倣により侵害されている知的財産権の種類も、商標の盗用から著作権、特許

及び意匠権の侵害、営業秘密の窃取など広範囲に及んでいる。 

 こうした模倣品の生産流通拠点は、広東省、福建省、浙江省、江蘇省など中国沿岸を中

心に立地しており、それぞれの特徴を持っている。例えば浙江省が日用品、雑貨類など軽

工業品の模倣基地であり、日本を始め、ウルムチを経由して中東･中央アジア･ロシア等へ

製品を出荷しているのに比べ、広東省は電子機器、各種部品、精密機械など技術力を必要

とする製品の模倣生産拠点となっており、国内各地をはじめ、香港を中心とした輸出拠点

から日本、東南アジア等へ出荷されている。 

 このように、同省が技術レベルの高い模倣品の生産地域となったのは、高い技術力を持

った外資系企業による合弁企業の集積やライセンス生産の増加が背景となって技術やノウ

ハウの伝播が起こり、模倣品製造の下地が出来たものと考えられる。 

また、同省が模倣品の生産地域として大きく“成長”したのは、消費地･流通拠点とし

ての広州市や深�市、輸出拠点としての香港が果たしている役割も大きい。浙江省の場合、

義烏市のように卸売市場が一ヶ所に集中しているが、広東省広州市の場合、各種商品ごと

に卸売市場が市内各地に点在しているのも特徴である。 

同省を含む華南地域は、次項(2)の⑥のとおり も被害の多い地域であるが、自動車メ

ーカーの進出に伴って関連部品メーカーの中国への投資が加速し、現在自動車産業の集積

が起こりつつある。今後、中国側への技術流出が起こると考えられ、自動車関連部品(特に

補修部品)の模倣品も多くなる恐れがある。 

 

（２）被害の実態 

日本企業が中国の模倣品によって被る被害は深刻である。その被害額は日本企業のみで

も 1 兆円に上がるとの見方もあり、2003 年ジェトロ北京センターの調査では、中国進出日

系企業の 54％が何らかの被害を受けている。また、特許庁の調査によれば、日本企業が模

倣品によって被っている被害全体のうち、47.4％（2001 年、延べ被害社数基準）が中国製

模倣品によるものであり、被害を受けた日本企業の数は、2000 年の 339 社に比べ、200 年
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は 350 社と増加傾向にある。こうした模倣品による日本企業の被害実態を 2002 年 12 月か

ら 2003 年 1 月にかけて、ジェトロ北京センターが実施した中国日本商会、日本人クラブ加

盟日系製造企業に対するアンケート調査(対象 2,917 社、回答企業総数 448 社)結果から概

観する。 

 

①中国における模倣品問題についての認識 

｢コピー商品が出回るのはその企業が有名になった証拠であり、有名税のようなもの｣と

いう考え方もある。しかしアンケート結果では、「断固として取り締まるべき」(70.1％、

前年調査比 7.6 ポイント増)、「製品によっては取締りを強化すべき」(25.8％、同 4.3 ポイ

ント減)となっており、合わせて 95.9％に上がっていて、日系企業全体に｢ニセモノを放置

してはならない｣という強い意識があるといえる。 

②自社製品の模倣品被害状況 

｢被害は深刻である｣とする企業は 13.4％(前年調査比 2.8 ポイント減)、｢被害はあるが

深刻ではない｣とする企業は 22.2％(同 7.6 ポイント増)であり、自社製品の模倣品が出回

っている事実を把握している企業は 35.6％(同 3.8 ポイント増)。｢あるようだが実態は不

明｣とする企業 18.7％(同 4.5 ポイント減)を合わせると 54.3％(同 0.3 ポイント増)の企業

が何らかの模倣品被害に遭っている。被害が深刻な業種として機械 21.6％、食品･科学

15.4％、電気・電子 15.1％があげられている。 

③侵害されている知的財産権の種類 

侵害されている権利は、商標権 71.8％(前年調査比 2.6 ポイント増)、意匠権 68.5％(同

1.6 ポイント減)に集中しており、模倣品が依然としてデザインや商標を盗用し本物に似せ

た、いわゆるデッドコピー品であることを示している。また、技術の中核をなす特許権侵

害は 14.8％で前年調査時に比べ 10.4％と大幅に減少している。 

④模倣品による年間被害額 

模倣品による真正品の売り上げ損失が 10 億円以上とする企業は 8.7％(前年調査比 1.9

ポイント減)。1 億円以上とする企業は 29.5％(同 1.8 ポイント減)。一方、被害額の算定は

不明ないし困難とする企業は 56.4％(同 2.1 ポイント増)あり、模倣品被害の把握の難しさ

を示している。 

⑤模倣品被害の増減 

｢悪化の傾向にある｣と答えた企業が 17.4％(前年調査比 6.8 ポイント減)で、｢どちらか

と言えば悪化の傾向にある｣との回答が 36.9％(同 10.4 ポイント増)となっており、双方を

合わせると半数以上が模倣品被害は悪化傾向にあるとしている。｢改善の傾向にある｣と見

ている企業は 13.4％(同 4.7 ポイント増)と増加傾向にあるが、中国政府による模倣品取締

り強化策の効果がいまだはっきりと現れていないことを示す結果と言える。 

⑥被害の多い地域の順位 

被害の多い地域として、製造拠点については、広東省 25.2％、浙江省 17.6％、福建省

9.3％、江蘇省 9.0％、上海市 7.3％、三東省・北京市各 4.0％、河北省 3.7％等の順となっ

ており、流通拠点としては、広東省 24.1％、上海市 12.8％、浙江省 11.9％、江蘇省 7.7％、

北京市 7.1％等の順に多い。 

⑦中国製模倣品の品質 

｢真正品にかなり近い｣とした企業は 24.2％(前年調査比 3.4 ポイント減)、真正品には及

ばないが｢向上している｣とした企業は 55.0％(同 0.7 ポイント減)となっており、前年の調
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査に比べ、品質が向上しているとする回答が減少傾向にはあるが、｢品質が劣悪である｣と

の回答が 18.8％にとどまっていることを考えると、模倣品業者の技術力が相当程度のレベ

ルにあることは間違いない。 
 

6.3.2 中国における模倣品対策 

（１）中国政府等公的機関の模倣品に対する認識 

中国において模倣品問題が深刻であるのは、中国政府をはじめとする行政･公的機関が

アンチ･パテントの立場にあり、取締りに積極的でないからである、との見方もある。しか

し、WTO 加盟等から国際的な趨勢を無視できず、また、中国国内企業が模倣品の被害を受

ける例も出ていることなどを背景として、中国政府等の姿勢も変わりつつある。 

経済産業省の協力の下で日本の産業界が創設した｢国際知的財産保護フォーラム｣が

2002 年 12 月に中国へミッションを派遣した際、浙江省・広東省の地方政府から異口同音

に｢日本政府からの情報提供を積極的に受け入れ、その権利を保護する｣、｢地方保護主義は

徹底して排除する｣旨の回答を得ている。元々、模倣品事犯が多いことが背景にあるとは言

え、浙江省・広東省での商標権侵害取締り件数は 2001 年でそれぞれ 4,523 件および 2,051

件と、全国で 1 位、2 位であり、特に広東省においては 2 年前の 1999 年に 1,500 件であっ

たものが 37％もの増加をみるなど、取締りの積極さを表している。 

こうした中国側の姿勢の変化も、前述(2)の「被害の実態」を考え合わせれば未だ充分

とは言いがたい水準である。しかしながら、模倣品対策は中国の行政等第三者に任せてお

けば成し得るというものではなく、後述するように企業自らが不断の注意を払い、中国内

での商標や特許の登録や秘密情報の徹底管理など、必要な対策を執っておくと共に、現地

の取締り当局等に積極的に協力していくなどの姿勢が不可欠であり、そうした企業の姿勢

が現地行政機関の対策強化にも結びついていくと言えよう。 

  2002 年 11 月の第 16 回党大会で、江沢民総書記(当時)は｢独自の知的財産権を持つこと 

が大事である｣と強調し、技術を学び、コストを引き下げ、価格競争力のある製品を作り上 

げても、規格特許を押さえなければ輸出の高付加価値化はおぼつかない。共産党は、中国 

がもう一段高いレベルの国際競争力を身に付けるには、自らの知的財産戦略が欠かせない 

ことを認識し、企業は知的財産についての学習に取り組んでいる 中であるとしている。 

こうした動きから、日本の識者の間では、中国がむしろプロ･パテント的な姿勢を明確

に執り出したとの見方も出ており、事実、日系企業が中国企業から訴えられるという例も

発生している。知的財産権をめぐる問題において、ガードが固いとは必ずしも言い難い日

本企業にとっては、自社の知的財産権を守ることに加え、現地企業から訴えられないよう

に対策を講じることも必要であると考える。  
 
（２）知的財産の種類別模倣対策法規（登録等の事前対策） 

工業所有権は、単に所有している、あるいは日本国内において登録等を行っていること 
だけで、中国国内においても保護されるものではなく、商標権･特許権については中国国内

に於いても登録していることが必要であり、営業秘密(中国では｢商業秘密｣)は秘密保持の

対策が充分執られていて初めて権利保護が行われるものである。 
従って、中国の当該法規の内容を充分に把握した上で必要な手続きを行っておく必要が

あり、取引先との契約上、所有権を放棄するなどの取り決めを行っている場合は、権利保

護上論外である。商標・特許（意匠特許を含む）、営業秘密について、以下に保護法の概略
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を紹介する。 
①商標権；中国商標法に於いては、「商品またはサービスについて、中国国家工商行政管理

局商標局に商標登録することにより、商標登録者は商標権を有し、商標法及びその関連法

令の保護を受けることができる」(商標法第 2 ないし第 4 条)と規定されており、まず登録

が必要となる。 
登録出願ができる者は、中国内に居住または営業所を持つ「外商投資企業（合弁･合作･ 

独資企業）および、中国外居住者であっても、その所属国と中国が締結した協定または共

に参加している国際条約により権利能力を認められる外国人または外国企業」であれば出

願できる（商標法第 17 条）。ただし、中国外居住者の場合は、商標局の指定する商標代理

機構(渉外商標代理事務所)に手続きを委託しなければならない（商標法第 18 条、商標条例

第 7 条 3 項）。 
商標法では、「２人または 2 人以上の出願人が同一商品または類似商品について、同一

または、類似の商標登録出願をした場合、先に出願された商標について予備審決をし、か

つ公告する」（商標法第 29 条）と規定している。 
②特許権（中国語では「專利権」）；日本法上では、特許権とは発明特許のみを言い、実用

新案法に基づく実用新案権、意匠法に基づく意匠権と区別されるが、中国の法概念上では

発明特許･実用新案特許･意匠権特許（中国語では「外観設計専利」）を含めて専利権として

いる。特許権取得のためには、国家知識産権（知的財産権）局専利（特許）管理局（以下｢特

許局」という）に出願することが、商標権と同様必要となる。また、2 件以上の出願が競

合する場合は、 先の出願人に特許権が付与される（特許法第９条）。 
なお、日本国内で同一特許の出願を既に行っている場合、発明･実用新案特許について 

は出願日から 1 年以内、意匠特許は 6 ヶ月以内に中国内で出願すれば、日本での出願日を

中国での出願日とすることができる（特許法第 29 条 1 項）。 
出願できる者は、商標権の場合と同じ（特許法第 18 条）であり、中国内に居所ないし

営業所を有しない者が特許出願を行う場合、特許局の指定する特許代理機構(特許の場合は

「渉外特許事務所」)に手続きを委託しなければならない(特許法第 19 条第 1 項)点も同様。 
③商業秘密：日本の「営業秘密」に相当するものであり、知的財産権を侵して模倣品を作

り販売する問題とは異なる。しかしながら、例えば日本企業の中国現地法人に勤めていた

職員が商業秘密を知り得た後退職し、その秘密を持って他社に就職する、その結果機械類

の設計図が不当に流出するといった事例も多い。 
 商業秘密に関する法規としては、「反不正当競争法」があり、同法第 10 条で商業秘密侵

害行為を不正当競争行為として定め、同条第 1 項及び 2 項で各行為類型を規定、同条第 3
項に於いて「商業秘密」の定義を行っている。また、1995 年 11 月 23 日国家工商局第 1
号公布「商業秘密侵害行為の禁止に関する若干の規定」にて商業秘密の定義とその範囲に

ついて詳細に規定されている。さらに商業秘密侵害に対する罰則については、1997 年刑法

第 219 条にて規定されている。 
商業秘密侵害とは、秘密となっている情報を不正な手段で入手し利用することを指すも

のである。したがって、商標権や特許権のように事前に登録を行うなどの必要はないが、

当該秘密の保持者が主観的に秘密にしたいという意思を有するだけでは、保護の対象にな

らず、秘密管理措置を通じて当該商業情報がコントロールされる状態になっていて初めて

保護の対象になる。即ち、「商業秘密」として保護されるためには、当該情報が非公知にな

っていることに加え、当該商業秘密の保持者自身がそれを維持する合理的な努力を行い、
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不正な手段によらなければ不特定の者には知り得ないように秘密として管理を行っている

