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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、少子高齢化社会対策

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

に向けて従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きております。 
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関わる技術開発動向等の補助事業のテ

ーマの一つとしてＫＰＭＧビジネスアシュアランス株式会社に「製造業における競争力

強化に関する調査」を調査委託しました。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 
 
 



はしがき 
 
本調査は、社団法人日本機械工業連合会「平成１５年度機械工業に係る技術開
発動向等の調査補助事業」の一環として行われた「製造業における競争力強化に
関する調査」の調査、分析結果をとりまとめたものである。 
近年、世界経済のグローバル化が定常化し、日墨自由貿易協定（FTA）など国
境を越えた経済取引についての制度的枠組の整備も急速に進展している。それに
伴い、グローバルな市場において競争優位に立てるかどうかは、すべての国、地
域、企業をとわず、政策担当者や経営者にとって、極めて関心の深いテーマとな
っている。このような背景から、スイスのローザンヌに本拠を置く国際経営開発
研究所（ＩＭＤ）による世界競争力年鑑や、その中で発表される国別ランキング
が注目を集めているのは、周知の通りである。 
しかし、求められるのは、そのランキングの順位の動向に一喜一憂することで
はなく、我が国製造業の競争力の強化には、どのような課題があり、その課題に
対応する上で有効な手法は何かについて、原初的なレベルに立ち返って、理解を
深めておくことであろう。この点についての認識が十分になってこそ、国の取組
による競争力強化策に求められる条件や、世界市場において支持、評価される製
品・サービスに直結する研究および技術開発力の発展やコスト競争力の改善に資
する一連の施策のあり方が明らかになる。 
本研究は、このような問題意識に対応するものとして、一般に深く分析されな
いまま巷間に流布している「競争力」という概念について、本質的な観点から整
理を試みるとともに、政策的な含意を析出し、機械工業を含む我が国製造業にお
ける研究開発、技術開発の支援等、競争力の改善に向けた政策のあり方、および
今後、さらに社会的な観点から議論を行うべき点に関して問題提起を行うもので
ある。本調査が、関係各位に対し、我が国製造業の競争力強化に関する何らかの
有益な知見を提供できたとすれば、これに過ぎる喜びはない。 
 末文ながら、本調査の実施に際し助成を頂いた社団法人日本機械工業連合会には、

この場をお借りして厚く御礼申しあげたい。また本調査に対して、実務的な観点からコメ

ントや問題提起を頂いた経済産業省製造産業局各位、ならびにヒアリング調査にご協

力頂いた有識者の方々にも、深く感謝申しあげる。 
 
平成 16 年 3 月 

 
ＫＰＭＧビジネスアシュアランス株式会社 

パブリックセクター事業部 
 代表取締役 森 俊哉 
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はじめに  
 

●問題の所在と調査の目的 
 
ここ数年、米国では、製造業の失速を中心とした米国経済の停滞、製造業拠点の海外移転、
米国企業・消費者双方による安価な外国製品の指向性の高まりを受け、特に中小企業の製造
企業が廃業・規模縮小に追い込まれるケースが増加している。  
このような事態を前に、「1980 年代の再来」を懸念する声が、米国の政治家、エコノミ
スト、産業界に出てきている。今回の米国製造業の苦境が 1980 年代と異なるのは、脅威の
先が日本ではなく中国等であること、影響を受ける業種が 1980 年代には半導体と自動車産
業等、一部の産業に偏っていたが、今回は繊維や工作機械などのローテク分野を含む製造業
全体に渡っているということである。1 
このような危機意識から、ブッシュ政権は、政権の最重要課題の一つとして、「米国にお

ける製造業：米国製造業の課題に向けた包括的戦略」を打ち出し、米国製造業の競争力回復
に向けて、抜本的に乗り出そうとしている。 
ひるがえって我が国においても、各種の経済調査は、我が国製造業の将来について、その

競争力の低下を懸念する論調が多く見受けられ、展望は楽観を許さない。デフレ不況が一段
落ついた現在、日本経済、とりわけ製造業は、米国同様、その将来の競争力の維持、回復に
ついて思いをめぐらすべき時であろう。 
 
我が国の製造業の製品が世界市場で競争優位を占めるようになることが望ましいのは論を

またない。これだけ注目を浴び、政策担当者、エコノミスト、産業界の各方面から言及され
る一方で、産業の「競争力」という概念は、現在にいたるまでその意味するところについて、
共通理解が形成されているとは言い難い。同一の語句に対して、各人が異なる意味を与えた
ままで政策論議を行うのは、政策の焦点をぼかすのみならず、場合によってはミスリーディ
ングな結論を出しかねないという危険性が生じる。 
本調査は、このような認識に立ち、我が国の製造業の着実な発展を支えるための政策検討、

政策対話をより有意義なものとするために、共通理解の形成を可能にする概念整理を試みる
と同時に、正しい理解に基づいた「我が国製造業の競争力」を維持・発展するために必要な
政策措置を検討する上での指針、インプリケーションおよび施策検討上の課題を導出しよう
というものである。 
 

●調査手法および報告書の構成 
 
 本調査は、文献のレビュー分析を主な手法として、調査を進めることとした。補完的な情
報源として、有識者に対してヒアリング調査を行い、検討上の示唆を頂くとともに、施策検
討上の課題について意見交換を行った。 
 
 本報告書は、以下の構成によって、議論が進められる。 
  

                                                 
1 NEDO ワシントン事務所調査レポート、「米国における製造業：米国製造業の課題に向けた包括的
戦略」の概要 2004年 2月 4日 
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第 1章は、歴史分析である。ここでは、過去の内外の研究報告書、我が国政府の白書を時
系列的に整理することによって、「競争力」がどのような文脈に上で政策上の課題となって
きたかを明らかにする。 
 
第 2 章は、ランキングに見る日本の競争力の分析である。ここでは、ＩＭＤ（スイスの国
際経営開発研究所）による競争力ランキングなど、ランキング分析における日本の競争力の
水準を確認するとともに、ランキング分析の限界、あいまいさについて、指摘を行う。 
 
第 3 章は、概念分析である。ここでは、経済学者の論考などを素材として、企業、産業、
地域、国の各レベルについて、「競争力」の要素と構造を分析し、定義を再構築する。 
 
第 4 章では、各種の統計データを用いて、我が国の企業・産業の競争力の現在と今後の動
向について検証する。 
 
第 5 章では、あるべき施策検討への導入として、日米等の政府による産業競争力向上施策
をレビューする。 
 
最終章である第 6章では、本報告書の分析を整理し、政策立案者が確認しておくべき事象
と政策課題の明確化、施策推進の方向性を明確化することで、報告書のむすびとする。 
 

 2



 

第 1 章 歴史分析 
 
 第 1章では、現在における「競争力」に対する考え方を明らかにしてきた。では、これま
で「競争力」はどのように考えられ、議論されてきたのだろうか。第 2章では、まず第 1節
において、1980年にアメリカで発表された『大統領競争力白書』以降の内外の報告書等に
おける論点を整理する。そして第 2節において、競争力に関する政府見解の変遷を、『経済
白書』、『経済財政白書』を分析することで明らかにする。 
 

1.1 内外の報告・提言に見る「競争力」：何が問題とされてきたか 

 

＜時代背景と「競争力」：そのポイント＞ 

 内外の競争力に関する報告書・論文・書籍等を分析すると、4 つの時期に区分できる。それぞれの

時期、およびその時期における論点のポイントは以下の通りである。 

 

 

 

 

 

  

①＜1970年代末から 1980年代半ばまでの米国経済後退期＞に、初めて「競争力」とい
う概念が初めて本格的に取り上げられた。 
②＜1980年代半ばから 1990年代初頭までの日本のバブル経済期＞に、日本の台頭に関
する関心・危機意識から、競争力に関する研究がアメリカで盛んに行われた。 
③＜1990年代初頭から 1990年代後半までの日本のバブル経済崩壊期＞に、アメリカで
は日本に関する関心が低下するとともに、自国経済の再評価が行われた。 
④＜1990年代末から現在にいたるまでの日本の平成不況脱出期＞に、アメリカが 80年
代に行っていた競争力議論に対する関心が日本で高まった。 

 

「競争力」に関する議論がどの国で盛んであったかを見ると、「競争力」の議論は、主に経済が不

調に陥った国において、経済再活性化議論の流れの中から出てきていることがわかる。その様子を、

上記の 4 つの時期の議論における特徴を追うことで明らかにする。 

 

＜1970年代末から 1980年代半ばまでの米国経済後退期＞ 

「競争力」という概念が初めて本格的に取り上げられたのは、1970 年代末から 1980 年代半ばまで

の米国経済後退期である。1970 年代後半から、米国経済は深刻なスタグフレーションによる不況に

見舞われていた。また、1981 年 1 月にレーガンが大統領に就任すると、いわゆるレーガノミクス政策

の下、貿易赤字と財政赤字がどんどん拡大していくことになる。貿易収支については、1970 年代の

前半は均衡を保っていたが、1977 年以降、毎年 20～30 億ドルの貿易赤字を抱え、1983 年以降は

その額を飛躍的に増加させていくことになる2。また、財政赤字についても 1980 年代初頭以降、大幅

に拡大していく。 

このような状況下で、米国の経済回復のための議論のなかから、「競争力」という概念が本格的に

扱われるようになった。カーター政権末期の 1980 年には『大統領競争力白書』が発表され、レーガ
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2 （出所）U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division 
 (http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/historical/index.html)。 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/historical/index.html


ン政権となった 1985 年には、いわゆる『ヤングレポート3』が発表された。『大統領競争力白書』は、

生産財分野における米国の競争力は十分であるとする一方で、消費財分野における米国の競争力

の低下を指摘しているものの、消費財分野におけるシェアの低下は、石油価格の上昇による一時的

なものだと結論付けている。『ヤングレポート』は、競争力を「自由公正な市場条件の下で、国が、国

民の実質所得を維持又は増大させつつ、国際市場の試練に耐え得る財やサービスを生産する能

力」として、米国の高い賃金水準と生活水準の維持・拡大を前提とした上で世界における指導力を

保つための提案がなされている。 

この時期の特徴は、「競争力」という概念が初めて本格的に取り上げられるようになったこと、およ

び経済低迷に対処して世界における米国の指導的地位を保つことに主眼がおかれていたことであ

る。後半の、経済低迷に対処し世界における米国の指導力を保つという観点は、次の「1980 年代半

ばから 1990 年代初頭までの日本のバブル経済期」においても注目される観点ではあったが、この

時点ではまだある種の余裕が伺える。日本を始めとするアジア諸国4の台頭に対する危機意識は、こ

のころ既にあったが、ヤングレポートでは、米国の競争力強化によって貿易相手国に不利益を与え

てはならない、全ての経済部門で米国が指導的地歩を築く必要はない、健全な貿易相手国を求め

る上から米国が支配的地位から滑り落ちることは避けがたいことであり、むしろ望ましいことでもあると

も述べられている。こうしたある種の余裕は、日本経済が 80 年代後半にアメリカを凌駕する勢いを見

せるに従って、消え失せていく。 

 

＜1980年代半ばから 1990年代初頭までの日本のバブル経済期＞ 

1980年代半ばから 1990年代初頭にかけて、日本はバブル経済の真っ只中にあり、アメリ
カを凌駕する勢いを見せていた。1985年のプラザ合意による円の急騰以降も日本の輸出は
高水準を維持し、1987年には日米半導体摩擦が表面化する。さらに同年には、日本は国民
一人あたりＧＮＰでついにアメリカを追い越して絶好調ぶりを見せつける一方で、米国は
“ブラックマンデー”の衝撃で青色吐息の状態であった。 
このような状況下で、アメリカでは日本の成功要因に関する研究が盛んになるとともに、
日本との「競争」を念頭においた競争力研究が盛んになっていく。1988年には、商務省審
議官として日米協議に携わったプレストヴィッツ（Clyde Prestowitz）が、『日米逆転－成功
と衰退の奇跡5』を発表する。プレストヴィッツは競争力をはっきりと定義はしていないが、
アメリカの低落、日本の台頭の理由を日米の経済システムの違いに求めた。1989年には、
マサチューセッツ工科大学の産業生産性委員会（The MIT Commission on Industrial 
Productivity）が、『メイド・イン・アメリカ6』を発表する。これはＭＩＴを中心とした産
学協同の大研究であり、徹底的な日米企業の分析から得られた政策提言の多くが実際に政策
化され、アメリカの競争力回復に非常に大きな役割を果たしたといわれている。さらに、
1990年には、ポーター（Michel Porter）が『国の競争優位7』を発表する。ポーターは「国の
競争力」について、「国のレベルでの競争力という唯一意味のあるコンセプトは、国の生産
性である」とした上で、産業の国際競争力を確立する国家の競争環境モデルとして、産業ク

                                                 
3  この報告書の正式なタイトルは、『国際競争－新たな現実（“Global competition: the new reality :the 
report of the President's Commission on Industrial Competitiveness”）』であるが、これを作成した産
業競争力委員会（President's Commission on Industrial Competitiveness）の委員長であったヤング（J.A. 
Young、ヒューレットパッカード社長）の名をとって、通常『ヤングレポート』と呼ばれている。 
4 具体的には、日本、台湾、韓国、シンガポール、香港、マレーシアが「新しく出現した競争相手」とし
て認識されている。 
5  Prestowitz、1988。ちなみに原題は “Trading Places”。 
6  Michael L. Dertouzos et al.、1989。 
7  Michael Porter、1990。 
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ラスターモデル を提示した。ポーターでは、競争力の向上は国が企業を支援することで達
成されるものではなく、逆に企業を競争環境に曝すことが、企業の競争力向上につながると
いうことが指摘されている点も重要であろう。 
この時期の特徴は、「競争」相手国として明確に日本を念頭に置いた議論が行われたこと、
および日本の成功要因について徹底的に分析が行われたことである。実際の政策面でも、こ
の時期は貿易摩擦が大きな問題として取り上げられ、「日本叩き」という語に象徴されるよ
うな激しい要求が米国政府から日本政府に突きつられた。その一方でアメリカは産官学を挙
げて日本の成功要因を徹底的に分析し、アメリカ経済復活への足掛かりを着実に築きつつあ
った。こうして日本を叩きつつ、日本の成功要因の分析から得られたエッセンスを取り入れ
たアメリカ企業が力をつけていく中、1990年代初頭になると日本経済はバブルが弾けてか
げりを見せ始め、状況は逆転していく。そして 90年代初頭以降、アメリカでは日本に対す
る関心は徐々に低下し、自国経済を再評価するような論調に議論の方向は変わっていく。 
 
 
＜1990年代初頭から 1990年代後半までの日本のバブル経済崩壊期＞ 

1990 年代初頭に日本のバブル経済が崩壊すると、それにあわせるかのように、「競争力」に関す

る論調も変化していく。1980 年代に一人当たりＧＮＰでアメリカを追い抜いた日本経済は、バブル経

済の崩壊とともに勢いを失っていく。そして、「失われた 10 年」とも評される混迷期に入っていった。

一方、アメリカ経済はといえば、冷戦終結後の「平和の配当」としてＩＴ業界が活気に沸き、民主党の

クリントン政権8の下、金融業界も活況をみせた。 

このような状況下で、アメリカでは日本に関する関心が低下するとともに、自国経済の再
評価が行われていく。1992年には、レスター・サロー（Lester C. Thurow）が『大接戦－日
米欧どこが勝つか9』を発表し、これまでの日本偏重の議論の流れとは違う動きを見せる。
1994年には先の『ヤングレポート』を発表した機関である産業競争力委員会10が、“Critical 
Technologies update 1994”の中で、重要技術についての米国の競争力を再評価するとともに、
米国の競争力回復を報告している。またこの時期は、経済学者の間でも、1980年代の日本
を過剰に意識した議論を脱して「競争力」についての本格的な学術的議論が行われた時期で
もあった。Foreign Affairs誌上では、1994年に掲載されたクルーグマン（P. Krugman）の論
文11をきっかけに、クルーグマン、サロー、プレストヴィッツらが「競争力」に関して議論
を戦わせた。12 

 この時期の特徴は、「競争力」に関する議論において、80 年代と比べて日本に対する関心が相対

的に低下し、自国経済の再評価が行われたこと、およびそれと合わせて、競争力に関する議論が政

策実務上の局面から、よりアカデミックな局面へと、議論の場を移していったことである。90 年代は、

政治面ではソ連の崩壊、経済面では日本の失速があって、アメリカが唯一の超大国としての地位を

歩み始めた時期である。アメリカ経済自体もいわゆる「平和の配当」等の影響もあり、活況を見せてい

た。そのような中、アメリカにおいて「競争力」の議論が下火になっていったのとは対照的に、1990 年

代末以降、不況に喘ぐ日本において、「競争力」に対しての関心が高まっていく。 

 

 

                                                 
8  クリントン政権：1993年 1月－2001年 1月。 
9  Thurow, Lester C., 1992. 
10  1991年にＮＰＯに改組。 
11  Krugman, 1994 
12 Krugman et.al 1994 
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＜1990年代末から現在にいたるまでの日本の平成不況脱出期＞ 

 1990 年代末、ＩＴ産業と金融を中心にアメリカ経済は活況を見せていたのに対し、日本経済は長引

く不況に苦しんでいた。1996 年にはマツダが米フォードの傘下に入り、1997 年には山一證券、北海

道拓殖銀行をはじめ、金融機関が相次いで破綻した。さらに 1999 年には日産も仏ルノーとの提携

に踏み切ったが、そのとき日本の男性の失業率は、過去最高の５％に達していた。 

このような状況下で、不況脱出へのヒントを求めて、アメリカが 80年代に行っていた競
争力議論に対する関心が日本で高まっていく。日本貿易振興会の調査報告書のタイトルを見

ても、1992年当時には『米国競争力改善への課題
・ ・
』を調査していたのに対して、1995年に

は『クリントン政権の競争力強化と産業界』、1996年には『米国主要産業のリストラと競
争力の回復』、さらに同年には『景気拡大と米国製造業の競争力』という研究がなされ、日
本が米国の成功事例の研究を行うように変化している。また、1998年には経済団体連合会
が『経団連 産業競争力強化に向けた提言』をまとめ、ここから日本でも「産業競争力会議
13」が設立されて、競争力の議論が本格的に始められることとなる。この第 3回会議で経団
連より提言された、『我が国産業の競争力強化に向けた第 1次提言』を踏まえ、政府から
「産業競争力強化対策」が発表され、「産業再生法」も制定された。その後、2001年には
日本政策投資銀行から『ヤングレポート』以降の米国競争力政策を研究したレポート14が発
表され、経済産業省の産業競争力戦略会議においても、同会議の中間取りまとめとして、
2002年に産業競争力を強化して、グローバルトップ企業育成を目指す内容の報告書が発表
された。 
この時期の特徴は、米国にかわり日本において、長引く不況を脱出するためのキーワード

として「産業競争力の強化」が叫ばれ始めたこと、および特に政府の関係機関において、
1980年代のアメリカの競争力議論に対する関心が高まったことである。ここで、競争力の
強化と不況脱出のモデルとして、一度「追い越した」はずのアメリカが再びモデルとされた。
その中で、企業は「株主重視」「リストラによる経費節減」「成果主義人事」といったアメ
リカ型の企業経営モデルの導入を進め、政府は競争力の強化を目指して各種補助金政策を検
討することとなった。 

 

＜歴史年表＞ 

 ここまで、「競争力」に関する議論のポイントを 4 つの時期に分けてみてきたが、以下により詳細な

文献の分析表を掲載する。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  1999 年 3 月－2000 年 5 月。内閣総理大臣が主催し、関係大臣及び産業界の代表をメンバーとした会
議。ヤングレポートを作成した“Council on Competitiveness”がモデルであるとされる。 
14  日本政策投資銀行、2001年。 
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表 １「競争力」に関する文献と、発表年の主な出来事に関する年表 

年次 
その年に起きた主

な出来事 

重要度（影響度） 

（報告者による評価） 

発表元団体

（個人）名 
タイトル等 競争力の定義、論旨／主張 

特記事項、レポートから

起きたアクション等 

1980 ①レーガン（共和

党）、大統領に当

選、②日本の自動

車生産台数が

1000 万台を突

破、アメリカを抜い

て世界一に  

A 

委員会等の

設置なし 
『大統領競争力白

書』（報告書） 
消費財分野におけるシェア

の低下の要因は石油の輸入

コストの上昇に関連した一時

的なものであり、構造的な問

題ではないと結論 * 

本格的に競争力の問

題を検討した初の報告

書  

1982 ①ソ連ブレジネフ

共産党書記長が

死亡。アンドロポ

フが後任に。 ②

フォークランド紛

争。 ③中曽根政

権誕生。 

Ｂ 

Ira C. 
Magaziner 
& Robert B. 
Reich 

"Minding America’s 
Business The 
Decline and rise of 
the American 
economy"（書籍） 

インフレ、高失業率、貿易赤

字を経済停滞の原因として

問題視。アメリカの生産性の

急落を問題視。 

マガジナーはクリントン

政権時、大統領上席顧

問。ライシュは、フォー

ド政権の法務次官、カ

ーター政権の連邦取引

委員会を経験し、クリン

トン政権では労働長

官。 
1983 レーガン大統領来

日。日米安保体制

の信頼性の強化

を確認。 
  

Ｂ 

Laura Tyson 
and John 
Zysman 

"American industry 
in international 
competition: 
government 
policies and 
corporate 
strategies"（書籍） 

鉄鋼、カラーテレビ、自動車

半導体などにおける日本とア

メリカの競争、および米国の

繊維産業の保護、イタリアの

中小企業発展の事例などを

政治的な文脈を交えて分析 

Tyson と Zysman は、

この後も共同で書籍を

出版 

1985 ①プラザ合意。以

後円が急騰。 ②

ソ連チェルネンコ

共産党書記長死

去。後任にミハエ

ル・ゴルバチョフ

選出。  ③ボンサ

ミット。ガット新ラ

ウンドの早期開始

の認識で一致。  

A 

United 
States 
President's 
Commission 
on Industrial 
Competitive
ness 

『ヤングレポート』

（"Global 
competition: the 
new reality :the 
report of the 
President's 
Commission on 
Industrial 
Competitiveness"）
（報告書） 

【国の競争力】：国が、国民の

実質所得の維持または増加

をもたらしつつ、自由で公正

な市場条件の下で、国際市

場の基準に耐えうる財やサ

ービスを創り出す能力 

・米国の（製造業品輸

出の）世界シェアは

1985 年を境に低下に

歯止めがかかり上昇に

むかっている * 
・国際保護法の整備を

視野に入れた知的所有

権の保護が、ＧＡＴＴウ

ルグアイラウンドで国際

合意。 
・産業競争力委員会

（83～85） 
1987 ①【ルーブル合

意】 ５カ国蔵相・

中央銀行総裁会

議（G５）開催。為

替レート安定化で

合意。 ②日米半

導体摩擦表面化。 

③日本の国民一

人りあたりＧＮＰが

アメリカを抜く。④

ブラックマンデー。 

⑤1１ドル 137 円

55 銭の新高値。 
⑥円高ドル安にと

もなう電力料金、

ガス料金の値下

げが認可。⑦国鉄

分割・民営化、ＪＲ

スタート。 ⑧地価

の異常高騰 。 

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

『ニュー・ヤングレポ

ート』（"America's 
competitive crisis: 
confronting the new 
reality")（報告書） 

競争力の定義、生活水準・生

産性・貿易収支・技術・人的

資源・資本形成に基づく競争

状態の評価、財政赤字削減・

貿易環境改善・貿易及び技

術政策・人的資源対策から

なる連邦政府への提言 * 

・競争力評議会（86～

91）。91 年にＮＰＯに改

組。 
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1988 

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

『第 3 ヤングレポー

ト』（"Picking up the 
pace: the 
commercial 
challenge to 
America's future"）
（報告書） 

技術の問題に焦点を絞り、

民間主導の技術開発に向け

た政府の役割を提言 * 

同年、1988 年包括通

商競争力法が成立、先

端技術普及に商務省

が取り組むこととなる、

商務省内に技術庁が

設立されるなど、先端

技術普及に向けた政策

が数多く実施される。 
1988 

①米大統領選で

ブッシュ当選。  
②日米の牛肉・オ

レンジ交渉が最終

妥結。   
③リクルート疑惑

発覚。 
  

A 

日米協議の交渉当

事者が書いた本とし

てトップクラスの一次

資料であると評価さ

れる。 

クライド・V・

プレストウィ

ッツ ｊｒ 

"Trading Places"
（邦題：『 日米逆転ー

成功と衰退の軌跡』）

（書籍） 

・競争力のはっきりした定義

付けなし。 
・アメリカの低落・日本の台頭

の理由の解を日米の経済シ

ステムの違いに求める。両者

の問題点とその解決策を指

摘。 

・著者は元商務省審議

官 
・ベストセラーとなる売

れ行きを見せる。 クル

ーグマンが後に foreign 
affairs 誌で著者を批

判。 
1989 

Ｂ 

John 
Rutledge, 
Deborah 
Allen 

"Rust to riches: the 
coming of the 
second industrial 
revolution"（書籍） 

・“production economy”と

“portfolio economy”の違い

を強調。 
・戦後のドイツや日本を念頭

に、古い工場を建て直し、効

率的な生産単位をつくること

への資金投入を主張。 

Rutledge は、1981 年

のレーガン政権の政権

移行作業チームの立役

者として活躍。 

1989 

A 

アメリカの競争力回

復に非常に大きな役

割を果たしたとされ

る。 

Michael L. 
Dertouzos 
et al. (The 
MIT 
Commission 
on Industrial 
Productivity)

"Made in America: 
regaining the 
productive edge"
（書籍） 

・【国の競争力】については、

はっきりした定義付けなし。 
・【産業の競争力】について

はっきりした定義付けなし。 
・【企業の競争力】について

は「新しい製品コンセプトを製

品の形に纏め上げて市場に

供給する速さと、市場の状況

に適応して製品ラインを転換

していく企業の能力、あるい

はユーザーから注文を受け

てから製品を購入するまでの

時間」としている。 
・アメリカの製造業における

問題点を個別産業ごとに指

摘。生産性の向上に焦点を

当てそのための個別に提

言、ならびに政府への政策

提言を行っている。 

・ＭＩＴを中心とする大調

査団による徹底的な日

米企業の競争力分析レ

ポート・産学協同の大

研究とされる。委員会

による政策提言が、そ

の後多く実際に政策に

取り入れられる。 

1989 

①消費税スター

ト。 ②東京証券

取引市場一部の

平均株価が 3 万

8915 円の市場最

高値をつける。③

東欧の民主化。 

④天安門事件。 

⑤参議院選挙で

与野党逆転。 ⑥

ソニー、米映画会

社コロンビアの買

収を発表。 
  

Ｂ 

日本貿易振

興会 海外

経済情報セ

ンター 

"Industrial 
competitiveness 
survey"（報告書） 

Jetro によるアメリカの競争

力に関する調査。 
英文報告書 

1989 

①湾岸戦争。 ②

ソ連崩壊。 ③証

券・金融不祥事が

相次ぐ。 ④牛肉

とオレンジの輸入

枠を廃止。 A 

７０-８０年代と比較

的長い間の産業界

の動きに関する、実

務者による記述とい

う点では貴重であ

る。 ただし、“silent 
war"というタイトル批

判を受けやすいであ

ろう。 

アイラ・C・マ

ガジナー、マ

ークパティキ

ントン 

"The silent war" (邦
題：『競争力の現実

ー世界企業戦争の

勝者と敗者』、1991）

（書籍） 

・競争力についてのはっきり

した定義付けなし。 
・産業別に企業戦略の成功

例を分析。政府の産業政策

を支持。 

・著者はクリントン政権

のこの本がきっかけで

クリントン政権の有力者

大統領上席顧問など）

になる。  
・クルーグマンが

foreign affairs 誌で批

判。  
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1990 ①東西ドイツ統

一。 ②イラクがク

ウェート侵攻。 ③

朝日新聞が日米

構造協議のアメリ

カ側の要求項目を

紹介、内政干渉に

近い要求であると

いう協議の実態が

浮彫りにされる。  
③英保守党サッチ

ャー政権崩壊。同

党メージャー政権

へ。 

A 

産業の生成と発展の

プロセスを難解な数

学を用いることなく、

極めて役に立つフレ

ームワークで説明し

ていることが評価さ

れる。 

Michael 
Porter 

“The Competitive 
Advantage of 
Nations"（邦題『国の

競争優位』）（書籍） 

・【国の競争力】：「国のレベ

ルでの競争力という唯一意

味のあるコンセプトは、国の

生産性である」 
・【産業の競争力】について

はっきりした定義付けなし。 
・競争環境から受ける圧力に

よって、企業は改善やイノベ

ーションによる生産性の向上

に努め、企業は競争力を確

立する。そして、国家間の競

争環境の違いが国家間の産

業競争力の違いへとつなが

る。 

・産業の国際競争力を

確立する国家の競争環

境モデルとして、産業ク

ラスターモデル を提

示。 
・産業クラスターモデル

が大きな反響を呼ぶ。 

1991  

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

"Gaining new 
ground, technology 
priorities for 
America's future"
（報告書） 

経済活性化のために、技術

開発の優先順位付けを行

い、その優先分野に集中投

資し、米国の競争力を向上さ

せる。 

同年の連邦予算では、

①基礎研究、②軍民両

用技術（ロボット、半導

体、超伝導、スパコ

ン）、③バイオテクノロ

ジー、④代替エネルギ

ー、⑤新交通システ

ム、⑥コンピュータに、

予算増加分が重点配

分されている。 
1992 

A 

ヨーロッパが２１世紀

の勝者になるとの記

述の妥当性が問題

視される。 

レスター サ

ロー 
"Head to head: the 
coming economic 
battle among 
Japan, Europe, and 
America"（邦題 『大

