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〔要約〕 

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
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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）調査の内容と結果の要旨 
  以下の内容について調査し、検討と提言を行った。 
１）国内の環境変化と制度改革への対応 

① 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、

ユーザー業界動向を調査、機械部品産業への影響、環境変化の要因等を分析し、

メーカーとユーザーのそれぞれの共通点、対応点などを整理できた。 
ユーザーの海外シフトと部品の国際調達が時の流れとなっている昨今、機械部

品産業が遅れをとっていることは否めないこと、実態はまだ系列化の中から抜

けきるまでは行っていないこと、下請という言葉に代表されるように弱い立場

に立たされていることなどが、より鮮明になった。特に、取引商慣行について

は、双方の温度差が感じられた。 
② 下請企業法、不正競争防止法、民事取引法制上など、機械部品産業を巡る取引・

契約上の現状を調査、委員会としての見解、今後の対応、解決策を提案した｡ 
法に触れる行為に対して訴訟も辞さない断固たる対応は必要というのは、易し

いが、そこに至らないよう、企業自身が事前の防衛策を講ずること、また法律

を良く知っておくことが肝要とのことである。 
③ 対応方策の一つである知的財産戦略推進に関し、金型･鋳造技術関連の特許動向

を調査、その保護･活用に関し、専門的見地から課題と対応策を検討した。 
特に、中小企業ほど、知的所有権に関しての認識度が低いという指摘があり、

表に出せないから、ノウハウだからと言っていても、誰かに権利化されるとか、 
真似されたときに、優先権の主張ができなくなるとの提言が出る一方、特許等

の出願費用が掛かり過ぎるのを何とかできないかとの意見も出された。 
④ わが国機械部品産業の「中小企業」の視点から、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、制度の活用事例分析と有効活用を提言

した。かなり、中小企業向けに有利な制度改正となっているので、これらを先

ず本文で平易に紹介し、運用方法や事例で解説を加えることができた。 
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｡中国（中国国内の外資を含めて）の素

形材生産量は、日本と逆の右肩上がりが続いていることが鮮明になった。 
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。 
自動車、電気･電子、産業機械、どのユーザー産業をとっても、中国シフトのあ

と、現地調達の指向が極めて強いことが明らかとなった。ただし、全てが中国

でまかなえる訳ではなく、金型、鋳造品等の値引きの手段に中国価格を持ち出

していることもあるようである。 
ただし、いつまでも日本が技術的にも生産的にも優位とは言えず、何らかの形

で、中国展開を考える時期に来ている（現にやっている企業はかなりある）と

の結論となった。   
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③ 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・情報収集し整理した。 
ここでは、中国における日本の金型メーカーのアライアンスを中心に調査を進

めたので、台湾系企業との JV などを含め、参考となる知見が得られた。 
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整理した。 
JETRO の調査事例から、模倣の実態が明らかとなり、中国国内での係争事例も
示された。ここでも、知的所有権の獲得の重要性が示され、意見が一致した。 

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

共存共栄への取り組み等のあり方等について検討した上の提案した。 
色々な、角度から見て、もはや中国を敵視するのは時代遅れであり、どのよう

な形態でも、積極的に中小の機械部品企業が中国との接点、交流を持っていく

必要性が提言された。そのためには、本報告で示された、種々の事例が参考に

なると考えられる。 
 

 本調査研究における「第Ⅰ部 国内環境変化と制度改革への対応」については、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。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

も重要と思われるという結論となった。 
そのような目で「第Ⅱ部 海外の環境変化と中国との関係」を見ると、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

いるものと思われる。 
日本のように物が全てに行き渡って、地域格差がなくなっている国とは異なり、中国は

沿岸部と内陸部での経済格差が歴然としており、まだまだ右肩上がりの発展を続ける国で

あるのだから・・・。 
 
第Ⅰ部 国内の環境変化と制度改革への対応 

1．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 

今回の調査において、素形材ユーザーと素形材企業に対し、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。 
アンケート結果の分析から得られた示唆の第一は、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、素形材企業には、これに対応することが強く求められている。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る。それ故、このような状況は、ユーザー企業間での競争の激化の 
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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 
に行われていることが分かった。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と推定される。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。 
１.２. ユーザー企業の概況 