必要がある。 
 
（３）公的機関による取締り体制 

中国では、人民法院を代表とする司法機関と、工商行政管理局をはじめとする行政機関

の双方が知的財産権保護に当たっており、このシステムを一般に｢双軌制｣と呼んでいる。

即ち、模倣品被害にあった場合、被害者は原則として人民法院に提訴して救済を求める方

法と行政機関に救済を求める方法を選ぶことができる。現状では、法的救済より行政機関

による救済を活用するのが一般的である。 

 工商行政管理局を始めとする行政機関は、中央から地方まで膨大な組織網を持っており、 

発生した侵害事件に関して当該地にある行政機関に救済を求めることができる。人民法院 

に告訴を行う場合、膨大な書類の準備や、煩雑な手続きに時間を費やし、侵害者側に証拠 

隠滅などの余裕を与えてしまう可能性がある。これに対し、工商行政管理局などの行政機 

関の場合は、人民法院に比べて続きも簡便であり、提出すべき書類や証拠も比較的少なく 

て済む。そのため、取締りを依頼したその日のうちに取締りが実施される場合もある。 

また、人民法院の場合弁護士の費用や法院に納める案件受理費などの経費が発生するが、

行政機関利用の場合は原則として経費発生はない。しかし、行政機関による取締りの場合

は行政範囲内の処分、即ち罰金が中心となるが、人民法院を利用した場合は、刑事事件に

持ち込むことができ、刑事処分が期待できる。取締りを依頼する際の具体的な行政窓及び

取り締まり機関は以下の通り。 

①工商行政管理局商標局（県以上のレベル） 

商標権侵害と不正当競争侵害を担当。商標権侵害については同局商標広告科(地方によっ

ては、商標監督管理処)、不正当競争侵害については同局経済検査科が取締りに当たる。 

②知識産権局専利(特許)管理局 

特許権侵害を担当。 

③版権局 

著作権侵害を担当。ただし取締り依頼の受理は北京の国家版権局のみが行っており、地

方版権局は現状依頼を受理していない。地方での侵害事件は、国家版権局が受理した後、

発生地の省レベル版権局に調査依頼状が発行される。 

④公安局、武装警察 

大規模で社会の安定を脅かす恐れのある模倣品事件、治安の悪い地区での事件などにつ

いては、公安局や武装警察が工商行政管理局等と共同して取締りを行う場合がある。 

 

（４）取締りを成功させるために 

中国において継続的、且つ効果的に模倣品対策を実施するためには、工商行政管理局を

始めとする取締り官庁との信頼関係を構築することが重要であり、中央レベルの官庁だけ

でなく、取締りを直接担当している地方の部局との良好な関係も欠かせない。 

取締りを成功させる決め手は、模倣品の品番、在庫数量、保管場所、出荷日程など取締

りに必要となる情報を取締り官庁の調査に任せるのではなく、被害者側が自らそれら情報

をどれだけ正確に把握し、取締り官庁に伝えられるかということに掛かっている。｢A 社の

倉庫に一万点のニセモノがある｣という情報を伝え、取締りの結果がそのとおりであれば、

工商行政管理局等の信頼を得られ、それ以降も官庁の積極的な協力が期待できる。逆に情
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報が不正確でニセモノの所在を確認できず、現場で迷ってしまったような場合、官庁側の

面子が立たず、取締りの途中で引き返してしまう恐れもある。こうした情報の正確な把握

を被害者の外国企業だけで行うのは困難であり、通常以下の機関が利用されている。 

①調査会社 

中国では、外国企業の模倣品対策需要から、模倣品調査を専門とする調査会社がある。 

数年前から欧米系大手調査会社が中国に進出したことから業界が形成され始め、現在では 

現地資本の調査会社も多数設立されている。模倣品業者調査を行った調査会社が、実際の 

取締りに際して係官に同行し、現場で誘導する方法が極めて効果的である。調査会社に委 

託できる業務は以下の通り。 

イ．模倣品の発見 

ロ．模倣品業者に対する全面調査 

ハ．取締りの斡旋、取締りへの参加、処分決定情報の入手 

②渉外商標代理事務所 

前述のとおり、中国外居住者が商標登録する場合、渉外商標代理事務所に委託しなけれ

ばならないが、地方官庁によっては、模倣品取締り依頼手続きを、商標事務所を通して行

うよう義務付けている取り締まり機関もある。商標事務所を通した場合も、模倣品業者に

対する調査等は商標事務所が調査会社に再委託する場合がある。商標事務所利用が義務付

けられていない場合でも、被害者は商標事務所と調査会社を平行して利用することができ、

調査会社に馴染みがない場合などは、商標登録などで関係のできた商標事務所を一次委託

先とする方法が便利である。 
 
6.3.3 模倣品事件と対応の実例 

金型等素形材分野における模倣品事件は、素形材分野製品が通常は消費財のように、市

場で売られるなど表に出ることが余りない性格のものであるなどの点もあり、具体事例を

把握することが困難である。本項では、素形材分野の模倣問題を考える上で参考になると

思われる他分野の裁判事例を紹介する。 

 

（１）意匠特許権侵害事件の例 

①事件の経緯と内容 

  広東康宝電器廠（原告。以下康宝と称す）は、｢消毒機器｣の意匠特許権を出願し 1993

年 6 月に登録公示されている。広州番禺大石電器廠（被告。以下大石と称す）は 1993 年

10 月から双楽牌 SL-700-03 両面扉豪華型消毒機器製造を開始し、1994 年 1 月から販売を開

始した。大石の消毒機器の立体形状は、康宝が意匠特許をとった設計図による立体形状と

若干の部分を除いてほぼ類似しており、康宝は大石が意匠特許権を侵害しているとして広

州市中級人民法院に対し大石を告訴した。 

②判決 

判決では、大石の消毒機器は立体形状が全体として康宝の機器とほぼ類似しており、大

石の当該製品は康宝のもつ意匠特許の保護範囲に含まれるとして康宝の勝訴とし、大石に

対して、製造販売の停止、使用鋳型の破棄、原告の経済的損失 80 万元の賠償、新聞への謝

罪文掲載を命じた。大石はこれを不服とし、広東省高級人民法院に上訴したが、第一審判

決を覆すことはできなかった。 

③本件の留意点 
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本件では、 

イ．康宝の意匠特許権の保護範囲を如何なる資料を持って確定するか、 

ロ．大石の行為が意匠特許権の無断使用に当たるか否かを如何なる基準によって認定す

るかという点がポイントとなる。專利法第 56 条 2 項では「意匠特許権の保護範囲は

図案または写真に表示されている当該意匠特許製品を持って基準とする」と規定して

おり、意匠の定義については「製品の形状、模様またはその結合並びに色彩及び形状、

模様の結合により作り出された美観に富み、かつ工業的応用に適した新しいデザイ

ン」と定義されている（専利法実施細則第 2 条第２項）。 

     このように、意匠特許の範囲が視覚的な資料でみる形状や色で表わされており、文

書化されていないため、特殊な問題が生じる。即ち、意匠特許権を有する新規性のあ

るデザインといえども、多くの場合は既存(公知)のデザインの上に成り立っており「消

毒機器」という製品の形状も概ね決まっているため、類似している商品が意匠特許権

侵害であるといえば、ほとんどの「消毒機器」が“侵害”ということになりかねない。

従って、登録に関わる図面や写真等から既存のデザインとは異なる新規性を有する特

徴（一般に「要部」と呼称）を抽出し、それを中心に類似性を判断することが必要と

なる。北京市高級人民法院での意匠特許権をめぐる裁判の判例では「権利者は侵害訴

訟において意匠の要部図を提出し、その意匠について保護を求める創作部分及びその

内容を説明しなければならない」としている。 

④本件から学ぶべき点 

   中国においても、「要部」が類似しているか否かを判断基準にするという考え方は次第に

一般的になりつつあるが、本件に見られるように「若干の部分を除いてほぼ類似しており、

康宝は大石が意匠特許権を侵害している」といった極めて荒い事実認定が未だに行われて

おり、このような事実認定の悪影響を受けるリスクがあることは、今もなお認識しておく

必要がある。そのような場合、「要部」がどこであるかを明らかにし、その類似の当否を検

討する必要性を法院に説いて、キメ細かい分析に基づいた主張を展開することが重要であ

る。また、意匠を含む特許権の侵害事件においても、工商行政管理局等の行政処分を求め

ることもできるが、商標権侵害の場合と比べると行政処分による救済を求めることは容易

でない。むしろ緊急性のある場合には法院による保全処分を求める方が適切な場合が多い。 

 

（２）商業秘密侵害事件の例 

①事件の経緯と内容 

  株州選鉱薬剤廠（原告。以下株州廠と呼ぶ）は、1966 年から選鉱の際必要な溶剤である

「黄薬」を生産。1975 年から製品の品質のバラツキ、原料漏れ､引火の危険などの問題を

解決するため主要設備の｢混合機｣と「グラインディングミル」に改良を加え､低コストで安

全性が高く､不良品発生率も低い生産ラインを完成させて､同ラインで生産された製品によ

り中国内の数々の賞を受賞した｡ 

     株州廠は上記の技術成果に対し、秘密管理処置を講じ｢秘密保持･ファイル業務制度｣「科

学技術ファイル管理基準」等を制定して、技術に関するファイルは代表者の許可がない限

りコピーや持ち出しができないよう、徹底して管理していた。 

  広東省羅定市林生化工廠（被告。以下羅定廠）は、株州廠のエンジニアである劉顕馳に

株州廠の黄薬生産設備に関する技術情報の提供を依頼し、設計図を全て渡した時点で２万

元、羅定廠で設備を据付け試運転が成功した後２万元を支払う約束をした。劉顕馳はその
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後設計図を羅定廠に渡し生産ライン施工に立ち合って合計４万元を受け取り、羅定廠は

1991 年から裁判敗訴により設備を撤去する 1997 年まで、株州廠の技術による生産ライン

にて黄薬を生産し続けた。 

1992 年、株州廠は技術情報漏洩に気付いて調査を行い、劉顕馳が羅州廠に技術資料を売 

り渡した事実を把握し、株州市北区人民検察院に通報。同検察院は株州廠に対して、羅州

廠と劉顕馳による商業秘密侵害の損害賠償を人民法院に訴えるよう促し、湖南省高級人民

法院にて審理が行なわれた。 

②判決 

  審理過程において湖南省科学技術委員会が株州廠の混合機及びグラインディングミルの

システムを鑑定し、①株州廠の黄薬生産ラインは、同社が長年の経験を生かして自ら改良･

設計したものであり、気密性の高さ、爆発防止等、それぞれ５項目の特徴を有し、公知技

術の範囲には属さず、全てに秘密保護措置が講じられているため、権利者の商業秘密であ

る、②羅定廠の使用している黄薬の混合機及びグラインディングミルのシステムの設計図

は株州廠の設計図を複製したものである、との鑑定結果を出した。 

これを踏まえて湖南省高級人民法院は、「株州廠はその技術上の商業秘密に対して、厳

格な秘密管理措置を講じており、また技術上の商業秘密の使用により株州廠は高い経済利

益を実現していた。従って、これらの技術は営業秘密として法により保護されるべきであ

る」として、株州廠の経済損失に関し、羅定廠に対して 416 万元、劉顕馳に対して５万円

の賠償、羅定廠に対して裁判関連経費合計 15 万元の支払いを命じた。羅州廠と劉顕馳は判

決を不服とし 高人民法院に上訴したが、一審判決は覆らなかった。 

③本件から学ぶべき点 

  商標権や意匠権を含む特許権など、いわゆる工業所有権が比較的限られた対象を保護す

るのに対し、商業秘密の保護対象は、それが秘密として管理されている有用な情報である

限り著しく広範囲に及ぶ。工業所有権を取得するための要件は満たさないが有益な技術と

して保護が必要なもの、公開すれば模倣を避けられないものについては、工業所有権とし

ての保護よりも商業秘密としての保護の方が適している場合が多い。 

しかしながら、開示の対価として法的な保護が与えられる特許と異なり、商業秘密は企

業側自らの手で厳重な秘密管理措置を講じていない限り、商業秘密として認められ保護が

与えられない。本件の場合も、株州廠が自ら「秘密保持･ファイル業務制度」、「科学技術フ

ァイル管理基準」等を制定し厳重な措置を講じていたことを法廷で証明できたことが、株

州廠の勝訴につながっている。 

社内での営業秘密管理規定の制定と徹底した実施、資料のファイル化、従業員の教育に

加え、人間の頭の中にある商業秘密を管理するため、秘密情報に触れる従業員やエンジニ

アとの秘密保持協定の締結も不可欠である。  
 
6.3.4 模倣品対策に関する企業への助言 

  以上、模倣品対策に関わる中国国内での法令、行政機関の体制、模倣品事件等への対応

の具体例等について概観してきたが、模倣品対策は、知的財産権者である企業側が何もせ

ずに行えるものでは決してなく、企業が前もって必要な措置を取り、法院や取締機関に積

極的に協力して初めて効果的な結果を得ることができるものである。繰り返しになるが、

ここで再度、本項で述べた模倣品対策において留意すべきポイントを以下に整理してみる。

（１）模倣品発生以前 



 109

   ①権利確保処置を行う（中国国内において商標権、特許権の登録を済ませる）。 
   ②秘密情報管理の体制を整える（秘密情報管理システムの確立と実施、社員教育の徹

底、秘密情報に触れる社員との秘密保持協定締結など）。 
   ③調査会社等を利用し、常に模倣品発生をウォッチする。 
 
（２）模倣品発生以降 

   ①工商行政管理局等への取締り依頼に当たっては、調査会社等を利用して模倣品及び

模倣品業者に関する情報を極力正確に把握し、取締り担当官に伝える努力をする。 
  ②人民法院にて争う際、意匠特許など判断基準が曖昧にながれやすい場合は、「要部」

を明確にし木目細かい分析により判断が下されるよう、法院を説得する必要もある。 
 
6.3.5 素形材関連製品の模倣対策について 

金型など素形材関連製品の場合、前で触れたように製品の性格が一般消費財などとは異

なる。従って、商標が盗用されたり、浙江省の義烏市や広東省広州市のように、市場が流

通の拠点となっていることは希と思われる。素形材関連メーカーとユーザーが存在すれば、

どこでも模倣品製造と取引が成立し、ユーザーが日本の金型メーカーから金型を調達する

際に入手した設計図を現地の金型メーカーに渡して、金型を安価で製作させるといったこ

となどから、現地のメーカーをニセモノ業者として告発することも容易ではないと推測さ

れる。 
  素形材関連製品の模倣対策を考える際、保護すべき技術情報が取引先に渡してしまった

設計図から漏洩するといったことを防ぐため、取引先との契約に当たって、どこまでがん

ばれるかといったこともあるが、意匠特許の登録は、一定効果があるのではないかと考え

る。金型など、核心部分を「要部」として明示できれば、例え設計図が他者に渡ったとし

ても、意匠特許登録がなされている場合、一定の法的保護を期待できる。また、中国に進

出して工場等の拠点を設ける場合は、商業秘密の保護についても対応を行う必要がある。  
 
［参考資料］ 
特許庁資料「特許庁における模倣品問題に関する取り組み」 
ジェトロ北京センター  Home Page「2002 年中国における知的財産権問題に関する報告」 
ジェトロ北京センター資料「中国模倣被害実態アンケート調査結果 2003 年 2 月 18 日」 
月刊「ジェトロセンサー」2003 年 8 月号「特集１知的財産と企業戦略」 
ジェトロ刊「模倣品対策マニュアル中国編 2003 年 3 月」 
ジェトロ北京センター  Home Page「中国におけるニセモノの状況と取締りの実例」 
ジェトロ刊「中国の知的財産権侵害 判例･事例集 2003 年 3 月」 
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第７章 日本の素形材産業の競争力強化と共存共栄への取り組み 