接戦-日米欧どこが

勝つか」）（書籍） 

・【国の競争力】については

はっきりした定義付けなし。 
・【産業の競争力】：はっきりし

た定義づけはないが、産業

の比較優位などを基準にし

ていると思われる。 
・21 世紀は、日米欧三極の

経済競争になる。 

・後のクルーグマンとの

論争のなかで、サロー

とクルーグマンの論争

はアカデミックな面から

見ても重要である。 
・クルーグマンが

foreign affairs 誌で批

判。 特にまた、競争が

ゼロサムゲームである

ように書かれているが

それは間違っていると

指摘される。 
 1992 

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

"Industry as a 
customer of the 
federal 
laboratories"（報告

書） 

国立研究所の顧客である産

業界のニーズに合致した技

術移転の必要性を提示 * 

同年、Information 
Infrastructure and 
Technology act 成立。
 

1992 

Ｂ 

日本貿易振

興会 海外

経済情報セ

ンター 

『米国競争力改善へ

の課題』（報告書） 
米国の競争力改善策を調査 1989 年の報告書が英

語で作成されていたの

に対し、日本向けに作

られた報告書。 

1992 

①ＮＴＴドコモ設

立。 ②平均株

価、6 年ぶりに 1
万 5000 円割れ。  
③米大統領選で

民主党クリントン

候補が勝利。 
  
  

A 
クルーグマンは冷静

な記述で書かれ、専

門的であると評価。 

ローラ タイ

ソン 
"Who's Bashing 
Whom: Trade 
Conflict in High 
Technology 
Industries"（邦題：

『誰が誰を叩いてい

るのか』）（書籍） 

・【国の競争力】：国際市場の

試練に耐えられる商品やサ

ービスを提供し、一方で国民

の生活水準を維持・向上させ

る能力。 
・【産業の競争力】について

はっきりした定義付けなし。 
・管理貿易を含む戦略的な

通商政策を採用する必要が

ある、また同時に、外国との

貿易戦争ではなく、アメリカ

国内での政策選択をより整

合的で戦略的なものに転換

する必要性がある 

・この本がきっかけで著

者はクリントン政権の経

済諮問委員会委員長

に就任。 
・スーパー３０１条を含

む制裁処置を支持して

いることで（特に日本

で）賛否両論を巻き起こ

す。 
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1994 

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

"Critical 
Technologies 
update 1994"（報告

書） 

94 の重要技術について米国

の競争力を再評価し、米国

の優位性回復を報告 * 

前年から、軍事技術の

民間利用が大幅に進ん

でいた中での報告書。 

1994 

A 
クルーグマンの意見

を要約したものとし

て、賛否両論。 

P.クルーグマ

ン 
“Competitiveness: 
A Dangerous 
obsession”（論文） 

・【国の競争力】：なし（意味が

ないとしているので、定義も

存在し得ない） 
・【産業の競争力】：はっきりし

た定義付けなし。 
・国の競争力なる概念には

意味がないだけでなく、行き

過ぎた管理貿易など悪影響

を与える危険性がある。 

Foreign Affairs 誌に掲

載され、経済学者の間

の「競争力」に関する議

論の嚆矢となった。 

1994 

①非自民政権崩

壊、自社さで村山

政権誕生。 ②史

上初めて 1 ドル

100 円割れ。 

A 
国際競争力の定義

に関するアカデミック

な論争として貴重。 

P.クルーグマ

ン、レスタ

ー．サロー、

クライド・V・

プレストウィ

ッツ ｊｒら 

"The fight over 
competitiveness"
（foreign affairs 誌上

における論戦） 

・P．クルーグマンの同誌 94
年 3／4 月号に掲載された

論文（Krugman, 2004）にお

けるサローらへの批判に対し

て、批判された論者がこれに

答える形で行われた。あわ

せて、クルーグマンからの再

反論も掲載された。 

一連の誌上討論により

国際競争力の定義に

関しての論争が注目を

浴びる。 

1995 

Ｂ 

日本貿易振

興会 機械

技術部 

『クリントン政権の競

争力強化と産業界』

（報告書） 

クリントン政権の産業政策

を、各産業別に詳述。 
産業別の経済状態を描

くことに主眼が置かれ

ている。 

1995 

①阪神大震災。 

②東証市場で 1 ド

ル 79 円 75 銭。 
③日銀が公定歩

合を 0.5％に引き

下げ即日実施。史

上最低の金利。  
④ウィンドウズ９５

発売。  
Ｂ 

日本貿易振

興会 海外

経済情報セ

ンター 

『米国主要産業のリ

ストラと競争力の回

復』（報告書） 

米国における「リストラ」の効

果を検証。 
前年、日本で「リストラ」

が流行語となる。 

1996 

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

"Endless frontier, 
limited resources: 
U.S. R&D policy for 
competitiveness"
（報告書） 

主要産業 6 分野における研

究開発動向を調査し、産官

学連携を中心とした研究開

発のあり方を提示 * 

同年、投資減税・Ｒ＆Ｄ

減税などを内容とする

中小企業保護法が成

立 

1996 

①大和銀行、巨額

損失事件で米国

から撤退。 ②マツ

ダがフォード傘下

に。 ③東京銀行

と三菱銀行が合

併。 ④自民党中

心の橋本政権発

足。 
  Ｂ 

日本貿易振

興会 
『景気拡大と米国製

造業の競争力』（報

告書） 

アメリカの景気拡大の要因と

して、製造業の競争力に着

目して調査。 

同上 

1998 

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

"Going global? The 
new shape of 
American 
innovation"（報告

書） 

米国の現在の経済的、技術

的な強みを活かしつつ、技術

革新の問題点を整理 * 

同年、ベンチャーキャピ

タルファンドへの個人投

資家の投資を促進する

内容の内国歳入庁改

革法が成立。 

 1998 

①金融ビッグバン

幕開け。 ②アジ

ア経済危機。  
  

Ｂ 

経済団体連

合会 
『経団連 産業競争

力強化に向けた提

言』（報告書） 

・【産業の競争力】：明確な定

義はないが、競争力強化の

目的を、「経済全体で見た生

産性の向上を通じて、雇用の

創出・安定を図り、豊かな国

民生活を実現すること」として

いる。 
・産業競争力の阻害要因とし

て高コスト構造を挙げ、その

是正を求めている。 

・産業競争力会議の設

立。 
・モデルは、Council on 
competitiveness。 
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1999 

Ｂ 

産業競争力

会議 
『我が国産業の競争

力強化に向けた第 1
次提言』（報告書） 

競争力に関する明確な定義

なし。 
・産業競争力強化対策

が政府より発表

（99.6）。産業再生法

（99.8）。 

1999 

①欧州統一通貨

「ユーロ」導入。 

②日産自動車と

ルノー（フランス）

の提携を発表。 
③男性の失業率、

過去最悪の５％

に。  
  

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

"The new challenge 
to America's 
prosperity -findings 
from the innovation 
index-“（報告書） 

25 ヶ国について 1980 年以

降及び 2005 年の技術革新

力を比較（1999 年及び

2005 年での 1 位は日本） * 

同年、スーパー301 条

が復活。 

2001 

Ｂ 

Council on 
Competitive
ness 

"U.S. 
competitiveness 
2001: strengths, 
Vulnerabilities and 
long-term priorities"
（報告書） 

長期的な繁栄を視野にい

れ、90 年代の生産性向上を

指摘する一方で低貯蓄率、

経常赤字、基礎研究の欠如

等の問題点を指摘し、技術、

教育、地域クラスター等の重

要性を提言 * 

経済発展の負のコスト

として国内経済格差の

拡大と、それに伴う教

育格差を取り上げ、米

国の潜在的競争力の

低下を指摘している。 

 2001 

①米、同時多発テ

ロ。その後アフガ

ン攻撃。タリバン

政権崩壊。 ②小

泉政権発足。 ③

米エンロンが破

綻。 ④ 大手スー

パーのマイカルが

倒産。  

  

Ｂ 

日本政策投

資銀行 産

業・技術部 

『産業レポート Vol. 
3 「ヤングレポート」

以降の米国競争力

政策と我が国製造業

空洞化へのインプリ

ケーション  －国際

競争プラットフォーム

の整備とイノベーショ

ン強化のための提言

－』（報告書） 

・競争力の定義については、

『ヤングレポート』における定

義、およびＯＥＣＤにおける定

義を掲載。ＯＥＣＤにおける

競争力の定義は、ヤングレ

ポートとほぼ同じであるとし

ている。 
・長期的な成長の鍵としてイ

ノベーションの重要性に注

目。 

イノベーション環境整備

の実効性担保のため、

①国際的な競争プラッ

トフォームの整備、②イ

ノベーションの集積の

中心的役割を担うクラ

スターの強化、③特許

の有効活用のためのプ

ロパテント政策とニーズ

とシーズのマッチング、

を提案している。 

2002 ①ブッシュ大統領

が一般教書演説

で「テロとの戦い」

を宣言。②みずほ

銀行が営業開始。 

③経団連と日経

連が統合し日本

経済団体連合会

に。 ④米ワール

ドコム倒産、 
ＵＳエアウェー、ユ

ナイテッド航空が

破綻。  

A 

経済産業省

（産業競争力

戦略会議） 

『産業競争力戦略会

議中間取りまとめ 

「競争力強化のため

の 6 つの戦略」 ～

グローバルトップを

目指した「企業改革」

と産業構造への転換

～』（報告書） 

・競争力の明確な定義付け

なし。 
・「競争力」「我が国産業競争

力」「我が国産業の国際競争

力」「産業競争力」「国際競争

力」「経済活性化・競争力強

化」「競争力ある企業」など、

様々な使われ方をしている。 

「競争力強化」のための

6 つの戦略として、①技

術革新による高付加価

値拠点化、②企業改

革、早期撤退円滑化、

③サービス経済化、創

業促進、労働移動円滑

化、④内外の資本、頭

脳の誘致、⑤東アジア

自由ビジネス圏創設、

⑥需要が拡大する経済

構造をつくる、を挙げて

いる。 
2004   

A 

U.S. 
Department 
of 
Commerce 

"Manufacturing in 
America: A 
Comprehensive 
Strategy to Address 
the Challenges to 
U.S. 
Manufacturers" 

・競争力の明確な定義付け

なし。 
・製造業の技術革新と生産

性上昇によって、経済成長と

生活水準の向上がもたらさ

れるとしている。 
・政府の役割は、公平な競争

を確保する経済環境整備。 

・ブッシュが大統領選挙

を意識して作成。 

* 日本政策投資銀行、2001 を参照。 

 
政府が「競争力」というものをどのように考えてきたかについては、次節で明らかにする。 
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1.2 「競争力」に関する政府見解の変遷 

 

前節までで、「競争力」という言葉には、その時代の経済状況を反映した形で、論者によって様々

な概念が込められ、主張が展開されてきたという経緯をみてきた。 

では、我が国の政府は「競争力」という言葉をどのように捉え、使用してきたのであろうか。ここでは、

昭和 45 年度（1970 年度）以降の政府見解について、『経済白書15』と『経済財政白書16』においてど

のように記述されているかを調査し、分析した。 

＜2.2のポイント＞ 

昭和 45 年度（1970 年度）以降の『経済白書』と『経済財政白書』を分析すると、5 つの時期に区分

できる。この区分のうち、②～⑤は、前節の「内外の報告書等の分析」における①～④の 4 つの区分

とほぼ対応している。それぞれの時期、およびその時期における論点のポイントは、以下の通りであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①＜1970年ごろ～1970年代後半の低成長期＞には、製造業の輸出を伸ばすための「輸出競
争力」、「価格競争力」が注目されている。 
②＜1970年代後半～1980年代半ばの経済構造転換期＞には、大量生産から高付加価値製品
の効率的な生産へと構造転換が進む中で、「研究開発」、「生産コスト削減」などが注目
されている。 
③＜1980年代半ば～1990年代初頭のバブル経済期＞には、景気拡大による内需の増大、貿
易摩擦への対応等で「国際競争力」が表立っては注目されなかった。 
④＜1990年代初頭～1990年代半ばの混乱期＞には、「研究開発」と輸出製品の「高付加価
値化」によって強化された「対外競争力」が注目されている。 
⑤＜1990年代半ば～現在の新モデル模索期＞には、「コストパフォーマンス」や「生産
性」が検討課題になるとともに、不良債権問題と「企業の競争力」が注目されている。 

 

これを見ると、時期によって「競争力」の内容に変遷はあるものの、日本経済がバブル経済の活況

にあった時期には「競争力」は注目されず、日本経済がアメリカのキャッチアップを目指していた時

代、不況の時代等に「競争力」が注目されていることが分かる。その様子を、上記 5 つの時代の議論

における特徴を追うことで明らかにする。 

 

＜1970年ごろ～1970年代後半の低成長期＞ 

1970 年ごろ～1970 年代後半は、60 年代の高度経済成長が一段落した後の低成長、あるいは 2

度のオイルショックにる不況の時期であった。1967 年度から 1969 年度にかけて 3 年間続けて 13％

を超えていた成長率は、1970 年には 5 年ぶりに 10％を下回る。また、1973 年の第 1 次オイルショッ

クによる原油価格の上昇は景気の減速を加速し、1974 年度には戦後初めてのマイナス成長を経験

した。 
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15  経済企画庁、1970－2000 
16  内閣府、2001－2003 



このような状況下で、政府は製造業の輸出を伸ばすという文脈で「価格競争力」や「輸出競争力」

という言葉を使ってきた。1971 年度（昭和 46 年度）の白書では、日本は欧米より人件費が低いことと

輸出促進・輸入節約的なパターンを残していることが指摘され、「価格競争力」が「輸出競争力」を、

引いては日本経済を支えていることが指摘された。1972 年度の白書では、円の切り上げの影響も吸

収するほど「輸出競争力」が大きいことが指摘された。また 1976 年度、77 年度の白書では、石油価

格高騰が「価格競争力」に与える影響について指摘された。 

この時期の特徴は、景気の減速、あるいはマイナス成長という不景気の中にあったこと、および

「価格競争力」と「輸出競争力」が日本経済を支えているという認識があったことである。当時は 1971

年度の白書でも指摘されているように、戦後日本の復興時と同じ輸出促進・輸入節約的なパターン、

すなわち輸出によって外貨を獲得し、石油等の必要物資を輸入する経済体制であり、輸出を伸ばす

ことが重要な課題であった。そして、日本製品を世界の市場に送り出していくための鍵が、「価格競

争力」であったのである。しかし、石油価格の高騰や為替レートの上昇によって、「価格競争力」が低

下していく中、1970 年代末以降、日本はそうした経済環境の変化への対応を迫られていくことにな

る。 

 

＜1970年代後半～1980年代半ばの経済構造転換期＞ 

1970 年代後半から 1980 年代半ばは、日本経済の構造転換期であった。1978 年度には、第 1 次

オイルショック後初めて内需主導の経済成長へと転換したが、それ以降、アメリカの景気低迷もあっ

て輸出は伸び悩み、あるいは減少した。また、第 2 次オイルショックの影響で物価は上昇し、インフ

レ抑制のための金融引き締めによって金利は上昇した。 

このような状況下で、政府は「競争力」という言葉よりも、大量生産から高付加価値製品の効率的

な生産への転換、あるいはイノベーション・研究開発など、より具体的な言葉を使うようになった。

1978 年度（昭和 53 年度）の白書では、円高や貿易摩擦などによって、大量生産型の重化学工業か

ら高付加価値多品種少量生産型の一般機械等に輸出主導産業が変わりつつあることが指摘される

とともに、新技術によって開発された製品の輸出の伸びが指摘されている。翌 1979 年度（昭和 54

年度）の白書では、イノベーションの重要性が指摘されている。1981 年度（昭和 56 年度）の白書で

は、昭和 55 年度を「第 2 次石油危機を乗り越えた年」とするとともに、省エネ技術の発展による生産

効率の向上が指摘されている。 

この時期の特徴は、日本経済が構造転換期にあり、従来型の「価格競争力」、「輸出競争力」とい

う概念からの転換が迫られていたこと、および研究開発の重要性が認識され始めたことである。「価

格競争力」の追求から、高付加価値製品の生産へシフトするために、研究開発によって高付加価値

製品をつくることで経済を成長させるという方向性は出てきたが、変化後の姿を「〇〇競争力」と名づ

けて明確化するには至らなかった。このことの背景には、他の先進国向けの直接投資が顕著に増加

し、日本企業の海外進出によって経済構造が複雑化したという要因もある。企業の海外進出に関し

ては、この時期は相手国における雇用の増加、安定的な通商関係の構築等や、ひいては相手国経

済の活性化にも資するものと期待されているが、貿易摩擦の激化によって、1980 年代半ば以降、内

需拡大と海外直接投資の増大の流れが加速していく。 

 

＜1980年代半ば～1990年初頭のバブル経済期＞ 

1980 年代の半ば以降、日本経済はいわゆるバブル経済の好況期に突入する。この時期の経済

成長は、戦後～1970 年代とは違い、主に内需の拡大が主導したものであった。特に 1985 年（昭和

60 年）のプラザ合意以降の急激な円高・ドル安の進展もあり、経済成長における外需の寄与分はマ

イナスないし小幅なプラスで推移した。 
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このような状況下で、これまでの輸出促進を念頭においた「競争力」という言葉は、あまり意味のな

いものとなった。1985 年度（昭和 60 年度）の白書では、1984 年の後半から、鉱工業出荷の増加分

に占める国内向けの割合が 6.1 ポイント、輸出向けが 2.6 ポイントと、国内向けが輸出向けをかなり

上回っている様子が指摘されている。1986 年度（昭和 61 年度）の白書では、企業の国際展開が、

輸出頼みから海外直接投資及びそれによる企業内分業、技術・資本提携等広範囲な形へと展開し

始めており、海外直接投資が史上最高の更新を続けていることが指摘されている。1988年度（昭和

60 年度）以降の白書では、円高、貿易黒字の縮小、輸出の減少と海外直接投資の増大が繰り返し

指摘されている。 

この時期の特徴は、国内景気が上向く中、市場を海外に求める必要性が低下して「競争力」を議

論する必要がなくなったこと、および貿易摩擦への配慮から「競争力」を逆に押さえる必要があったこ

とである。この事実を裏返しにすれば、「競争力」という言葉が多く使われるのは不景気の時に限った

ことであることを如実に示している。そして、1990 年代初頭にバブルが弾けると、白書の中にも、「競

争力」という言葉が復活してくる。 

 

＜1990年代初頭～1990年代半ばのバブルの混乱期＞ 

1990 年代初頭のバブル崩壊以降 1990 年代半ばまでは、これまで経験したことのない国内要因

による景気の減速によって、実態以上に不景気感と混乱がひろがった時期であった。1970 年代以

降、アメリカの不景気による輸出の落ち込み等の外的要因による景気減速は経験してきたが、内需

の冷え込みによる不景気という経験は初めてであった。 

このような状況下で、政府は再び「対外競争力」という概念を持ち出してくる。1991 年度（平成 3

年度）の白書では、外部環境の変化に対する企業の対応と人材育成によって、日本の輸出の高付

加価値化が進み、対外競争力が強まったと指摘している。また、同年から 1993 年度（平成 5 年度）

の白書では、研究開発とハイテク製品の比較優位を強調し、輸出の高付加価値化を指摘している。 

この時期の特徴は、国内経済に関しては厳しい見方をしつつも、日本企業の「対外経済力」をとい

う概念を復活させて、輸出に関して強気な見方をしていること、および「対外競争力」の源泉を研究

開発による輸出製品の高付加価値化に求めていることである。ただ、景気の悪化によって政府は

「競争力」、「輸出製品の高付加価値化」という言葉を復活させては見たものの、状況は以前とは変

わっていた。円高と貿易黒字解消のための海外直接投資、企業の海外移転が相当進んでおり、輸

出製品が高付加価値化したというよりも、高付加価値の製品製造だけは何とか国内に残したい、とい

うような状況になってくる。いわゆる「産業空洞化」の議論の登場である。1990 年代半ば以降、これま

でにない国内需要の落ち込みと、「産業空洞化」という現実に直面して、議論は複雑化していく。 

 

＜1990年代半ば～現在の新モデル模索期＞ 

1990 年代半ばから現在にいたる時期は、新しいモデルの模索期である。長期的な停滞が続く中

で、産業空洞化への懸念、日本的な経済システムの有効性への疑問などが強く認識されるようにな

った。1995 年には、阪神・淡路大震災が発生し、アメリカの景気後退などと合せて社会不安、経済

不安がより一層増大した。1997 年には日本の複数の金融機関が破綻し、周囲の国をみてもアジア

通貨危機で経済は大混乱であった。2000 年ごろからは、第 2 次世界大戦後の先進国では類を見な

いデフレにも見舞われている。 

このような状況下で、政府は様々な議論をしてきており、「コストパフォーマンス」や「生産性」が検

討課題になっている。また、不良債権問題と関連して、従来のような「産業の競争力」という議論から、

個別の「企業の競争力」へと議論の客体が変化してきている。1995 年度（平成 7 年度）の白書では、
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日本はコストパフォーマンスでアメリカを上回っているにも関わらず、90 年以降の円高によって「価格

競争力」が顕著に低下していると指摘している。1997 年度（平成 9 年度）の白書では、製造業にお

ける投入の効率性の高まりが我が国経済成長の大きな源泉であると指摘している。2000 年度（平成

12 年度）の白書では、ＩＴ技術の進歩等と「知識集約型経済」という考え方が指摘されている。2001

年度（平成 13 年度）の白書では、銀行部門の非生産性が指摘されている。2003 年度（平成 15 年

度）の白書では、日本企業が「競争力」を取り戻すためには、投資行動を抑制している過剰債務の削

減が必要であることを指摘している。 

この時期の特徴は、従来型の議論に新しい議論も加えて、様々な議論をしていること、および議

論の方向性が定まっていないように見えることである。1970 年代の議論では、石油等の必要物資を

輸入するためには、輸出を促進して外貨を獲得する必要があり、その外貨を獲得する能力のことを

「競争力」と呼んでいたが、近年経済構造がより一層複雑化するなかで、「競争力」に関する議論も

錯綜している。現在はまさに「競争力」とは何かを真剣に問い直すべき時期にきているといえる。 

 

＜『経済白書17』と『経済財政白書18』の経年分析＞ 

ここまで、5 つの時期に分けて政府による「競争力」という言葉の使われ方のポイントを見てきたが、

最後に 1970 年以降全ての白書の分析結果を以下に示す。「競争力」という言葉の使われ方を正確

に認識するためには、当時のマクロ経済状況の文脈についても考えておく必要があると考え、「競争

力に関する見解」に加え、『経済白書』と『経済財政白書』から分かる「当時の経済状況」についても

併記した。 

表２： 経済白書と経済財政白書の経年分析 

資料 当時の経済状況 競争力に関する見解 
昭和 45年版 
経済白書 
―日本経済の新し
い次元― 

史上最も息の長い景気上昇を続けてい
る。実質経済成長率は、42 年度の
13.0%、43 年度の 13.8%に続いて、
44 年度も 13.0%となり、3 年間で
13%以上の高い成長を持続してきた。
しかしながら、長期繁栄は国内の需要
逼迫と海外インフレの進行を背景とし
た物価の高騰を招く。 

ラジオ、テレビ、二輪車などは著しく
比較優位性が高い商品であり、船舶、
繊維、鉄鋼、光学機器なども比較優位
性が高い。これに対して、原動機、工
作機械等、産業機械類や航空機などの
競争力は相対的に低位にある。 

昭和 46年版 
経済白書 
―内外均衡達成へ
の道― 

長期好況のなかで、44 年度後半から
45 年度前半にかけては、名目的に所
得が高い上昇をつづけてきたが、実体
経済はすでに 45 年度初めには基調変
化をきざしていた。45 年度の経済成
長率は５年ぶりに 10%をわずかなが
らも下回った。また、米過剰下の農業
は、45 年度から本格的な生産調整に
踏み切ることとなった。一方、工業生
産力の拡大のもとで、公害現象が増大
し、公害に反対する市民運動が高ま
り、環境整備のための施策が急速に展
開された。 

工業品は著しく輸出超過になっている
品目が多い。これは、①欧米より一人
当たり所得が低く、低予算での製造を
可能にしている、②国際収支赤字克服
の努力を続けた時代が長かったため、
我が国の経済体制が全体として輸出促
進･輸入節約的なパターンを残してい
ることによる影響が大きいと考えられ
る。 

                                                 
17  経済企画庁、1970－2000、『経済白書』 
18  内閣府、2001－2003、『経済財政白書』 
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昭和 47年版 
経済白書 
―新しい福祉社会
の建設― 

昭和 46 年度は、日本経済がこれまで
の成長パターンに大きな転換を迫られ
た年であった。日本経済は不況から立
ち直らないままに、巨額の国際収支黒
字をかかえ、戦後最大の国際通貨危機
にまきこまれた。その後、年末近くに
なって多国間通貨調整が実現し、我が
国も 1 ドル 308 円の新レートを設定
した。 

我が国の輸出の中心になっている重化
学工業については、輸出依存度が高ま
ってきたため円切上げの影響を強く受
ける面があるが、他方輸出競争力の強
化が著しく、輸出採算が好転していた
だけにその影響を吸収する余地も大き
くなっている。 

昭和 48年版 
経済白書 
―インフレなき福
祉をめざして― 

昭和 47 年度には、我が国経済はイン
フレーションの脅威に直面することと
なった。景気は前半のゆるやかな回復
から、年度後半の急拡大へと展開し
た。国際収支は大幅黒字を続けたが、
変動相場制移行もあって年度末近くに
は急速な黒字縮小を生み、対外均衡達
成の課題は解決に向かっている。 

為替レート変更後も、輸出における資
本財や耐久消費財の伸びは高い水準を
維持しつづけている。輸出品の重化学
工業化率は、46 年度の 75.4%から 47
年度には 77.5%へと高まった。 

昭和 49年版 
経済白書 
―成長経済を超え
て― 

48 年度経済は、こうした名目的拡大
が明瞭な姿をあらわした段階であった
が、49 年に入るとその拡大に終止符
が打たれた。49 年 2 月を境に景気の
様相は一転し、3 月以降卸売物価の上
昇速度は減速した。この背景には、①
金融引締め強化による過剰流動性の解
消、②実質賃金が低下したことによる
消費や投資の減退、③石油危機の心理
的衝撃が石油関連物資の消費を抑制し
たことなどがあげられる。 

日本の産業構造を国際的に見てみる
と、重化学工業化の急進展や高加工度
化の展開にもかかわらず、反面におい
て、製造業における水平分業化の遅れ
が著しい。最近、日本経済は資源、公
害、労働力、といった諸側面で制約が
強まっているが、こうした水平分業化
の遅れもそれを生み出す一因となって
いる。 

昭和 50年版 
経済白書 
―新しい安定軌道
をめざして― 

49 年度の不況は戦後最大となり、高
度成長に慣れた日本経済も初めてマイ
ナス成長を経験した。その背景には、
異常なインフレーションによる個人消
費停滞と設備投資減少がある。日本経
済のこうしたインフレ的不況の背景に
は、世界経済全体を襲った原油価格高
騰の影響があった。 

個人消費の停滞による戦後最大のデフ
レギャップによって企業の投資は減少
した。しかしながら、鉄鋼、化学など
で基礎資材部門の投資計画は、稼働率
が低下しつづけるもとでもほとんど修
正されなかった。 

昭和 51年版 
経済白書 
―新たな発展への
基礎がため― 

49年 1～3月期から鋭角的な落ち込み
をみせた日本経済は、およそ１年を経
た 50 年 1～3 月期には景気底入れの
様相を呈した。それ以降は、国民総生
産や鉱工業生産など経済全体の動きを
示す指標からみる限り、戦後最大の不
況もようやく回復にむかいはじめるこ
ととなった。 

石油価格高騰が価格競争力に与えた影
響は業種別にことなっていた。いま、
48 年 9 月と 51 年 3 月の業種別の卸
売物価指数上昇率を総平均の上昇率と
の相対比でみると、素材部門である化
学では総平均 136.3 の上昇に対して
153.3 の上昇であったため、総平均に
対する相対比では 112.5となっている
一方、機械部門である自動車では総対
比が 93.7と 100を下回っている。 

昭和 52年版 
経済白書 
―安定成長への適

昭和 51 年度は、全体としての景気は
前年度に続いて回復の度合いを一歩進
めた年であった。経済活動全体の包括

各業種の輸出比率でみると、51 年度
で製品業の平均(16.1%)より相対的に
高い業種（精密機械、輸送機械、電機
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応を進める日本経
済― 

的な指標である実質国民総生産の伸び
率をみると、49 年度に戦後初のマイ
ナス成長を記録した後、50 年度は
3.4%、51 年度は 5.8%の成長と伸び
率は高まっている。 

機会など）では、51 年央以降の為替
レートの急上昇が輸出価格の上昇につ
ながり、価格競争力は相対的に低下し
てきている。 

昭和 53年版 
経済白書 
―構造転換を進め
つつある日本経済
― 

昭和 52 年度の我が国の実質経済成長
率は 5.5%となり、50 年春以降の景気
回復過程の 3 年目にあたる。しか
し、53 年に入って景気に明るさの拡
大がみられるものの、52 年度全体と
しては景気の回復感は浸透せず、雇用
情勢は依然厳しいといった情勢が続い
ている。他方、経常収支の黒字は期を
追って拡大し、それらが海外からの批
判の的となるとともに、円相場の急激
かつ大幅な上昇は、その過程において
先行き見通しの不確かさを高めた。 