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。 
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。 
調査項目は、 
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 

［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、欧州向けが 1,786 千台、アジア向けが 524 千台となっている。 
（２）インタビュー調査の結果 
 自動車メーカーの再編は、部品企業の再編につながり、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崩壊したといえ、トヨタ系の部品企業、

日産系の部品企業も、系列に関係なくどのメーカーとも取引を行っている。 
 取引慣行に関しては、自動車メーカーと素形材企業との見解の相違から問題が生じるケ

ースがあるため、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。 
［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。

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。電気・電子機器メーカー各社は事

業構造改革、海外展開など多様な取り組みを行い、大きな動きの一つがグローバル戦略の

展開である。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。 
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（２）インタビュー調査の結果 
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。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。調達先の変更、絞込みは M&A
などの構造変化によるものより、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。また、コスト競争力強化のために海外への生産拠点移転が進み、更なる

コスト削減を求めて海外における生産拠点のシフト、再編も起こっている。 
［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 億円であった。そのうちの一般機械の生産額は 11 兆 4,358 億円であった。 
 工作機械は、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。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。  
（２）インタビュ－調査の結果 
工作工作機械業界では、企業間事業統合、提携、事業売却、M&A 等、業界内再編が起

きている。一方、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。 
 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。機械メーカーが海外に生

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。 
 
２． 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 
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。 
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。受注

量が低減、単価の削減と相まって売上高の減少により、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い。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。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」、による「調停・斡旋」で処理している。 
アジアに仕事が流れる図式だけでなく、逆に日本へ新たな仕事を引く込む道筋を切り開

く動きが出てきた。一方、中小企業の集積地で、「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。他に「NC ネットワーク」、「ものづくりタウン 21」、「金型熱血集団」
など、広域では「21 世紀金型会」のような企業ネットワークも見られるようになっって来
た。独自に金型企業を自社の傘下に入れている㈱アークの経営戦略的な M&A も存在する。 

２．２．金型業界の課題と対応 
現在、金型業界で困っている問題点として下記のものが挙げられている。 

①仕事量の減少、②価格の低下、③短納期化、④取引の不公正問題、⑤技術、技能の継

承問題、⑥金型企業の事業継承問題である。 



 6 

これに対する対応あるいは対抗手段としては、下記の提案が意見として出された。 
①工場のコンビニ化で、低価格化と短納期化に対応、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、③金型の上流工程を取り込む、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、⑤加工の高度化で生産性向上、⑥企業連携で共同

受注、共同加工、設備の補完及び共用、⑦海外市場 発注元の海外シフトへ対応。 
２．３．法律上の若干の問題点 
（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。訴訟での解

決しかほかはない以上、管轄裁判所についての合意を契約書中に明示することが望ましい。 
（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。 
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適用される。 
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

表示を使用又はこれを使用した商品を譲渡する行為の禁止。 
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、引き渡す行為の禁止。 
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、

輸入する行為の禁止。 
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の禁止。 
５）営業秘密について不正取得行為が介在したことを知り、若しくは重大な過失により知

らず、その営業秘密を取得し又はその取得した営業秘密を開示する行為の禁止。 
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、又は開示する行為の禁止。 
７）営業秘密を保有する事業者から営業秘密を示された場合、不正競業その他不正の利益

を得る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する行為の禁止。 
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、その営業秘密を取得、開示する行為の禁止。 
９）取得した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

たことを知り、若しくは重大な過失により営業秘密を使用、開示する行為の禁止。 
10）不正の利益を得る、又は損害を加える目的で他人の特定商品等表示と同一又は類似の

ドメイン名を使用する権利を取得、保有し、そのドメイン名を使用する行為の禁止。 
11）商品・役務・広告又はその取引に用いる書類・通信に商品の原産地、品質、内容、製

造方法、数量等を誤認させる表示商品を譲渡、展示、輸出、輸入する行為の禁止。 
（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）による救済を求め得る。「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
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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、②４項の取引条件等の差別取り扱