 

７.1 共存共栄を検討する視点 

 

7.1.1 中国産業の発展の方向性 

（１）中国産業の発展の方向性をみることの意義 

 中国企業との共存共栄の可能性を検討するには、まず何よりも、今、進行している中国

の産業発展をどのようにみるべきかを確認する必要がある。発展のあり方により、日系企

業そして日本国内企業としての素形材メーカーの存立展望を持ちうる余地が決まり、存立

展望を持ちうる方向性が明らかになる。 

日本国内立地の素形材産業企業の視点からみるならば、中国の産業発展について 2 つの

方向を分けて考える必要があろう。市場として中国から見て海外市場を目指す発展の方向

性と、中国国内市場の拡大と対応する産業発展の方向性との 2 つの方向性を分ける必要が

ある。前者の発展においては、日本国内素形材産業企業から見て、素形材の輸入や中国国

内生産の素形材を使用した製品の輸入という形で、あるいは第 3 国市場での競合という形

で中国の素形材産業企業と日本国内の素形材産業企業とが直接競争関係に置かれることに

なる。特に素形材産業それ自体としてみるなら、日本国内市場でどのような棲み分けが可

能かが問題となる。 

 後者の場合はこれと異なり、中国国内市場の発展の中で、日本国内生産される製品そし

てここでは素形材が、どのような形で組み込まれるかということが問題となる。これまで

前者の問題のみが注目されてきたが、ここ 1・2 年の中国国内市場の急激な拡大は、後者の

問題を 1 つの大きな注目点とするものと言えよう。さらに市場とともに中国の産業発展を

考えるうえで考慮に入れる必要があるのは、その産業発展がどのような技術を利用するこ

とにより展開されているかということである。より具体的には、先進国の産業技術がその

まま導入され、それゆえに先進工業国で生産される産業機械を利用して、あるいはそれと

同様なものを国内生産することによって、産業発展が展開されるかどうかということであ

る。このような形の産業発展であれば、産業機械で生産される製品は中国生産化されるが、

中国国内産業の発展に利用される産業機械そのものは先進国、その多くは日系の企業によ

って生産される機械ということになる。日本国内素形材産業の視点から見れば、国内産業

機械産業が競争力を保持するかぎり、その需要に対応した素形材を供給するならば、そう

簡単に中国国内生産の素形材に取って代わられないということになる。高度な日本の産業

機械の生産に必要な素形材の多くは、依然として中国では生産困難であることは、素形材

の中国からの調達がかなり多くの産業機械メーカーで進展しながら、その調達の必要とさ

れる素形材全体に占める比率は、依然として極めて低い水準にあるという、今回のユーザ

ー企業のアンケート調査結果が示すところでもある。 

しかし、中国の産業発展が自前の技術体系をそれなりに構築し、そのために必要な産業

機械を開発生産するというものであれば、その場合には上記の状況とは大きく異なってく

ることになる。必要とされる産業機械の質に応じた素形材が求められ、これまでの日本国

内での素形材産業が担っていた内容のものと大きく異なる可能性がある。中国国内には、

その技術水準等を別とすれば、すでに一通りの素形材産業企業は存在し、量的に見ればそ

れは巨大な存在である。それゆえ、中国国内の産業機械メーカーの独自な発展に応じ、中

国国内の素形材産業企業が、日本国内企業とは異なる形で発展し、中国国内需要に応じて
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いく可能性が極めて高いことになる。そこからは中国での産業発展が、日本国内の素形材

産業へと需要波及する可能性が、極めて弱いものとなる。 

 上記のような意味で、今生じている中国の産業発展が、市場および技術の両面で、どの

ようなものであるか確認することは、日本国内の素形材産業企業にとっても、大変大きな

意味があるといえる。以下では、まずは、この点を確認していく。 

 

（２）中国の産業発展の方向性 

 具体的に中国の産業発展の方向性を見ていくために、中国企業による自立的な産業発展

が、どのように展開しているか、浙江省温州市の産業発展の状況を通してみていくことに

する。中国の産業発展の中核がどこにあるか、今後中核的に担う担い手は誰か、大変興味

深い論点である。日本のジャーナリズムでは、日系企業を含め外資系企業の主導のもとで

の中国の産業発展が、専ら注目されているようにもみえる。これは、中国経済にとっての

外資企業としての日系企業の動向が、同時に日本国内の製造業にも大きな影響を与えると

いう視点でもある。 

 このような視点でみることが無意味であるとは筆者も考えない。しかし、日系企業を含

めた先進国企業の主導のもとに中国の産業発展が展開されるのであれば、ある意味で問題

は単純である。中国への単なる外延的拡大であり、日系の素形材産業企業にとっては、日

系のユーザー企業からの受注をめぐる競争に、技術水準が低いが低賃金の労働力を利用し

やすい中国現地企業が参加したという問題に過ぎない。日系企業が自社の技術を活かし、

中国現地労働力を活用する方策を模索することで、日系素形材産業企業の問題は解決する

ことになる。しかし、筆者がみるところ、今、そしてこれからの中国の産業発展をにない、

世界経済に大きな影響を与えることになるのは、このような外資系企業主導の発展部分で

はない。中国で、今、自立的に発展している中国系企業こそが、その中核部分をにない、

世界経済に多大な影響を与えることになると考える。なにゆえそのように考えるのか、ま

た、それがどのよう影響を与える存在なのか、以下で見ていくことにする。 

 中国での自立的な産業発展を、浙江省の温州市の企業を通してみるのであるが、その場

合、２つの方向での産業企業の発展を見ておく必要がある。いずれも、13 億人の中国市場

の本格的形成を契機に急激に発展した企業であるが、その発展方向が異なる企業群である。 

 １つは、温州市に形成された産業集積内に立地し、その産業集積としての優位性を活用

し、中国の巨大な市場を産業集積として活用している企業群である。これら企業の第 1 の

特徴は、集積として、集積内分業を通して、中低級量産品を他国に類例のない規模で生産

していることである。同時に重視すべきは、このような集積を形成し、他国に類例のない

規模での量産を実現しているがゆえに、これらの産業の生産に必要とする、中低級量産品

の生産に適合した産業機械が、集積内あるいはその周辺の企業によって開発されているこ

とである。結果として、他に類例のない規模の生産を、それに適合した機械体系を活用し

て実現し、中低級量産品において、極めて高度な国際競争力を持つに至っている。ただし、

ここで行われている産業機械の開発は、通常の意味でのより高度な産業機械の開発と異な

り、先進国で開発された産業機械を、現在温州の産業集積内の中小企業が必要とする水準

に改変し、それらの人々にとって使い勝手の良いものにし、その価格を低廉化させる様な

開発である。筆者はこれを｢簡便化開発｣と名付けた。このような産業機械の開発が、中国

国内での温州市に立地する民営企業群の圧倒的な競争力と産業発展へとつながっている。

単純な低賃金利用による生産の優位性による発展ではないのである。 
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 ここでは産業機械の生産から中国市場向けの中低級量産品の生産に至るまで、中国国内、

実際にはより狭い浙江省ないしはその中の温州市とその周辺で完結した形での生産体系が

構築されていることになる。部材等の一部を海外の先進企業の製品に依存することもある

が、基本的には中国国内で加工から 終製品の生産までが、そこで使用される産業機械等

の生産も含め実現されることになる。それをもとに、温州市の産業集積企業群は、中低級

量産品について中国国内に留まらない競争力を持ち始めている。日本国内の百円ショップ

販売製品の一定部分は、このような温州市を中心とした浙江省の産業発展の成果を活用し

ているのである。 

 温州市産業に見られるもう 1 つの産業発展の方向は、先の産業集積内の中小企業群と出

自を同じにする企業が担うものではあるが、急速に企業成長し、大企業化した企業群が担

う産業発展の方向である。これらの企業は、上記の産業集積を活用する中小企業群と同様

に、中国国内市場の本格的形成を利用して、規模の経済性を徹底的に追求し、成長してい

る企業である。しかし、上記の中小企業群と異なり、中国国内量産品市場でのより質の高

い製品への要求の増大に対応し、中国国内の中高級量産品市場を対象に急速に発展してい

る企業群である１。 

 この企業群の特徴は、上記の中小企業群と対象とする市場が同じ量産品でも質的に異な

るだけではなく、現状でのその生産体系のあり方が大きく異なる。徹底した規模の経済性

の追求を行い、それにより競争力を強化していることには変わりがないが、そこで利用さ

れている産業機械は、先進国の 新鋭の産業機械である。巨大な中国国内市場で、個別企

業として一定のシェアを確保し、それにより蓄積した資金を活用して、世界中から 新鋭

の産業機械を購入し、それにより中高級量産品での生産の優位性を実現している。 

 ここで重要なのは、産業機械は先進国のそれであり、なんら独自性はない。この点で簡

便化開発の産業機械であろうと独自な産業機械を利用している産業集積内中小企業群と異

なり、独自性を持つに至っていない。しかし、同時にこれらの企業には、先進国の産業機

械を巨大な中国国内市場を前提に、一挙に大量に導入し、導入元の先進国にも見られない

ような規模で利用しているということに独自性がある。徹底した量産を実現しているのが、

これら企業であり、巨大な中国市場で一定のシェアを確保しているからこそ、徹底した量

産による規模の経済性を実現できているのである。中国並みの巨大な市場を対象に生産す

ることができない他国の大企業では、到底実現できない規模での規模の経済性を徹底的に

追求し、競争力を高めているのが、これらの企業群なのである。 

 

（３）中国企業の発展方向の意味するもの 

 以上の 2 つの方向での産業発展が意味することは、ごく単純なことである。中国企業が

対象としている量産品市場については、中低級品であろうと中高級品であろうと、中国以

外の企業にとっては、中国企業と競争し生き残ることは極めて難しいということである。 

 このことが対象となる市場は、現在は中国国内市場中心であるが、今後を考えれば、中

国国内市場にとどまるものではない。それ故、中国外の市場を対象としている、例え中国

                                             
１
温州の産業発展について、より詳しくは、『三田学会雑誌』96 巻 4 号 2004 年 1 月での小特集「移行期中国におけ

る市場形成・制度改革・産業発展 —｢温州モデル｣を中心に—」に掲載された筆者の論稿を含めた諸論稿を参照いた

だきたい。また、拙稿「中国浙江省温州市産業発展試論 —温州市工業・産業発展把握の仮説的フレームワークの提

示と若干の検討—」『三田学会雑誌』94 巻 3 号 2001 年 10 月「中国浙江省温州市産業発展試論 —温州市産業機械

メーカーの形成と意味—」『三田学会雑誌』95 巻 3 号 2002 年 10 月も参照頂きたい。 
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並みあるいはそれ以下の低賃金労働力を当面豊富に利用しうる企業であろうとも、中国企