円高や貿易摩擦などによって、従来の
鉄鋼、自動車、テレビなどの「輸出御
三家」といった大量生産型の重化学工
業品ではなく、一般機械のように高付
加価値多品種少量生産型のものに輸出
主導産業が変わりつつある一方、ＶＴ
Ｒ、クオーツ型腕時計のような新技術
に裏付けられたものが伸びるなど、輸
出品が多様化しつつある。 

昭和 54年版 
経済白書 
―すぐれた適応力
と新たな出発― 

昭和 53 年度の日本経済は、成長率が
5.5%と 3年続きの 5%台にとどまった
が、その中味は、石油危機後 5 年目
にして初めて内需主導型となり、年度
央には民需による自立回復がようやく
始まりかけたという意味で力強さを感
じさせるものとなった。 

新しい成長起動が円滑に進むために
は、これまでのキャッチアップではな
く、イノベーションが必要である。我
が国の国民所得に占める研究費の割合
は、 2.1%(52 年度 )とアメリカの
2.5%(1977 年)、西ドイツの 2.6%(同)
と比べて低い。また、研究費に占める
政府資金の割合も低い。 

昭和 55年版 
経済白書 
―先進国日本の試
練と課題― 

第二次石油危機にともない、きわめて
安定的であった卸売物価は急速に騰勢
を強め、消費者物価も次第にその影響
を受けることとなった。物価上昇率は
高まったものの、輸入インフレはホー
ムメード・インフレになることなく推
移してきた。景気上昇の基調も維持さ
れ、雇用の改善も進んできた。 

昭和 43 年からの日米繊維交渉以来、
先進国との間の経済摩擦が断続的に表
面化してきた。カラーテレビの対米輸
出数量は 1951 年に前年比 2.4 倍の急
増となり、米国市場でのシェアも
30.9%へと急速に高まった。鉄鋼も、
1951 年には 30%の数量増となり、米
国市場でのシェアも 7.9%に高まっ
た。自動車の場合には、55 年初にア
メリカでのシェアが 20%を上回るよ
うになった。 

昭和 56年版 
経済白書 
―日本経済の創造
的活力を求めて― 

55 年度は日本経済にとって「第２次
石油危機を乗り越えた年」であった。
大幅に悪化した経常収支は改善し、高
騰した物価は落ち着きを取り戻し、
「景気のかげり」と呼ばれた経済活動
の停滞も終わりつつある。そしてなお
景気回復感は弱いとはいえ、いまや経
済の実態は緩やかに上昇過程をたどり
つつある。 

石油危機以降、エネルギー価格の上昇
と経済成長率の鈍化は、素材産業を中
心として省エネルギー・省石油型の技
術革新を進行させる強い契機となっ
た。これを「大量生産型革新」から
「効率型革新」への変化といっても良
い（鉄鋼業における連続鋳造へのシフ
トなど）。さらに、品質管理やＩＣの
導入も進んだ。 

昭和 57年版 
経済白書 
―経済効率性を活
かす道― 

第２次石油危機のデフレ効果、54 年
春以降の金融引締め等の影響により、
日本経済は 55 年春頃から調整過程に
入った。56 年度に入っても、上半期

我が国の研究開発投資は 55 年度で約
4兆 7千億円であり、国民所得に占め
る比率から見ても国際的にかなり高い
水準である。またその内訳をみると、
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の国内需要の動きは依然鈍く、前期比
の伸びは 4～6 月期が 0.2%、7～9 月
期はマイナス 0.1%となった。しかし
ながら、56 年度下期に入った 10～12
月期には、在庫調整の終了に伴い在庫
投資が増加し、国内需要は緩やかに増
加した。しかしながら、輸出の減少と
輸入の増加から海外経常余剰は大きく
減少した。 

基礎研究 14.5%、応用研究 25.4%、
開発研究 60.1%となっている。これ
を見る限り、少なくとも国全体でみる
かぎりは、先進諸国と比較して基礎研
究の比率が低いとはいえない。しかし
ながら、企業ベースでは基礎研究費及
び応用研究費の比率は 45 年度の
9.3%及び 27.2%から、 55 年度の
5.0%及び 19.5%へとそれぞれ低下し
てきており、開発研究のウェイトが上
昇している。 

昭和 58年版 
経済白書 
―持続的成長への
足固め― 

57 年度は日本経済にとって、自律回
復の力が輸出の減少と高金利という外
的要因によって制約された年であっ
た。56 年末には、ようやく第二次石
油危機の直接･間接のデフレ効果から
脱し、自律回復の条件も整いつつあっ
たが、アメリカの景気後退と高金利、
世界同時不況は日本経済にとって景気
への大きな制約条件となった。また過
去の景気回復期と異なって、財政･金
融政策による支援も、種々の制約から
十分には期待できなかった。このよう
な中で 57 年度は内需を中心に 3.3%
の経済成長を示した。 

近年は先進国地域向けの直接投資残高
が顕著な増加を示している。これに伴
い、電気機械では完成品家電機械より
も部品の輸出が高い伸びを示してお
り、電気機械の輸出に占める完成品家
電機械の比重は 45 年度の 58.1%から
57 年度には 41.1%へと低下してい
る。こうした直接投資は、企業にとっ
ては大きなリスクを伴うものである
が、相手国における雇用の増加、安定
的な通商関係の構築等やひいては相手
国経済の活性化にも資するものと期待
される。 

昭和 59 年度版 
経済白書 
―新たな国際化に
対応する日本経済
― 

昭和 58 年度は日本経済が３年間にわ
たる長期の景気後退から脱却し、回復
へと始動した一年であった。鉱工業生
産、出荷は 58 年度にそれぞれ前年度
比 6.4%、6.0%と堅調な増加を示し、
企業収益も 58 年度に入って以来改善
を見せた。雇用情勢も、完全失業率は
構造要因もあって 58 年度平均 2.7%と
なお高水準で推移するなど厳しい状況
が続いたものの、年度半ば以降改善の
動きがみられた。また、58 年度の実
質 経 済 成 長 率 は 3.7% と 前 年 度
（3.3%）を上回った。 

他の先進諸国と比較した場合、石油･
石炭・窯業・土石を除き、日本はすべ
ての業種にわたり単位生産コストを有
利に変化させている。これは日本のコ
スト上昇率が低い水準にあることを意
味し、加工組立型産業の輸送機械、電
気機械、一般機械と、鉄鋼を含む一
次・二次金属においては、日本が国際
競争力を強化していることがわかる。 

昭和 60 年版 
経済白書 
―新しい成長とそ
の課題― 

59 年度のわが国経済は、景気上昇 2
年目であり、物価が安定する中で景気
の順調な拡大が続く、いわゆる「数量
景気」の中にあった年であった。当初
アメリカの景気拡大とドル高による輸
出増加に支えられて始まった今回の景
気拡大過程の中で、企業部門が積極化
するとともに、最近では家計部門も次
第に改善してきている。その一方で、
わが国の経常収支は依然大幅な黒字で
あり、またアメリカ経済は拡大を続け

輸出の急速な増加を背景に、鉱工業生
産が急速に伸びた。鉱工業出荷の増加
に占める国内向け出荷と輸出向け出荷
の寄与度でみると、58 年上期には出
荷全体の伸び（季節調整済前期比）
1.5%のうち国内向け出荷 0.6 ポイン
ト、輸出向け出荷 0.8 ポイントと、輸
出主導された形となっていたが、その
後国内向け出荷のウェイトが高まり、
59 年では出荷の伸び 8.7%のうち、国
内向け 6.1 ポイント、輸出向け 2.6 ポ
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ているが、「双子の赤字」のため景気
の先行きにやや不透明さを有している
ことは否めない。 

イントと、国内向けの出荷の寄与度が
輸出向けをかなり上回っている。 

昭和 61 年版 
経済白書 
―国際的調和をめ
ざす日本経済― 

昭和 60 年度は、それまで世界経済の
フレームを形作っていた高いドル、高
金利、高い原油という三つの大きな条
件に基本的な変化が起こった年であっ
た。わが国経済は、輸出が横ばいから
弱含みに推移した一方で、家計部門の
需要を中心に国内需要は緩やかな増加
を続けた。また、こうした需要の動向
等を反映して、鉱工業が弱含むなど製
造業で業況が厳しくなる一方、非製造
業の業況は着実に推移した。 

海外との貿易摩擦が強まり、中進国の
キャッチアップが進んでくる中で、こ
れまで輸出に偏っていた企業の国際展
開は、海外直接投資及びそれによる企
業内分業、技術・資本提携等広範囲な
形で展開し始めている。我が国の直接
投資は昭和 59 年度で 101.6 億ドルと
初めて 100 億ドルを突破した後、60
年度には 122.2 億ドルと史上最高の更
新を続けている。最近 5年間での投資
増加の内容を業種別にみると、金融の
国際化に対応する金融･保険業、長期
的な海運不況もあり便宜置籍船のため
の海外子会社への貸付が増加した運輸
業、リース業など非製造業の増加が目
立つが、製造業でも一般機械、電気機
械、輸送機械などがとくに北米、欧州
等の先進国向けを中心に拡大してい
る。 

昭和 62 年版 
経済白書 
―進む構造転換と
今後の課題― 

昭和 61 年度の日本経済は、急激な円
高・ドル安が進展する中で、広範な構
造調整が進行した。経済成長に対する
外需の寄与度は 8年ぶりにマイナスと
なり、国際収支の不均衡是正への芽が
みえはじめた。その過程で、生産、雇
用など国際経済の各分野にバラツキが
生じた。 

化学製品では、世界的な需給のタイト
化から東南アジア向けを中心に輸出が
増加しており、また、一般機械では、
コンピュータ及び同周辺機器が、世界
的な需要の堅調さに加え競争力の強さ
を反映して、大幅な値上げを行う中で
も輸出量を増加させている。これに対
し、鉄鋼では、米国向け輸出自主規制
措置、中国、中近東市場での需要減、
東南アジアでの韓国等 NICs 諸国との
競合等により減少した。 

昭和 63 年版 
経済白書 
―内需型成長の持
続と国際社会への
貢献― 

61 年 11 月に底を打ったわが国経済
は、62 年に入って緩やかな回復を示
したが、4～5 月の急速な円高の進展
から、4～6 月期の回復の足取りは弱
いものとなった。個人消費の堅調から
国内需要の堅調さははっきりしたが、
外需は輸出の低迷、輸入の急増から大
幅なマイナスとなり、実質 GNP はゼロ
成長となった。経常収支黒字は原油価
格の高騰もあって大きく減少したが、
雇用面では、調整局面が依然として続
き、5 月の完全失業率（季節調整値）
は既往最高の 3.1%に達した。 

62 年度の貿易収支は 13 兆 195 億円
(940 億ドル) の黒字、また経常収支
は 11 兆 6,936 億円(845 億ドル) の黒
字となり、共に前年度の黒字幅を下回
った。また、サービス収支は、円高に
よる海外サービスの割安感等から運
輸、旅行、その他の各項目で赤字が拡
大した。特に輸入の大幅増加と海外旅
行者の急増、さらに携帯品免税金額枠
の引き上げ等により、運輸のうちの貨
物運輸・旅客運輸と旅行の支払額が大
幅に増加し、運輸、旅行とも赤字額が
30 億ドル以上拡大した。 

平成元年版 
経済白書 
―平成経済の門出

昭和 63 年度から平成元年への日本経
済をみると、円高への適応が進み、そ
の結果、旺盛な設備投資、個人消費に

日本の輸出商品は、産業構造の変化、
技術進歩に応じて、次々と主力商品が
変化している。電機･電子製品につい
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と日本経済の新し
い潮流― 

よる内需主導型成長の実現、物価安定
基調の持続、製品輸入の大幅な増加、
世界最大の債権国への移行など、これ
までとは一段異なった姿がみられる。
その意味では、平成を迎えた日本経済
は新しい段階に入ったともいえよう。 

ては、テレビ→ＶＴＲ→半導体等部品
という高付加価値化、高技術化のプロ
セスが見られる。自動車・機械製品･
電子機器などはいずれも、45 年から
50 年代後半まで急成長を遂げたが、
60 年以後の急激な円高の影響から伸
び悩むようになっている。 

平成 2年版 
経済白書 
―持続的拡大への
道― 

平成元年度の日本経済は、物価が落ち
着いた動きを続けるなかで、設備投
資、個人消費に牽引された自律的な性
格の強い内需拡大を続けた。つりわ
け、設備投資の伸びは著しく、研究開
発関連投資などの独立投資、生産能力
増強投資、更新投資に加えて、省力化
投資も盛り上がりを見せた。また、個
人消費は、4 月前後に不規則な動きが
みられたものの、堅調な増加が続い
た。これは、消費税導入や物品税の廃
止等に伴い一部に買い急ぎや買い控え
とその反動が見られたものの、消費者
物価が安定的に推移する一方、可処分
所得が着実に増加したことによる。89
年度の実質経済成長率は、前年に比べ
てやや鈍化したものの、5.0%増と着実
な成長となった。 

貿易収支黒字は、86 年度に 16 兆
2,350 億円（1,016 億ドル）に達した
後、89 年度は 9兆 9,899 億円（700 億
ドル）と着実に減少した。この貿易収
支黒字が減少している原因には、急激
な円高と原油価格の高騰がある。ま
た、製造業（電子機械、化学、輸送機
械の比率が高い）を中心に対外直接投
資・現地生産の大幅な増加は、日本の
貿易構造において水平分業を進展させ
るとともに、貿易収支黒字縮小に寄与
するものと考えられる。対外直接投資
（累計）は、87 年度末 1,393 億ド
ル、88 年度末 1,864 億ドルの後、89
年度末は 2,539 億ドルと大幅に増加し
た。 

平成 3年版 
経済白書 
―長期拡大の条件
と国際社会におけ
る役割― 

90 年度において、東西の統一、ソ
連・東欧の経済改革、そして湾岸危機
と世界経済を激動させる出来事が続い
た。IMF によれば、先進国全体の成長
率は 89 年の 3.3%から 90 年には 2.5%
へ減速した。こうした中で、我が国の
成長率は 90 年度に 5.7%と、88 年度、
89 年度に引き続き高めのものとなっ
た。内需・外需別にみると、国内需要
は、消費と投資の２本柱に支えられ
て、成長への寄与度は 5.6%となっ
た。外需の寄与度は 0.1%となり、5年
連続のマイナスは記録できなかったも
のの、小幅にとどまった。 

二度の石油危機や 85 年のプラザ合意
以降の大幅な円高等、外部環境の変化
に対する企業の迅速かつ柔軟な対応の
結果、我が国の輸出の高付化価値化が
すすみ、対外競争力は強まった。特に
わが国のハイテク品における比較優位
が著しく上昇した背景には、研究開発
等への積極的な投資活動と、質の高い
人材の育成がある。日本の研究開発費
の対ＧＮＰ比率は水準が高いうえに上
昇傾向にある。 

平成４年版 
経済白書 
―調整をこえて新
たな展開をめざす
日本経済― 

日本経済は難しい局面に立っている。
短期的には、景気が調整過程にあり、
経済活動の減速が各部門に波及してい
る。1970 年代以降、外的要因による
景気減速を経験してきたため、今回の
ような、自律的、内生的な景気変動に
対して、各経済主体にとまどいがみら
れる。そして、高い成長から調整過程
に入った時の落差感が大きく、実態以
上にマインドの冷え込みにつながって

日本の研究開発の特徴を見てみると、
基礎研究よりも応用・開発研究に比較
優位があることである。日本の技術開
発においては、プロダクト･イノベー
ションよりもプロセス・イノベーショ
ンが志向されていることがある。その
背景には、企業の組織形態や雇用慣行
が密接に結びついている。日本の場
合、生産現場と研究開発部門が、互い
に密接に情報の交換をおこなったり、
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いる。また、長い景気拡大の中で、株
価、大都市圏等の地価が経済のファン
ダメンタルズと整合的な水準を上回っ
て高騰し、その後下落するという、い
わゆる「バブル」の発生と崩壊が起こ
り、その過程で金融･證券不祥事も発
生した。 

連携を組み、プロセス･イノベーショ
ンに役立っている。また、日本型雇用
慣行では、研究者は研究開発部門以外
の部署も経験していくことで昇進する
のが普通であるため、研究開発部門と
その他の事業部門との深い連携が可能
となっている。 

平成５年版 
経済白書 
―バブルの教訓と
新たな発展への課
題― 

91 年以降始まった今回の景気後退
は、後退期間(第２次石油危機後の 36
ヶ月に次いで戦後２番目) でみても、
落ち込み幅 (第１次石油危機後に次い
で戦後２番目) でみても、戦後の景気
後退の中でも比較的大型のものとなっ
た。株式・土地ともに、86 年以降数
年にわたって巨額のキャピタルゲイン
が発生した後、株式については 90 年
と 92 年に、土地については 91 年以
降、やはり巨額のキャピタルロスが発
生した。その規模は 91 年には 207 兆
円（ＧＮＰの 46%）、92 年も 403 兆円
（同 88%）となっている。 

85 年以降の円高は、付加価値の低い
製品は海外製品に置き換えられ、日本
からの輸出は高付加価値製品にシフト
していくという動きを生んだ。原料別
製品、雑製品では日本の競争力はアジ
ア、ＥＣに比べて遥かに低く、しかも
低下しているのに対して、機械類及び
輸送用機器類ではＥＣ、アジアに比べ
て競争力が高く、しかも着実に上昇し
ている。 

平成６年版 
経済白書 
―厳しい調整を越
えて新たなフロン
ティアへ― 

1993 年初から 94 年半ばに至るまでの
日本経済は、多様な変化に満ちたもの
だった。93 年春には、一時景気回復
の兆しが見られたが、これが経済全体
に拡がるまでには至らず、景気は低迷
を続けた。93 年夏にかけては急激な
円高が進行し、経済全体に大きな影響
を及ぼした。生産活動の停滞が続くな
かで、空洞化への懸念、日本的な経済
システムの有効性への疑問など、日本
経済の長期的な課題が強く認識される
ようになった。94 年に入ってから
は、経済の一部に明るい動きが現れは
じめ、長期化した景気低迷もようやく
最終局面に入ってきた可能性がある
が、まだ内需中心の本格的な回復局面
に入ったとはいえない状況にある。 

近年、産業の空洞化が進行し、雇用情
勢などに対して負のマインドを与えて
いる。しかし、長期的にみれば、製造
業の生産拠点のアジアへの移転は、動
態的水平分業を通じた日本とアジア諸
国の雁行形態的重層構造の高度化とい
う趨勢的な流れをさらに押し進め、そ
れがアジア諸国との長期的な相互依存
関係を深めるとともに、日本も含めた
アジア地域のダイナミックな発展を促
進させるため、日本を含めたアジア全
域でのパイの拡大につながることが期
待できる。 

平成７年版 
経済白書 
―日本経済のダイ
ナミズムの復活を
めざして― 

わが国経済は、1993 年第４四半期に
２年半に及ぶ景気後退局面を脱し、緩
やかな景気回復基調をたどってきた。
この間、1994 年前半に円高が一段と
進行する中、設備投資の低迷や従来に
はみられない景気回復初期からの輸入
急増がマイナス要因に働いたものの、
個人消費の下支えと公共投資や住宅建
設の増加を主因に、実質経済成長率は
93 年第４四半期を底に、３四半期連
続して前期比でプラス成長を続けてき

日本と米国のコストパフォーマンスを
比較すると、92、93 年については日
本では中間投入における価格の低下と
投入効率の改善が労働生産性の低下と
設備の償却負担を上回った結果、コス
ト低下をもたらしたのに対し、アメリ
カでは中間投入効率の低下と賃金上昇
によりコストパフォーマンスは日本よ
り劣っている。こうした日本の優れた
コストパフォーマンスにもかかわら
ず、90 年以降の円高はドルベースで
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た。 みた日本の価格競争力の顕著な低下を
もたらしている。 

平成８年版 
経済白書 
―改革の展望を切
り開く― 

日本経済は 1993 年 10 月を底に景気回
復局面にあったが、94 年 10～12 月期
には個人消費や住宅投資が減少するな
ど景気回復テンポが緩やかであったと
ころに、95 年に入って急激な円高、
アメリカ経済の減速、阪神・淡路大震
災等社会的不安等の外的なショックが
重なり、年央には景気回復に足踏みが
みられた。こうした事態に対して、財
政面からは公共投資の増加、金融面か
らは公定歩合の引下げ等の金融緩和措
置が採られた。このような政策的対応
に加えて年央以降円高是正が進んでい
ることから、95 年末以降景気には明
るい動きがみられるようになってい
る。現在、民需の動きに堅調さが増し
ており、景気は回復の動きを続けてい
るが、足元のところ、そのテンポは緩
やかである。今後、年度後半にかけて
景気回復が持続的なものとなるために
は、動きに堅調さが増している設備投
資や個人消費等の民間需要が更にしっ
かりしたものとなることが必要であ
る。 

輸入関数をみると、80 年代前半と比
べると、所得弾性値、価格弾性値はと
もに上昇している。しかしながら、逆
輸入の影響をみるために、直接投資を
追加すると、87 年以降の推計では、
輸入に対するプラス効果を示し、その
際、80 年代前半の推計に比べて、所
得弾性値は低下、価格弾性値は上昇す
る。所得弾性値の低下は、内需の動向
に対する輸入の感応度が低下している
ことを、価格弾性値の上昇は、円高に
よる輸入増が起こりやすいことをそれ
ぞれ示している。なお、94 年後半以
降、関数から求められる理論値を大幅
に超えて輸入が増加しており、構造的
な要因が影響している可能性がある。
品目別にみると、電算機・同付属品輸
入が 94 年以降輸入全体の増加を上回
るペースで増加し、特に 95 年には著
しく増加している。これは、世界的な
情報化の進展の中で、我が国において
も、コンピュータ需要が急速に高ま
り、その需要の一部が海外からの供給
により賄われているといった状況を示
しているといえるであろう。 

平成９年版 
経済白書 
―改革へ本格起動
する日本経済― 

日本経済は、景気の谷から 3年半を経
過し、長さだけでみれば戦後の景気上
昇期のうちでもかなり長い部類になろ
うとしている。しかし回復テンポは緩
やかで、特に 1995 年半ばまではゼロ
近い低成長かつ不安定成長であり、と
もすれば在庫や生産のミニ調整を余儀
なくされ、公共投資、減税、金融緩和
等各種経済政策によって辛うじて下支
えされてきた。景気回復過程では本
来、在庫調整の終了→生産増→雇用増
→家計所得増→消費増→生産増、ある
いは生産増→企業収益増→設備投資増
→生産増、という好循環が働き、経済
は民間需要主導の自律的な回復軌道に
乗っていくものである。しかし今次回
復局面では、この好循環メカニズムが
なかなか動きださなかった。その背景
には次のようなものがある。第 1に、
バブル期の膨大な投資の結果、設備能
力、雇用等が過剰となり、調整が行わ
れてきたことである。第 2に、バブル

全産業ベースでの生産(実質付加価値
生産額)の伸びに対する資本ストッ
ク・労働投入・TFP の上昇の寄与をみ
ると、資本の寄与度が一貫して大き
く、成長率の半分を超える部分が説明
できる。労働投入の寄与度は小さく、
TFP 上昇の寄与度が資本の寄与度に次
ぐ形となっているが、バブル崩壊後の
低成長期を含む足元に限ってみれば
TFP 上昇による寄与は労働投入の寄与
度の絶対値をやや下回る程度にまで縮
小している。 製造業・非製造業それ
ぞれの生産の伸びへの各要素の寄与に
ついてみると、製造業では TFP 上昇が
第 1次石油危機前後及び足元を除けば
最大の寄与を示しているといえるのに
対し、非製造業では資本ストックの上
昇による寄与が大半を占める。さら
に、全産業ベースでの成長に対する製
造業・非製造業の成長の寄与をそれぞ
れの資本ストック・労働投入・TFP の
上昇の寄与に分けてみると、非製造業
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崩壊後の資産価格の下落等による財務
面の悪化に対応するための企業や金融
機関のバランスシート調整が長引いた
ことである。第 3に、円高の急速な進
行や国際分業構造の急変化のため、日
本の経済・産業構造の将来について不
透明感が漂っていたことである。こう
して企業は、当面の設備投資や雇用創
出にも、また長期的な観点からの物
的・人的・技術的な投資にも、慎重に
なっていた。家計も、経済の先行きへ
の不透明感や雇用不安等から、支出拡
大に慎重であった。要するに、景気回
復の好循環のリンクがあちこちでとぎ
れていたのである。しかし、96 年度
半ばごろから、好循環のリンクが次第
につながってきたとみられる。特に、
①在庫・設備・雇用の調整が進展した
こと、②円高から円安に転換したこと
により外需がマイナス要因からプラス
要因に変わったこと、③雇用情勢の改
善を受けて雇用不安が薄らぎつつある
こと、等が効いて、96 年度下期には
民間需要主導による自律回復的循環が
みられるようになった。96 年度下期
には公共投資の減少が景気にマイナス
の効果を持った。また、97 年度に入
って消費税率引上げに伴う駆け込み需
要の反動減等が出ている。しかし、設
備投資の堅調さに加え、雇用面の改善
が続いているため、景気は回復テンポ
が一時的に緩やかになっているもの
の、腰折れすることなく回復傾向を持
続すると考えられる。 

の資本の増加による寄与が、非製造業
の生産全体に対するウェイトの大きさ
を反映して大きくなっている。非製造
業の TFP の上昇による寄与は、需要の
動向に左右されている面が目立ち、景
気回復局面においては寄与が大きくな
っているが、全体としては非製造業の
TFP 上昇による寄与はそのウェイトに
比べ小さい。他方、付加価値生産額に
おいては非製造業の 2分の 1 にすぎな
い製造業の TFP 上昇の寄与が、非製造
業に劣らず大きく、製造業における投
入の効率性の高まりが我が国経済成長
の大きな源泉となっていることが分か
る。 

平成 10 年版 
経済白書 
―創造的発展への
基礎固め― 

1997 年度は、自律回復過程への復帰
が挫折して景気が足踏みし、停滞状態
になった年である。税負担増やある程
度の駆け込み需要の反動により「97
年度前半は景気の足取りが緩やかにな
る」ことは、政府の経済見通しでも織
り込んでいたが、影響は予想以上に大
きく現れた。とくに 96 年度末の駆け
込み需要は政府の予想を大きく上回
り、その反動減も大きかった。その状
況からは回復に向かったが、テンポは
緩慢だった。さらに、秋口から生じた
株価の下落、そして複数の金融機関破
たんによる金融システムへの信頼低下
等が、家計や企業の心理を悪化させ、

経常収支は、97 年度に入って貿易黒
字の増加を背景にそれまでの縮小傾向
が逆転して大幅に拡大しており、97
年の経常黒字の対名目 GDP 比は 96 年
の 1.4％から 2.3％にまで上昇した。
経常収支を内訳ごとにみると、貿易収
支は、輸出金額が高い伸びを示す一方
輸入金額がやや減少傾向で推移したこ
とから、97 年度に入って大幅に増加
した。98 年に入ってからも、輸出が
減少に転じる一方輸入はそれ以上に減
少したため、引き続き増加している。
サービス収支は、サービス産業の価格
競争力向上とともに、出国日本人の減
少等を背景として旅行収支、輸送収支
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回復を頓挫させた。アジア通貨・経済
混乱も先行き不透明感の強まりを増幅
した。現在景気は停滞を続け、厳しさ
を増している。 

を中心に赤字幅を縮小した。また、投
資収益収支は、黒字幅が縮小した。ま
た、最近の対外証券投資が増加してい
るのは我が国の低金利により日米金利
差が拡大したことが直接の原因ではな
く、これまでの海外株式の先高感や先
行きの円高再燃懸念後退による期待収
益率の上昇が主な要因であると言えよ
う。 

平成 11 年版 
経済白書 
―経済再生への挑
戦― 

景気後退局面に入った日本経済は、97
年 10～12 月期以降 98 年 10～12 月期
まで、5四半期連続のマイナス成長が
続いた。99 年に入ってからは、1～3
月期にプラス成長に転じた。 需要項
目別の動きをみると、97 年中は、消
費や住宅投資が低迷し、家計支出の減
少が先行する形で景気は厳しさを増し
ていった。しかし、98 年に入ってか
らは、設備投資が景気後退を主導し
た。まず、自己資本不足を背景として
金融機関の貸出態度が慎重となった影
響などにより中小企業の設備投資が減
少し、次いで大企業の設備投資も減少
に転じた。また、アジア経済危機の影
響などから輸出も滅少に転じた。消費
は、景気低迷の主因とはならなかった
ものの、これまでの不況期に働いてい
た景気下支え効果が弱まり、小幅な減
少が続いた。 98 年秋口以降は、政策
効果が現れ始めて公的需要が増加に転
じ、99 年に入ってからは政策効果が
徐々に本格化していった。99 年 6月
現在、景気は民間需要の回復力が弱
く、引き続き厳しい状況にあるが、政
策効果に下支えされて下げ止まり、お
おむね横ばいで推移している。 