い、③14 項の優越的地位濫用の３号などが考えられる。更に、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際、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著しく厳しい条件を提示して取引し、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場合、不公正な取引方法に該当する可能性があり得る。 
（４）倒産対策 
 相手方が倒産する恐れがある限り、製品の対価と役務の対価（設計費・組立調整費等）

とを区別し、前者より後者に重点を置き、相手方が債務を全て履行するまでは、必ずこち

ら側の債務を全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。 
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。 
（１）わが国における金型・鋳造技術関連特許の動向 

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、1000～2000 件／年で、
ここの処、減少傾向にある。鋳造と金型に関する出願件数は他と比べて少ない。 

（２）知的財産権活用の重要性 

 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

向上しつつあるため、現在わが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。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。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、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。また、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状況を作りだす必要がある。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。 
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としては、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、②特許出願等のための費用捻出の問題、③ユ

ーザー企業との発明の帰属等に関する問題、④海外への特許出願等の必要性、⑤ノウハウ

保護の難しさ、などが挙げられている。 
 
３． 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 

（１）産業活力再生特別措置法 

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｡ 
（２）各種中小企業支援施策 
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①金融：事業再生保証制度、経済再生改革対応緊急貸付など、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 投資促進税制など、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、中小・ベンチャー企業支援等、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 
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、②中小企業技術基盤強化税制の拡充、③中小企

業の少額償却資産損金参入制度の拡充 
２）中小企業再生円滑化税制 
３）事業継承税制 
①自社株に対する軽減措置の拡充、②自社株特例と小規模宅地特例の選択要件の見直

し、③自社株特例の生前贈与分への適用 
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、②適用要件の見直し 

５）IT 投資促進税制の創設 
６）その他の中小企業関係租税特別措置等 

（３）研究開発税制 

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傾斜型控除率設定、②中小企業のより高い税額

控除率一律設定 
２）研究開発用設備の特別償却制度の創設 

３．２ 素形材産業における中小企業政策の利用の課題  
（１）中小企業政策の変化と政策アクセス面での課題 

 最近の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｣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｣の成立を一つの契機として、大きく方向を変えつつある｡  
（２）素形材産業における中小企業政策の利用の課題 

素型材産業の行政へのアクセス能力を考えると、以下の点から簡単に進まない面がある。 
①小規模零細性、②下請性、③標準化されない技術、④各種情報の錯綜、⑤情報格差 

 

第Ⅱ部 海外の環境変化と中国との関係 

４． 海外の環境変化と中国との関係 

４．１． 中国の素形材の生産量・輸出入量の推移 

（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、球状黒鉛鋳鉄が 299 万トンとなってい
る。鋳造品の生産量は、1998 年に下がったが、近年その生産量は拡大している。 
（２）中国の素形材の輸出入量推移 
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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。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。
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。 
４．２．中国の素形材ユーザー産業の生産量推移 
（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。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。 
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、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。 
（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、家庭用洗濯機 1342 万
台、カラーテレビ 4094 万台、ビデオレコーダ 1134 万台であり、特に AV 家電の生産量の
伸びが大きくなっている。また、パーソナルコンピュータは、2001 年に 878 万台、携帯
電話機は 2001 年で 8351 万台であった。情報産業省によれば、2003 年の携帯電話生産量
は 1 億 6000 万台で世界最大となり、中国の生産シェアは世界全体の３割に達した。 
（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。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。 

 
５．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 
（１）鋳造品および金型のユーザー企業の中国進出概況  
鋳造品ユーザーに関して、『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。ユー
ザーを見ると、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。一方、金型ユーザーについて、2001 年の金型国内出荷
高は 1 兆 5700 億円であった。金額的に見て最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。 
（２）鋳造品メーカーと金型メーカーの中国進出概況 
 鋳造品と金型メーカーを対象に、中国進出状況を『工業統計表(産業編)』（平成 13 年度
版）で見ると、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％を占めている。そのうち、90％超が従業員 19 人以下の小零細業種である。 
（３）アンケート調査による中国進出メーカーの事例分析 
 大半は 100 人以下規模の中小企業の進出である。鋳造と金型メーカーの比較では第 1 に
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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的な形態と言って良