業と競争し生き残ることは極めて難しいことになる。中国国内企業が巨大な中国市場を活

用し、豊富な低賃金労働力の利用に加え、２つの方向で独自な生産体系を構築し、量産品

での競争力を高めている故に、中国の巨大な国内市場を自社のものとできる企業以外、量

産品市場では対抗困難ということになる。このような状況を前提として、日本国内素形材

産業企業の中国企業との共存共栄の可能性、余地を検討する必要がある。 
 
7.1.2 日本国内素形材産業企業の中国企業との共存共栄 
（１）中国企業の発展方向の持つ含意と示唆 

 ここで考慮すべきことは、中国企業の２つの発展方向がもつ含意である。その 1 つは、

中国企業は中国国内での巨大市場の形成をもとに、量産品市場での発展展望を持っている

ということである。2 つ目は、中低級量産品市場向けに発展している企業絡みでは、中国

国内企業と競合して、日系の素形材企業がその部材や産業機械関連で市場を開拓していく

ことは容易ではないということである。ましてや、日本国内に立地する素形材企業にとっ

ては、このような市場開拓の余地はほとんどないことになる。3 つ目は、しかし同時に、

中高級量産品市場向けの生産で成長している中国企業は、その市場においては圧倒的な競

争力を形成しつつある。 

そこで使用される産業機械の多くや部材の一部については、中国国内企業が対応できな

い水準のものであり、中国企業は自ら成長するために先進工業国の産業機械メーカーや部

材メーカーに依存せざるを得ないということである。中国にも産業機械や部材を生産する

企業はあるが、それらの企業にとって、先進工業国企業の水準にキャッチアップすること

は容易ではなく、かつ、需要側中国企業には自らの競争力水準向上のためには、中国の産

業機械や部材メーカーのキャッチアップを待つ余裕はない。 

 以上の 3 つの含意から出てくる示唆は、量産品そのもので中国企業と競合することの困

難さと共に、量産品市場で中国企業は発展するが故に、非量産的なより扱いに手間、閑が

掛かる製品の市場向けの生産では、中国企業が優位性を発揮するべく経営努力をする可能

性が低いということである。今一つは、中高級量産品を生産する中国企業の発展が、先進

工業国の産業機械メーカーやより高度な部材の生産メーカーにとって、多大なビジネスチ

ャンスを提供するということである。 

ここにこそ中国産業企業の発展との共存共栄の可能性や余地が存在する。前者は中国企

業の量産品市場向け生産との棲み分けという意味での共存であり、後者は中国企業の発展

と一体となった日系企業の発展展望であり、共存共栄の可能性そのものを示すものといえ

よう。 

 

（２）国内素形材産業企業の存立基盤 

 同時に、上記の２つの方向での共存の可能性は、日本国内での素形材産業企業の発展展

望、中国企業との共存共栄そのものを示唆するものではない。 

上記のような日系企業に示された中国企業との共存共栄の機会や可能性が、日本国内立

地の素形材産業企業にとっての機会と可能性になるには、今 1 つの条件ないしは限定が必

要である。 

即ち、日系企業が日本国内での生産ではなく、中国その他の海外での生産で対応可能な

ものであれば、日本国内での生産拡大にはつながらない。このような意味で日系企業が日
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本国内での生産を必要とする部分は何かが問題となる。 

個別企業内に蓄積された技術やノウハウだけで対応可能なものであれば、あるいは企業

外の経営資源を利用するとしても組み合わせが安定化し、必要とされる技術やノウハウが

明白なものであれば、日系企業に担われる必要があるとしても、日本国内での物作りに依

存する必要性は小さくなる。日系企業の主導のもとに、成長市場に近い場所で、あるいは

不熟練労働力の賃金が安く、インフラが整備され、その利用料が安い地域に立地すること

が有利となる。 

 日本国内に立地する必要があるとしたら、日本国内にこれまで蓄積されてきた技術や熟

練技能あるいはノウハウ等を活用することが必要な生産活動ということになる。それも単

に活用するというだけならば、一式まとめて一般的立地条件のよい地域に移設すればよい

ことになる。それゆえ、高度な技術や熟練あるいはノウハウを、必要に応じて、必要なと

きだけ利用可能であるような生産活動こそが、日本国内の多様な機能の蓄積に依存して、

日本国内に立地することになる。多様な高度な物作りに関わる機能を、随時必要に応じて

利用でき、必要なときだけ利用できるのが、物作りに関して極めて多様な高度な諸機能が

これまで蓄積されてきた日本国内の立地上の特徴である。一般的立地条件云々よりも、こ

のような立地条件こそ第一のような物作り機能が、日本国内に立地することになる。ある

意味で産業集積の利益ということができよう。しかも、この場合の集積地域の範囲は、か

なり広域的なものであり、京浜地域とか阪神地域とかといった旧来の工業地帯と呼ばれた

ものや、産地と呼ばれたものの広がりを大きく越えるものである。しかし、機能として見

れば、真に産業集積の持つ利益を享受できるかどうかの地域的広がりなのである。 

 

（３）国内素形材産業の具体的可能性 

 先の中国企業の発展がもたらす共存共栄の可能性、機会との関連で、この点をより具体

的にみる。例えば、産業機械の生産の場合、日系企業の独自な技術やノウハウを必要とす

る機械の生産であろうと、安定化したいわば定番の機械であれば、生産そのものは日本国

内に立地する必要はなく、より一般的立地条件の良い場所そして成長市場に近い場所を求

め、中国等に立地することになる。しかし、製品的に安定しないもの、一品生産のものや

新開発の機械の生産等は、日本国内での上記のような集積の持つ機能が決定的に重要であ

り、国内に立地することになる。 

 即ち、日本国内立地企業の中国企業との共存共栄は、中国企業が必要とするより先進的

な産業機械や部材のうち、全くの非量産的な製品あるいは部材、新開発で製品内容や生産

技術が安定していないもの、これらのものの生産に関連するものということができよう。

ここでは、中国の企業の発展が日本国内の物作りのへの需要として波及し、国内物作りの

一層の発展が可能となる。同時に、非量産的生産として共存可能なものは、量的質的に安

定せず、繰り返し性が低い製品や部材の生産については、例え 先進の開発をめぐる製品

や部材の生産でないとしても、集積機能が活用できる日本国内に立地することが優位とな

る。より具体的には、特注品であり、ファッション性が高い等で需要の変化が激しく、変

化を見通しにくい製品絡みの生産ということになろう。 

 
7.1.3 小 括 

 日本国内には、戦後の高度成長期およびそれ以降の時期、先進工業国化を実現し、ほぼ

国内完結型の物作りが行われた時期に蓄積された多様な高度な物作り機能が高度に蓄積さ
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れている。その一部を構成しているのが、国内素形材産業企業が蓄積しているものである。 
従来は、国内完結型生産体制のもとで、物作りの素形材絡みのものについては、製品メ

ーカーが内製しているものを除けば、そのすべてを国内素形材産業企業が担っていた。 
現在、日系企業の海外生産化の進展、工業製品や部材の輸入の急拡大等を通し、これま

で国内素形材産業企業の生産が担っていた大きな部分が、国内から消失しつつある。この

意味で、国内素形材産業は激しい構造変化に見舞われている。存立基盤のいくつかは、基

本的に消滅しつつある。 
 しかし、同時に重要なのは、日本国内には、他国、特に近隣のアジア諸国にはない高度

な多様な物作りの蓄積があり、それが中国を中心とした今もっとも成長している東アジア

という経済地域に近接して存在しているということである。成長する東アジアの物作りは

新たな需要の拡大を生み出し、それらの一定部分については、その需要を充足するのに、

日本国内に存在するこれまでに蓄積された物作り機能が、決定的に重要な部分があり、そ

れも他の部分と共に拡大している。 
このような需要へと国内物作り機能を再編し、シフトさせていくならば、国内物作り機

能、そして国内素形材産業企業が発展展望を持つことができることになる。このような再

編活用を通し、中国の急激な産業発展の中で、棲み分けによる共存の可能性とともに、東

アジアの産業発展を活かした共存共栄の道を、日本国内の物作り企業、そして国内素形材

産業企業が見出すことができることになる。  
 
 
７．２ 日本の素形材企業と中国との共存方策の提案 
 
本稿では拡大する中国市場の中で中国との共存方策の一つとして、日系金型企業と中国

国内メーカーとの企業提携事例を提示した。動きはまだ一部に過ぎないが、対中戦略の一

方策として今後共注目できる。 後に今後の素形材企業の企業提携への参考になると思わ

れる事例挙げ、企業提携の傾向、企業提携のための日本素形材企業の条件についてまとめ

る。 
7.2.1 企業提携の傾向 

①提携先との関係；まず提携先との関係についてだが、これは直接、間接的の違いはあれ、

過去に何らかのつながりがある。ここでの直接的とは代表者同士の個人的付き合い、ビジ

ネス上の取引、また間接的とは信頼できる第三者が提携先を認知しているなどを意味する。

企業の提携は、日本企業同士でも困難な問題を抱えるケースが少なくなく、それが外資と

なれば、なおさらである。したがって提携先がどういう企業か、どこまで信頼できるかは

事前に十分理解しておくことが重要になるが、前記した事例では全くつながりのなかった

関係ではなく、少なくとも第三者から信用・評価を得られる相手が提携先となっている。  
②提携先の資本（国籍）；次に、提携先の国籍をみると台湾系が多いことがわかる。企業提

携では相互の利害関係が一致し、それぞれの強みと弱みを補完し合えることが前提になる。

台湾系企業との連携が多いのは台湾の中国へのアクセスビリティの他、資本力、経営力、

現地ネットワークなどがあるためと考えられる。一方、台湾系は、技術力ではまだまだ日

本の金型企業に及ばず、そうしたことから日台の提携関係が構築されると考えられる。 
③企業提携がみられる地域；企業提携の事例でみる限り、地域的にみると華南地域よりも

華東地域に多いことが特徴として指摘できる。勿論、こうした動きを正確に把握できるデ
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ータもなく、たまたま華東の事例が多かったという見方もできるが、一方で、パソコン等

IT 中心の産業構造である華南に比べ、華東の方が産業の高度化が進むのもまた事実である。

そのため台湾系、香港系の技術で充足される華南に対し、華東の方が日本の技術に対して

より大きなニーズがあるため、提携が多いという見方もできる。 
 

7.2.2 日本素形材メーカーの条件 

①技術力を持つ；第一にあるのが、提携先に対して魅力的な技術優位性を持つことである。

企業提携では、相手側にないメリットを持っていることが必要になるが、それは多くの日

本企業の場合、技術力に他ならない。一方、技術優位性が必ずしも高くない場合、即ち中

国国内でも生産可能であり、価格、納期、メンテナンス体制の有無などに競争のポイント

がある場合は、前述の事例１、２で示した外注活用ということが考えられる。  
②外資と取引を持つ；一方で、例え技術力を持つ企業であっても、対外的に評価される環

境になければ中華系企業の目にとまる機会は限られてくる。そのためには日本ユーザーだ

けではなく、中華系を含む外資との関係を取引面などで持っておくことが重要になる。前

記した事例でも、ほとんどの場合で外資との関係があり、そこから企業提携に発展する、

あるいは提携先の紹介を受けることにつながっている。  
 
 
７．３ 日本の素形材産業の競争力強化と、共存共栄への取り組み 

 

7.3.1 鋳造業界・海外(中国)の変化 

「永い眠りから覚めたドラゴン」というべき中国の急激な経済拡大は目覚しい。 

世界 大といわれる三峡ダム建設から、上海から重慶につながるスーパーハイウェイの

建設、そして 2008 年の北京五輪、2010 年に決まった上海での万博開催等、施設の建設、

社会インフラ整備、大中華のナショナリズムに訴えて巨大プロジェクトが邁進中である。 

富裕層拡大による家電、自動車や住宅などの高級商品、一般大衆消費材の消費量増加は

拡大の一途を辿り、結果としての経済拡大は東南アジアからわが国そして全世界に好況と

混乱を及ぼしつつある。 

 これら中国の急激な経済拡大を、われわれの業界に関係する鉱工業生産量からみると、

中国の昨年の粗鋼生産量は 2.2 億トン（日本は 1.1 億トン）と日本の倍に達し、今年は更

に 2.5 億トン以上を想定しており、全鋳造品生産量についても日本の 575 万トンに対して

も、中国は 1.626 万トンと大きな差がつき、更に拡大傾向になりつつある。 

それら要因の至近な一例では、自動車生産量は既にフランスを抜き米国、日本やドイツ

に次ぐ第４位の自動車生産国となり、2010 年には 1466 万台になるとの予測もある。また、

富裕層の増加により、10 年後には国全体での車保有台数も一億台に達すると想定しており、

これらの国家計画を着実に推進する中国の方向付けは、経済、生産、環境など、多くの面

で著しい変化と影響が想定される。 

中国のこの急激な経済拡大は、わが国の経済に大きく影響を与えており、当然のように

功罪両面を併せ持つが、特に急激な鉱工業生産量と需要の伸びは、必要とする鉄鋼生産主

原料と副資材の不足に伴う原材料の急騰や大幅な製品価格の値上げ、原材料不足はわが国

及びアジア圏、そして欧米の鋳造業界をも巻き込み震撼させる状況となっている。 

鋳造工場の主原材料・副資材である「銑鉄、鉄屑とコークス」が粗鋼生産の予定外な生
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産量増加のため鉄鉱石輸出先の値上げ、そして石炭不足を引き起こし、市中でのコークス・