98 年に入って、輸出数量は、アジア
経済・金融の混乱でアジア向けが大幅
に減少する一方、欧米向けは、同地域
の内需の好調もあって、堅調に推移
し、全体としておおむね横ばいで推移
してきた。しかし、98 年秋以降、ア
ジア向けに下げ止まりの動きがみられ
たものの、欧米向けの伸びが鈍化した
ことから、全体としてはやや減少し
た。また、99 年春からは、98 年秋以
降の円高による価格効果が徐々に現れ
ているものの、一部のアジア向けに回
復の動きがみられることから、全体と
しておおむね横ばい状態となってき
た。輸出金額は、98 年 10～12 月期に
は、輸出数量の減少、円高による輸出
価格の低下から、前期比 11.4％と大
きく減少し、98 年は前年比 0.6％減と
なった。一方、輸入数量は、98 年に
入って国内需要の停滞等を背景に大き
く減少し、98 年半ば以降は減少テン
ポが弱まりおおむね横ばい状態となっ
た。99 年に入ると円高による価格効
果や、信用状の開設停止や流通システ
ムの混乱といったアジア側の制約要因
が改善に向かったことから増加してい
るが、航空機輸入等の特殊要因の影響
もあるため基調としては緩やかに増加
していると考えられる。輸入金額は、
原油価格等一次産品の下落等もあっ
て、98 年は前年比 10.5％減と大きく
減少した。 

平成 12 年版 
経済白書 
―新しい世の中が
始まる― 

日本経済は 97 年春以降、90 年代に入
って二度目の景気後退局面に入った。
97 年には住宅投資が減少に転じ、個
人消費も秋口以降低迷した。98 年に
入ると民間設備投資が減少に転じ、景
気は一段と厳しさを増していった。実
質 GDP は 5 四半期連続の減少となっ
た。98 年秋口には、政策効果が現れ

近年は、技術・知識も経済成長に大き
く影響を与えていくという考え方が広
まっている。経済に対するこうした新
しい考え方は、「知識集約型経済」、
「ナレッジ・ベースド・エコノミ
ー」、「知価社会」といった様々な言
葉で表されている。生産を反復する過
程で体得した技術が蓄積されて将来の
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始めて公的需要が増加に転じ、99 年
前半は GDP 成長率もプラスに転じた。
99 年７－９月期にはアジア経済の回
復などを背景とした輸出増に下支えさ
れたものの、公的需要が減少に転じた
ことなどから再び減少となった。99
年 10－12 月期にはボーナスの減少な
どのために民間最終消費支出が減少し
たことなどからマイナス成長が続いた
が、民間設備投資は増加した。2000
年１－３月期には、民間設備投資は引
き続き増加となったほか、民間最終消
費支出も前期比プラスとなり、実質
GDP 成長率は 2.4%となった。この結
果、99 年度の実質 GDP 成長率は 0.5%
と 3 年ぶりにプラスとなった。  

生産に役立っていくという「ラーニン
グ・バイ・ドゥーイング」や、企業が
行う研究開発（Research & 
Development）が知識の源泉となる
「研究開発によるラーニング」といっ
た考え方がある。近年、ＩＴ等の技術
進歩は、実体経済のみではなく、金融
部門にも大きな影響を及ぼしている。
まず、情報通信技術の発達は、金融取
引の電子化をもたらし、効率性を向上
させている。 

平成 13 年版 
経済白書 
―改革なくして成
長なし― 

日本経済は、99 年春以降緩やかに回
復していた。しかし、景気回復力は非
常に弱く、その結果回復は短命に終わ
り、戦後最短の景気回復局面であった
可能性が高い。最近の景気動向におけ
る際立った特徴の１つは、デフレの進
行である。現在、日本経済は緩やかな
デフレの状態にある。これは戦後の先
進国において他に例がない極めて特徴
的な現象である。 

近年、銀行部門の生産性向上に関する
議論が盛んに行われている。80 年代
前半、「経済全体の生産性上昇率」を
上回っていた「銀行貸出先の生産性上
昇率」は、80 年代中盤以降は「経済
全体の生産性上昇率」を下回ってい
る。これは銀行貸出が多い業種ほど生
産性上昇が小さく、銀行貸出先企業の
平均的な生産性の伸びが低いというこ
とを示している。このような生産性の
低下の背景としては、処理の先送りに
より非効率な企業が残存したことに加
え、産業内の供給が過剰になり、金融
業も含めた同一産業の他企業の収益性
を圧迫した可能性がある。 

平成 14 年版 
経済財政白書 
―改革なくして成
長なしⅡ― 

日本経済は、2001 年中悪化を続けた
が、2002 年に入って悪化テンポが次
第に弱まり、景気は底入れし、一部に
持ち直しの動きがみられるようになっ
た。景気が底入れした背景には、過去
例を見ないような急速かつ大胆な生産
調整が行われたなかで、世界経済の回
復を背景に輸出が大幅な増加を示した
ことがある。しかし、他方で、企業や
銀行のバランスシートや雇用等の調整
は引き続いて進められており、これを
受け家計の消費行動も低迷している。
輸出の増加や生産の持ち直しが企業収
益の増加や雇用･所得環境の改善をも
たらせば、次第に民間需要が回復に向
かうことが期待される。しかし、企業
や銀行の調整はまだ続くので、景気に
対する下押し圧力は続き、当面の景気

輸出は、2002 年に入り、下げ止まり
から増加に転じた後、年央にかけて、
大幅に増加したこの背景には米国経済
やアジア経済の回復によってもたらさ
れた輸出の増加が考えられる。こうし
た観点からは、米国経済における回復
の持続性及び回復力をどうみるかが、
重要である。2002 年入り後の日本か
らの輸出増加は、アジア向けの寄与が
大きいが、その背景にあるアジア経済
の回復も、米国経済の回復が果たした
役割が大きいからである。今後の米国
経済の標準的なシナリオとしては、消
費が堅調に伸びつづけるとともに、設
備投資も回復すると考えられる。懸念
材料もいくつかあるが、米国経済と歩
調を合わせるように、日本国の輸出は
持続的に増加していくと考えられる。 
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回復力は脆弱なものにとどまる。加え
て、世界的な株価下落がみられるなか
で、世界経済の先行き不透明感が強ま
っている。世界経済等の動向が日本経
済を下押しする事態となれば、企業部
門を起点とする景気回復が腰折れする
可能性も否定できない。 

平成 15 年版 
経済財政白書 
―改革なくして成
長なしⅢ― 

日本経済は、2002 年 1 月に景気の谷
を迎え、景気循環上は、景気回復局面
に移行した。しかし、その後の道のり
は決して平坦ではなかった。底入れ直
後こそ輸出、生産は増加を続けたが、
2002 年末から 2003 年初にかけて弱い
動きをみせ、景気は踊り場的な状況に
入った。そうしたなかにあっても、企
業収益や設備投資は改善を示し、2003
年秋以降景気は持ち直しに向けた動き
を示すようになっている。 

日本企業が競争力を取り戻すために
は、投資行動を抑制している過剰債務
の削減が必要である。こうした点を踏
まえ、わが国企業部門が現在当面する
課題として、過剰債務企業の事業再生
と、企業価値を向上させるための努力
の強化、があげられる。従来型のメイ
ンバンクによる企業救済機能が低下し
ていることから、メインバンクに代わ
る早期事業再生のメカニズムが重要と
なってきている。また、収益性を高め
るためには、単なる企業再生を超え、
Ｍ＆Ａ等を活用しながら、新しい環境
に迅速に対応する努力が必要である。 

 
 
 要するに、現在、「競争力」政策に関する議論が明確な方向性を見出せていないのは、
1970年代末以降、外需主導の経済成長から内需主導の経済成長へと変化しているにもかか
わらず、その変化を明確に認識しないまま、「競争力」政策が行われていることが理由であ
る。すなわち、1970年代までの、経済成長の主要因が外需の寄与分であった時代には、輸
出を促進するための「輸出競争力」、「価格競争力」支援施策というものには一定の効果が
あったが、経済成長の主要因が内需の寄与分である現在においては、「輸出競争力」、「価
格競争力」の支援施策の効果は限定的だということである。バブル経済崩壊後の日本におい
て、景気回復への「カンフル剤」的に、様々な「競争力」政策がおこなわれたが、いずれも
期待されたほどの効果は上げなかった。1970年代までとは経済成長の構造が変化している
にも関わらず、経済成長を支援する政策を相変わらず「競争力」という言葉で表現しようと
したために、今日のような状態に到ったのである。 
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第 2 章 ランキングに見る日本の競争力 
 
 「競争力」に対して政策立案者、企業経営者の関心が深まるなか、各国の「競争力」を客
観的に表現しようという試みとして、各種のランキング調査が発表、報告されている。ここ
では、そのうちの代表的な例をレビューするととともに、それら分析の限界についても明ら
かにすることにしよう。 

2.1 ＩＭＤのランキング 
 
 国家の競争力ランキングとして主なものとして、IMD によるランキングがある。スイスの
ローザンヌに本拠を置く国際経営開発研究所（International Institute for Management 
Development ：略称 IMD）は１９９０年にローザンヌにあったビジネススクール IMED とジ
ュネーブにあった IMI が合併して設立された。IMD は、源流をたどれば、50 年以上の歴史を
持つ独立非営利の研究機関であり、ヨーロッパ有数のビジネススクールとして、さまざまな
教育・研究プログラムを展開している。中でも、1969 年から発表を続けている独自の調査
による国別の世界競争力ランキングが掲載された「世界競争力年鑑（World Competitive 
Year Book：WCY）」は、近年大きな反響を呼んでいる。 
国の競争力ランキングは他にも世界経済フォーラム（World Economic Forum：ＷＥＦ）な
ども行っているが、ＩＭＤによるランキングは、国際的な企業展開を考える企業経営者の視
点から「それぞれの国において、企業の活動を支援する環境が、どの程度整っているか」を
評価し、それを各国の競争力としてランク付けを行っている点で特色がある。 
以下の表は、日本を含む各国について、IMD の調査におけるランキングの推移を示したも
のである。 

 
表３：日本の国際競争力順位の推移（ＩＭＤ調査） 

 
１９９２年 １９９６年 

順位 国名 順位 国名 
１ 日本 １ 米国 
２ ドイツ ２ シンガポール 
３ スイス ３ 香港 
４ デンマーク ４ 日本 
５ 米国 ５ デンマーク 
６ オランダ ６ ノルウェー 
７ オーストリア ７ オランダ 
８ スウェーデン ８ ルクセンブルク 
９ アイルランド ９ スイス 
１０ フィンランド １０ ドイツ 
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２０００年 ２００２年 
順位 国名 順位 国名 
１ 米国 １ 米国 
２ シンガポール ２ フィンランド 
３ オランダ ３ ルクセンブルク 
４ フィンランド ４ オランダ 
５ アイルランド ５ シンガポール 
６ ルクセンブルク ６ デンマーク 
７ スイス ７ スイス 
８ カナダ ８ カナダ 
９ アイスランド ９ 香港 
１０ オーストラリア １０ アイルランド 
２４ 日本 ３０ 日本 

 
これからもわかる通り、日本国の競争力ランキングは年々下がっている19。 
 

2.2 世界経済フォーラムによるランキング 
 
IMD が発表しているものと同様な国際競争力のランキングには、世界経済フォーラム

(World Economic Forum)20

                                                

が毎年発表している「Global Competitiveness Report」とい
うものがある。2002 年に発表された Global Competitiveness Report 2002 では、2001
年時点における世界の競争力のランキングが紹介されている。ランキングは「現在の競
争力指標（Current Competitiveness Index）」と、「競争的成長力指標(Growth 
Competitiveness Index)」とに分かれており、日本の順位は、「現在の競争力指標」で
15 位である。これはアジアの国ではシンガポール(10 位)より低い。そして「競争的成
長力指標」では 21 位。アジアの国でみると、シンガポール（4位）、台湾（7位）、香
港（13 位）より下に位置している。 

 
19 ちなみにこの 30 位という順位はアジアの国では台湾、マレーシア、韓国より下位で、中国の一つ上位と
いうポジションである(IMD(2002)参照)。この結果からみると、日本は世界における競争力の低下だけでな
く、アジアと比較しても国際競争力の低下が見られていることになる。 

20 世界経済フォーラムよりも、「ダボス会議」の方が日本ではよく知られているかもしれない。ダボス会
議はスイスのダボスで行われていることからその名がついているが、正式名称は世界経済フォーラム年次総
会であり、その運営は世界経済フォーラム（民間組織）が行っているものである。ダボス会議には各国の首
脳が集まるため、その会議後のアナウンスには世界の注目が集まるものである。 
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2.3 “Competitive Alternatives Study”にみる世界各国のコスト

比較 
 
 “Competitive Alternatives Study” は、会計事務所の世界的なネットワークである
KPMG が 1995 年以来、2年に一度行っている、世界の主要先進国のビジネスコスト比較、
及びコスト競争力の調査である21。 
 

2.3.1 調査の概要  

●目的 

 
コストやその他様々な要素がビジネスを行うロケーションを決定する上での重要な判断

材料となる。以下の表は、ロケーションの決定要素を当事者・対象別、コスト対コスト以
外の観点から捉え、マトリックス化したものである。“Competitive Alternatives Study”
では、下の表で左上の範囲が調査の焦点となっている。 
 

表４： 調査範囲と焦点 

調査の焦点
コストの要素 その他の主要素
ビジネスコスト ビジネス環境

・土地、ビル、オフィス ・労働供給力、スキル
・賃金、給与、手当 ・市場、顧客、仕入先へのアクセス
・交通、流通 ・道路、鉄道、港、空港インフラ
・公共料金 ・公共施設、テレコムサービスの信頼性
・資金調達 ・適切な土地
・国家、州、地方税 ・環境規制

生活コスト 生活水準
・個人税 ・犯罪率
・住宅コスト ・医療施設
・消費財コスト ・学校及び大学
・医療費 ・気候
・教育費 ・文化・レクリエーション

ビ
ジ
ネ
ス

個
人

 
 この調査は主に、以下の対象者を想定している。 
 
① 企業経営陣が、新規ビジネスに投資したり、営業を開始したりする場所を決定する際に、
先進国の様々な都市のビジネスコストが比較や判断材料となる。  
② デベロッパーが、投資家と協働する際に、第三者機関が出している中立的なデータとし  
て参考になる。 
③ 政府などで政策担当者が税制、インセンティブ策を立案する際の補助データとなる。 
 

●調査範囲 

 
① 17 の産業及びビジネス業務。 
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21 本節の資料は、KPMG（2004） “Competitive Alternative Study”による 



② 11先進カ国の 121の都市。 
③ 場所による差や違いが現れやすい 27のコスト指標。 
④ 30,000以上のコスト指標。 

●前提条件 

 
① 外国為替レート。日本円対米ドルは 111.2円/$1を基準とした。 
② 比較検討のために選出された都市。 
 日本からは、地理的位置、人口、経済的な状況を鑑み、浜松市、福岡市、横浜市をサン
プル都市として抽出されている。 

●調査手法 
 
 この調査における KPMG独自開発のコストモデルでは、以下の方法上の留意点がある。 
① 都市別の物的生産性。労働時間、使用されている技術、労働作業員の教育についても
考慮されており、事業の物的生産性は全ての場所で同等であると仮定した。 

② 分析方法。損益計算分析、現在価値分析が行われている。 
③ インセンティブ。政府がビジネス及び投資誘致に対して出すインセンティブパッケー
ジ（税考慮、資金調達支援等）については調査に考慮していない。 

 

2.3.2 調査結果   

●総論 

 
11の工業先進国から 121の都市を選定し、2,000のビジネスシナリオを検証し、30, 000の

データを分析した結果、下表の結果となった。米国をベースラインとしたときのコスト優劣
性をパーセンテージで表示したものである。総合的に見て、カナダが最もビジネスコストが
低く、日本は最もビジネスコストが高い国であるという結果が出た。 

 
図１：コスト競争力分析の総合結果 
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●産業別 結果 
 
17の産業コスト構造比較を行ったところ、産業によってコスト関係に大きな違いがあるこ
とがわかった。選定した産業リストは下表の通りである。 
 

表 ５ 調査対象産業の一覧 

 
 調査対象の産業 

産業 ビジネスオペレーションモデル 
製造業  

航空宇宙 航空機部品 
農業食品 食品加工 
自動車 自動車部品 
化学 特殊化学製品 
電子機器 エレクトロニクス組立 
医療器具 医療器具製造 
金属部品 金属機械加工 
医薬品 医薬製品 
プラスチック プラスチック製品 
精密製造 精密部品 
テレコム テレコム備品 
  
研究開発  

生命工学 生命工学研究開発 
臨床試験 臨床試験管理 
製品試験 電子システム開発及びテスト 
  
ソフトウエア  

ソフトウエアデザイン 上級ソフトウエア 
ウェブとマルチメディア コンテンツ開発 
  
法人向けサービス  
バックオフィス/コール 
センター 

供用サービスセンター 
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 製造業、研究開発、ソフトウエア、法人向けサービスの 4つの産業セクターにおける国別
コスト比較ランキングは下図の通りである。製造業のコスト差は他の産業と比べ最小で、研
究開発のコスト差は最大となった。ソフトウエア及び、法人向けサービスコストについては、
労働関係にかかるコストが占める割合が最大となっている。 
 
 

図 ２ セクター・国別コスト比較ランキング 
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●コスト要素別の結果 

 
 場所による差や違いが現れやすい、27のロケーションセンシティブなコスト要因につい
ては、そのための指標を用い（下表参照）、各国のコストを調査した。これらのコスト構成
要素は、労働コスト、設備コスト、運送コスト、公共料金、税に大別される。 
  

表 ６ 地域要因の影響が大きなコスト指標の一覧 
 

ロケーション・センシティブコスト指標 

労働コスト 公共料金 

給与及び賃金  電気 
42 職種  天然ガス 
法定制度 テレコム 

国家年金制度  
公共医療制度  減価償却額 
失業保険  
労働補償 資金調達コスト(利子) 
雇用主提供の手当 税及びその他収入 

有給休暇   資金 
(休日及び休暇)  不動産 
民間健康保険  販売及び取引 
その他任意手当  土地所有移転 
  地方税 
設備コスト  
産業地 所得税 
産業用建設 国家 
オフィスリース 地域 (州、等) 

  地方 
運送コスト  
道路運送  
空路運送  
海路運送  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 
  
 
以下、労働コスト、設備コスト、運送コスト、公共料金のコスト比較結果である。労働コス
トは、ロケーションセンシティブ・コストの中で 56%から 85％と最も大きな割合を占める。 
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表 ７ 各コスト要素ごとの比較結果 
 

 

Average per
employee1

(US$) Rank % of payroll Rank % of payroll Rank

Average per
employee1

(US$) Rank
EUROPE
  France $40,472 4 23% 10 36% 9 $64,154 8
  Germany $56,726 10 23% 11 26% 8 $84,893 10
  Iceland $44,020 6 19% 9 20% 3 $61,244 5
  Italy $36,952 1 14% 7 43% 10 $58,046 3
  Luxembourg $47,944 7 13% 5 19% 1 $62,925 6
  Netherlands $52,108 9 18% 8 25% 7 $74,490 9
 United Kingdom $40,122 3 8% 2 44% 11 $60,936 4

NORTH AMERICA
  Canada $39,539 2 8% 1 21% 4 $50,919 1
  United States $48,019 8 10% 4 22% 5 $63,379 7
ASIA PACIFIC
  Australia $41,417 5 14% 6 19% 2 $54,933 2
  Japan $66,438 11 10% 3 23% 6 $87,947 11

1 Average for 12 operations included in the overall results (refer to Exhibit 1.3). Represents 42 different job positions.

労働コスト

Salaries &
wages Total labor

Statutory
Benefits Other benefits

Benefits

US$ '000
per acre5 Rank

US$ per
sq.ft.6

Rank
US$ per
sq.ft.6 of
building7

Rank
US$ per
sq.ft.6

Rank

EUROPE
  France $78 2 $33.54 5 $36.00 4 $11.92 2
  Germany $807 10 $53.65 10 $124.33 10 $14.18 3
  Iceland $52 1 $46.24 8 $43.18 6 $16.22 5
  Italy $180 6 $26.75 1 $38.92 5 $11.81 1
  Luxembourg $744 9 $46.02 7 $107.42 9 $27.71 10
  Netherlands $370 8 $36.37 6 $64.99 8 $16.38 6
 United Kingdom $269 7 $47.54 9 $61.88 7 $25.89 9

NORTH AMERICA
  Canada $103 4 $29.17 3 $32.03 3 $16.00 4
  United States $81 3 $31.58 4 $31.05 1 $18.90 8
ASIA PACIFIC
  Australia $119 5 $28.64 2 $31.86 2 $17.99 7
  Japan $1,465 11 $101.35 11 $218.71 11 $39.67 11

Industrial land2
Industrial

construction3 Office leasing4
Total facilty
investment

設備コスト

OtherManufacturing operations

1 Results are the average for the comparable cities selected for the international results. Care should be exercised in
interpreting the country averages due to the significant variations in costs among cities within each country.

7 Average for seven manufacturing operations included in the overall results (Refer to Exhibit 1.3). Represents total
investment in both land and buildings, expressed per square foot of building space.

2 Including land transfer taxes.
3 Including government development charges and all other “soft” construction costs.
4 Including tenant-borne operating, tax, and insurance costs.
5 Equals 0.405 hectare.
6 Equals 0.09 m2.

 

Road freight
per truck1,2

Air freight
per kg1

Sea freight
per

container1

Total annual
cost

US$'0003

EUROPE
France $802 $2.31 $2,896 $537
Germany $601 $2.17 $2,122 $416

Iceland4 $3,622 $12.08 $3,821 $1,902
Italy $904 $2.29 $2,221 $564
Luxembourg $780 $2.59 $1,806 $477
Netherlands $466 $2.01 $2,039 $359
United Kingdom $731 $2.11 $2,597 $498

NORTH AMERICA
Canada $900 $3.51 $2,003 $558
United States $1,282 $3.65 $2,764 $772

ASIA PACIFIC
Australia $611 $2.64 $1,597 $390
Japan $1,140 $3.79 $3,457 $709

1 Average for five manufacturing operations that utilize full-load delivery logistics.

2 Per standard US truck load (3,570 ft3 or 21,400 kg).

運送コスト

4 Given Iceland’s very small domestic market, “road” costs include the transfer of goods by sea to
Rotterdam and distribution by road within the European market.  Consistent with other European
countries, Iceland sea freight costs include only costs relat

3 Average for seven manufacturing operations included in the overall results. (Refer to Exhibit 1.3).

EUROPE
France 7.2 ¢ 3 $0.41 4 9.1 ¢ 6
Germany 10.2 ¢ 8 $0.58 9 6.9 ¢ 2
Iceland 6.6 ¢ 2 $1.16 11 21.8 ¢ 11
Italy 10.7 ¢ 9 $0.43 6 11.6 ¢ 9
Luxembourg 7.5 ¢ 6 $0.45 7 8.5 ¢ 5
Netherlands 15.7 ¢ 11 $0.39 3 8.0 ¢ 4
United Kingdom 7.4 ¢ 5 $0.36 1 9.5 ¢ 7

NORTH AMERICA
Canada 6.3 ¢ 1 $0.43 5 7.5 ¢ 3
United States 8.1 ¢ 7 $0.47 8 6.8 ¢ 1

ASIA PACIFIC
Australia 7.2 ¢ 4 $0.38 2 10.4 ¢ 8
Japan 14.0 ¢ 10 $0.89 10 20.8 ¢ 10

1 Average for 12 operations included in the overall results. (Refer to Exhibit 1.3).

3 Equals 2.83 m3 or 29.87 gJ.

2 Average for seven manufacturing operations included in the overall results. (Refer to
Exhibit 1.3).  Natural gas costs have not been analyzed for non-manufacturing operations.

4 Weighted average cost-per-minute across all relevant calling destinations, including local, national,
long distance, and international.

US$ per CCF
(1003ft)

Rank RankRankUS¢ per
kWh

US¢ per
minute4

公共料金

Electricity1 Natural gas2 ns4
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● 都市間の比較 

 Competitive Alternatives Studyの焦点は、国家間のコスト比較のみならず、都市間のコスト
比較も対象としている。都市の選定基準は、地理的位置及び、都市の経済状況（新興都市、
再編都市、成熟都市）に基づいており、選定された都市は下表の通りである。 

表８： 都市間の比較 
 

選定都市 

 国名 新興都市 再編都市 成熟都市  
 EUROPE     
   France Toulouse Mulhouse  Grenoble  
   Germany Darmstadt Chemnitz Frankfurt  
   Iceland  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reykjavik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
    Italy Vicenza Livorno Turin  
   Luxembourg  - - - - - - - - - - - - - - - - - - Luxembourg - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   Netherlands n/a Groningen Rotterdam Area  
   United Kingdom Belfast 

Derby 
Stoke-on-Trent 
Sunderland 

Birmingham 
Manchester 

 

 NORTH AMERICA     
   Canada Calgary 

Ottawa 
Halifax 
Kelowna 

Montreal 
Toronto 

 

   United States Colorado Springs
Salt Lake City
San Diego 

Dothan 
Lewiston 
Saginaw 

Atlanta 
Boston 
St. Louis 

 

 ASIA PACIFIC     
   Australia Brisbane Canberra Melbourne  
    Japan Fukuoka Hamamatsu Yokohama  
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 大規模国際都市のコスト比較調査は、人口 200万人以上の都市を対象に行っている。横浜、
フランクフルト、ロンドン、サンホゼ、ニューヨークがコスト高の都市となっている。 

  
表９： 大規模国際都市のコスト比較 

 
大規模国際都市のコスト 

City Country Region Cost index 
Yokohama Japan  128.0 
Frankfurt2 Germany  118.5 
London United Kingdom  115.1 
San Jose United States Pacific 110.9 
New York City United States Northeast 109.8 
Seattle United States Pacific 105.6 
Detroit United States Northeast 105.6 
San Diego United States Pacific 105.1 
Rotterdam Area2 Netherlands  105.1 
Amsterdam Area2 Netherlands  104.9 
Riverside-San 
Bernardino 

United States Pacific 104.8 

Houston United States Midwest 104.7 
Newark United States Northeast 104.3 
Minneapolis United States Midwest 104.1 
Boston United States New England/Atlantic 103.8 
Chicago United States Midwest 103.5 
Dallas-Fort Worth United States Midwest 102.8 
Philadelphia United States Northeast 102.1 
St. Louis United States Midwest 102.0 
Northern Virginia 
(Metro DC) 

United States Northeast 101.3 

Birmingham United Kingdom  100.0 
Phoenix United States Midwest 99.4 
Tampa United States Southeast 99.3 
Atlanta United States Southeast 99.2 
Turin2 Italy  99.1 
Manchester United Kingdom  96.9 
Sydney Australia  93.8 
Toronto Canada Northeast 93.2 
Melbourne Australia  92.1 
Montreal Canada Northeast 91.3 
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2.4 ランキング分析の限界とあやうさ 
 
これまで見てきたようなランキング分析・評価は、各国の産業の「競争力」や「競争力の
要因」について、わかりやすい形での相対比較を可能にするという点で、それなりの有用性
をもつことは否定しない。 

 
しかし、ランキング分析は、そのモデル構造によって順位付けが大きく左右される。言い
過ぎを恐れずに言えば、評価者が恣意的にモデルを構築すれば、その結果として導出される
ランキングの結果を恣意的に左右することすら可能である。ここでは試論として、IMDに
よる競争力ランキングの結果にもとづいていくつかのシミュレーションを行い、前提の置き
方によって異なった結論を導き出し得るという点、よって、ランキング分析の結果は、あく
までひとつの目安として理解するのが適当であって、ランキングの順位の高低に一喜一憂す
る必要はないという点を論証してみることとする。 
 

2.4.1 ＩＭＤランキングの評価方法について 
 
IMD競争力ランキングの評価対象国は２００３年度版では、ＯＥＣＤ加盟国と新興諸国

を合わせて５９の国・地域が対象となっている。評価に用いるデータは２４３項目以上に上
るが、それらは「ハードデータ」と「ソフトデータ」とに大別される。 
「ハードデータ」は、一人あたりＧＤＰなど各国統計、地域統計などを収集した調査対象
国に関する客観的なデータである。 
もう一方は、IMDが実施する「世界競争力調査（World Competitiveness Survey）」によっ
て得られた、調査対象国の企業人へのアンケート調査結果である。この「ソフトデータ」
（以後サーベイデータと呼ぶ）は、回答者の意見や意識が反映された主観的なデータである
ため、あくまで客観的な「ハードデータ」を補完するものとして捉えられている。したがっ
て総合ランキングの算出にあたっては、データの客観性と主観性をバランスさせるため、そ
れぞれの全体の競争力ランキング評価に占める比重は「ハードデータ」が 2/3、サーベイデ
ータが 1/3とされている。 

 
具体的な総合ランキング算出方法は以下の通りである。 
 
Ⅰ 評価項目ごとに標準偏差を計算する。それに基づいて各国の該当項目に関するＳＴＤ

値（偏差値から 50を引いたもの）を算出する。 
Ⅱ 全評価項目のＳＴＤ値を合計する。なおその際に「ハードデータ」に関して 2/3、サ
ーベイデータに関して 1/3のウェイト付けを行う。 