い。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。 
５．２．中国進出企業の現状－中国進出日系企業との提携事例 

（１）金型メーカーと企業提携 

中国の金型産業は既にある程度の産業規模、経験や技術力を持った台湾、香港など中華

系企業の進出も見られ、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

様々あるが、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。 
（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。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。 
（３）その他 

① 外注先として活用、②日系中小企業向け貸工場などの形態がある 

 

６．中国素形材企業の状況 
６．１．中国金型企業の実力 
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、最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。 
（１）中国のモノ造り事情  

１）中国の国民性 
  中国の国民性は自己中心的で、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、愛社精神はなく、定着率が極端に悪い。  
２）中国の発展 

  中国の発展は日本、台湾、香港、欧米等の外資系企業の資本、技術力により発展した

が、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、遅れをとっている。

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

ない家電、パソコンなどの組立は中国が優位性を示している。 
（２）中国の金型産業 
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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。 
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

は次の三箇所に大別することができる。 
  ①浙江省、②広東省、③上海地区 
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。 

品質は、日本に比べかなり劣る。一般的に、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。一方、中国の金型メーカーの基本は

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。その他、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。 
①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。 
②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。 
③外部からの技術導入を盛んに行っている。 

６．２．中国の模倣品の実態  
（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 
  中国の模倣の実態を掴むのは難しいが、中国政府機関の試算では中国の模倣品市場は約

3 兆円に上ると言われる。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、自動車等、ほぼ全商品に及び模倣で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、営業秘密窃取など広範囲に及ぶ。 
（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 JETRO 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。実施した調査で以下の実態が明らかとなった。 
①中国における模倣品問題についての認識、②自社製品の模倣品被害状況、③侵害され

ている知的財産権の種類、④模倣品による年間被害額、⑤模倣品被害の増減、⑥被害

の多い地域の順位、⑦中国製模倣品の品質 
（３）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、中国政府を始めとする行政･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。だが、WTO 加盟等か
ら国際的な趨勢を無視できず、中国政府等の姿勢も変わりつつある。 
２）知的財産の種類別模倣対策法規（登録等の事前対策） 
工業所有権は日本国内において登録等を行っているだけで、中国国内で保護される

ものではなく、商標権･特許権については中国国内でも登録していることが必要であり、

営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。 
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、工商行政管理局を始めとする行政機関
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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。 
４）取締りを成功させるために 

中国において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に掛かっている。 
（４）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、商標が盗用あるいは市場が流通の拠点となっているこ

とは希と思われる。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。 
 
７．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 

中国企業との共存共栄の可能性を検討するには、今、進行中の中国の産業発展をどのよ

うに見るかを確認する必要がある。それにより、日系及び日本国内企業として素形材メー

カーの存立展望の方向性が明らかになる。中国企業による自立的な産業がどのように展開

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で明らかとなる。 
（１）日本国内素形材産業企業の中国企業との共存共栄 

 ここで考慮すべきことは、中国企業の２つの発展方向が持つ含意である。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、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。そのため、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。ここに中国

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こととなると思われる。 
（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。 
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

本国内での生産を必要とする部分は何かが問題となる。 
（３）国内素形材産業の具体的可能性 
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。 
このような需要へと国内物作り機能を再編し、シフトさせるならば、国内物作り機能や

国内素形材産業企業が発展展望を持つことができる。このような再編活用を通し、棲み分

けによる共存の可能性と共に、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 
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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。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。 
（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。 
②提携先の資本（国籍）；次に、提携先の国籍を見ると台湾系が多い。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。 
③企業提携がみられる地域；企業提携の事例で見る限り、地域的に見ると華南地域より

も華東地域に多いことが特徴として指摘できる。 
（２）日本素形材メーカーの条件 

①技術力を持つことと、②外資と取引を持つことが挙げられる。 
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   

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。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、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。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。 
 
おわりに  
 本調査研究において、「国内環境変化」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。

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「国外の環境変化」を見ると、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。 
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