鉄屑の奪い合いは、これら材料の急激な価格高騰を招き、特に、鉄屑とコークスに関して

は需要に対して供給が大幅に不足し、供給停滞に伴う生産停止の鋳造工場まで出始める状

況となり、この状況が長期化すると鋳物製品の安定供給体制が根底から崩壊する異常事態

に発展する可能性を強く秘めている。 

一方、鋳造工場のみならず大型ごみ焼却施設でも燃焼用コークス（製鋼用コークス）の

入手困難からごみ処理の停滞も始まりつつあり、戦後初めてといわれる原材料価格の大幅

な急騰とモノ不足は基幹産業と民間生活に大きな問題を提起している。 

これらの動きは、日本のみに収まらず、中国、台湾や韓国の近隣国から欧米諸国へも波

及している。 

台湾､韓国ではコークス不足による操業の一時停止企業も出始め、米国でもコークス不

足による高炉操業の休止（ウェアトン社及びルージュ社）の報告もある。また、これらに

関連し、鉄屑不足対策として鉄屑輸出関税を障壁とする米国での動きまで始まった。 
 

7.3.2 競争力 

これら海外での急激で大きな変化の渦中において、それらの変化を見定めての競争力の

定義と比較は極めて難しい課題である。 

日本国内全体の競争力の評価として、産業全般に対するスイスの IMD（国際経営開発研

究所）が発表する「世界競争力報告ランキング 2001 年版」では中国は主要 49 ケ国・地域

中 3３位だが WTO 加盟後の 10 年後には 15 位に上昇すると予想している。 

一方、日本は 30 位であり、社会経済生産性本部の国際生産性比較でも OECD 加盟２８ヶ

国の中で 19 位と国際的な競争力水準は大きく低下している。因みにトップの米国からシン

ガポール・香港・ドイツ・イギリス・フランスと続き、この数値、順位に大きな意味はな

いと思いたいが、世界の日本に対する見方はわれわれの予想を越えた厳しい評価であり、

競争力が確実に低下してきたという事実は容認せねばならない。 

それらの評価を裏付ける資料のひとつに、図 7.3.1 の「日米製造業の設備年齢推移」が

あるが、2002 年度比較における日本の設備経過年数 12.0 年に対し、米国の 7.9 年をみる

と生産効率低下と 近の工場事故発生も否めない事実であり見逃しにできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7.3.1 日米製造業の設備年齢の推移 
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生産量の大小が直接的な競争力と相関するとは思えないが、中国の昨年の粗鋼生産量

2.2 億トンであり、本年は 2.5 億トンを想定しており、鋳造品生産重量も日本の 575 万ト

ンに対して 1,626 万トンと大きく差がある。競争力を後押しするように「勢いの差」が如

実にでているように思えてならない。 

 

今回の課題は「競争力」であるが、競争という以上「競争を公正に測る尺度やルールが

必要」であり、国々による方向付け、指針、習慣等の違いにより、容易に競争力の比較は

できないが、敢えて日中間の競争力を比較するならば、その第一は「品質の安定」であり、

第二が「価格差」であろう。 

品質の安定は、機能の満足度、納期の安定、後加工工程の効率化、企業の安定継続など

全ての項目に影響を与える。日本国内鋳物企業の平均的不良率に対し、５～６倍近い不良

率の中国品は、労働災害での「ヒヤリ・ハット」と類似している。大事故発生の要因とし

て「ヒヤリ・ハット」の削減は労働安全の基本であるが、鋳物つくりの工程においても同

じであり、出荷品は合格品であっても、少しの体制のブレで潜在的な不良品混入の可能性

も含み、中国品の品質には些かの問題を残す。 

第二の価格も大きな競争力の要因であるが、中国においては内陸部から押し寄せる若い

労働力が 3 年毎に入れ替わり、常に新鮮な労働力と安い労賃が維持できることは、低コス

ト創出とコスト維持の大きな要因である。また、輸出加工区における低税率をはじめとす

る様々な優遇政策もあり、それらは直接的な労務費のみならず工場建屋建築費・工場設備

導入費などにも大きく寄与し綜合コストを低下させている。 
さらには、日本では鋳造工場自身を環境負荷率が大きい企業であるとの真摯な認識から、

公害・環境保全対策には万全な企業努力をしており、大半が環境保全に対する意識がない

中国企業とは生産コストに差がある事は当然である。 
従って、日本では当然のように行われている、高い品質レベル・安定した品質の維持・

完全な公害対策と労働安全対策、そして環境保全対策などに対して中国ではその実施に対

し企業間格差が大きく、それらを考慮した相乗和で比較し｢価格差｣を考えるべきである。  
例えば、労務費 1 人当りの生産性・不良率・歩留り率・新技術開発費などは中国各企業の

戦略、生産技術力、管理能力、企業スタンスと方針によるが、安全や公害、環境対策費、

品質レベル、安定した品質の管理などは国を問わず供給者の責任であり、これらを無視し

た比較はルールがない競争であると考えられるが、一方「ただ安いから買う」という購買

者にも一端の責任はあるように思う。 

後は、為替レートの変化も大きな問題であり、「人民元の切り上げ」が論議されて久

しく、日本を含む欧米先進国からの要求が高まっているが、国営銀行の巨額な不良債権、

失業率の増加、農作物の輸入増加による農民対策など、多くの課題を抱える中国としては

直ぐには資本取引を自由にできない事情もある。ただ、やがて切り上げの方向へ進まざる

を得ない状況であり、年内実施を促すような人民元切り上げ予告は、輸出企業の利益を圧

迫し即、売価への転換となり価格競争力低下となろう。 

従って、当然のように中国内においても、ISO9000 シリーズ、ISO14001、QS9000 等を取

得し品質・生産技術管理・環境管理などを確実に管理している優良企業は多くあるが、品

質、安全管理、公害、環境など諸管理を真摯に取り組む企業との価格差は僅差になると考

えられる。  
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7.3.3 共存共栄への取り組み 

以上述べてきたように、中国の経済成長が著しいことは事実であるが、その実態を今一

歩深く見てみるといろいろな歪も見えてくる。 

内陸部地域での多くの極貧生活者、地方都市、企業城下町、炭鉱の町などで年間 20 万

件を越すといわれる暴動とストライキ（就職難、失業、給与未払いなどに対して）が沿岸

部諸都市にも及ぼしかねない様相との報告もある。 

バラ色の中国像だけではない現実を見つめ、パートナーになろうとするわれわれは現実

に起きつつある多くの歪を見極める複眼的な見方も必要であると思われる。 

事実を見極めるという初歩的な例であるが「中国は日本の約 26 倍の国土を有する国」

と聞くと、人口の 70％を超える中国農民は、さぞや広大な土地を用いて農作物の生産に励

むことができると思い勝ちであるが、可耕地面積は日本全体の 3 倍程度しかなく、そこに

９億人以上の農耕者がいることになり、地図的に「大きな中国、広い中国」は中国の農耕

者から見れば幻影となるのであり、実際は大変狭い農耕地に日本の 10 倍以上の人がひしめ

き合って生きているのである。 

また、都市戸籍の出身者であっても生きるための競争は極めて厳しそうであり、その厳

しい状況の中から抜き出た能力のある人達が、我々のパートナーなのである。 

翻って、隣国同士の友好関係が構築されることに異論を唱える者はいないが、飽くまで

もワンウェイでの友好と共存共栄であってはならず、お互いが相手の文化と歴史、そして

世界観を理解しないと公正な「共存共栄」は難しいと思われる。 

以前、知り合いの中国人に「共存共栄という言葉を知っていますか？」と質問したとき、

「互利互恵の事か・・・」と返してきたが、語彙としてあっても基本的に共存共栄という

概念が薄れ、現在では死語になっているのではないかと思う。 

我々が「中国とは、中華思想とは何か・・・」と推敲するとき、歴史的 DNA としての「自

民族中心主義（エスノセントリズム）」ではないかと思われる歴史的一面もあり、また、現

在の中国の状況をみても、国の方策と事業者個人としてあり方にもその傾向が垣間見られ

極めて難しい課題であると思うのである。 

更には、一方だけが「共存共栄」という意識の持ち過ぎ、押し付けもあってはならない

とも思うし、単に中国と日本だけでなく世界の中で通用する商習慣なり生産の場を作り出

す努力が必要である。多くの時間も掛かるが、真の「共存共栄」とは相手国とのルール（鋳

物作りを例に取るなら、品質の安定、安定した供給体制、供給責任意識、安全、公害、環

境などへの配慮と対策と知的財産の遵守・契約書の遵守など）が定常、公正化し、それら

が実現したとき初めて真の「共存共栄」が完結するものと思われる。 
 
7.3.4 今後の展望 

平成 12 年度に「素形材技術戦略」が素形材技術戦略策定会議から報告されている。 

素形材を鋳造、鍛造、金属プレス、粉末冶金、型技術、熱技術と新材料加工に分け、日

本を中心として、現状と特徴、生産性の分析、そして米国・欧州・アジアとの国際競争力

比較に始まり、素形材技術の今後の方向性に到るまで詳細に報告し、今後の歩みを示唆し

ている。 

その中に鋳造 WG の報告があり、鋳造技術の今後の方向付けも明確にされているが、特

に「今後の重用となる鋳造技術の方向性」に対しては、総合的戦略、戦略の思想、目標と

具体的戦略と続き、その目標の中には、 
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①鋳造技術のみならず商品開発能力を持った技術者の増加と独立型企業の増加 

②鋳造製品開発速度を３倍、納期を１／３にする技術の開発 

③変種変量生産における生産性を３倍にする技術の開発 

④国際マーケットを３倍に増やす努力 

⑤エネルギーを含む資源生産性、環境対策で世界一を確保する 

と訴え、次の「具体的戦略」の第一項目では、「下請け型企業から独立企業へのシフト」と

謳い、独立専業企業へのシフトは難しいが、「何故ならば資本生産性を重視する現在の市場

経済では、鋳造品の価値はそれを利用する 終商品によって決まる、従って 終商品に関

与しなければ収益を上げる事は、容易ではない事を覚悟せねばならない」と明確に指摘し、

鋳造技術を駆使し新製品創出を目指す考え方「鋳創（ちゅうそう）」を提示している。 

近多く話題となる「スマイルカーブ」（図 7.3.2）の考え方の中で、カーブの両端部にあ

たる開発、試作と販売とメンテナンスは利益率が高く、製造、組立、検査などは利益率が

低いことから、「生産と組立に特化する企業は高収益を望めない」とする考え方は、既に具

体的戦略の中で「下請け企業から独立企業へのシフト」という考え方で提唱されているが、

基本となる生産技術の更なる改善をベースにしつつ､さらに「独立企業へのシフト化」は、

今後の方向を明確に示していると思う。これは、今まで培った鋳造技術を駆使しハード、

ソフト両面での新製品を創生する「鋳創」の考え方は、今後の鋳造界で生き抜くためにや

り抜かねばならない課題であると考える。 
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７．４ 日本の素形材産業と中国との共存の前提 ―知的財産権の保護 
                           

 ここまで中国の素形材産業と日本の素形材産業が「棲み分け ―共存共栄」の可能性を持

っていることを確認し得ると強調されている。もちろん、一般的に指摘されているように、

日本と中国の歴史的、文化的な違いが企業活動の法律的・制度的枠組みの相違、取引慣行

の相違、企業人の行動規範・パターンの相違などとして現れており、そのために模倣品問

題(第 6 章)を典型として取引上の障害となる色々な問題が存在することも確認されている。 

素形材産業の共存可能性といってもそれらの克服を必要とする。「共存共栄」には共通

の取引ルール、それを保証する法律的・制度的枠組みの構築が是非とも必要である。 

中国側では政府が WTO 加盟を契機に市場経済のルールにそうべく様々な改革に積極的に

取り組んでおり、例えば知的財産権保護の法律的・制度的改善は十分な水準といわれる。

問題は、実際の取引慣行がそうした法律的・制度的改革に合致するように変わるにはなお

時間がかかることである。 

 他方、日本における素形材取引にも市場取引のルールからみると、「妥当」とは思われな

い慣行が少なくない。それらの取引慣行は、かつての「日本的な長期固定的取引」関係の

下では一定の合理性を持っており、ユーザーと素形材メーカーの双方に事業メリットがあ

った。しかし、1990 年代のユーザー側の世界的事業再編に伴って、金型メーカーは自由に

取引相手を選択するように通告されるに至った。長期固定的取引関係の解体である。 

金型の調達先は台湾、韓国、シンガポール、そして中国へと拡大し、市場取引ルールに

従った価格基準の取引へと転換する、とユーザー側は宣言した。ところが、かつての取引

慣行の解体とその市場ルールへの転換は不十分で不公平な形になっている。その是正は「共

存共栄」に向けての日本側での条件になるであろう。 
 
7.4.1. 改善されるべき取引慣行―「意図されざる金型図面・データの流用」の場合 

 2002 年 2 月から業界新聞、次いで全国新聞でも取り上げられて表面化した「金型図面・

データの意図せざる流出」問題は、「不公平」な日本的取引慣行の 1 例である。 

かつてのように長期固定的取引が約束されている場合には、単品生産が原則の「資本財」

であり、メンテナンス目的に金型図面を提出するのは、次ぎの金型受注に向けた無料サー

ビスの一つであった。特に、同一製品の売れ行きが良い場合の更新型やそのマイナーモデ

ルチェンジ用の金型受注は、 初の金型(一番型)の生産者にとっては利益の源でもあった。 

 1990 年代の世界的部品調達戦略の進展に伴い、ユーザー側は金型についても調達先の多

様化を理由に、金型メーカーに継続的発注を期待しないで欲しいと従来の慣行を破棄した。

こうして重大な変更を通告しながら、「メンテナンス目的」で金型図面・データを要求する

ことが続いた。金型メーカー側は従来の信頼に基づく長期閉鎖的取引の中で、新規取引先

を開拓する営業能力は退化していたので、継続取引の破棄を通告されたのに対応して積極

的に新しい販路を開拓できる企業は少なかった。「メンテナンス目的」の図面提供に応じた

ところ、かつてと異なり、2 番型の受注がこなくなった。それだけでは終らず、次ぎの新

規発注に際して金型ユーザーは「アジア価格」を基準に大幅な値引きを要求し始めた。 

ユーザー側は、台湾や韓国、シンガポールはもちろんのこと、マレーシア、タイ、そし

て今や中国で日本製と同等の金型が 2 分の１、3 分の 1、時には 4 分の 1 で調達できると主

張する。その実体がどのようなものか確かめる情報もなく、ユーザー発表の海外・現地調

達比率の拡大目標が既に実現しているかのようなマスコミ記事だけが声高であった。日本
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を代表するような大手金型メーカーや IT 活用の講習会で講師を務める金型メーカーが倒