Ⅲ 得られた合計ＳＴＤ値によって「総合ランキング」を作成する。 
 

2.4.2 ＩＭＤランキングの問題点 
 
膨大なデータを元に作成され、大きな注目を浴びるＩＭＤランキングであるが、同時にそ
の評価方法については絶えず議論を呼んでいる。特に問題となるのは、①項目抽出の妥当性、
②ハード：サーベイの加重比率、③人口規模の大きい国と小さい国・先進国と途上国を同列
に比較することの妥当性、などである。 
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 ①についての指摘は多々あるが、例えば、国家の競争力を規定するのに不必要な項目が含
まれているのではないか、また同じような方向性を持つ項目が増えることによって、同方向
性のパフォーマンスが良くない国にとっては必要以上に総合ランキングの値が悪化してしま
うのではないか、などが代表的なものである。 
 ②については、国民性・回答者の心理状態などがアンケート回答を大きく左右する可能性
がある。それゆえに主観的データと客観的データの比率が 1：2では高すぎるのではないか
という指摘もしばしば聞かれる。 
 ③については、2003年度版ではランキングが人口 2000万以上の国・地域とそれ以下の地
域に分別されるという改善が行われたが、いまだにアメリカとオーストラリアでは人口規模
が 10倍以上の開きがあり、また産業構造の大きく異なるインドとアメリカの競争力を同列
に評価してよいのかといった指摘が存在する。 

 
 

2.4.3 国際競争力ランキングのシミュレーション（Ｇ７比較） 
 
以下、上記の問題点を洗い出すために、抽出項目と加重比率を変化させ、対象国をＧ７に
絞った場合の、ランキングを分析したシミュレーションの結果報告を行う。抽出項目の変化
は①に対応、加重比率は②に対応している。さらに、Ｇ７諸国をひとつのグループとして考
えたのは、③の問題点について産業構造などの分類としてより望ましいと考えたからである。 

 
ここでも具体的な再評価手順を以下に説明する。 

 
１．ベースモデルの構築 
 まず、2003年度ＩＭＤランキングを元に、Ｇ7内で各項目についてＳＴＤ値を算出し22、
ハードデータとサーベイデータの加重比率が２：１のＧ7内総合ランキングを作成する。な
お、本来の総合ランキングはＳＴＤ値をウェイト付けして単純合計したものであるが、各国
とも欠損値がある項目がいくつか存在したので、それを排除した加重平均値を用いた。これ
を基本モデルと考える。 
 
２．シミュレーション１） 
次に、ハードデータとサーベイデータの加重比率を１対１ ２対１，３対１，４対１，１
対 0（＝ハードデータのみで見た場合）と、重み付けを変化させた場合の結果を導き出す。 
 
３．シミュレーション２） 
財政赤字が企業の活動に及ぼす影響は必ずしも明確ではなく、また企業に対する政府規制
の強さがその国の「競争力」に悪影響を与える程度も必ずしも明確ではない。そこでベース
モデルから、企業の競争力に対しては間接的な影響を与えるに留まると考えられる「政府部
門の効率性に関する項目（government efficiency ）」を除いてＧ7内総合ランキングを作成す
る。その上でハード：サーベイの加重比率を１対１ ２対１，３対１，４対１，１対 0、と変
化させた場合の結果を導き出す。 
 
４．シミュレーション３） 

                                                 
22Ｇ７内のある国で欠損値がある項目に関しては、オリジナルのＩＭＤランキング評価法では欠
損値をとして取り扱っているが、統計学的にはより望ましい結果を導出する観点から、データが
存在する国だけで当該項目の標準偏差・平均を計算しＳＴＤ値を導出した。また、低い方が望ま
しい項目に関しては、STD 値にマイナス１倍を乗ずるという操作を、ここでは行っている。 
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 日本人の回答傾向として、悲観的・抑制的な回答傾向が想定されるサーべイデータ該当全
項目に関して、その結果を補修する趣旨から日本の回答を２割向上させた場合Ｇ7ランキン
グの作成23する。その上で、ハード：サーベイの加重比率を１対１ ２対１，３対１，４対１，
１対 0、と変化させた場合の結果を導き出す。 

 
５．シミュレーション４） 
  最後に、上記のシミュレーション②、③、④をミックスしたＧ7 ランキングを作成し24、
その上で、ハード：サーベイの加重比率を１対１ ２対１，３対１，４対１，１対 0、と変化
させた場合の結果を導き出す。 

 
なお、シミュレーション１）は前項目で指摘した問題点の②を、シミュレーション２）は

問題点の①と②を同時に、シミュレーション３）は問題点の①を重点的に、シミュレーショ
ン４）は上記の問題点を一括して、検証することを目的としたものである。 
 
 

2.4.4 シミュレーションの結果分析 
 
2003年度のＩＭＤオリジナル・ランキングＧ７各国の順位は、人口 2000万人以上の国・
地域のカテゴリーにおいて、アメリカが１位、カナダが３位、ドイツが５位、イギリスが７
位、フランスが８位、日本が１１位、イタリアが１７位である。よって、オリジナル・ラン
キングにおける G7諸国の順位は、以下の通りとなる。 

 
  第 1位 アメリカ 
  第 2位 カナダ 
  第 3位 ドイツ 
  第 4位 イギリス 
  第 5位 フランス 
  第 6位 日本 
  第 7位 イタリア 
 
これに対して、以下の図は、上記のベースモデルおよび各シミュレーション分析の結果を

表したものである。 

                                                 
23 具体的には IMD 報告書における factorⅡの全項目(2..01 から 2.5.13)を含む。 
24  サーベイデータに関しては全て値が０から１０までであると考えられる。日本に関しては全
ての値を２割増加させても１０を超えることはなかった。 
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【ベースモデルとシミュレーション１の結果】 

 
図 3 ベースモデルとシミュレーション１）の結果 
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図３において、点線の枠に示された順位がベースモデルの結果である。ここで注意すべき
は、オリジナルのＩＭＤランキングでは、イギリス（全体７位）がフランス（全体８位）を
上回るが、ここでの再評価におけるＧ７内ランキング（グラフ１のデータ加重比率 2:1のラ
ンキング）ではフランスがイギリスを上回る。理由は、サンプルの数によって標準偏差の値
が変化するので、これがオリジナルとＧ７内の各項目のＳＴＤ値に違いをもたらしているか
らであろう。 

 
次に、シミュレーション１）によって、ハードデータとサーベイデータの各比率を、サー
ベイデータの比重を変化させて加重を行ったところ、グラフ全体を見れば一目瞭然であるが、
アメリカとイタリアを除いて、各国の順位が変動している。特にカナダと日本の動きは対照
的である。つまり、アンケート結果であるサーベイデータの加重比率が下がるほど、カナダ
の得点が下がり日本の得点が上昇している。すなわち、サーベイデータを考慮しない 1:0の
場合には、日本は G7各国の中でのランキングは第 2位に踊り出る一方、サーベイでかなり
の得点を稼いでいるカナダは、サーベイをまったく評価しない 1対０で計算した時のパフォ
ーマンス悪化は日本より激しく、Ｇ７内 3位に順位を下げている。 

 
これは、カナダのアンケート回答者が自国経済に対して肯定的・楽観的な評価をしている
のに対して、日本の回答者は否定的・悲観的な評価をしていることを示唆している。 
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【シミュレーション２の結果】 
 

図 ４ シミュレーション２の結果 
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シミュレーション２）の結果は上図の通りである。 
ここでのベースモデルは、前記の分析と同様に加重比率が２対１の場合である。ここでの
特色は、日本はオリジナルのランキングにおいてはＧ７の中で７ヶ国中６位であるのに、ベ
ースモデルの２対１の時でも４位に上昇していることである。すなわち企業の競争力との相
関が厳密な意味では検証されていない「政府の効率性指標」が、日本の競争力ランキングの
位置を引き下げる要因であったことがわかる。 
一方イギリスは、Ｇ７の中でも、日本に抜かれて第 5位に転落する。これは行政改革で評
価を受けているイギリスは、「政府の効率性指標」該当項目でかなりの得点を稼ぐとともに、
逆に日本はこの諸項目のために不利になっているということが示されている。 
また、データの加重比率の操作結果を見てみると、グラフ上のヨコの動きで明らかなよう
に、サーベイデータの加重比率が下がるほど、カナダの得点が下がり日本の得点が上昇して
いるというシミュレーション１）と同じ結果が観察できる。これは、実は「政府の効率性指
標」の該当項目の多くがサーベイデータ（全 60項目中 42 項目）であるので、シミュレーシ
ョン１）の結果の方向性がさらに推し進められたためであると考えられる。 
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【シミュレーション３の結果】 
 

図 ５ シミュレーション３）の結果 
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上の図からわかることは、日本のアンケート回答者が回答を２０％向上させることによっ
て、日本のパフォーマンスが大きく向上するということである。その結果、6位であった日
本は、第 3位となっている。またサーベイデータを全くカウントしない 1:0のケースよりも、
ハードデータとサーベイデータを 2:1の比率で見た場合の方が、G７内の順位は第 3位であ
るものの、STD値で見たときの日本のパフォーマンスは向上している。 
これから見ても、オリジナル・ランキングの算出において、サーベイ・データの持つイン
パクトが相当に大きいことが明らかに読み取れる。 
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【シミュレーション４の結果】 
 

図 ６ シミュレーション４）の結果 

①government effciency該当項目を除き、②サーベイに関して日本と回答を２
０％向上させた場合のＧ７比較
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 上図は、シミュレーション４）の結果である。これはシミュレーション２）と３）のミ
ックスであるが、これまで確認されてきた結果が強調される結果を読み取ることができる。
すなわち、日本のポジションは、オリジナル・ランキングにおける第 6位から大きく改善し、
アメリカに次ぐ「競争優位」を持つ国という結果が示されている。 
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2.5 本章のまとめ 
 
各種の「競争力」ランキング分析・評価は、各国の産業の「競争力」や「競争力の要因」
について、数値データが示されたり、国の間での相対比較が行いやすくなるなど、一定の有
用性は確認できる。 
しかし、上記の IMDのランキングデータに基づいたシミュレーションの結果全体から明
らかなように、アメリカとイタリア（Ｇ7内で一貫して第 1位および第 7位）を除いて、モ
デルの前提を変更、操作することによって順位が大きく変動するということが明らかになっ
た。特に、サーベイデータに関しては、現在の経済状態に対する楽観・悲観的な感情が、自
国の政治・経済に対する過大・過小評価をもたらし、ランキングに影響を与えている可能性
があることが示唆されている。 

 
IMDによる国家の国際競争力ランキングの評価基準は常に議論を呼ぶものであった。そ
してそれに答える形で評価項目が毎年増加してきたのであるのだが、最新版をもってしても、
「競争力ランキング」上の順位は「真の実力」を反映しているとは言い難いであろう。よっ
て、あくまでさまざまな評価の一つの結果としてみるべきであって、総合ランキング指標上
の順位に一喜一憂する必要はない。 
むしろ、これらの競争力ランキングは、そのランキング算出の基礎データとなった各項目
についての定点観測のデータベースとして理解し、その経年変化の要因を分析するのに用い
るのが、適切な活用方法であると思われる。 

 
次章においては、歴史的にも、ランキング調査等においても明瞭な定義が与えられてこな
かった「競争力」という概念について、その意味について再検討、再構築を行うこととする。 
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第 3 章 概念分析 
 
第 1 章で分析したような歴史的な文脈においても「競争力」という語には、確立した定義
が与えられないまま言及されてきていた。また第 2章で確認したように、各種のランキング
分析も、「競争力」にプラスと思われる要因を総合化しようという試みに過ぎず、「競争
力」の概念におけるコアは何かという点は、まだ明らかにされてきていない。 
 
 そこで本章では、意味論的なアプローチから、「競争力」という概念について、本質的な
要素を分析するとともに、「競争力」という概念を活用して政策分析あるいは提言を行う際
に認識すべき留意点を明確化することにしよう。 
 

3.1 ヤングレポートにおける「国の競争力」概念 
 
「競争力」を語る際にいわゆるヤング・レポートは避けて通れない文献であるが、そこに
おいては、「競争力」という概念は以下のように定義されている。 
 

◆「国が、実質所得の維持または増加をもたらしつつ、自由で公正な市場条件の下
で、国際市場の基準に耐えうる財やサービスを作り出す能力」 

 
 実はこの定義には、いくつかの要素、意味を読み取ることができる。それを以下、順次、
点検していくことにする。25 
 
 【第 1の側面】価格競争力 
 
第 1 の側面は、実質所得の維持・拡大に関係するものである。 
ある財・サービスの価格が低ければ、それは市場において「価格競争力」を有することは

言うまでもない。ここで製品価格は、以下の要素に分解して考えることができる。 
 

◆製品価格（円/単位）＝ 労働生産性（人／単位）×賃金（円／人） 
 
つまり、製品価格の水準は、労働生産性と賃金の水準によって決定される。ここで重要な

点は、労働生産性が上昇すれば、それは賃金の上昇につながり、それによって相対的に生産
性が高い産業が残り、相対的に低生産性の産業が淘汰されていく。これによって平均生産性
が上昇するという循環が生じるという点である。すなわち、価格競争力は、貿易および時間
の経過にともなって、変化するということに留意が必要である。 
 

 【第２の側面】自由で公正な市場条件 
 
この語句が入ることによって、ヤングレポートの定義には、独占による経済厚生の低下等、

市場のゆがみを前提としないという意図が盛り込まれている。逆に言えば、国際貿易の市場
にある種のレントが存在しうるということが想定されている。ただし、どのようにして自由
で公正な市場条件が実現されるかという手段の問題は、また別の政策判断の問題となる。 

                                                 
25 ここでの分析は、主として永田雅啓氏との検討会での指摘による（資料編参照） 
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3.2 経済学者の議論に見る「競争力」概念 
 
 また 1980 年代から 1990 年代にかけて、ヤングレポートの定義を含めて、さまざまな論者
が様々な意味で「競争力」を議論し、「米国産業の競争力」が当局や有識者の関心を集めて
いた頃、経済学者の間でも「競争力」をめぐって論争が行われていた。以下、その大要につ
いて、ポーター、タイソン、クルーグマンの代表的な論考をレビューすることを通じて確認
することとしよう。 
 

3.2.1 Ｍ．ポーターによる議論 
 
 「国家の競争優位」は、マイケル・E. ポーターの代表的な著作であるが、ここでは本書
の議論を通じて、ポーターによる「競争力」概念のイメージを分析してみる。26 

●国家の競争力ならびに「産業の競争力」の定義（主体）について 

 
 「国家の競争力」について、ポーターは、あやふやな概念であると評する一方、「国のレ
ベルでの競争力という唯一意味のあるコンセプトは、国の生産性である」27と述べられてい
る。つまり国の生産性こそが国家の競争力であると考えているといってよい。 
 生産性とは、「労働力または資本の一単位によって生産される製品の価値」と、ポーター
は定義している。さらに「生活水準の上昇は、国内企業が高水準の生産性を達成し、長期に
わたって生産性を増加できるかにかかっている。私の課題は、なぜこれが起こるのかを理解
することである。」28と述べている。 
 そして、「国レベルでの競争力を説明しようとすると、誤った質問に答えを出すことにな
る（中略）答えを見つけるのには、経済全体に目を向けるのではなく、個々の産業と産業内
セグメントに注目しなければならない。（中略）我々の目的である中心課題に対しては、特
定の産業レベルのみで十分に理解できるのである」29 と述べている。他の文脈において産業
内の企業間競争の重要性を主張していることを合わせて考えれば、ポーターの理解では、競
争力を有する（有すべき）存在とは「企業の集まりである産業」であると考えられる。換言
すれば国が競争力を有するかどうかは高い生産力を有し、外国のライバルとうまく競争でき
る産業が“国内に存在しているか”にかかっていると言える。 

 
 以上から、ポーターは国家の競争力確立の流れを以下のように考えているといえる。 

                                                 
26  ここでは、研究上の一つの方法論として、この著作における主張をもとに分析を進めるが、
この著作の議論がポーターの現在の理解であったり、またポーターによる概念理解のすべてであ
るとは限らない。これは以下の経済学者の論考の分析においても同様であるので留意されたい。 
27 Porter,1990 （邦訳）マイケル・E. ポーター「国家の競争優位」 ダイヤモンド社 1992 年 
11p  
28 前掲書 11p 
29 前掲書 15p 
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企業の国際競争力の確立 
    ↓ 
産業の国際競争力の確立 

       ↓ 
  国家の国際競争力の確立 

 

●それら主体は、「何をめぐって競争」しているのか 

 
 「何をめぐる競争」なのかについては、本書においては明示されていない。しかし、「い
ま、やるべき中心の仕事は、ある国の企業が特定セグメントや特定産業において、外国のラ
イバルとうまく競争できる理由を説明することである。国際競争とは、輸出および活動の一
部を外国で行うことである。（中略）ここで成功すると、生産性の高水準が確保できると同
時に、生産性上昇を持続できる。（中略）競争に成功するためには、企業は他国のライバル
より低いコストか、プレミアム価格で売れる差別化製品の形で競争優位を保持しなければな
らない。」30という議論、および産業の競争力の定義（後述）から推察するに、ある産業に
属する企業が、グローバルな市場において、一定のマーケットシェア・利潤を維持または拡
大することを目標にして競争を行っていると解釈するのが妥当だと思われる。 
 

●「競争力のあり/なし」は何によって測定/判断されるのか 
 
 これについては、「ある産業の世界輸出に占めるシェアが国の平均シェアより高く、その
産業の貿易バランスが黒字であり、その他の条件を満たしていると、その産業には競争力が
あると断定した。」としている。31  
 
●競争力向上の要因は何か 
  
 いわゆるダイヤモンドモデルの説明になる。競争優位を変化させるイノベーションの最も
典型的な原因として、ポーターは次の５つを挙げている。①新しい技術、②新しいないし変
化する買い手のニーズ、③新しい産業セグメントの出現、④原材料コストまたはその入手可
能性の変化、⑤政府規制の変化、である。 
 さらに彼は、産業の国際競争力を確立するためには国家の競争環境が重要であると述べ、
その環境モデルとして、産業クラスターモデル（ダイヤモンドモデル）を提示している。こ
のモデルは、国際競争力を有する産業が育まれる6つの要素と要素間の連結性を表すもので
ある。 
具体的には、以下の図が示す通り、Factor Conditions（以下、要素条件）・Demand 
Conditions（以下、需要条件）・Firm Strategy、Structure（以下、企業の戦略、構造及び
ライバル間の競争）・Related and Supporting Industries（以下、関連・支援産業）とい
う4大要素と、それを補完するGovernment（以下、政府）・Chance（以下、機会）という2つ
の要素を合わせた6つの要素から構成されている。 
 
 
 

                                                 
30 前掲書 16p 
31 前掲書 P541 の原注(55)より 
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1 要素条件 
 具体的には人的資源、物質資源、知識資源、資本、インフラストラクチャーに分
類される。そして、これらの要素の質、量、配置、個々の要素の組み合わせパター
ンによって、企業によるイノベーションの創出や改善が行われる環境が構築される。 
2 需要条件 
国内需要の構成、国内需要の大きさと成長パターン、国内の嗜好が海外市場へと
移行されるメカニズムの 3つの特性からなる。 
国内需要の構成を例に挙げると、国内の需要者の製品あるいはサービスに対する
要求水準が高い場合、企業は国内の需要者の圧力を受けて、イノベーションや改善
に努力を向けるようになる。また、要求水準の高い需要者を国内に抱えることによ
って、企業は新しいニーズを認識し、開発過程において密接に連携することによっ
て、需要者のニーズを的確に把握することができる。 
3 関連・支援産業 
企業のイノベーションは改善の促進に影響を与える。競争力のある関連・支援産
業が国内に存在する場合、企業は関連・支援企業から新しいアイデア・生産方法・
技術、市場の方向性について情報を収集することができる。つまり、関連・支援産
業と情報交換を密接に行うことで、産業全体でのイノベーションや改善へと進展す
る。 
4 企業の戦略、構造及びライバル間の競争 
 ある産業における企業の目標と組織構造、業界の経営慣行と取引慣行が企業の戦
略構築、組織構造、ライバル企業間の競争パターンに影響を及ぼす中でイノベーシ
ョンや改善が進展していく。 

 
図 ７ ポーターのダイヤモンドモデル（産業クラスターモデル）32 
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構造及びライ
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需要条件 
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 48

 
32 Michael Porter, THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF NATIONSの P.127より抜粋 



（出所） 
  

 これらの 4大要素、すなわち要素条件、需要条件、企業の戦略、構造及びライバル間の競
争、関連・支援産業に政府と機会を加えた 6つの要素が影響を及ぼし合い、有機的に連結す
ることで企業の競争環境が整備される。好ましい企業の競争環境が企業にイノベーションや
改善の機会を与え、さらに企業のイノベーションや改善が産業界のイノベーションや改善を
促進し、企業の国際競争力の確立→産業の国際競争力の確立→国家の国際競争力の確立へと
発展していく。 
 そして、6つの要素が有機的に連結する上で重要になってくるのが、クラスターの概念で
ある。ポーターは、クラスターを特定分野における関連企業、専門性の高い供給業者、サー
ビス提供者、関連業界に属する企業、関連機関（大学、規格団体、業界団体等）が地理的に
集中し、競争しつつ同時に協力している状態と定義している。そして、クラスターが 4大要
素の影響をより強める働きを持っていると述べている。彼によると、クラスターが 4大要素
の影響をより強めるのは、地理的に近接していることにより、個々の要素が相互強化され、
イノベーションと改善が促進されるからである。 
 
●どのような政策措置を推奨しているのか 
 
 これに対する詳細な説明は省略するが、国別（政治経済状態による違い）によってなすべ
き政策は違うと述べられている点は、指摘しておきたい。 
 なおポーターは、政府が果たすべき役割の存在を否定してはいないが、決定的なものでは
なく、往々にして政府は失敗を起こすと主張している。具体的には、「国の優位の決定要因
がもともと存在し、政府がそれを強化するような産業において、政府の政策は成功する。政
府は、競争優位を手に出来る見込みを早めたり強化したり（その逆もあるが）出来るけれど
も、優位そのものを創造する力は無いように思われる。」33と述べている。 
  
 

3.2.2 Ｐ．クルーグマンによる議論 
 
「競争力」という概念のはらむ危険性について指摘し、フォーリン・アフェアーズ誌上で
論争を繰り広げたのが、ＭＩＴのクルーグマンである。以下、ここで、彼の主張を要約しな
がら、彼の認識する「競争力」について、分析することとしよう。34 
 
●「競争力」という仮説 
 
 “世界の各国が「グローバル市場で競争を繰り広げている大企業のように」競争している。
各国が現在、直面している経済問題は要するに世界市場での競争をめぐる問題である”とい
うクリントン大統領の言明が、一般に流通している代表的な見方であるとする。 
 
●「競争力」に関する懸念は、実証的に見て、殆ど根拠がない。 
 
① 「市場における企業間競争のように見る代表的な定義づけ」に対して 

                                                 
33  前掲書 190p  
34 Krugman et.al,1994 (邦訳)P．クルーグマン(1997) “競争力という危険な幻想/反論に答え
る” 「良い経済学、悪い経済学」による 
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 国の競争力を判断するのは、企業の競争力を判断するときほど簡単ではない。企業の業績
は、損益計算書を見れば判断できる。企業に競争力がないというのは、市場での地位を維持
できないという意味であり、業績を改善しなければ、存続できなくなる。これに対して、国
家は存続できなくなるわけではない。貿易収支が企業の当期損益に当たるものであり、これ
を国家の競争力とみなすという単純な見方をすることも出来る。しかし貿易黒字がその国の
強さを示すこともあるし、赤字がその国の強さを示すこともある、とクルーグマンは反論す
る。 
 
② 他の定義づけ その１： 競争力を「国際競争の試練に耐えられる財とサービスを生み出しなが

ら、国民の生活水準を向上させ、維持できる能力」とするもの。 
 
しかし、クルーグマンはこの定義に対しても内実がないと非難している。つまり、国民の
生活水準に対して、国内経済の成長の影響よりも、交易条件悪化の影響の方が大きく作用す
る場合は、「競争力」は確かに国際競争に関係してくると推定できる。しかし、実証的に見
ると日米欧の過去のデータから示すに、生活水準の向上率は、競争相手国との生産性の伸び
率の違いではなく、国内生産性の伸びとほぼ均しくなっている点を指摘する。 
 
 相互依存か進んでいる中でどうしてそんなことが起こりうるのであろうかという理由につ
いて、彼は２つの想定解を提示する。すなわち、(1)考えられているほど相互依存が進んで
いないのではないか。例えば、アメリカですら、輸出総額は GNP の１０パーセントに過ぎな
い。(2)企業と企業が競争するようには、国と国は競争していない。つまり貿易はゼロサム
ゲームではない、という点である。 
 
以上、②の要約されたクルーグマンの主張は以下のようになる。 
 
「理論上、競争力が問題になることはありうるが、実際の問題としては、世界の主要国は
現在、影響を与えるほどの規模で経済競争を行っているわけではない。当然ながら、地位や
力をめぐる競争は常にあり、人々の興味をひき、経済成長率が高い国は国際政治の中で地位
が向上していく。しかし日本が経済成長をする場合、アメリカの地位が低下するというのと
は全く違う。そして、競争力という言葉で主張されているのは、後者なのである」 

 
 
 また、彼は最近の経済理論である戦略的通商政策の理論35が、競争力を重視する見方をさせてい

ると述べている。しかし、最近の調査の結果からは、ⅰ戦略的に支援すべき産業を選び出すことも、

支援の形態と水準を判断することもきわめて難しい、ⅱそれが成功を収めたとしても、その効果は

かなり小さい、ことが分かったと述べている。 

 

③他の定義づけ その２： 競争力を、国際競争とは何の関係もなく単に「生産性」を維持する表現

として使うもの 
 

 これに対しても、的外れであり、さらに生産性を主張する論者の多くがずさんな計算を行っていると

クルーグマンは批判している。 

 

ⅰ レスター・サローへの批判 ………  計算のつじつまが合わない 

                                                 
35 市場の不完全性、不完全性情報などを前提にした貿易論で、しばしばゲーム理論が応用される。上記の前
提がある場合には政府の介入が正当化される場合がある。『戦略的通商理論』、クルーグマン編・高中公男
訳、文真堂、１９９５年、『産業政策の経済分析』、伊藤元重編、等を参照のこと 
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ⅱメージャー前首相の演説への批判 ……… イギリスの労働コストが日米に対して高いことを

主張していたが、各国共通の通貨建てに換算していない。実は、為替レートで調整すると

英の労働コストは決して割高ではない。 

ⅲアイラ・マガジナーとロバート・ライシュへの批判 

産業政策の根拠として「アメリカ国民の生活水準が向上するのは資本と労働力が労働者

一人当たりの付加価値の高い産業に流入していき、これらの産業でアメリカが競争相手

をしのぐ位置を維持できたときだけである。」と述べているが、これも以下のように批判して

いる。 
 
 その上で、クルーグマンは、アメリカで労働者一人当たりの付加価値が高いのは、実のと
ころ、タバコ・石油精製のように資本集約性が高い産業であることが分かる。しかしこうし
た産業では、一般に資本一単位あたりの付加価値は逆に低くなっている。全ての面ですばら
しい産業などありえないと結論付けている。 

 
３ それにもかかわらずなぜ「競争力」がもてはやされるのか？ 
 
 その理由として、クルーグマンは、以下の３点を挙げている。 
 

①競争は興奮を呼び、興奮があれば人々は飛びつく 
②アメリカ経済がぶつかっている問題は国際競争に負けている結果だと考えると、
問題の解決が容易なように見えてくる。 
③競争力の比喩が政治的に極めて好都合であることに気づいた政治家が多い。 

  
 
４ 競争力にこだわるのは間違いであるというだけでなく、危険であり、国内政策をゆがめ、国際経

済システムを脅しかねない。 
 
 この主張の根拠は、具体的には、以下の通りである。 
 

①「アメリカの競争力を高める」とされる産業に、財政資金が無駄遣いされる危険性
がある。 
②保護主義と貿易戦争を招きかねない。 
③幅広い重要な政策がゆがみかねない。 
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3.2.3 本節のまとめ：「競争力」をめぐる多様な見解 
 
国の競争力については様々な議論がなされているものの、「競争力」という概念そのもの

に対して、決定打ともいえる定義は与えられてこなかった。さらには、学者の間でも、国の
競争力に関して統一的な見解はみられない。この点にに関連し、ポーターの理解とクルーグ
マンの理解を対比させると以下のとおりとなる。 
 

表１０：国家の競争に関する主な主張 

 
主な論者 競争力の定義 競争力の決定要因 
①ポーター 
 

国家レベルの競争力とは、国の生産
性というコンセプトに基づくもの
で、生活水準の上昇は国内の企業が
高水準の生産性を達成し、長期間に
わたって生産性を増加できるかどう
か、ということである。 

国家の競争力を決定する要因は４つあ
るとしている。一つ目は要素条件36。
二つ目は需要条件。三つ目は関連･支
援産業。四つめは企業の戦略･構造及
びライバル間競争である。これら４つ
の要因に「チャンス」と「政府」が影
響を与え、国家の競争力を決定してい
く。 

②クルーグマン 
 

国家も企業と同様に世界市場で競争
しているかのように競争力の用語を
使うことは国の経済政策を歪めるた
め、競争力は国家について論じるべ
きではない。 

そもそも国家の競争力自体について論
じるべきではない。 

 
 ①国家の競争力について、有力で包括的な研究結果の一つはポーターであるが、彼は国家
の競争力の定義には一定のコンセンサスが得られていない現状を踏まえた上で、上表のよう
な競争力の定義づけをおこなっている。 
 
 ②クルーグマンは、国家も企業と同様に世界市場で競争しているかのように競争力の用語
を使うことは国の経済政策を歪めるという点を警告し、経済政策の対象は世界市場で競争す
る商品よりも各国独自の国内消費の財とサービスにあるという事実を指摘している。同時に
クルーグマンは「競争力の魅力」を指摘して、この表現が読者に訴える詩的な力についても
説明している。つまり、競争力は概念的には曖昧で、統計データの使用を誤らせる用語と見
なしている。 
 
 
 以上の議論をふまえて、本調査は、少なくとも建設的な政策論議をミスリードしないよう
な形で「競争力」という概念に定義が与え得るかどうか、次章において検討を試みる。 

                                                 
36 ここでいう要素条件とは人的資源、知的資源、インフラストラクチャーを指し、国家競争力を決める

要因の一つとして人的資源、つまり知的に高度な訓練を受けた人材（研究者、エンジニアなど）の育

成が国家競争力の向上につながるとしている。国家の競争力を高めていくためには、国民全体の教

育水準を上げるとともに、それぞれの分野（エンジニア、経営など）に必要かつ高度な知的訓練を受

けた人材を教育により増やしていくことが必要である。 
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3.3 「競争力」概念の再構成： その要素と構造 
 
これまで主に経済政策をめぐる文脈において、「競争力」という語句が頻繁に使用されて
いる点、同じ「競争力」という語に各人各様の意味を与えている点は、すでに見た通りであ
る。また、「競争力」について、各人各様の意味がありながら、同じ語句を使用することに
よって、実際に論争が生じている事実も、前節の分析によって明らかになった。 
 
端的に言って、これは望ましい事態ではない。新規の技術開発の促進を含め、我が国の産
業を支援していくための政策論議において、最も基本的なところで認識のギャップが存在す
れば、それは建設的な意見交換、政策論議を進める上で、看過しがたいコミュニケーション
の阻害要因となるからである。 
 
そこで本節では、原初的なレベルに立ち返って、「競争力」という概念の意味するものを
分析してみることにしよう。 
 

3.3.1 定義分析の前提としての暫定的定義 
 
一般に競争力というと、「国際競争力」「経済競争力」「産業競争力」「企業の価格競争
力」等の語句が、相互互換的に使われることが多い。また前節までの分析で明らかになった
ように、歴史的文脈においても、「競争力」について定説とまでいえるような定義は未だに
与えられているとはいえない。 
 
本報告書においても、これまで特に定義を与えずに「競争力」という語を用いてきた。以
下、競争力の概念の真の意味を分析していくわけであるが、その出発点として「競争力」と
いう語について、特に断り書きのない限り、 
 
「（行為主体間における何らかの）競争において優位に立つことを可能にする要素」 
 
という定義を暫定的に与えておくことにする。 
 
競争がある行為主体間の「争い」として成立する以上、これから行う定義分析へのアプロ
ーチとして、主体を特定して分析を始めることが有用である。以下の分析では： 
 
 ①企業のレベル・・・企業間競争 
 ②産業のレベル・・・産業間競争 
 ③地域のレベル・・・地域間競争 
 ④国家のレベル・・・国家間競争 
 
 にわけて考えて、それぞれのレベルにおける競争力について、その要素と構造に還元して
いくこととしよう。 
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3.3.2 「企業の競争力」の基本構造 
 

図 ８ 「企業の競争力」の基本構造 

「競争」と「競争力」の基本構造
A）企業レベル

A社　 B社（＝A社の同業他社）
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人材力

 
 
■行為主体は何か？ 
 
当然のことながら、行為主体は、市場で競争を繰り広げる「企業」である。ここで言う市
場とは、経済のグローバル化の進展を考えると、国内市場をふくむ世界市場として考えるこ
とが妥当である。 
 
■行為主体の目的は何か？ 
 
企業は、営利組織であり、その行動目的は利益の最大化として理解することができる。 
実際の企業行動は、利益の極大化のほか、市場における占有率（シェア）の最大化を目指
した行動をとることがありうるが、それはあくまで長期あるいは短期の利益の拡大に資する
限りにおいて正当化される行動であり、利益最大化の手段として位置づけられるべきもので
ある。 
 
■行為主体の間で、何をめぐって競争が存在するか？ 
 
上記の図の通り、企業間競争には、２つの側面がある。１つは、同業他社を直接の競争相
手とした、市場におけるポジションをめぐる競争である。競争の勝敗は、ある製品もしくは
サービス市場における市場占有率（シェア）として観測できる。 
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ここで言う占有率の観測単位は、数量ベース（ある企業の製品Ａの売上数／市場における
製品Ａの販売総数）もしくは金額ベース（ある企業の製品Ａの売上高／市場における製品Ａ
の販売総額）のいずれかになる。 
 
２つめの意味における「競争」は、外部投資家からの投資の獲得競争である。ただしこの
競争は、１つめの市場シェアをめぐる競争とは異なり、競争相手は同業他社とは限らず、投
資家からの投資を仰ぎたいと考えるすべての企業が競争相手ということになる。 
なお、この意味における競争は、すべての企業が外部からの投資を必要としている訳では
ないこと、また利益の最大化という企業目的に照らせば投資資金の獲得はその手段として考
えられることから、１つめの意味の企業間競争にくらべれば、副次的な位置づけに留まると
いえる。 
 
 ■「競争力」に寄与する要因は何か？ 
 
ある製品が市場において顧客から支持されるためには、当該製品の「価格が安い」、「質
が高い」のいずれか、およびその両方であると考えられる。ここで、前者を追求する戦略を
効率化、後者を追及する差別化と呼ぶことにする。 
効率化の路線を追求する、すなわち利幅を小さくすることなしに製品価格の引き下げに対
応するには、製造原価を引き下げる必要がある。第 2章で見たように、コスト要因には様々
なものがあるが、ここでその代表的なものとして、人件費、設備・資材、租税公課等を挙げ
ておこう。 
さて、これらをインプットとして、製品がアウトプットされるわけであるが、その製造プ
ロセスの変換効率をいかにして高められるかは、それぞれの企業の能力、力量に負う。これ
を「コストカット能力」と呼んでみたい。各企業のコストカット能力に寄与する要因は複合
的であるが、目標を管理し、組織をリードする「経営力」、目標を実現していく個人および
組織の力の総体としての「人材力」、製造プロセスにおける「技術力」が大きな要因であろ
うと推察される。 
 一方、比較的高価格であっても、その質の高さ、付加価値の高さで勝負しようというのが、
差別化路線である。この戦略を主に採用しようとすれば、ニッチ市場で確実な市場ポジショ
ンを築くこと、他者が容易には模倣できないような製品の「技術力」を高めることが求めら
れることになる。 
 
 
 次に、複数の企業の集合体によって形成される「産業」のステージを分析してみよう。 
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3.3.3 産業の競争力の基本構造 
 

図９ 産業の競争力の基本構造 
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■行為主体は何か？ 
 
「産業」とは、辞書的定義では、「人間生活に必要な商品・サービスの生産・提供を行う
ためのさまざまな経済活動。また、業態の似かよった各活動分野の単位」である。各種の統
計では、農林水産業、鉱工業、運輸、金融、商業、サービス業という大分類から始まっ
て、製品・サービスの類似性に基づいて、分類項目が細分化される。 
ここで留意が必要なのは、統計上の「産業」とは、あくまでも製品・サービスの市場規模
や、その生産に関わる雇用の大きさ等を測定、分析するための単位にすぎず、ある「産業」
の動向を統一的に制御する行為主体は存在しないということである。同様に、「化学産業」
という概念も、あくまで統計的な認識上の単位であり、単位の区分は分析者もしくは統計の
作成者の恣意的な裁量の範囲内にあるということである。 
 換言すれば、「産業」という概念は、統計における分類単位としては重要であり、また生
産規模を数量ベースで把握し、どの産業が成長あるいは衰退してきたかを数値で検証、観測
する上では有用であるが、主な意義はその限りに留まる。比喩を用いて言えば、診断には重
要な概念であるが、治療やリハビリには必ずしも有用ではない概念だということである。 
 
■行為主体の目的は何か？ 
 
実態として、「産業」は、同種・同類の製品やサービスを供給する企業の集合体、もしく
はネットワーク組織であるが、上記で述べたように、統一的な行為主体が存在しない以上、
「ある産業の目的」なる概念は成立し難い。同様に、ある産業における企業間に共通の利害
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の存在があるかどうかについても、護送船団行政が終焉し、同業他社間での競争が激烈にな
っている現在では、先験的に特定することは難しい。 
 
■行為主体の間で、何をめぐって競争が存在するか？ 
  
 「ある産業」の中にある企業間の関係も、複雑である。上記の図で説明を試みれば、携帯
電話機器の製品をめぐって、Ａ社とＢ社は極めて厳しい競合関係にある。ただし、この両者
であっても、その他の競合企業に対抗するために、戦略的な提携関係を構築したり、ある場
合には合併してしまうかもしれない。そのような意味で、Ａ社とＢ社の競合関係は、実は固
定的なものではない。 
さらに、携帯電話機器産業に部品を供給する立場にある半導体製造産業の企業であるＣ社
は、部材供給という役割を担うことからＡ社、Ｂ社とも、協調的な関係を構築しうる。また
Ｃ社は、同業他社であるＤ社とは、熾烈な競争を演じている。同様な構図は、半導体製造企
業に対して半導体製造装置を供給するＥ社についてもあてはまる。 
ただし昨今では、協力企業間であっても、製造技術や製造ノウハウの流出を恐れ、協力関
係を制限するという企業行動が報告されていることを指摘しておこう。例えば、ある種の製
造機械を納入した業者であっても、その補修・改造が必要になった場合、その変更点がノウ
ハウそのものであるため、納入業者経由で競合他社にノウハウが流出することを防止するた
め、意図的に異なる業者に発注するというような事例がある。 
 
上記に述べてきたことから言えるのは、「日本の輸送機械産業が、外国の輸送機械産業と
競争している」という表現は、おそらく無意味だということになる。そこで述べられている
事象は、実態としては、日本の輸送機械企業（群）と外国の輸送機械企業（群）との市場競
争があると述べているに過ぎず、単なる「企業の競争力」と呼ぶべきところを「産業の競争
力」と読み替えることによって、その企業群の中に共通の利益があるかのように読み手に錯
覚を抱かせる点で、ミスリーディングな表現である。 
産業の「間」に、顧客の争奪戦、すなわち市場競争が存在するとすれば、上記のような意
味においてではない。すなわち、東京・大阪間での交通移動をめぐって、鉄道輸送産業と旅
客機輸送産業が競合するような場合、あるいは情報の伝達において紙ベースの文書を物理的
に伝達する郵便宅配便産業と電子情報によって送達する情報通信サービス産業とが競合する
場合など、顧客のニーズに対応する製品・サービスが複数あって、異業種間で競合関係があ
るような場合に限られるであろう（重ねていえば、同種同業間の場合なら、それは産業間の
競争ではなく、企業間の競争と呼ぶべきである）。 
 
 ■「競争力」に寄与する要因は何か？ 
 
「産業の競争力」が、実は「企業の競争力」の言い換えに過ぎない部分が大きいこと、ま
たある産業における企業間に共通の利害の存在があるかどうかについて先験的に特定するこ
とは難しいことから、「産業の競争力」に寄与する「要因」は、かなりのケースにおいて企
業の競争力に寄与する要因を議論すればよいということになる。 
その重要な例外として考えられるのは、産業クラスターが形成されている場合である。東
京都大田区や大阪府東大阪市の製造企業の集積は、その代表的な事例である。つまり関連企
業や支援産業が地理的に近接立地することで、公式・非公式の企業間ネットワークにおける
情報の流通、人材の流通を通じ、取引費用が低下し、企業の価格競争力にプラスの効果が表
れてくる。実際、シャープは液晶工場の建設を検討していた時、韓国政府の関係者から一定
期間の法人税免除を誘致条件として提示されたが、開発と生産の一体運営を重視し、三重県
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を立地先として決定した37。このようなモノづくり企業の国内回帰は、市場との近接、関連
企業間や企業内の機能間との近接を重視することが背景となっている。 
このようなネットワーク組織は、個別の企業の競争力の向上に寄与する重要な要因である

が、その存在は典型的な外部性として理解できる（すなわち、市場メカニズムによって形成
されるというより、歴史的な偶然の結果として成立したという理解である）。なにゆえ産業
クラスターが形成されるのか、またどのようにしたら産業クラスターの形成が誘導できるか
を検討することは、今後の重要な政策上の課題である。 
  
 また、企業間の競争力に関連して、今後重要となってくると考えられるのは、「製品のデ
ファクト・スタンダードの形成力」38である。例えば携帯電話機器の場合、部品間のインタ
ーフェースが重要になってくる。その場合、携帯電話機器産業の各企業は、戦略的な視点か
ら連合を組んで、製品・サービスを世界市場に提案していくことになる。そして世界市場に
おいて、多数の顧客・ユーザーから支持され、その市場において優位なポジションを形成し
ていくことを通じて、デファクト・スタンダードが形成される。我が国の製造業の各企業が、
そのような企業連合競争に上手く対処できるか、あるいは重要なプレーヤーの一員となれる
か、パートナー間でのコーディネーションを上手く実行できるかどうかは、今後の我が国の
製造業の浮沈に関わる一つの要因になってくるであろう。 
 
 次に、地理的な概念である「地域」のステージを分析してみよう。 

                                                 
37  日本経済新聞 平成 16 年 3月 1 日 
38  片岡利文氏の示唆による 
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3.3.4 地域の競争力の基本構造 

 

図 １０ 地域の競争力の基本構造 

 

GOAL 地域経済の成長、雇用・TAXベースの拡大

三重県 ○○地方

産業

・コスト構造
・規則構造
・生活の質

ビジネス環境

●外部資本（特
に直接投資）の
獲得競争

シャープ

？

「競争」と「競争力」の基本構造
C）地域（＝サブナショナル）レベル

地方政府

企業

協
調

 
 
■行為主体は何か？ 
 
「地域」という概念は、幅広い意味で用いられており、国内の一部を指して言う（例：九
州地域）こともあるし、いくつかの国をまとめた範囲（例：東南アジア地域）を意味するこ
ともある。ここでは、同じ地理的概念である「国」と比較検討するという趣旨から、サブナ
ショナルな意味、すなわち「国内の一部」として定義することにしよう。 
その場合の行為主体として考えらるのは、地方政府（日本の都道府県、米国の州政府）で
あり、その地域に立地する企業等の民間組織である。コンピューター関連産業の集積地域で
ある米国シリコンバレーには、地域の抱える問題について認識の共通化を図り、よりよい発
展に向けて各主体間が取り組むべき課題を明らかにするためのフォーラムを提供する、「ジ
ョイント・ベンチャー・シリコンバレーネットワーク」という民間ＮＰＯが存在するが39、
そのような組織も、当然ここでの主体として含めて考えるべきであろう。 
 
■行為主体の目的は何か？ 
 
上記のように、地域における行為主体は、複数の主体の複合体であるが、概ねそれらが追
求しようとする目的は、地域経済の発展、雇用の拡大、税収の拡大といった点に収斂する。 

                                                 
39 活動実態は、http://www.jointventure.org/に詳しい 
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■行為主体の間で、何をめぐって競争が存在するか？ 
 
経済学的な議論を援用すれば、その地域の経済成長の他地域の成長との相対的な比較には
あまり意味はない。ただし、心情的な問題として「となりまちに負けるな」的メンタリティ
ー、すなわち政治的な対抗意識が、地域のメンバーによって共有されていることはあり得る
という指摘はしておこう。 
より重要な意味において、いわゆる「地域間競争」は、生産主体や資本の争奪戦として理
解できる。その端的な事例は企業誘致競争であり、現在においてもさまざまな競争が繰り広
げられている。ただし、前述のシャープの液晶向上の立地選定において、三重県と他のアジ
ア各国の地域が競合したように、競合地域は必ずしも同じ国内に存在するとは限らない点に
留意が必要であろう。 
 
 ■「競争力」に寄与する要因は何か？ 
 
 企業の誘致をめぐる地域間競争という意味に限っていえば、「地域の競争力」に寄与する
要因は、当該地域がどれだけ立地検討を行う企業にとって魅力的か、ということになる。ビ
ジネス環境は、消費市場にどれだけ近いかというような人為的には制御しづらい要因も当然
存在する。よって、当該地域の行為主体の努力としてなしうるのは、地方税負担やインフラ
にかかるコスト要因、操業に関連する規則（ローカルルール）、その地域の生活の質といっ
た要因について、企業に魅力的な状況をできるかということになる。 
 
 最後に、地理的な概念ではあるが、より複雑な機能をもつ「国」のステージを分析してみ
ることにする。 
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3.3.5 「国の競争力」もしくは「国際競争力」の基本構造 
 
 次に、国レベルでの「競争力」の構造について、以下の図に沿って議論しよう。 

図 １１ 国の競争力、国際競争力の基本構造 

 

GOAL　持続的成長

　　　　　 雇用拡大

　　　　　 TAXベースの拡大

　　　　　『国益』の増進

●二国間の生活水準の向上の相対比較に・・・　
　　　　×意味はない（経済学）
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■行為主体は何か？ 
 
国は、これまで議論してきた企業、産業、地域を包摂する地理的概念として成立する。国
の行為主体は、統治機構としての「政府」（ここではいわゆる三権を含む広義の意味として
とらえられる）である。ここでいう政府は、国境という地理的な領域内において、国民から
の付託に基づいて、公権力を行使する主体である。また、その構成要素は、その国の公権力
に従って、国境の内部において活動を行う人、団体、組織であるということにしよう。 
ここで、この点に関連し、ある国に属する企業は「企業の国籍を問わず国境内に立地して
いるか否かでみるべきか」、「海外展開している企業を含めた本社の国籍でみるべきか」と
いう、困難な論点が存在している。この問題を、競争力との文脈で論じた R.Reichに敬意を
表し、「Who is us問題」と呼ぶことにしよう40。すなわち事例で解説すれば、前者の定義に
立てば、ホンダのオハイオ工場は「アメリカ企業」ということになるし、後者の定義に立て
ば、日本 IBMは、たとえ日本のみを活動の拠点としていても「アメリカ企業」ということ
になる。この論点には、海外現地法人は立地先の国と本社の意向とで利害対立が起きた場合、
どちらに従うかといった興味深い論点が示唆されるが、本調査では、地理的概念に基盤を置
く政府の機能に焦点を当てて分析を進めたいので、ここでは「Who is us問題」の存在を指
摘するに留めておくこととする。 

                                                 
40   R.Reich “Who is us?” (1990) 
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また、国家間の紛争処理や規範形成は、例えば日米半導体協議のような二国間、およびＷ
ＴＯのような多国間、国際的アリーナにおいて形成される。これらの機会に参画するのは国
の政府の本体業務であり、そのような交渉のフィールドにおいて、正当なプレイヤーとして、
国益を代表する観点から交渉活動を行うことになる。 
 
■行為主体の目的は何か？ 
 
国の政府の目的は、最も抽象的な形では「国益」の増進という表現が可能であろう。ここ
で、経済政策の文脈でより具体的に考えれば、持続的経済成長、雇用の確保、政府の資金源
としての課税ベースの確保が、政府レベルの目的として考えられる。 
さて、各国の企業は、世界市場において激烈な競争を繰り広げていることは、何度となく
論じた。日本企業は、他の同業の日本企業と競争するのと同様に、外国の企業と競争を行っ
ているのが、現在のグローバル化した経済における実状である。 
ここで、現代においては、企業のグローバル展開が進展するほど、領土内で活動している
企業であっても、いつでも国境の外に活動の拠点を移すこと（国際展開あるいは『空洞
化』）が可能であり、企業の利益は国家の利益と必ずしも整合的な関係を維持しえなくなっ
ていることに留意が必要である。自社生き残りのためのリストラは、雇用を削減するという
意味において、国の掲げる雇用確保とは整合しないし、いわゆる企業の国外立地・産業の空
洞化という現象も同様である。 
このように企業の利益の体系と国の政府の利益の体系とが必ずしも整合しなくなっている

場合、「自国企業の業績向上を目的として、政府が政策をうつのは当然」という考え方があ
りうるとしても、本当にその政策が政府の追求する目的に寄与するかどうかは、政策決定に
際して厳しく問われることになるし、さらにその際の「自国企業」とは何か、「Who is us
問題」があらためて問われることになるであろう。政府の目的については、次節において、
さらに詳しく分析したい。 
  
■行為主体の間で、何をめぐって競争が存在するか？ 

 
経済学的見地、特にＰ．クルーグマンによって強く主張された点から考えれば、各国間の

生活水準の向上は絶対的な意味において議論されるべきものであり、その相対比較には全く
意味がない。例えば日米間で国民所得や生産性の上昇のスピードをめぐる競争が両国政府に
よって行われている訳ではない。この意味の限りにおいては、「グローバル市場において、
企業同士が競争するのと同様に、国同士もお互いに競争している」という理解は、意味ある
主張ではないということになる。 
なお、ＩＭＤの国際競争力ランキングは、多国籍企業の経営者に向けて、その投資・立地
戦略を検討する資料として作成されていることはすでにふれたが、自国内にどれだけ投資、
あるいは生産のための資本を呼び込めるかについて、世界各国は資本の争奪戦を繰り広げて
いるという理解は可能である。ただし、この理解は重商主義的な観点から国の役割を規定し
たときに限って説得力をもつ主張であり、普遍的に当てはまる理解ではないという点を強調
しておきたい（詳しくは、次節の政府の目的についての議論を参照のこと）。 
 
このような理解を前提として、なおかつ「国同士が競争を行っている」可能性があるとす
れば、以下のような状況に限定して理解されるべきであろう。すなわち： 
 

・ 国際的な製品規格や標準が、自国企業に有利な環境として形成されるよう、
ある国の政府が国際交渉で行動する場合 
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・ 国際的な入札プロジェクト等で自国企業の受注をさまざまな形で、ある国
の政府が支援する場合 

・ 国内の政治的な動機から、経済政策を手段として利用する場合（個別品目
をめぐる貿易制限交渉などはこれに該当する）    

・ より抽象的な「国力」の問題として自国の政治力を相対的に強化しようと
いう意図から、経済政策を手段として利用する場合    等 

 
 経済政策としての政府の行動を理解しようとすれば、「政府の経済政策の目的は何か」と
いう論点に発展するが、これは次節においてあらためて論じたい。 
 
 ■「競争力」に寄与する要因は何か？ 
 
前段に述べたことを敷衍すれば、国際政治的な意味を別にすれば、国同士が経済をめぐっ
て相互に競争を行っていない以上、「国の競争力」「国際競争力」という語は「ある国の中
に立地する『企業競争力』の集合的な力」と理解するよりない。 
企業の競争力を規定する要因は、すでに分析したところであるが、国の政府として企業の
競争力の向上に直接貢献することは、その企業が国営でもない限り難しい。となれば、国の
政府として行えるのは、企業競争力の向上を支援する、還元すれば企業がビジネスを行いや
すいような環境を提供することである。その巧拙をある種の力として表現するならば「ビジ
ネス環境の提供」およびその改善に係る力量とでも呼べるだろう。 
その具体的な政策としては、ビジネスのオペレーションを具体的に規定するような規制、
企業の生産コストに直結する租税制度、企業の人材調達を容易にするような教育・再訓練施
策、そして本調査の直接の問題意識でもあった、将来の製品・生産技術のソースとなるよう
な科学技術の研究基盤整備といった側面が考えられる。 
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3.3.6 本節のまとめ 
 
 本節の議論は、以下のように整理、要約できる。 
 
【競争力の要素還元】 
 

表１１ 各レベルにおける競争力の要素と構造 

 企業 産業 地域 国 
主体 企業 なし 

（限定的な意味で

「相互に深い関連

を有する企業群」） 

地方政府および

立地企業等 

国の政府 

目的 利益の最大化 なし 地域の経済的厚

生の拡大 

国の経済的厚生

の拡大、国益の増

進 

競争の相手と対象 競合他社との市場

争奪競争 

基本的になし 他地域との「企業

誘致競争」 

・経済学的にはな

い 

・国際政治的には

他国とのパワーゲ

ーム 

競争力向上要因 コストカット力 

技術力 

経営力  

人材力 等 

「デファクト・スタン

ダードの形成」 

「産業クラスターの

形成」 

ビジネス環境の提

供 

ビジネス環境の提

供、国力、交渉力 

 
【分析のポイント】 
 
● 基本的に、「競争力」という語句は、市場において競争優位を保つ上での「企業の
競争力」として理解するのが最も自然であり、適当であるが、多くの場合「産業の
競争力」と「企業の競争力」とが同視されている実態がある。 

● 「産業の競争力」という語句は、産業の規模等を静態的に観測、把握する限りにお
いて有用である。しかし統計上の分類概念にすぎない「産業」には、意思をもった
単一の主体は存在しない以上、「産業同士が市場において競争を繰り広げている」
かのように認識するのは誤りである。同様に「日本の自動車産業は、米国の自動車
産業と厳しい競争を行っている」という類の主張も、当該産業内における企業の複
雑な競合、協調関係の現実を無視した不適当な認識である。 

● 政策の対象として「産業の競争力」に着目するのであるならば、「デファクト・ス
タンダードの形成」、「産業クラスターの形成」あるいは「貿易制限措置の対象と
なる品目」など、ある「産業」という括りに着眼する何らかの意義・理由、あるい
は共通の利害関係の存在を確認することが、必要になる。 

 
 
 次に、あるべき政策の方向性を考える準備作業として、政府の政策目的、政府の役割につ
いて、整理、確認してみることにしよう。 
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3.4 経済政策における政府の目的と行動 
 

3.4.1 政府の政策目的の類型 
 
 政府の政策目的をさらに深く分析する際、以下の３つの視点から考えることが有用である。
41 そのそれぞれについて、「経済政策」と「通商政策」の２つの政策体系のそれぞれにつ
いて、政府の行動上の指向性が明らかになってくる。 
 

表１２ 経済・通商政策における政府の目的視点別行動パターン 

価値視点 経済政策 通商政策 
購買力最大化（国家
財政の視点） 

税収最大化 「重商主義」の推進（貿易差額重視＝外貨準
備） 
「戦略的貿易論」の実施（レント重視） 
投資自由化（投資収益重視） 

生産物フロー最大化
（国民経済の視点） 

国富の最大化 「比較優位の理論」の追求 
投資自由化（技術等の移転重視） 

実物資本ストック最
大化 

「持続可能な発展」 「持続可能な発展」 

 
経済政策および通商政策における政府の目的は複合的であり、必ずしも単一の目的のみが
追求されている訳ではない。しかし、目的視点のどこに重点を置くかによって、政策上の行
動様式として異なったパターンを想定することができる。 

 
まず①「政府の購買力最大化（国家財政の視点）」が重視される場合、経済政策の目的は
税収の最大化となって現れる。また通商政策においては、輸出入の差額の最大化、すなわち
外貨準備高の拡大をめざす「重商主義」、国際市場にレントが存在する場合には戦略的な補
助金等の活用をもってそのレントの獲得をめざす「戦略的貿易論」が主張されることになり、
投資の自由化のための政策も、投資資金の回収、投資収益の獲得が意図されるようになる。 

 
次に②「生産物フローの最大化（国民経済）」が重視される場合、経済政策の目的は、
「国富論」において主張されるような意味における国富の最大化に力点がおかれる。この場
合における通商政策の基本は、「比較優位の理論」の実現が追求されることになる。この観
点における投資の自由化政策では、技術移転など、財・サービスの生産に関わる要素のスム
ーズな移転（あるいは保護）が、政策上の眼目となる。 
 
また③「実物資本ストックの最大化」も、低成長、定常化社会というメガトレンドが定着
していくことが予見されるなか、将来的に重視される価値視点となりうる。この視点につい
ては、より深い理論的な検討が待たれるところであるが、少なくとも経済政策、通商政策の
両方において「持続可能な発展」の実現、あるいはそのための各種の方策が取られるであろ
うことが予期される。 
 
  

                                                 
41 ここでの議論は、主に米谷三以氏の指摘による 
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3.4.2 経済・通商政策における政府の施策の類型化 
 
上記で議論したように「政府の購買力の最大化」に力点が置かれる場合には「重商主義」
が、「生産物フローの最大化」が政府によって重視される場合には「比較優位論」が、政府
の行動パターンとして導出される。ここでは、この二つを対比し、どのような施策が、それ
らの行動パターンの帰結として立案、実施されうるかについて、さらに詳しく分析してみよ
う。 

 
① 「重商主義」モデル 

 
このモデルの元では、以下のような施策、政策措置が実施されることになる。 
 
・ 輸出振興： 外国市場における関税低減、規制変更（ハーモニゼーション
を含む）、政府調達の自由化・民営化、輸出補助金付与 

・ 国内産業保護・育成：保護関税、生産補助金付与、生産規制の緩和 
・ 外国産業の弱体化（不公正競争論）： 貿易「救済」法の発動、外国にお
ける生産規制強化（環境保護、労働基準などにおけるミニマムスタンダー
ド強制）、補助金削減、外国企業の分割要求 

・ 貿易収入の独占を図る国家貿易企業、外貨割当による貿易制限 
・ 輸出競争力維持を目的とする為替介入 

 
② 「比較優位論」モデル 

 
以下のような施策、政策措置が、このモデルの帰結として理解できる。 

 
・ 貿易自由化： 不必要な関税撤廃、貿易制限の撤廃 
・ 「市場の失敗」の是正： 内外における国内政策（産業政策を含む）の
合理化（「市場の失敗」「政府の失敗」の回避）、インターフェースとし
てのアンチダンピング、効率性と規制主権とのバランスとしてのハーモニ
ゼーション 