産、買収されるなど、国内需要の減少は進んだ。「市場」競争の中、日本の金型メーカーは

赤字覚悟の低い価格で受注し、しかも新商品用の一番型であるため、納期も可能な限り短

縮を要求された。土日を変更して、超特急で納入するが、2 番型の発注がない。仕事が途

切れ、休業状態になる。際限のない価格切り下げと受注不安定、経営悪化の悪循環、どこ

かおかしい、2 番型はどうなっているのか。提出図面・データを海外メーカーに渡して 2

番型を作らせているのではないか、という疑問が業界全体に広がった。それが「意図せざ

る金型図面・データの流出」問題である。 

 問題は国会でも取り上げられ政治化した。経済産業省(担当部署は素形材室)は、独自調

査の結果、メンテナンス以外の目的で流用している実体があると確認した。つまり、ユー

ザーは無料で入手した図面・データで海外の金型メーカーに発注し、更新型、2 番型を作

らせていたのである。2002 年 7 月に「金型図面や金型加工データの意図せざる流出の防止

に関する指針」を作成して改善を促した。そのポイントは、金型メーカーの意図に反して

図面・データを流用させないように、(ⅰ)金型取引に際しての契約適正化、(ⅱ)金型製作

に関わるノウハウ・技術等の保護管理、(ⅲ)独禁法・不正競争防止法の尊重、の３点であ

った。この指針には法的拘束力はないが、その後、経済産業省は指針についての説明会を

金型業界とユーザー業界の双方に行い、かつその後の改善状況をアンケート調査でモニタ

ーしている。かつてない丁寧な対応であり、その後一定程度取引に改善が見られ、業界団

体の(社)日本金型工業会も評価している。 

 指針の基本は、「市場ルールに従い対等な取引をしなさい」という処にある。しかし現実

には、日本的な慣行を引きずる規模的には遥かに巨大なユーザーと小・零細規模の金型メ

ーカーとの間で“対等な取引”を実現するのは難しい。ユーザー間のグローバルな競争激

化の中で製品価格の引き下げは避けられず、外注される部品や金型の価格引下も追求され

る。製品価格の引き下げは本来ユーザーの研究開発の中で解決されるべき課題であるはず

だが、より安易な外注先価格の切り下げに向かいやすい。単価の大きな金型は格好の標的

となるが、対抗する営業力を金型メーカーはもたない。契約で不利な条件を押し付けられ

ても(ユーザー側の「優越的地位の濫用」)、裁判に訴える力は弱い。金型ノウハウ等の特

許取得も設定のし方が不十分ならば、大手ユーザーのエリート知財部からみると穴だらけ

で、裁判でも保護され得ないことになる。国際展開に併せて国際特許を取るのは、金型メ

ーカーには大きな経済的負担であるが、裁判でも保護されないことがある、という状況は

早急に改善を必要とする(第 2 章第３、第４項参照)。むしろ建築図面に倣って、金型図面・

データも著作権の対象にする方が、特許と異なり、1 度の登録で国際的に保護されるので

より有効に思われる。 

 いずれにしろ、目先のコスト引下という個別利害しか考えない金型図面・加工データの

無断流用は、知的財産権は守らなくても良いとユーザー自らが公言しているのに等しい。

そこから切り離して、日本の金型取引を市場ルールに即したものに改善していくことは、

中国の金型産業との共存を考えていくための前提の一つである。戦後 50 年を掛けてユーザ

ーとの緊密な日本的取引関係の中で育成・蓄積してきた高度な技術・技能は、アジアや中

国の金型産業の発展をリードしサポートするものである。それらは妥当な段階と順序で、

知的財産として市場ルールに基づいて必要とする国、企業に譲り渡されべきである。その

ことが日本の金型メーカーの経営を支え、新たな金型開発を促していくもとになろう。も

ちろん、そうした関係の中で、中国の金型メーカーから日本メーカーを追い抜くものが出
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てくることがあって不思議ではない。共存は競争を排除するものではないからである。 
 
7.4.2.改善されるべき取引慣行 ―「金型にかかわるサービスの無料提供」の場合 

 日本の金型メーカーは 1990 年代半ば頃から、「提案」をユーザーから要求されることが

一般化した。「デザイン・イン」あるいは「サイマルテニアス・エンジニアリング」ともよ

ばれる「提案」とは、ユーザーの製品設計に参加して、金型製作者の立場から、金型に転

換するのにより妥当な製品・部品形状、部品のユニット化などをユーザーに「提案」する

ことである。金型及び成形に関する考慮を払わずに作成される製品図(量産設計図)に基づ

いて金型を発注すると、金型では作りえない形状や、金型ができても成形が上手く行かな

いことになりやすい。いずれの場合も、製品設計までもどって検討しなおさねばならず、

その時間的ロスは大きい。そこで、予め金型製作の考慮用件を組み込むため、金型メーカ

ーの「提案」が求められたのである。 

 この「提案」は、90 年代の金型不況の中では、受注を確保するための１つの無料サービ

スと位置付けられてしまった。受注したければ「提案せよ」、「提案できないような金型メ

ーカーとは取引しない」、というユーザーの強気の要求が当たり前のように日本ではなされ

ている。 

 しかし、金型メーカーへの「提案」要求は、実は、ユーザー側の設計能力が不十分であ

り、その弱体化を金型メーカーに補ってもらいたいという要求である。本来、金型製作と

は別の仕事であり、独自に対価を要求でき・支払われねばならないはずである。設計会社

に設計補助を依頼すればその対価は支払うのに、「提案」が無料であるというのは「優越的

地位の濫用」にあたろう(第 2 章第３項)。 

台湾や韓国など海外メーカーに「提案」について尋ねると、金型製作とは別なサービス

だから「独自の対価」を要求すると言いきる。 

 同じように、日本のユーザーに特徴的といわれる金型の第 1 次試打ち(T1)後の設計変更

(「設変」)の多さも同じく、設計の不十分さに基づく。かつては、設変対応も無料サービ

スが多かったが 近は実費を支払うようになっている。しかし、それが、独自の設計補助

サービスとして１つの収益源となっているという事例は聞いたことがない。設変対応のた

めに他の金型製作の進行が妨げられていることへの補償がないと言う点では、やはり金型

メーカーにとってはマイナスであろう。台湾や韓国の上位メーカーには、設変の多さとそ

の対価の少ないことを理由に日系ユーザーとの取引をやめたと言う事例がある。彼らにと

っては、ユーザー責任の設計変更への対応は新たな取引であって、それ以外ではない。欧

米メーカーとの取引も多いこれら台湾、韓国、シンガポール等のメーカーにとって、当た

り前の取引基準から見れば、日本の金型取引における無料のサービス要求と提供は非常に

奇異に見えている。国際的な市場ルールに即した改善が必要と思われる。 

前述において、「顧客の倒産対策として金型そのものの対価と、金型製作の必要な設計

費・組立調整費とを区別して考えよ」と提案されている。法律的にも、金型にかかわる設

計サービス、組立調整サービスなどは独自の対価要求対象であることが確認されている。 

 金型図面・データだけではなく、こうした設計及び設計変更への対応力も金型メーカー

の知的財産の重要な構成要素である。市場は、知的財産の結晶である製品(＝金型)だけで

はなく、知的財産そのものの交換の場でもあり、知的財産権の相互尊重が大前提である。

中国メーカーによる日本製品の模倣が問題であればあるだけ、それと同じ性質の日本の金

型ユーザーによる金型メーカーの知的財産の不当な取り扱いは是正されるべきであろう。 
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日中双方でそれぞれ市場取引ルールの是正、統一への努力があって、製造業を支える素

形材産業における日中メーカーの共存・共栄に向けた取り組みも具体化していくものと期

待される。 

 
 
おわりに 
  
 本調査研究において、Ⅰ．国内の環境変化と制度改革への対応に関しては、ユーザーの

企業再編、海外シフト、国際調達等によって、裾野産業としての役割を果たして来た機械

部品産業が、どのような影響を受けているのか、アンケートを通じてユーザー企業と機械

部品産業から、双方の回答を得た上で、裏付けのためヒアリングを行い、各立場での主張

あるいは実態を調査した。双方の認識の違いなのか、本音が語られていないのか、内容に

食い違いも見られた。これらをもとに、更に掘り下げ、政策上、制度上、中小企業側、法

律、知的所有権等、様々な観点から有識者委員の事例や事実を踏まえた意見･解釈を織り込

むことができた。 

 中でも、金型関連で問題が表面化した「意図せざる図面の流出」に関しても、ユーザー

側のモラルや良識の是正を促す一方、金型メーカーが、自分の身は自分で守る事前の防御

策を講ずる必要性も議論された。 

 まだ結論が出るには至らないが、色々な方向性を示すことができたものと考えている。 

とはいうものの実態として、国内での機械部品のパイ（需要量）が減少していることは

確実である。従って、機械部品産業が生き残るために、単に価格競争に押し流されること

なく、自社としての特色を出す、柱となる技術力を保有するあるいは他との差別化を図る

必要がある。一方、拡大している世界市場に目を向け、グローバル化を図ることも重要と

思われる。 

そのような目でⅡ．海外の環境変化と中国との関係をみると、急速な進展を遂げつつあ

る中国を脅威と捉えるのではなく、幾つか挙げた事例を参考に、中国をアジアの大きな市

場として考える、または、中国企業をパートナーとして共存共栄を図る時期に来ているの

かも知れない。 

日本のように物が行き渡り、全国で大きな格差なくなっている国とは異なり、中国は沿

岸部と内陸部の経済格差が歴然としており、まだまだ発展を続ける国とみることができる。 

少なく共、2008 年のオリッピック、2010 の万国博覧会開催を控え、ここ、しばらくは

右肩上がりの経済成長が続くであろうから・・・。 

本報告書が機械部品産業にとって、今後の事業展開のために、少しでも役立つことがで

きれば幸いである。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 編 



  

1．アンケート調査質問票（メーカー向け） 
（国内外環境調査） 鋳造・金型メーカー向け 
各 位 

 
「国内外の環境変化に伴う鋳造・金型業界の事業環境調査」のお願い 

 
近年、我が国の鋳造・金型業界は、需要産業における M&A、事業再編等の構造変化に起因する取引

関係の変化や制度改革などの環境変化に直面し、変化への対応が急務となっております。一方、自動車､

電機等ユーザー産業は、海外への製造拠点の移転を加速し、中国等の現地部品メーカーの技術力向上も

伴い、部品の海外調達を拡大しております。このような状況下、鋳造品・金型業界は、受注減やコスト

ダウン要請により、その経営環境は一層厳しさを増しております。 
そこで、こうしたユーザー業界の構造変化等に伴い、発注形態やユーザーの調達方針がどのように変

化してきたのかをお聞きできればと考えております。 
一方、既に中国へ進出あるいは何らかの形で中国との係わり等がある場合につきましても、お答え頂

き、今後、素形材産業としての対応方策を考えていく上での基礎資料としたいと思っております。 
本調査は経済産業省所管の(社)日本機械工業連合会より財団法人素形材センターが委託を受け実施す

るものです。つきましては御多用中誠に恐縮ですが、本調査の趣旨を御賢察の上、是非とも御協力下さ

いますようお願い申し上げます。 
尚、本調査の記入内容については秘密を厳守し、本調査の目的以外には一切使用致しませんので、念

のため申し添えます。 
【記入上のお願い】 

１． 回答は本調査票に直接御記入の上、平成１５年１１月２８日（金）（当日消印有効） 
までに、同封の返信用封筒により御返送下さい。 

２． 調査時点では、特にことわりのない限り、平成１５年１０月３１日（金）現在で御記入

下さい。 
３． 本調査についてのご質問、ご照会などについては、下記にお問い合わせ下さい。 

≪問い合わせ先≫ 
 
 財団法人 素形材センター 業務部  
 所在地：〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園３丁目５番８号 
 電 話：０３－３４３４－３９０７ 
 担当者：知地（ちじ）、山内(E-mail：yamauchi@sokeizai.jp) 
  

 

企業名  部署名  

役職名  お名前  お電話  

 



  

Ⅰ．貴社の概要について   

問１ 御社の概要についてあてはまるものを一つ選び、数字に○をつけて下さい。 

設   問 選 択 肢 

１．業態（本調査は鋳物お

よび金型製造業を対象と

しています） 

１．鋳造品専業、 ２．金型専業、  ３．鋳造品と他の事業（金型を除く）

の兼業、４．金型と他の事業（鋳造品を除く）の兼業、 ５．鋳造品と金型の

み ６．鋳物と金型を含む複数の事業の兼業   

２．従業員数（複数事業を

行っている場合は鋳物・金

型部門の人員） 

 

１．１～９人 ２．１０～１９人 ３．２０～４９人 ４．５０～９９人 

５．１００～１９９人 ６．２００～２９９人 ７．３００人以上 

（注）従業員数は、常用労働者数と事業主の合計であり､臨時日雇・パート・ア

ルバイトを含んだ人数でご回答ください。 

３．昨年度（２００２年度）

売上高（複数事業を行って

いる場合は鋳物・金型部門

の売上高） 

１．３千万円未満 ２．３～５千万円未満 ３．５千万円～１億円未満  

４．１～３億円未満 ５．３～５億円未満 ６．５～１０億円未満 

 ７．１０～３０億円未満 ８．３０～５０億円未満 ９．５０億円以上  

 