 
  なお、以下の２点は、この２つのモデルに共通する措置として理解できる。 

 
・ 通関手続・国内行政手続の合理化 
・ 「規模の経済性」の追求：ＦＴＡ、通貨同盟など 

 
 以上の類型化から、我が国の製造業の競争力を向上させるための施策検討のための枠組が
整理された訳であるが、今後の施策のあり方を最終章において検討するためのもう一つの準
備作業として、次章において我が国の産業の競争力について、基本的なデータによって把握
してみることにしよう。 
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第４章 我が国の企業・産業の競争力の現況 
 
本章では、日本の産業の競争力の現状と今後をデータをもって確認することとする。 
 

4.1 我が国の労働生産性の推移 
 
 第 3章において議論したように、企業の価格競争力は、労働生産性と賃金レベルを変数と
した関数として理解できる。そこで本項では、日本の産業の競争力を規定する要因としての
生産性について、日米の対比を通じて確認することにしよう。42 
 

図 １２ 日本の実質 GDP成長率の要因分解43 

 
 
  
 
 

                                                 
42  本節の議論は、主に永田雅啓氏の指摘による 
43 永田雅啓,2002 
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図 １３ 米国の実質 GDP成長率のの要因分解44 

 
 
実質 GDP を要因分解すれば、実質 GDP＝人口×労働参加率×就業率（＝１－失業率）×1
人あたり労働時間×時間あたり生産性として表現できる。この両辺を微分すれば、以下のよ
うな関係が成立する。 
 
 実質 GDP 成長率 ＝人口伸び率 
    ＋労働参加率変化率 
    ＋終業率変化率 
    ＋労働時間伸び率 
    ＋時間あたり生産性上昇率 
 
ここで、日本の実質 GDP 成長率をみてみると、1990 年から 2000 年の 10 年間の平均では
1.8%、1995 年から 2000 年の 5年間の平均では 1.1%であり、同期間の米国の実質 GDP 成長率
である 3.1%と比較すると 1.3～2.0%程度、低い成長率であった。 
しかし、時間あたり生産性伸び率を比較した場合、その差はそれほどでもなくなる。すな
わち、1990-2000 年の平均では日本の生産性伸び率は 2.4％、1995-2000 年の平均でも 1.9％
であり、同期間の米国の生産性伸び率である 1.8％、2.2％とそれほどの差はない。 
このように、マクロレベルにおいて、生産性の伸び率を通じて、日米の財・サービスの価
格競争力の推移を比較した場合、日本は米国とほぼ良い勝負であるということがわかる。 
 

                                                 
44永田雅啓, 2002  
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次に、主要製造業を分析単位として、我が国製造業の競争力の現状と今後の動向を分析し
てみよう。 
 

4.2 我が国製造業の競争力動向 
 
  2000～2010年の期間における、世界製造業輸出に占めるシェアで見た日本の製造業の競争
力は、以下の図１１の通りである。 
 

図 １４ 製造業産出量の世界シェア45 

 
 
 これによれば､日本の製造業輸出シェア2000年の9.8％から2010年の7.9％へと低下する｡こ
れに対し、NIEs製造業輸出のシェアは､2000年には既に日本を上回っており､今後もシェアを
拡大し続けて2010年までには11.4％と予測される｡同様に､中国も､6.2％ (2000年) から
8.3％ (2010年) へとシェアを拡大すると予測されている。 
 なお、日本の製造業の輸出シェアが減少するのは､成長率が世界平均よりも低くなること
が一因である｡ 
 
製造業部門内の各産業も､製造業全体の輸出に関する世界シェアの変化と同様のパターン

となると予想されている。 
日本政策投資銀行の分析によれば、製造業においてはマーケットのグローバル化に伴って

企業間競争が激化し、最適地調達・最適地生産が行われていることに加え、中国をはじめと
するアジアがコストだけでなくマーケットとしての魅力から世界における生産の一大拠点と
なってきていることなどから、「産業素材型」の「化学（特殊）」、「ＩＴ・電子関連型」
の「ＩＴ関連機器」など一部の業種を除き、すべてにおいて国際競争力の相対的低下、国内
生産拠点の縮小（海外生産比率上昇）という将来像が予測されている。46 

                                                 
45 板倉健、トーマス・ハーテル（2001） 第12章“ウルグアイラウンド､中国のWTO加盟､東アジ
アにおける日本の製造業―GTAPモデルによる動学分析”｢岐阜県製造業のアジア諸国におけるグ
ローバル展開の将来像｣ アジア経済研究所 
46 日本政策投資銀行、2001  
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図 １５ 日本の国際競争力と国内立地の推移47 

 

  
 

                                                 
47日本政策投資銀行,2001 
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4.3 企業経営者の認識における我が国製造業の競争力 
 
 さらに、日中韓経営者 300 人アンケート調査（日本経済新聞社）の結果をもとに、企業経
営者の認識のレベルにおける我が国製造業の競争力を概観してみよう48。 
 
「2010 年の時点で最も高い競争力を持つ国・地域はどこか？」という設問に対しては、
日本の経営者の回答として最も多かったのは米国（50.9％）、中国が第 2位（33.0%）であ
った。これに対し韓国の経営者からは中国との回答が 54%とトップであった。同様に中国の
経営者の間でも 1位が中国（44%）、2位が米国(20%)であった。この点について、日本経済
新聞は、「日本企業と中国・韓国企業との間では『競争力』の物差しが必ずしも一緒ではな
く、米国より中国に高い評価を与えたのはコスト競争力などを重視した結果であろうと推測
している。 

図 １６ 日中韓競争力アンケート調査 ①49 

 
 
また、企業の競争力の主な要素は何かという設問に対しては、日本の経営者は「新商品・

サービスの創造力」（39.6%）、「コスト競争力」(34.9%)、「製品開発力」（28.3%）のよ
うに財やサービス、そしてそれを生み出す現場の力を重視しているのに対し、中国、韓国と
も「経営者の資質」（それぞれ 43.0%、46.0%）が最も多く、経営トップの力量を重視する
傾向が顕著に見られるのが興味深い。 
 

                                                 
48   日本経済新聞 2004年 3月 24日  
49 日本経済新聞 2004年 3月 24日  
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図 １７ 日中韓競争力アンケート調査 ②50 

 
 
 

4.4 本章のまとめ 
 
日本の製造業の競争力については、その主な要素である労働生産性については堅調である
ものの、成長率が世界平均よりも低くなることを一因として、日本の製造業輸出のシェアで
観測する場合、相対的に低下の傾向が継続すると今後とも予想される。同様に製造業部門内
の各産業も､製造業全体の産出量に関する世界シェアの変化と同様のパターンとなると予想
される。 
 
一方、日本の企業経営者は、今後、米国と中国が最も高い競争力をもつ国になるとした上
で、日本の企業競争力の源泉は、「新商品・サービスの創造力」「製品開発力」といった差
別化・高付加価値化要因と「コスト競争力」という効率化要因を重視しており、トップの
「経営力」を重視する中国、韓国の経営者とは異なった認識を有していた。 
 
 
 
以上のような現状分析をふまえ、次章では、日本を含む各国政府による産業競争力向上策
の検証を行うことにする。 
 
 
 

                                                 
50日本経済新聞 2004年 3月 24日  
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第 5 章 産業競争力向上策の比較検討 
 

5.1 米国政府による最近の取組 

米国の製造業は、90 年代を通じて着実に拡大を続けていたが、米国景気の後退に伴い、2001 年から

一転して縮小、その後も引き続き停滞している。 

図 １８ 米国の月間製造業売上高（1992~2003年）51 

 

 

特に雇用面では、米国製造業労働人口が 2001 年以降一貫して大幅な減少を示しており、これが地域

経済に及ぼす影響が深刻になっている。 

特に、製造業は五大湖周辺（ミシガン州、オハイオ州、インディアナ州、ウィスコンシン州など）及び南部

（ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、アラバマ州、ミシシッピ州など）をはじめとする一

部の地域に集中しており、米国製造業の不振は、製造業に依存する地域の経済に大きな打撃を与えて

いる。52 

                                                 
51 米国商務省統計局資料（http://www.census.gov/mtis/www/data/text/mtis-sales.txt） 
52  NEDO ワシントン事務所調査レポート、2003 
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図 １９ 米国製造業の労働者数の推移53 

 
 

ブッシュ政権は、このような事態に対応するため、2004 年 1 月 16 日、米国製造業の雇用拡大に向けた

包括的戦略を公表したところである。エバンス商務長官より発表された「米国における製造業：米国製造

業の課題に向けた包括的戦略（Manufacturing in America: A Comprehensive Strategy to Address the 

Challenges to US Manufacturers）」と題するこの提言書は、製造業の現状、直面する課題、今後の製造業

と米国経済拡大のための提言の 3 章から構成されているが、その概要は以下のとおりである。なお、この

提言書の全訳（仮訳）は、資料編に参考資料として採録されているので、参照して頂きたい。 

 
●「米国における製造業：米国製造業の課題に向けた包括的戦略」の概要 
 

序論 
第 1章 世界経済で競争し勝利するには 
・ 経済にとっての製造業の重要性 
・ 景気後退と景気回復が及ぼす周期的な影響 
・ 競争環境を決定づける構造的変化 

―技術の役割 
―貿易障壁の削減 
―新たな競争相手の出現 
―世界的なアウトソーシングへの転換 

・ 政府の役割：基本条件の整備 
 

第 2 章 アメリカの製造業が直面する課題の特定 
・ 製造業とその競争力の重視 
・ 国内外でより堅調な経済成長を実現する必要性 
・ 競争力を損なう要因となるコストの削減 
・ 医療保障費の上昇 

                                                 
53 米国労働統計局（Bureau of Labor Statistics）未季節調整。2003年 6月、7月は速報値 
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・ 民事訴訟制度改革 
・ 規制にかかるコストの削減 
・ エネルギー・コストの上昇 
・ 税制 
・ アメリカの技術的指導力の強化 
・ 教育と技能 
・ コミュニティと経済的発展 
・ 公平な国際競争条件の整備 

―経営にかかるコストの格差 
―経済・通商政策と製造業者の利益 

・ 貿易赤字に対する懸念 
 
第 3 章 提言と次に取るべき措置 

・ 製造業の競争力を重視する政府の体制を強化する 
・ 経済成長と製造業への投資を促進する環境を整備する 
・ 米国で製造業にかかるコストを削減する 
・ 技術革新へ投資する 
・ 教育、再訓練、経済的多様性を強化する 
・ 市場の開放と公正な競争条件を促進する 

 

5.2 我が国における施策の取組状況 

我が国の政府も、日本の製造業企業の競争力向上に向け、さまざまな施策を展開してきているが、ここ

では、上記の「Manufacturing in America」における提言項目を分析の枠組として、日本における最近の

施策の取組をレビューしてみよう。 

 

表１３： 「競争力施策」の日米比較 

      「MANUFACTURING IN AMERICA」の提言          日本における最近の施策取組 

●経済成長と製造業の投資環境の整備  

・減税の恒久化 ・経済活性化に向けた税制改正（１６年度
改正は欠損金の繰越期間延長等） 
  

・税制の複雑さや納税に係る負担の軽減 ・ 
・試験研究費の税額控除の恒久化 ・１５年度税制改正で研究開発税制を強化

（試験研究費総額に係る特別控除等の恒久

的措置） 
・資本調達や貯蓄へのインセンティブ ・経済活性化のための産業金融機能強化

策、創業 資金支援、最低資本金特例等 
●米国における製造コストの低減  
・規制の見直し（現行の規制一覧を作成、評価、 
 改革を実施） 

・総合規制改革会議における取り組み、会

社法制の見直し、労働者派遣法の改正、特

区等 
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・ヘルスケアコストの削減（合同健康計画、健康 

預金口座、医療訴訟改革等） 

・ 

・法体系の見直し（アスベスト規制、クラスアク 

ション、医療訴訟改革） 

・ 

・エネルギー法の制定（電力の信頼性、経済性のあ

る天然ガス供給、エネルギー技術の研究開発） 

・長期エネルギー需給見通し、エネルギー
政策基本法等 

●技術革新への投資  
・特許・知財保護の強化 ・知的財産基本法、知的財産戦略本部、推

進計画の策定、模倣品対策等 
・連邦研究開発プログラムの見直し（製造業にとっ
て必要な技術に重点化） 

・フォーカス２１、地域技術開発等による
実用化段階の技術開発支援 

・製造業拡大パートナーシップと他の支援策との連
携強化 

・ 

・製造技術の移転の促進（製造業の幅広い分野へ、
特に中小企業への移転） 

・TLO、チャレンジャー支援プログラム 

・国の研究機関と大学に特有な能力の開拓 ・産総研、NEDO、大学発ベンチャー、産
学官連携 

●教育、再訓練、経済多様性の強化  
・学生に対する技術教育イニシアティブ（高校→ 
大学→就職までの一貫した教育の流れ） 

・若者自立・挑戦プラン、５３０万人雇用
創出プログラム 

・現行の職業訓練教育制度の見直し ・ 〃 
・個人再雇用アカウントの創設 ・教育訓練給付制度等 
・製造業地域の経済調整のコーディネート ・産業クラスター計画、地域産業・雇用対

策プログラム 
・新規成長産業に対応した職業開発プログラム ・若者自立・挑戦プラン、５３０万人雇用

創出プログラム 
●市場開放と公平な競争条件の推進  
・成長志向の経済政策 ・ 
・金融市場の統合 ・経済活性化のための産業金融機能強化策 
・補助金や市場を歪曲させる慣習の廃止 ・WTO、FTAの活用 
・製造業者に裨益する貿易協定の交渉（関税、非関
税障壁の除去、貿易を歪曲させる補助金撤廃） 

・AFTA創設への支援、日アセアン経済連携
協定の推進 

・貿易協定遵守の強化（知財保護の強化、調査監 

視のための部署の設置、不公正貿易慣習タスクフォ

ースの設置） 

・ODAによる知財権保護、WTOｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ等 

・世界市場での米国製造業者の販売を促進（米国 
の技術標準の利用促進、輸出管理法令の見直し、輸
出促進機能の統合） 

・標準化戦略の策定、基準認証研究開発、
JETROやNEXIによる振興、JETRASの運用
等 

   

●製造業の競争力向上への政府の取組強化  
・大統領製造業評議会の設置 ・産業競争力戦略会議 
・商務省に製造業・ｻｰﾋﾞｽ担当次官補を設置  
・産業分析のための新たな部署を設置  
・連邦・州・地方の各政府間の協力を促進  
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このように、我が国による企業・産業の競争力向上のための施策取組も、米国特有の事情
に対処する項目を除き、概ね、米国の製造業再生戦略と類似、あるいは同様のアプローチに
依拠しているように思える。 

 

5.3 英国政府による競争力向上に向けた取組アプローチ 
 

企業・産業の競争力を向上しようと企図する場合、前項で議論したような日米両国政府に
よるアプローチは必ずしも唯一のものではない。この点、英国において 2002 年 11 月に成立
した「企業法（Enterprise Act 2002）」における基本的な考え方、アプローチを確認して
おくことは、今後の施策検討の上で発想を広げるという意味で、有用であろう。 

英国の企業法は、日本とは全く異なったアプローチで産業の再生・活性化をめざしている。
端的に言って、この法律は「英国を世界で一番ビジネスに適した場所とする」という基本認
識を持つものである。具体的な取組方針として明確化されているのは、以下の項目である。 

 

（１） フェアなルールで競争を促進 

（２） 開放的でダイナミックな市場の創造 

（３） 消費者に利益となるビジネス環境の構築 

（４） 敗者復活戦を容易にする倒産関連諸規則の整備という 

 

この、英国の企業法は、既存の企業を延命させよう、元気づけようという代わりに、競争
を促進し、倒産しやすい環境をつくり、新陳代謝を活発にしようという発想に基づいている。
いわば、英国内の製造業で活躍するプレイヤーは、フェアに競争するのであればでもよく、
世界中で最も元気な企業だけが来て、頑張ってもらえばいい、という考え方である。 

ここでは、例え既存企業が市場から退出を余儀なくされても、特段の問題視はしない。も
とより、企業の国籍にも特段の注意を払っていない。このような思い切った施策の背景には、
英国には世界中の資本や企業が当然入ってくるという自負、それを保証する公正・透明なル
ールが整備されているという点に特色がある。 

 

 最後にこの報告書のむすびとして、これまでの分析をもとに、最終章において、あるべき
施策の方向性について議論することにしよう。
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第 6 章 分析の含意と政策の方向性 
 
上記で確認した分析の結果を踏まえ、我が国製造業の企業競争力の強化を図る際に政策立
案者が留意すべき点、および当該競争力を改善するための施策を検討する上での課題として、
以下の点を上げ、本調査のむすびとする。 
 
■分析および政策立案の基本的な焦点としての「企業の競争力」 
 
 多くの場合「産業の競争力」と「企業の競争力」とが、多くの論者によって同視されてき
たが、「競争力」という語句は、市場において競争優位を保つ上での「企業の競争力」とし
て理解するのが最も自然であり、適当である。 
 
■施策の方向性としての「最適経営・操業環境の形成」 
 
「競争力」の概念が曖昧なまま議論がなされていたことによって、政策のターゲットも曖
昧なまま放置されてきた。その結果、従来の競争力向上施策は、企業にとってプラスと思わ
れる施策のショッピング・リスト的な色彩を帯びてしまったのはやむをえないことである。 
市場における競争に勝ち抜こうという各企業にとっての問題意識は、自らの競争力の向上
であり、その意味で企業の競争力の拡充を政策目的とした場合における国の政府のミッショ
ンは、その活動目的を最も効率的に展開でき、目的達成度を最大化させるための最適な「操
業環境」あるいは「経営環境」の形成ということができる。 
また「国内経済で競争が激しいほど、その国の企業は海外で競争力を持つことが多い」
「よく発達した国際的に統合された金融セクターは、その国の国際競争力を支える」といっ
た意味において、国内市場開放、規制緩和などは、依然として政府の政策課題となりうる。
同様に現在、ジャストインタイムが国境を越えたスケールで企業によって実行されていると
いう現状の反映として、航空機による部品の輸出ボリュームが増加傾向にあるという事実が
穂国されているが、輸送コスト削減策に代表される企業のコスト競争力に直接影響を及ぼす
施策は、企業の経営・操業環境の最適化という見地から、喫緊の課題であるといえる。 
 
■「産業の競争力」という語句の不適切使用の排除 
 
「産業の競争力」という語句は、産業の規模等を静態的に観測、把握する限りにおいて有
用である。しかし統計上の分類概念にすぎない「産業」には、意思をもった単一の主体は存
在しない以上、「産業同士が市場において競争を繰り広げている」かのように認識するのは
誤りである。同様に「日本の自動車産業は、米国の自動車産業と厳しい競争を行っている」
という類の主張も、当該産業内における企業の複雑な競合、協調関係の現実を無視した不適
当な認識であり、ある競争力向上策を社会に対してアピールするしようとする場合において
も、そのような表現を採用するべきではない。 
 
■「国の競争力」という語法の限定的用法 
 
同様に「国の競争力」という概念についても、経済学の見地に立つ場合、経済厚生の拡大
をめぐって、国同士で競争するわけではないという点が確認されねばならない。国同士の競
争という概念が妥当なのは、経済政策ではなく、国際政治の文脈である。（国際市場にレン
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トがある場合、国力の格差が戦略課題である場合など）。国の経済力を国力の一要素とみる
場合のみ、「国の競争力」という概念が使用可能である。 
 
■政策のターゲットとしての「産業」の新たな位置づけ 
 
「産業の競争力」という言い方は妥当ではない。なぜならば、「産業」は意思を持った主体
として存在するわけではないからである。但し、「産業」を考えることに全く意味がないわ
けではなく、分析的な概念としては意味がある。 
いわゆる護送船団行政の時代には、国内に立地する同種の製品を提供する企業群を維持す
ることが政策上の目的であったため、それら企業群を「産業」として集合的に認識すること
には一定の意味があった。「産業」の意味は変質してきている。従来は護送船団方式によっ
て、産業内の企業を維持することが政策目的であった。 
しかし現在では、「産業」の中に含まれる企業間に共通の利益は先験的には存在せず、グ
ローバルな市場競争の中で国内企業同士が競争と協調の関係におかれるようになっている。
よって、従前のような意味での共通の利害を有する企業の括りとしての「産業」という想定
はすでに成立しなくなったことを、政策立案者は特に留意すべきである。 
よって、政策のターゲットとして「産業の競争力」に着目するのであるならば、別の意味
があらためて問われ直される。すなわち、関連企業のよる「デファクト・スタンダードの形
成」の支援、「産業クラスター形成の促進」あるいは対外的に「産業」がユニットを形成す
る場合（e.g. 鉄鋼等の特定品目に係る他国政府による貿易制限への対応、家電製品の国際
規格制定、国際的なプロジェクトの誘致や売り込みなど）など、ある「産業」という括りに
着眼する特段の意義・理由、あるいは共通の利害関係の存在を確認することが、政策検討上、
必要な条件となる。 
 
■産業政策の影響評価に関する新たな考え方：定性的影響の重視 
 
 ある産業政策は、他の政策とシナジー効果を発揮してより大きな成果を挙げる場合がある
し、逆に他の政策との整合性の点で問題を生ぜしめる場合もある。また、ある産業政策は、
当初政策目的としていなかった成果を、当初政策目的追及の「副産物」として挙げる場合が
あるし、逆にマイナスの「意図せざる効果」を生ぜしめる場合もある。例えば、研究開発共
同組合プロジェクトは、たとえ研究開発の目的が達成できなかったとしても、研究者間のネ
ットワークの構築・強化拡大に資する場合、さらにそれが次の研究開発の成功に資する場合
には、これを直ちに施策の失敗と呼ぶべきではない。 
 先端技術開発等、具体的な施策の有効性の発見・検証を行うことは重要である。しかし、
有効性は、数値で容易に把握される情報のみで観測することができるとは限らない。よって、
技術開発支援施策のみならず他の最適経営環境形成策においても、数値で測りにくい定性的
な効果についても積極的に把握することが重要である。例えば、雇用確保策は単なる労働政
策ではなく、働く姿勢を次世代に示す教育効果をもつという点で、人材育成策としての機能
を発揮するということがある。 
 
■産業政策の成立要件としての「アカウンタビリティ」と、先端技術開発に対す
る国の関与のあり方 
 
 近年、バリュー・フォー・マネー（税金の有効利用）が強調されるなか、国による研究開
発投資に対しても、ある一定の「投資利益」の回収が期待されるようになっていることは理
解できる。しかし、先端技術開発において投資利益が見込めるプロジェクトは本来、その投
資リスクを市場ベースでテイクする民間主体の取組に委ねるべき事象である。また政府機構
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をガバナンスモデル（不完全情報・不完全能力を前提とする分権的協働体制）に沿って理解
する場合、将来の成長領域を特定する、すなわち「ウイナーピッキング」は不可能であると
承知すべきである。 
とすれば、我が国の企業競争力の強化を目的として、産業政策に税金を投入する際に問わ
れるべきは、投資効率以外の理由によって、当該公金投入を納税者を納得せしめる理由付け、
すなわち「アカウンタビリティ」の遂行という点になる。特に、技術開発プロジェクトは、
本質的に過半が「失敗」することが経験的に証明されており、投資効率で正当化しようと思
えば思うほど、政府による技術開発支援は困難になっていくことが予想される。 
むしろとるべきアプローチは、「技術開発プロジェクトには比較的高いリスクが伴うこ
と」を納税者に説得し、その上で、例えば航空宇宙開発プロジェクトのように「将来の日本
社会のビジョン/大義の実現の一環」として、ある種の先端科学技術開発に公的支援を投入
するという点を強調することであろう。その意味で、公的関与の根本哲学としての「国家的
な戦略目標」について、より深い検討が求められるところである。 
 
■国際通商政策へのアプローチ 
 
政府の本体業務としての国際的な通商秩序形成（貿易上の数量制限、国際規格等）は、企
業の競争力を直接規定する要因となる。すなわち、秩序形成そのもが企業の競争力向上施策
としての側面をもつことになる。この意味で、国の政府として、国際交渉力の向上に体制構
築・交渉能力向上の両面から積極的に取りくむ必要がある。 
その際、国の情報収集能力も、企業の情報収集の力も不完全であるという認識に立つなら
ば、国は情報不足によって不適切な政策を立案すること、企業は情報不足によっていつのま
にか自らの競争力を制限する環境が成立してしまうことを避けなければならない。国、企業
の双方で情報不足を回避するためには、政府と企業間コミュニケーションの濃密化が重要で
ある。そのためには、業界団体等を窓口として情報を収集するといった従来型の手法だけで
はなく、パブリックコメントの活用、パイロット・プロジェクトの実施を通じたフィードバ
ックの収集など、国としての何らかのアクションを起こして、それに対する市場の反応を観
測するという方法が、今後さらに試行され、実践される必要が高い。 
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3) IMD ランキング・シミュレーションにおける STD 再計算値 
 

オリジナルデータＧ7比較の値 
 

  Japan USA Germany UK France Italy Canada 

1 対 1 -0.24993 0.641438 0.03203 -0.08835 -0.01882 -0.69078 0.383498 

2 対 1 -0.16288 0.634984 0.006482 -0.06168 -0.03571 -0.63773 0.270267 

3 対 1 -0.11381 0.631583 -0.00812 -0.04644 -0.04509 -0.60823 0.205565 

4 対 1 -0.08437 0.629543 -0.01688 -0.03729 -0.05073 -0.59053 0.166743 

1 対 0 0.033383 0.62138 -0.05191 -0.00071 -0.07326 -0.51973 0.011456 

 
 
 

government efficiency該当項目を除いたＧ７比較 
 

  Japan USA Germany UK France Italy Canada 

1 対 1 -0.14497 0.684772 0.06984 -0.16647 -0.0179 -0.72166 0.312061 

2:対 1 -0.11706 0.676735 0.0555 -0.15191 -0.01753 -0.69014 0.262355 

3 対 1 -0.0747 0.667044 0.033736 -0.12982 -0.01697 -0.64601 0.186909 

4 対 1 -0.04928 0.66123 0.020677 -0.11656 -0.01663 -0.61953 0.141641 

1 対 0 0.052384 0.637972 -0.03156 -0.06354 -0.01528 -0.51363 -0.03943 

 
 

サーベイに関して日本の回答を２０％向上させた場合のＧ７比較の値 
 

  Japan USA Germany UK France Italy Canada 

1 対 1 0.172959 0.576763 -0.04466 -0.14829 -0.09167 -0.76071 0.303646 

2:対 1 0.130074 0.591118 -0.04687 -0.10337 -0.08596 -0.68597 0.214719 

3:対１ 0.105902 0.598684 -0.04813 -0.07771 -0.08279 -0.64441 0.163903 

4:対 1 0.091398 0.603223 -0.04889 -0.06231 -0.08088 -0.61948 0.133414 

1:対 0 0.033383 0.62138 -0.05191 -0.00071 -0.07326 -0.51973 0.011456 

 
 
 

①government efficiency 該当項目を除き、②サーベイに関して日本と回答を２０％向上させた場
合のＧ７比較 

 
  Japan USA Germany UK France Italy Canada 

1 対 1 0.212728 0.512476 -0.02755 -0.1515 -0.02132 -0.74484 0.229438 

2:対 1 0.179273 0.52865 -0.02358 -0.12318 -0.02838 -0.69694 0.178929 

3:対 1 0.149517 0.54142 -0.01996 -0.09736 -0.0345 -0.65538 0.132877 

4:対 1 0.131663 0.549081 -0.01779 -0.08186 -0.03817 -0.63043 0.105246 

1:対 0 0.060249 0.579728 -0.0091 -0.01989 -0.05287 -0.53067 -0.00528 
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4) Manufacturing in America の訳文 
 

MANUFACTURING IN AMERICA 
A Comprehensive Strategy to Address 
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商務長官からのメッセージ 
 
 ブッシュ大統領は、働きたいと望む米国民全員が確実に仕事を見つけられるように取り組
んでいる。米経済は 2003年第 3四半期、8.2%成長した――約 20年ぶりの高成長である。過
去 5ヵ月間に、25万を超える新規雇用が創出され、2003年 12月の失業率は 5.7%と、30年
平均の 6.4%を大きく下回る。大統領の成長重視政策のおかげで、米経済は好調であり、さ
らに力強く成長している。 
 最近の景気低迷は、米製造業に特に厳しい打撃を与えたが、わが国の製造企業はついに、
大統領の成長重視政策の恩恵を受け始めた。生産活動は 20年来の高水準、新規受注は 1950
年以来の高水準にある。 
 米製造業の強化は、大統領の最優先課題の一つだ。米製造企業は、優れた仕事、生活の質
の向上、米国のアイデンティティを確立した発明を、米国と米国民に提供する。製造業は米
国経済の屋台骨であり、米国の国家安全保障の背後にある不可欠なものだ。 
 米製造企業を支援すべく、現政権が可能なことをすべて確実に行えるように、私は昨年、
米製造業の包括的見直しを命じた。われわれの目的は、米製造企業が 21世紀に競争し、勝
利するのを助けることだ。われわれは製造業イニシアチブを通じて、製造業で働く何百万人
もの米国民のため、政権の努力をさらに倍加させる。 
 このイニシアチブは、米製造企業に情報提供をお願いするため、20回あまりの公開円卓
会議を開催した。われわれの問題は単純だ。政府はどうすれば製造企業が競争するのを支援
できるか、である。 
 本報告書には、米製造企業の潜在能力を全面的に引き出すことを目指した一連の提言が盛
り込まれている。米製造業を強化し、新規雇用を創出する最初の重要な一歩だ。商務省は今
後数週間あるいは数ヵ月間、製造企業、州や連邦政府の他の機関、議会と引き続き協力し、
米製造企業が国際市場で競争力を一層強めるのを支援する。 
 米製造業には豊かな歴史がある。私は、この国を旅して、何百人もの工場労働者、企業幹
部、専門家と会合し、同じように豊かな未来があると自信を得た。 
 