４．（法人の場合）資本金 １．３００万円未満、 ２．３００万～１千万円、 ３．１千万円～５千万円、 

４．５千万～１億円、 ５．１～５億円、 ６．５～１０億円、 

７．１０億円以上  

 

問２ 御社でつくられる鋳造品・金型製品の用途は何ですか。昨年度（２００２年度）の全売上高に対し、

次の各分野が占める割合を用途毎にあてはまる番号を一つ選んで○をつけて下さい。 

設   問 ０％～ 

２０％未満 

２０％～ 

５０％未満 

５０％ 

～８０％未満 

８０％～ 

１００％未満 

１００％ 

１．自動車、自動車部品用 １ ２ ３ ４ ５ 

２．家電、情報機器用 １ ２ ３ ４ ５ 

３．デバイス、電子部品用 １ ２ ３ ４ ５ 

４．産業機械用 １ ２ ３ ４ ５ 

５．その他 １ ２ ３ ４ ５ 

 

問３ 貴社の鋳造品・金型部門はどのような点で競合企業より競争力があるとお考えですか。次の中からあ

てはまるもの全てに○をつけて下さい。｢２２．その他｣には具体的な内容を書いてください。 

かか 

 

 

 

 

 

問４ 貴社における鋳造品・金型の過去３年間の売上傾向についてあてはまるものを一つ選んでください。 

 

１．価格競争力   ２．高精度製品の製造   ３．複雑形状製品の製造 

４．長寿命製品の製造  ５．超大型製品の製造   ６．超小型製品の製造 

７．薄肉形状製品の製造  ８．短納期への対応   ９．先端技術の開発 

１０．生産変動への柔軟な対応 １１．特注品への対応  １２．多品種少量生産への対応 

１３．品質管理   １４．試作への対応  １５．設計・開発時の顧客提案力 

１６．材料の調達   １７．顧客サポート  １８．販売・マーケティング 

１９．海外進出や海外メーカーとの提携によるグローバルな生産体制 

２０．ユニット化などによるより完成度の高い製品の提供    ２１.小口ロットへの対応 

２２．その他（                                      ） 



  

問４ 貴社における鋳造品・金型の過去３年間の売上傾向についてあてはまるものを 1 つ選んでください。 

 

問５ 売上高が減少している理由としてあてはまるものすべてに○をつけてください。 

｢６．その他｣には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 貴社の経営革新への取組み状況に関してお答え下さい。次の各設問について、「よく当てはまる～全く

当てはまらない」の５つの選択肢から一つを選んで○をつけてください。 

設   問 よく当て

はまる 

やや当て

はまる 

どちらとも

いえない 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 

１．研究開発を活発に行っている １ ２ ３ ４ ５ 

２．新規顧客開拓を積極的に行っている １ ２ ３ ４ ５ 

３．新規分野への事業拡大を図っている １ ２ ３ ４ ５ 

４．積極的に大学、他企業などとの連携を

行っている 

１ ２ ３ ４ ５ 

５．実力主義、成果主義的な人材活用を行

っている 

１ ２ ３ ４ ５ 

 

Ⅱ．ユーザー企業との取引関係について 

問７ 貴社の最大ユーザー企業との現在の取引関係についてお伺いします。該当する数字を記入ください。 

① 取引先数（総数）              （                 ）社 

② 最大の取引先（ユーザー）との取引年数    （                 ）年 

③ 最大の取引先（ユーザー）への取引依存度   （                 ）％ 

④ 最大の取引先（ユーザー）は次のどれに当てはまりますか。該当するものに○をつけてください。「問

４その他」には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 

１． 増加傾向である （→問６へ） 

２． 横這いである   (→問６へ) 

３． 減少傾向である （→問５へ） 

１．ユーザー企業からの発注量全体の縮小 
２．国内の同業他社との競争によるシェア縮小  
３．中国を始めとする海外同業他社との競合によるシェアの縮小              
４．国内ユーザー企業の製造部門の海外移転 
５．製品単価の下落                
６．その他（                                      ） 

１．完成品メーカー  
２．部品メーカー 
３．商社 
４．その他（                                      ） 



  

問８ 貴社の最大ユーザー企業との過去３年間の取引関係についてお伺いいたします。 

該当するもの全ての番号に○をつけてください。「１１．その他」には具体的な内容を書いてください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 貴社の過去３年間の経常利益率に関してお伺いします。「下落した～上昇した」の３つの選択肢から１

つを選んで○をつけてください。  

 

設問 下落した 変わらない 上昇した 

経常利益率 １ ２ ３ 

 

 

問１０ 貴社と貴社の全ての取引先（ユーザー企業）との過去３年間の取引についてお伺いします。次の各

設問について、「減少した～増大した」の３つの選択肢から 1つを選んで○をつけて下さい。 

 

設   問   減少した 変わらない 増大した 

１．完成品メーカーとの取引 １ ２ ３ 

２．部品メーカーとの取引 １ ２ ３ 

３．商社との取引 １ ２ ３ 

４．同業者との取引 １ ２ ３ 

５．ユニット部品の一括発注 １ ２ ３ 

１．資本関係がなくなった。  
２．ユーザー企業から資金援助がなくなった。 
３．取引件（回）数が減少した。 
４．継続的な取引が減り、スポット的な取引になってきた。 
５．支払サイトが長期化した。     
６．納期短縮要求が強くなった。       
７．コスト削減要求が厳しくなった。     
８．試作をやらないと量産ものを受注しにくくなった。 
９．品質への要求水準が厳しくなった。 
１０．ロット当たりの数量が著しく減少した。 
１１．その他（           ） 



  

問１１ 過去３年間の貴社の全てのユーザー企業との取引関係変化の要因についてお伺い致します。 

変化の要因となったユーザー企業の行動で、該当するもの全ての番号に○をつけてください。「９．その

他」には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２ 過去３年間の貴社の全てのユーザー企業との取引関係の変化に対する御社の対応をお尋ねいたしま

す。該当するもの３つ以内を選んで、その番号に○をつけてください。「１２．その他」には具体的な内容を

書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１０ 

 

  

問１３ 過去３年間で全てのユーザー企業との取引で生じたことで、該当するもの全てに○をつけてくださ

い。「７．その他」には具体的な内容を書いてください。 

  

 

 

 

 

１．金型図面や金型加工データが同意のないまま外部に流出したことがある 

２． 納品の際、図面やデータの提出を求められたことがある 

３． ユーザー企業との取引において契約時に契約書が交わされないことがある 

４． ユーザー企業からの要請により、技術移転をせざるを得ないことがあった 

５．ユーザー企業は、国内・国外取引によって支払条件を変えることがある 

５． 代金回収が、納品後 60 日以上になるケースがある 

６． 高度な設備を保持していることが契約の条件とされた 

７．その他（                             ） 

（          ） 

１．系列以外の新しい取引先の開拓 
２．海外の企業との提携、海外への販路の拡大 
３．海外への生産拠点の移転 
４．特定のユーザー企業の取引への集中 
５．ユーザー企業との連携強化、共同開発の促進 
６．自社特有の技術開発の強化、高付加価値化 
７．自社以外の企業、研究機関、大学等との共同研究、共同開発の推進 
８．特許・意匠の取得 
９．より高度な生産設備の導入    
１０．生産の縮小、人員整理      
１１．転業、新規分野への進出（具体的な進出分野：                     ） 
１２．その他 
（                                                                    ） 

１．ユーザー業界における M&A、共同事業化、技術提携等の企業の再編。 

２．ユーザー企業の生産拠点の海外移転。    

３．ユーザー企業の調達先の多様化。           

４．ユーザー企業の業績の悪化、事業の縮小。        

５．ユーザー企業が下請企業の見直し、再編を行なった。 

６．ユーザー企業がコストを優先するようになった。 

７．ユーザー企業の製品サイクルが短くなった。 

８．ユーザー企業が製造工程のより高度な段階までアウトソーシングするようになった。 

９．その他（                                     ） 



  

  

Ⅲ．中国への進出動向・中国企業との提携 

問１４ 貴社の中国への工場進出の状況についてあてはまるものを選んでください（複数選択可）。なお、４

を選択された場合、その理由もお答え願います。また、｢７．その他｣には、具体的な内容を書いてください。 

→ 理由は選択肢にした方が後で分析しやすい 

 
 
 
 
 

 
問１５ 中国に進出した理由は何でしょうか。次に挙げた理由のうち最もあてはまるものひとつに○を

つけてください。また、｢１０．その他｣には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
問１６ 現在、中国企業と製造面での提携関係（単純な生産委託を含む分業）がありますか。あてはまるも

のひとつを選んで○をつけてください。 

 

 

 

問１７ 提携の予定がない理由は何でしょうか。次の中からその理由としてあてはまるもの全てに○を

つけてください。｢１３．その他｣には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 

 

１．提携関係あり     （→問１８へ） 
２．提携関係はないが今後は提携の予定がある （→問１８へ） 
３．今後とも中国企業との提携の予定はない （→問１７へ） 

１．ユーザー企業が製造拠点を中国に移したため自発的に追随した。 
２．ユーザー企業からの中国進出の要請に応えるため。 
３．国内ユーザー企業からの低価格化要請に応えるため。 
４．国内外の競合企業との価格競争に勝つため。  ５．中国市場を開拓するため。 
６．現地の高い技術力を利用するため。      ７．中国における情報収集力を強化するため。 
８．技能の高い労働者を雇用するため。  ９．技能は低くとも低コストの労働者を雇用するため。 
１０．その他（         ） 

１．中国に単独で進出している。       （→問１５へ） 
２．中国に他企業（中国企業以外）と合弁で進出している。 （→問１５へ） 
３．中国の現地企業との合弁により進出している。      （→問１５へ） 
４．中国に進出した経験があるが撤退した。  
（その理由：                              ）（→問１６へ） 
５．これまで中国への進出経験はなく、今後中国への進出を検討中である。   （→問１６へ） 
６．これまで中国への進出経験はなく、中国に進出する予定はない。           （→問１６へ） 
７．その他（                              ）（→問１６へ） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

問１８ 中国企業との合弁や技術提携、生産委託等によって、自社技術の流出や知的所有権の侵害を受けた 

ことがありますか。次の中からあてはまるものをいくつでも○をつけてください。｢６．その他｣には具体

的な内容を書いてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

問１９ 最後に、今後日本と中国とが共存、共栄、もしくは協力関係を進めていく上でのお考え、ご意見

等がありましたら、下記欄にお書きください。また、現在では中国とは相容れない、賛同できない等のご

批判でも結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御協力どうもありがとうございました。 

１．図面の流出や模倣品の製造などの非合法行為により被害を受けたことがある 
２．現在、中国企業と係争中である 
３．被害を受けたことはないが、非合法行為による被害発生の可能性を常に意識している 
４．中国での製造や中国企業への生産委託は、技術・技能やノウハウの流出につながっている 
５．模倣品による被害を受けたことはない 
６．その他（                                      ） 

１．技術力で勝負しているのであえて中国企業と提携する必要はない。 
２．国内での生産規模を維持することが急務であり、中国企業との提携は考えていない。 
３．自社の規模、体力では海外企業との提携は難しい。  
４．中国企業は技術力や品質、納期の点で不安がある。    
５．中国企業に関する情報の入手が難しい。          
６．商習慣や文化の違いによるリスクがある。 
７．法制度などが変更されるリスクがある 
８．言語の違いがあるのでコミュニケーションが難しい  
９．中国企業と取引を行うための人材がいない      
１０．中国企業との提携についてとくに考えたことがなかった 
１１．海外進出はハイリスクである 
１２．国内地方移転、機械化で競争力は保持できる 
１３．その他（                                    ） 

 



  

2.アンケート調査質問票（ユーザー向け） 
（国内外環境調査）鋳造・金型業界ユーザー向け 
各 位 

「国内外の環境変化に伴う鋳造・金型業界の事業環境調査」のお願い 
 

近年、我が国の鋳造・金型業界は、需要産業における M&A、事業再編等の構造変化に起因する取引

関係の変化や制度改革などの環境変化に直面し、変化への対応が急務となっております。 
一方、自動車、電機等ユーザー産業は、海外への製造拠点の移転を加速し、中国等の現地部品メーカ

ーの技術力向上も伴い、部品の海外調達を拡大しております。このような状況下、鋳造品・金型業界は、

受注減やコストダウン要請により、その経営環境は一層厳しさを増しております。 
そこで、こうしたユーザー業界の構造変化の現状とそれに伴い発注形態や調達方針がどのように変化

してきたかをお尋ねいたします。 
一方、既に中国へ進出あるいは何らかの形で中国との係わり等がある場合につきましても、お答え頂

き、今後、素形材産業としての対応方策を考えていく上での基礎資料としたいと思っております。 
本調査は経済産業省所管の(社)日本機械工業連合会より当素形材センターが委託を受け実施するもの

です。つきましてはご多用中、誠に恐縮とは存じますが、本調査の趣旨をご賢察の上、是非とも協力く

ださいますようお願い申し上げます。なお、なるべく広範囲に貴社内の機械部品の調達を把握されてい

る方にご回答頂けますようお願い致します。 
尚、本調査の記入内容については秘密を厳守し、本調査の目的以外には一切使用致しませんので、念

のため申し添えます。 
 
【記入上のお願い】 

１． 本調査は、鋳造品・金型の調達状況に詳しい管理職の方に御回答をお願いしております。 
２． 回答は本調査票に直接御記入の上、平成１５年１１月２８日（金）（当日消印有効） 

までに、同封の返信用封筒によりご返送下さい。 
３． 調査時点は特にことわりのない限り、平成１５年１０月３１日（金）現在でご記入下さ

い。 
４． 本調査についてのご質問、ご照会などについては、下記にお問い合わせ下さい。 

≪問い合わせ先≫ 
 
 財団法人 素形材センター 業務部  
 所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園３丁目５番８号 
 電 話：03-3434-3907 ＦＡＸ 03-3434-3698 
 担当者：知地（ちじ）、山内 (E-mail：yamauchi@sokeizai.jp) 
 

企業名  部署名  

役職名  お名前  お電話  



  

Ⅰ．貴社の概要  

問１ 以下では鋳造品や金型の調達について質問させて頂きます。そこで、あなたはご所属の企業の中でど

のような範囲でこれらの品目の調達状況を把握されていますか。次の中からあてはまるものを 1 つ選んでく

ださい。｢４．その他｣を選択された場合は、カッコ内にその内容を記述願います。 

 

 

 

 

 

問２ 次の中から御社の主たる製品分野について最も比率の高いものをひとつ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

以下のご質問では、全て問１でお答えになった範囲（全社、事業部門、製品、または、その他）を対象と

してお答え下さい。 

Ⅱ．鋳造品・金型の調達方法について 

問３ 貴社の過去３年間に行った鋳造品の調達先・調達方法に関してお伺いします。該当するものに○をつ

けてください。 

【鋳造品について】 

 

 

 

 

 

     

 

問４ 貴社における過去３年間に行った鋳造品の調達先の変更についてお伺いいたします。該当するもの全

てに○をつけてください。「４．その他」には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 

 

 

問５ 貴社における過去 3 年間に行った鋳造品の調達方法の変更についてお伺いいたします。該当するもの全てに

○をつけてください。「６．その他」には具体的な内容を書いてください。 

１．自動車   ２．自動車部品   ３．家電（白物系） 

４．家電（AV 系）   ５．情報機器   ６．産業機械 

７．電子デバイス   ８．その他（              ）   

）

１． 調達先を変更した。          （→問４へ） 

２． 調達方法を変更した。         （→問５へ） 

３． 調達先、調達方法の両方を変更した。  （→問４、５へ） 

４． 調達先、調達方法を変更していない。  （→問７へ） 

１． 調達先の絞込み 

２．系列外からの部品調達 

３．海外調達先の拡大 

４．その他 （                                       ） 

１．全社レベルで把握している 

２．事業部門レベルで把握している 

３．製品レベルで把握している 

４．その他（       ） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 貴社が鋳造品の調達先、調達方法の変更を行った理由をお伺いします。該当するものに全て○をつけ

てください。「１１ その他」には具体的な内容を書いてください。 

 

理 由 調達先の変更 調達方法の変更 

１．海外に生産拠点を移転したため   

２．部品のモジュール化に対応するため   

３．コスト削減要請に対応するため   

４．工場廃止・集約化のため   

５．分社化のため   

６．M&A（他社との合併）のため   

７．生産量の減少のため   

８．内製化の推進のため   

９．下請企業の見直し・集約化を行ったため   

１０．製品サイクルが短期化したため   

１１．その他 

 

 

 

【金型について】 

問７ 貴社の過去３年間に行った金型の調達方法に関してお伺いします。該当するものに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

     

問８ 調達先を変更した方にお伺いします。貴社における過去３年間に行った金型の調達先の変更について

お伺いいたします。該当するもの全てに○をつけてください。「４．その他」には具体的な内容を書いてくだ

１. 調達窓口の一元化 

２．集中発注 

３．ユニット発注 

４．試作と量産の一元化 

５．海外現地調達 

６．その他 （                                ） 

１． 調達先を変更した。         （→問８へ） 

２． 調達方法を変更した。        （→問９へ） 

３． 調達先、調達方法の両方を変更した。 （→問８，９へ） 

４． 調達先、調達方法を変更していない。 （→問７へ） 



  

さい。 

 

 

 

 

 

 

問９ 貴社における過去3年間に行った金型の調達方法の変更についてお伺いいたします。該当するもの全てに○を

つけてください。「６．その他」には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１０ 貴社が金型の調達先、調達方法の変更を行った理由をお伺いします。該当するものに全て○をつけ

てください。「１１ その他」には具体的な内容を書いてください。 

 

理 由 調達先の変更 調達方法の変更 

１．海外に生産拠点を移転したため   

２．部品のモジュール化に対応するため   

３．コスト削減要請に対応するため   

４．工場廃止・集約化のため   

５．分社化のため   

６．M&A（他社との合併）のため   

７．生産量の減少のため   

８．内製化の推進のため   

９．下請企業の見直し・集約化を行ったため   

１０．製品サイクルが短期化したため   

１１．その他 

 

 

 

Ⅲ.鋳造品・金型の取引慣行について 

１. 調達先の絞込み 

２．系列外からの部品調達 

３．海外の調達先の拡大 

４．その他 （                                      ） 

１. 調達窓口の一元化 

２．集中発注 

３．ユニット発注 

４．試作と量産の一元化 

５．海外現地調達 

６．その他 （                                ） 



  

問１１ 貴社と鋳造品メーカーとの取引関連についてお伺いいたします。 

【１１－１ 発注形態について】                  

 貴社の過去３年間の鋳造品メーカーへの発注形態の変化についてお伺いいたします。次の設問について「多

くなった～少なくなった」の３つの選択肢から 1つを選んで○をつけてください。 

 

 多くなった 従前と変わらない 少なくなった 

部品メーカーへの発注 １ ２ ３ 

特定鋳造品メーカーへの一括発注 １ ２ ３ 

ユニット部品の一括発注 １ ２ ３ 

 

【１１－２ 鋳造品メーカーとの契約関係】  

貴社の過去３年間の鋳造品メーカーとの取引において、契約書を交わしていますか。該当する番号に○をつ

けてください。「３.その他」には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 

 

【１１－３】 

貴社の過去３年間の鋳造品メーカーとの取引において、全国下請企業振興協会作成の標準契約書を使用していま

すか。該当する番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

問１２ 貴社と金型メーカーとの取引関連についてお伺いいたします。 

【１２－１ 発注形態について】                   

 貴社の過去３年間の金型メーカーへの発注形態の変化についてお伺いいたします。次の設問について「多

くなった～少なくなった」の３つの選択肢から 1つを選んで○をつけてください。 

 

 多くなった 従前と変わらない 少なくなった 

部品メーカーへの発注 １ ２ ３ 

特定金型メーカーへの一括発注 １ ２ ３ 

ユニット部品の一括発注 １ ２ ３ 

 

【１２－２ 金型メーカーとの契約関係】  

貴社の過去３年間の金型メーカーとの取引で契約書を交わしていますか。該当する番号に○をつけてくださ

１. 契約書を交わす              （→問１１－３へ） 

２．契約書を交わさない              （→問１２へ） 

３．その他                  （→問１２へ） 

（                                  ）  

１. 使用している。 

２. 使用していない。 



  

い。「３その他」には具体的な内容を書いてください。 

 

 

 

 

 

【１２－３】 

貴社の過去３年間の金型メーカーとの取引において、全国下請企業振興協会作成の標準契約書を使用しています

か。該当する番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

【１２－４ 金型メーカーへの図面の受渡し】 

 貴社の過去 3年間の金型メーカーへの製品図面の受渡しは、どのような方法が多いですか。1～４までの占

める割合の該当する番号に○をつけてください。（1～４の合計が１００％となるようにしてください） 

設   問 0%～ 

20%未満 

20%～ 

40%未満 

40%～ 

60%未満 

60%～ 

80%未満 

80％～ 

90%未満 

90%～ 

100% 

１．FAX・手渡し等による紙図面 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

２．2次元 CAD １ ２ ３ ４ ５ ６ 

３．3次元 CAD（ﾜｲﾔｰ･ｻｰﾌｪｲｽﾓﾃﾞﾙ) １ ２ ３ ４ ５ ６ 

４．3次元 CAD（ソリッドモデル） １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

 

 

１.契約書を交わす。            （→問１２－３へ） 

２．契約書を交わさない。         （→問１２－４へ） 

３．その他                （→問１２－４へ） 

  （                                  ）         

１． 使用している。 

２．  使用していない。 



  

Ⅲ．中国への進出動向・中国企業からの調達状況 

問１３ 国内の製造拠点のみを想定してお答え下さい。 

鋳造品・金型について金額基準で外注調達の何％ぐらいを中国から調達していますか。また、それは今後

どうなるとお考えですか。現在のおよその比率を記入し、その比率の変化の方向性を｢増加する｣、｢横這い｣、

｢減少する｣から一つ選び、○をつけて下さい。 

今後の方向性  中国製品の比率 

増加する      横這い       減少する 

１．鋳造品 ％ １ ２ ３ 

２．金 型 ％ １ ２ ３ 

 

問１４ 中国に製造拠点をお持ちですか。次の中からあてはまるものひとつを選んで○をつけて下さい。  

問１５ 中国製造拠点では、鋳造品・金型についてどこから調達していますか。鋳造品・金型それぞれ

について、あてはまるものをひとつ選んで○をつけて下さい。 

複数の調達先がある場合は、最も金額的に大きいと思われる調達先に○をつけて下さい。 

 中国メーカー 日系の現地メーカー 日本からの輸入 その他 

１．鋳造品 １ ２ ３ ４ 

２．金 型 １ ２ ３ ４ 

 

問１６ この設問は国内外の製造拠点を問わず、中国の鋳造・金型メーカー（日系メーカーを含まない）と

取引がある場合だけお答え下さい。取引をしている中国の鋳造・金型メーカーについてどのように評価し

ていますか。鋳造品と金型それぞれについて、国内メーカーとの比較であてはまるものを選んでください。 

【１６－１ 鋳造品】 

 優れている やや優れている 同等である やや劣っている 劣っている 

１．価 格 １ ２ ３ ４ ５ 

２．製品精度 １ ２ ３ ４ ５ 

３．複雑な形状への対応 １ ２ ３ ４ ５ 

４．製品寿命 １ ２ ３ ４ ５ 

５．短納期への対応 １ ２ ３ ４ ５ 

６．生産変動への柔軟な対応 １ ２ ３ ４ ５ 

７．不良品の発生率 １ ２ ３ ４ ５ 

１．中国に製造拠点を持っている    （→問 15 へ） 

２．中国に製造拠点を持っていないが、建設中である  （→問 16 へ） 

３．中国に製造拠点を持っていないが、置く検討を行っている （→問 16 へ）  

４．中国に製造拠点を持っておらず、また拠点を置く予定もない（→問 16 へ） 



  

【１６－２ 金型】 

 優れている やや優れている 同等である やや劣っている 劣っている 

１．価格 １ ２ ３ ４ ５ 

２．製品精度 １ ２ ３ ４ ５ 

３．複雑な形状への対応 １ ２ ３ ４ ５ 

４．製品寿命 １ ２ ３ ４ ５ 

５．短納期への対応 １ ２ ３ ４ ５ 

６．生産変動への柔軟な対応 １ ２ ３ ４ ５ 

７．不良品の発生率 １ ２ ３ ４ ５ 

 

Ⅳ 日本の鋳造品・金型メーカーへの期待 

問１７ 今後日本の鋳造・金型メーカー（海外展開している日系メーカーを含む）に期待するのはどのよう

な点になりますか。鋳造品と金型それぞれについて、次の中からあてはまるものを５つまで選び○をつけて

下さい。 

｢２２．その他｣には具体的な内容を書いてください。 

 

【１７－１ 鋳造品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１７－２金型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．価格競争力   ２．高精度製品の製造   ３．複雑形状製品の製造 

４．長寿命製品の製造  ５．超大型製品の製造   ６．超小型製品の製造 

７．薄肉形状製品の製造  ８．短納期への対応   ９．先端技術の開発 

１０．生産変動への柔軟な対応 １１．特注品への対応  １２．多品種少量生産への対応 

１３．品質管理   １４．試作への対応  １５．設計・開発時の顧客提案力 

１６．材料の調達   １７．顧客サポート     １８．販売・マーケティング 

１９．海外進出や海外メーカーとの提携によるグローバルな生産体制 

２０．ユニット化などによるより完成度の高い製品の提供     ２１．小ロットへの対応 

２２．その他（                                       ） 

１．価格競争力   ２．高精度製品の製造    ３．複雑形状製品の製造 

４．長寿命製品の製造  ５．超大型製品の製造    ６．超小型製品の製造 

７．薄肉形状製品の製造  ８．短納期への対応    ９．先端技術の開発 

１０．生産変動への柔軟な対応 １１．特注品への対応   １２．多品種少量生産への対応 

１３．品質管理   １４．試作への対応   １５．設計・開発時の顧客提案力 

１６．材料の調達   １７．顧客サポート     １８．販売・マーケティング 

１９．海外進出や海外メーカーとの提携によるグローバルな生産体制 

２０．ユニット化などによるより完成度の高い製品の提供     ２１．小ロットへの対応 

２２．その他（                                       ） 



  

問１８ 日本の鋳造・金型メーカーに対するご意見があれば、ご自由に記入下さい。 

また、最後に、今後日本と中国企業との共存、共栄、もしくは協力関係を進めていく上でのお考え、ご意見

等がありましたらお願いいたします。 

 

御協力どうもありがとうございました。 
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