 

（署名） 
ドナルド・Ｌ・エバンズ 

商務長官 
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序 
 

 米国の製造企業は、米国経済の礎石であり、米国の価値の最高の部分を体現している。製造企業は、

国内的にも国際的にも生活を改善しながら、米国の競争力を高めている。 

 ブッシュ大統領は、製造業で働く男女や、彼らが米経済に与えた重要な貢献に関心を抱いており、これ

が本報告書の陰にある原動力である。製造企業は、新しい製品やアイデアの市場にあって、国家の未来

づくりに取り組む全面的なパートナーだ。一口に言えば、健全な製造業はより良い雇用、技術革新の推

進、生産性の向上、米国の生活水準の改善にとって不可欠だ。 

 米国は、工業製品の世界最大の生産者である。米製造業はそれだけで、世界第 5 位の経済規模を示

し、中国経済全体よりも大きい54。また米製造業は技術革新を先導し、毎年登録される米国特許件数全体

の 90%強を占める55。技術への投資は、米企業が製品や最新の生産技術を導入する際に、製造業の中

に新たな産業や職業を作り出す。恐らく最も重要なのは、製造業の生産性が大幅に上昇し続けたことだ。 

 米製造企業は、抜群の強さをもって国際競争に取り組んでいるが、それでもなお、やはり前代未聞の難

題に直面する。景気循環における一番最近の景気後退は、2000 年に感じ始めた後退局面で、米製造企

業と労働者に最も大きな打撃が及んだ。景気後退が全体では比較的緩やかだったのに、製造業生産は

6%減少した。製造業雇用は 260 万も減り、2000 年第 4 四半期から 2003 年第 3 四半期までの雇用の純

減のほぼすべてを占めている。 

 今日、米経済全体は力強く拡大しているが、製造業の多くは、前回の景気の山をかなり下回って稼動し

続けている。例えば、自動車生産は好調を保っているが、この生産を支える産業の多く（工作機械、金

型・工具などの業種）は引き続き、経済の他部門から大きく出遅れている。 

 米製造業は、今回の景気後退が大変だったのと並んで、急速に移り変わる技術や世界経済への適応

が響き、さらに重要な構造問題に直面している。貿易障壁は過去 10 年間に大きく緩和された。通信機器、

コンピュータ、物流の技術革新は、商品の設計、生産、納品を加速させた。生産工程の改善は、世界中

に急速に広まった。民間投資は今や、投資家が最も高い利益率を求める中で、ほとんど障害なく国際移

動する。こうした要因全体で、資本と市場を目指す前代未聞の国際競争に等しくなる。工業製品は国際

貿易の大部分を占めるため、競争は特に激しい。総合すると、技術とグローバル化の効果により、コスト削

減と生産性向上を図る競争圧力が強まる。 

 米製造企業が直面する課題は、産業と政府の双方に重要な問題を投げかけた。産業界にとっての問題

は、どうすれば最高の形で製造業の強さを高め、競争が激化する世界経済の中で、競争力を保てるのか

である。米製造企業は競争圧力を受けて、コスト削減、リーン生産技術の採用、生産時の欠陥品ゼロを保

証する品質保証プログラムの実施を迫られた。生産、加工、サービスの技術革新は、成功に向けた重要

な決定要因になった。 

 競争力ある製造業を育成するには、政府の政策に違った見方をすることも必要だ。ワシントン――およ

び国全体――が正しい政策を取れば、米経済の大いなる潜在能力を開放し、成長、繁栄、雇用創出の

条件を作り出せる。政府にとって究極の問題は、米製造業が国際市場で競争する際に、政府の取る行動

が製造業を助けるのか邪魔するのかである。健全で競争力ある製造業を育み、経済成長を促す経済条

件を生み出すには、政府はどのようなステップを取るべきなのか。エネルギーやヘルスケアコストの上昇、

高いまたは歪んだ税制、規制順守の重い負担のように、政府の行動が手を貸す格好で、米製造業の投

資誘致と競争が難しくなっているという障害を取り除くには、何が最善の方法なのか。政府の政策はどう

すれば、米製造業と労働者が世界で最高に訓練されているという環境を育めるのか。そして、等しく重要

                                                 
54 略 
55 略 
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なのは、米国がどうすれば、人為的に優位を作り出す政府介入ではなく、経済の強さに基づいて、世界

市場で成功を確保できるのかである。 

 

製造業イニシアチブ 

 ドナルド・エバンズ商務長官は 2003 年 3 月、シカゴの全米製造業者協会（ＮＡＭ）での演説で、こうした

問題に対応し始める製造業イニシアチブを打ち出した。エバンズ長官は、米製造業の競争力に影響する

問題の包括的見直しを求めた。見直しの目標は、米製造業の競争力と国内外の一層の経済成長を促進

するのに必要な「条件を作り出すため、政府ができることをすべて行っているように」万全を期すのを意図

した戦略策定だった。 

 エバンズ長官は、製造業が現在抱える問題の根源と、政策が米製造業の競争力に及ぼしているかもし

れない具体的な障害を見極める際に、製造企業自体に助力を求めるように、商務省に指示した。この目

的のため、商務省は製造企業との間で、20 回を超す円卓会議を開催、その中で個別参加者に助言を求

めて、これを得た。こうした全国的な議論には、とりわけ、航空・宇宙、自動車・自動車部品、バイオテクノ

ロジー、半導体、化学、製薬、プラスチック、金型・工具産業の代表が加わった。円卓会議に出席した製

造企業は、小・中・大規模な企業や、少数派（マイノリティ）や女性が所有する企業の幅広い取り合わせを

代表した。 

 製造業が直面する問題に対処するエバンズ長官の取り組みを示すように、商務省の幹部は、商務省の

地方の輸出支援センター(Export Assistance Center)や民間の地方輸出評議会(District Export Council)

の助力を得て、円卓会議を開いた56。商務省の産業専門家は、円卓会議に出席し、議論に耳を傾け、商

務省幹部に報告した。このようにして、情報や支援を必要とする企業へのフォローアップ行動が確実に取

れるようにした。 

 加えて、商務省はイニシアチブに関して、できる限り広く情報を収集し、発信できるように、ホームページ

を開設した。このホームページ（www.export.gov/manufacturing）は、イベントや活動の情報提供、円卓会

議に参加できなかった者が製造業の問題に関して、商務省に連絡するのを勧めるのに用いられた。 

 この過程はまた、米製造業コミュニティの幅広い断面を映す業界団体代表との議論からも、恩恵を受け

た。商務省は、ＮＡＭ、製造業者連盟（ＭＡＰＩ）、米国製造技術工業協会（ＡＭＴ）、米国プラスチック産業

連盟（ＳＰＩ）、米国自動車工業会（ＡＡＭ）、全米金型工具協会（ＮＴＭＡ）、米国森林製紙協会（ＡＦＰＡ）、

米国自動車部品工業会（ＭＥＭＡ）、米国航空宇宙工業会（ＡＩＡ）、米国設備工業会（ＡＥＭ）、米国鋳物

協会（ＡＦＳ）、全米林産物協会（ＡＦＰＡ）などの職員や会員企業から、多大な支援を受けた。 

 以下の報告は、3 章に分かれる。1 章は、米製造業が直面する国内外の経済問題を概観し、米製造企

業の現在の競争環境を形成する強力なトレンドを見極める。 

 2 章は、政府が取り組まなければならない課題を見極める上で、米製造企業自身の経験を引き出す。

中小企業、大企業がそろって、最優先課題は常に、米競争力を阻害する政策や慣行の撤廃に置くべき

だと主張する。企業は、経済成長促進や研究開発を含む投資インセンティブの創設を、当面の優先課題

に挙げた。同じく、エネルギー供給の信頼性、ヘルスケアコストの引き下げ、政府の作為や不作為によっ

て製造業に課せられる間接費を削るのに必要な不法行為改革を長期的取り組みに挙げた。 

 国際的には、製造企業は、外国政府が米輸出企業に設ける障壁を取り除き、貿易や投資を歪める慣行

を撤廃する重要性を強調した。資金調達と貿易の両面で、製造企業は、競争が自由かつ公正になること

に米外交経済政策の目標を置くべきだと強調した。企業はまた、特に中国のような最近の貿易協定で開

放した市場に、米国の貿易促進努力を強化する必要もあると力説した。 

 製造企業はさらに、未来に目を向けて、米製造企業に競争上の優位を与えてきた活動に投資する重要

性も強調した。具体的には、未来の産業や雇用を生み出す新技術の開発を政府が妨害しないようにする

                                                 
56 略 
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ことと、米国に今ある製造基盤の競争力を高めることを意味する。製造企業は、政府の研究開発資金援

助や、高度な教育を受け、意欲の高い労働力を創出することがこの取り組みに必要だと述べた。 

 本報告書の 3 章は、米製造企業が明らかにした問題への対処を意図した一連の提言を述べる。提言

は、エバンズ長官が 2003 年 3 月に求めた包括的戦略を策定する第一歩を表す。 

 提言は、製造業・サービス業担当の商務次官補の設置も含めて、連邦政府内で製造業の競争力に一

層注力するよう米製造企業が求めたのに対応する。ブッシュ大統領は 2003 年のレーバーデーに、このポ

ジションを新設すれば、連邦政府は製造業に関連する問題に焦点を当て続けるのに役立ち、製造業イニ

シアチブを前進させるだろうと表明した。提言はまた、米製造業が国内外で直面すると述べた問題に対処

し、同時に、新技術や現代製造業の必要性を満たせる労働力を開拓して、米製造業の競争上の優位を

強化する。 

 こうした提言は、プロセスの始まりを表すのであって、終わりではない。エバンズ長官は当初から、本報

告書と提言について、米国の製造業の競争力における健全な戦略を策定するため、米製造企業と緊密

に協力する好機と見ていた。商務省は、全国の製造業者のこうした提案を見直し、明らかになった問題に

対処し、米製造業に恩恵をもたらすような当面の優先課題の設定を支援する方針である。 

 一方、米製造企業と製造業労働者が直面する問題は緊急のもので、ブッシュ大統領は既に、措置を講

じている。大統領は、雇用と成長のアジェンダを実施し、6 項目のプランを述べた。 

１．ヘルスケアコストをより手ごろにする。 

２．米経済の訴訟負担を軽減する。 

３．価格が手ごろで、信頼できるエネルギー供給を確保する。 

４．規制や届出の義務を簡素化する。 

５．米製品のために市場を開放する。 

６．家庭や企業が自信を持って、将来の計画を立てられるようにする 

 

 こうした改革を実行する必要性は、円卓会議の議論の中でよく検討された。提案はそれぞれ、米製造業

の競争力を今後何年、何十年にもわたって改善するだろう。 

 最後に、強調する価値のあるポイントが 1 つある。米製造業は問題に直面しているが、米製造業の未来

を楽観視できる根本的理由が 1 つあるのだ。それは、米製造企業で働いたり、経営に携わる男女の才能

と意欲である。何よりも、商務省の円卓会議に参加した製造企業は、次第にグローバル化と競争激化が

進む環境の中で、事業を展開する際に直面する問題に、腕まくりして取り組む姿勢を表明した。米国の
製造企業は、競争に臨む熱意は十分だが、公平な国際的競技場と、投資や拡大の障害のない国内
環境を必要としている。本報告書と提言は、米製造業が成功し続ける環境を育むように、ブッシュ政権

の側の取り組みを表している。 
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ＯＭＢ  行政管理予算局(Office of Management and Budget) 
ＯＮＲ  海軍研究局(Office of Naval Research) 
ＯＳＴＰ 科学技術政策局(Office of Science and Technology Policy) 
ＰＣＡＳＴ 大統領科学技術諮問委員会 

(President’s Council of Advisors for Science and Technology) 
Ｒ＆Ｄ  研究開発(research and development) 
Ｒ＆Ｅ  研究実験(research and experimentation) 
ＳＢＡ  中小企業局(Small Business Administration) 
ＳＢＩＲ 中小企業技術革新研究(Small Business Innovation Research) 
ＳＴＴＲ 中小企業技術移転(Small Business Technology Transfer) 
ＴＲＩＰＳ 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 

(Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property) 
ＴＰＣＣ 貿易促進調整委員会(Trade Promotion Coordinating Committee) 
ＴＰＳＣ 通商政策スタッフ委員会(Trade Policy Staff Committee) 
ＵＳＰＴＯ 特許商標庁(U.S. Patent and Trademark Office) 
ＵＳＴＲ 通商代表部(Office of the U.S. Trade Representative) 
ＷＴＯ  世界貿易機関(World Trade Organization) 
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1 章 世界経済の中での競争と勝利 
 
 以下の議論は、米製造企業が明らかにした問題を理解するフレームワークを述べている。本章は、製造

業が米国に果たしている重要な貢献を浮き彫りにし、製造業の根底にある数多くの強みを詳述する。 

 製造業の急速な生産性上昇は、製造業の最大の強みであり、米経済成長を大きく支えている。生産性

上昇はさまざまな恩恵を与える。製造業や経済の他部門の競争力強化、実質賃金の上昇、生活水準の

上昇である。しかしこの同じ生産性上昇はまた、製造業雇用の着実な減少についても、もっぱら原因とな

っている。米製造業が絶対的な意味でも経済の他部門との比較においても効率化している時期でさえ、

製造業の雇用は減少した。 

 製造業の全体的な景気は、1970 年代や 80 年代を通じて困難な調整期間があったにもかかわらず、過

去 25 年間にわたり非常に好調だった。製造業は、世界経済がショックに見舞われたときも堅調を保って

きた。1997 年のアジア金融危機で、米国の最も強力な輸出市場の一部がショックに見舞われたときも含

めてである。 

 しかし製造業は 2000 年半ば、全体の景気が下降する前に、特に厳しい不況に陥った。素早い財政金

融政策の対応で、景気後退は食い止められたが、後退から出てきた循環的な変化は、例外的に強い打

撃を製造業に与えた。 

 実は、2000 年半ばに製造業に最初に表れた全般的な景気下降は、製造業に影響を与えたはるかに強

力で根本的な構造変化を覆い隠していたのかもしれない。急速な技術進歩、貿易障壁の緩和、重要で

新たな競争相手の世界市場への参入により、米製造業は過去 5 年から 10 年間、急速な変化の傷跡を

付けられていた。たとえ製造業が、世界市場に順応し続けていた時期であってもである。 

 

経済に対する製造業の重要性 

 製造業は、米経済にとって決定的に重要だ。どの個人も産業も、工業製品に頼っている。加えて、製造

業の技術革新や生産性上昇は、製品そのものをはるかに超えて恩恵を与える。 

 製造業が米経済と米国の生活水準に果たす重要な貢献に、議論の余地はない。製造業は引き続き、

米ＧＤＰの 14%、米雇用全体の 11%をそれぞれ占めている。 

 しかしこの統計では、米経済と米国の将来に対する製造業の重要性が正確に伝わらない。製造業は、

より強力な経済を生み出す産業連関の網の目の不可欠な部分だ。製造業は、経済の他部門に財を販売

し、今度は他部門から財やサービスを購入する。 

 製造業は事業を行う過程で、原材料から中間部品、ソフトウェア、金融・法務・健康・会計・運輸などのサ

ービスに至るまで、あらゆるものの需要を刺激する。商務省経済分析局（ＢＥＡ）によると、工業製品につぎ

込まれた最終需要 1 ドルは、製造業のＧＤＰを 55 セント、非製造業のＧＤＰを 45 セント生み出す 1。 

 自動車部門は好例だ。自動車生産は、石炭や鉄の形の原材料から、ロボットの形の工業製品、自動車

会社従業員のための健康保険のサービス購入まで、あらゆるものの需要を刺激する。 

 健全な製造業は、他の理由からも同じく、米経済の将来にとって極めて重要だ――技術革新と生産性

である 2。技術革新は、生産性上昇のカギを握り、生産性上昇は経済成長と生活水準向上のカギである 3。

ある有力な経済学者が述べるとおりだ。 

 

                                                 
1 略 
2 略 
3 略 
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 一国の生活水準は長期的に、その国の企業が競争する産業において、高く、なおかつ上昇する生産性
水準を獲得する力に依存する 4。 

 

 生産性の上昇は、米製造業の競争力を維持するカギだが、製造業の生産性上昇の恩恵は、経済全体

に及ぶ。例えば、中西部で生産された綿花収穫機械が改善されると、カリフォルニア州やテキサス州の綿

花栽培者の生産性改善を支える。また、コンピュータの能力が高まると、オンラインバンキングや他の金融

サービスも可能になる。 

 国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）の最近の研究は、製造業の生産性上昇が経済の他部門にどのように波

及するのかを補足説明してくれる。ＮＩＳＴの研究は、サービス部門が、同部門の成長を促す米製造業の

製品や技術に依存することを詳しく述べた。研究は、「製造企業の技術に対するサービス業の大きな依

存」と、サービス部門の景気刺激に果たす製造業の「決定的な役割」を強調した。サービス部門は今や、

米経済の 70%あまりを構成しているのだ 5。 

 米国の平均的労働者の視点に立つと、生産性上昇は実質賃金の上昇と、より幅広い品揃えの、より品

質が良く、より安い商品へと置き換えられ、1 ドル追加して稼ぐごとに、さらに状況が進むことを意味する。

これにより、家を買ったり、子供の大学教育費を貯めたり、退職後の資金を蓄えることが容易になる。 

 製造業は、製造業と経済全体に及ぶ過去 25 年間の大幅な生産性上昇につながった、幾多の技術革

新を生み出してきた。製造業生産性の上昇は、米経済の他部門を常に上回ってきた。1977 年から 2002

年にかけて、経済全体の生産性は 53%上昇したが、製造業の生産性は 109%上昇している。全体の生産

性が 50%を上回る伸びとなったのは、米国の生活水準を大きく押し上げたことを示す。製造業生産性の

100％を超える伸びは、大変な実績だ。図１が示すとおり、製造業の労働生産性は、1977 年以降倍増し

た。変化率も時間とともに上向いて、直近の景気後退が始まってからの過去 2 年半の生産性上昇

（14.2%）は、過去 50 年間のどの 2 年半よりも急激だ。 

 

                                                 
4 略 
5 略 
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出所： 米労働省労働統計局 
指数： 1977年＝1.0 
*政府と農業部門を除く 

経済全体* 

      製造業 

図１．製造業と米経済全体の生産性、1977－2002年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さらに、米国の生産性は、米国の主要貿易相手国を上回る（図２）。米国は、時間当たりでも従業員 1 人

当たりでも、労働生産性の絶対水準であらゆる国のトップに立っている。米国はこの状況から、米国の労

働者に支払う賃金や手当が増えたにもかかわらず、貿易の競争相手に比べて、労働コストで優位を保て

たのだ。米製造業の生産性の伸びは最近、一段と力強く推移しており、国内外の競争激化に対する製造

業の適応力を楽観視する理由の 1 つを示している。景気後退と回復の途上にあってさえ、生産性を高め

られるのは、米製造業が他の先進国の製造業より強い立場に立つ目的で、経営と生産方法を変えたこと

を反映している。 
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指数： 米国＝100 
 注： 「西ドイツ」のデータは、1990年以後もずっと西ドイツ 
出所： 米労働省労働統計局；グローニンゲン成長発展センター、 

産業別の生産及び生産性の国際比較 
 

英国 

フラン

西ドイツ 

米国 

図２．米国と比べた西欧の 1人当たり製造業生産、1950－2000年  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 生産性の伸びはまた、米国の生活水準に大きな影響を与えた。米経済はＯＥＣＤ加盟国に比べて、生

産性が 31%も上回っており、1 人当たり所得の差の 4 分の 3 を説明する 6。 

 製造業の生産性上昇における 1 つの重要な媒体は、技術革新だった。また製造業では、技術革新が 2

つの形態で訪れる。1 つは、新たな発明が技術を飛躍させることだ。最初の集積回路（ＩＣ）や、その開発

に直接関係した製品群の驚くべき顔ぶれを考えてみよ。こうした発明の多くは、製造業の研究開発（Ｒ＆

Ｄ）への大規模な投資からきている。製造企業は、米民間部門が毎年Ｒ＆Ｄに投じる 1 億 9300 万ドルの

60%を賄う 7。こうした技術は、はるかに大規模なサービス部門に吸収され、その部門の技術革新や生産

性上昇の伸びを高めるのだ。 

 もう 1 つの形態の技術革新は、大きな技術的ライフサイクルの中で、製品や生産工程の着実な改善か

ら現れる。そのような改善は、より地味な数多くの技術革新が絡んでいるが、集まると、こうした技術革新が

大きな効果を発揮する。例えば、1 個のマイクロプロセッサ上により多くの機能をエッチングできる力を次

第に高めていったり、1 本の光ファイバーケーブルで伝えられる通話数を倍増させることは、時間の経過

とともに素晴らしい効果を挙げる 8。 

 大規模な技術革新と漸進的な技術革新のいずれも、製造業と米経済全体の競争力を向上させる。生産

性は、サービス部門よりも製造業の方が急速に上昇してきたため、工業製品価格の上昇はサービス価格

                                                 
6 略 
7 略 
8 略 
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より緩やかだった。工業製品の価格はしばしば、下落さえした。このような価格圧力は、製造業と経済の他

分野の両方で、生産コストの抑制につながっている。 

 経済全体の物価は、過去 25 年間に 140%も上昇したが、製造業の物価は 60%をわずかに上回る程度し

か上昇していない（図３）。これはまた、名目民間生産に占める製造業の割合が、1977 年の約 27%から現

在の約 16%に低下したのに対し、実質民間生産への製造業の寄与度が 1977 年以降ほぼ横ばいにとど

まる理由を説明する。 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 指数： 1977年＝1.0 
 出所： 経済全体： 商務省経済分析局； 
製造業： 労働省労働統計局 

製造業 

経済全
体

図３．製造業と米経済全体の物価、1977－2002年 
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物価変動調整後の製造業の実質生産は、経済全体と比べた過去 25 年間の製造業生産を最も良く示す。

製造業実質生産は 1977 年以降、民間経済全体の実質生産とほぼ同程度の速さで成長してきた（図４）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

指数： 1977年＝1.0 
出所： 商務省経済分析局 

製造業 

経済全体 

図４．製造業と米経済全体の生産、1977－2002年 
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製造業の実質成長と、より幅広い経済の成長の類似性を測るもう 1 つの方法は、実質民間生産の伸びに

対する製造業の寄与度を見ることだ。そのようにして測ると、製造業の寄与度は、1977－87 年から直近の

1992－2002 年までの 10 年毎の平均で、ほぼ 0.6%で安定してきた（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：「実質民間生産全体」は、米民間ＧＤＰの全体と同じ、すなわち、ＧＤＰから政府
部門を引いたものだ。上の棒は、1年間の平均値に換算した民間ＧＤＰ
成長率。下の棒は、10年移動平均を示す。ある年において、その年の
民間ＧＤＰ成長率に対する製造業の寄与度は、その前の 9年間の値で平
均されている。 

 出所： 経済全体： 商務省経済分析局； 
 製造業： 労働省労働統計局 

実質民間生産全体 製造業 
（10年移動平均）

図５．米平均民間ＧＤＰ成長率の割合としての製造業、 
   1987－2002年（10年移動平均） 

グラフ下の欄外：  
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賃金と雇用 

 製造業は歴史的に、ブルーカラー労働者が賃金の良い仕事を見つける方法を与えていると評価されて

きた。今日でも、製造業の生産現場労働者の時間当たり総賃金は、他の全部門の労働者の平均を上回

る。 

 しかし、製造業の総賃金が高いのは、時間当たり賃金が高いからではなく、手当に基づいている。1967

年以降の生産現場労働者の時間当たり平均賃金をインフレ調整後で見ると、部門としての製造業が提供

する時間当たり賃金は、高くはなく、平均的だった。もちろん、自動車や鉄鋼など、平均をはるかに上回る

賃金を払ってきた個別業種もあるが、これは平均を下回る賃金しか払っていない業種によって、ならされ

てしまう。実際、卸売業、金融、サービス業の時間当たり平均賃金は、過去 10 年間にわたって製造業を

上回ってきた。小売業だけが下回り続けている。 

 その代わりに、受け取り手当の平均が高い水準にあることが、製造業で働く利点だ（製造業は時間当た

り 8 ドル 89 セントで、非製造業は 5 ドル 94 セント）。製造企業は平均して、健康保険で時間当たり 81 セ

ント、残業及び追加手当で 66 セント、休暇で 62 セント、退職で 29 セント、その他の手当で 34 セント、高

く支払っている（図６）9。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 

図６．雇用コスト指数、1980－2002年 

手
当

    給付

賃金

指数： 1980年＝100 
出所： 労働省労働統計局 
 

9  
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 製造業の生産性上昇が、工業製品の需要の伸びより速いため、製造業の雇用は過去 30 年にわたって

減少してきた。2002 年の製造業雇用は、1977 年を大幅に下回り、非農業部門の経済に占める割合は

22%から 12%以下に低落した。2003 年の部分的データは、この割合がさらに低下し、約 11%になったことを

示している（図７）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

出所： 労働省労働統計局

％
 

雇用全体に占める製造
業の割合 

指数： 1977年＝1.0 
出所： 労働省労働統計局 

製造業 

経済全体 

図７．雇用全体の増加と製造業雇用の減少、1977－2002年 
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 製造業が経済の安定した部分を表し、特大の生産性の伸びを享受していることを考えると、製造業雇用

の漸減は驚きではない。別の言い方をすると、労働生産性のより急速な伸びを考えると、与えられた雇用

水準を維持するには、生産全体に占める製造業の割合が劇的に高まらなければならない。 

 米製造業雇用は 1979 年以降減ってきたが、他の先進国の経済も同じトレンドを経験してきた。西欧で

は 1990 年代に、雇用に占める製造業の割合が、米国と比べて速くはないにしても、少なくとも同程度の

速さで低下した（図８）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*「ドイツ」のデータは、1990年まで西ドイツ、それ以後は統一ドイツ 
出所： 労働省労働統計局 

オランダ 

フラン
米 イタリア 

英国 

ドイツ

図８．欧州と米国の民間雇用全体に占める製造業雇用の割合、1980－
年

  

 米製造業雇用は平均すると、過去 35 年間に年平均 0.4%減少した。しかしこの平均減少率は、大きな変

動を隠してしまう。製造業雇用は、それぞれの景気循環の中で急増し、急減する。製造業雇用は不況に

見舞われるたびに、前回の景気の谷をやや下回って落ち込む。景気循環が反転して上昇局面になると、

製造企業は雇用を再開し、製造業雇用も増加する。しかし、前回の景気の山にはあまり達しないのだ。 

 この基調は、より最近の製造業の展開を論じる上で、有益な話の継ぎ目を与えてくれる。 

 

 100



景気後退と回復の循環的効果 

 米製造企業は 10 年以上にわたって展望が良くなるのを目の当たりにした後、ここ 5 年間は、過酷な経

済状況に当面してきた。景気後退は、製造業に厳しいのが通例だ。1950 年以後の 8 回の景気後退で、

実質ＧＤＰは平均約 2%減少したが、製造業生産は 7%落ち込んだ。 

 生産全体を基準にすると、2001 年の景気後退は比較的穏やかだった。しかし、製造業は特に打撃を受

けた。製造業生産は 2000 年第 4 四半期から 2001 年第 3 四半期にかけて、約 6%も減少。その間に実質

ＧＤＰは 0.5%の減少だった。 

 しかし、製造業の直近の不況で目を引くのは、生産の急激な減少ではなく、鈍いペースの回復ぶりだ。

第 2 次大戦後、直近のものを除くすべての景気後退で、製造業生産は景気回復の最初の 2 年間に約

15%増加した。しかしここ 2 年間は、ＧＤＰが約 6%増加した時期に、製造業生産は小幅減少している（図

９）。製造業生産全体は、2000 年半ばにつけた前回の景気の山をまだ 4%前後下回っている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 指数： 2000年第 4四半期＝1.00 

出所： ＧＤＰ：商務省経済分析局； 製造業生産：連邦準備制度理事会（ＦＲＢ） 

製造業生産 

ＧＤＰ 

図９．ＧＤＰと製造業生産、2000－2003年 
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 製造業の不況と回復の足取りの鈍さは、製造業の労働者に特に響いている。製造業は雇用が減り始め

た当初から、約 260 万もの職がなくなった。他の部門の雇用は比較的安定していた。製造業雇用は 2003

年第 3 四半期、景気後退直前の時期をまだ 15%も下回っていた。恐らくさらに重要なのは、製造業雇用

が景気回復の開始から 8%減っていることだ。この減少は、製造業全体に広がっている（表１）。 

 
表１．製造業雇用の純増減、2000年第 4四半期－2003年第 3四半期 
     ％     就業者数 
製造業全体   －15.1   －259万 9000人 
食品    －1.8   －2万 9000人 
飲料・たばこ  －6.7   －1万 4000人 
繊維    －29.5   －10万 9000人 
繊維製品   －15.8   －3万 4000人 
衣料    －37.4   －17万 8000人 
革製品   －34.1    －2万 2000人 
製材    －9.6   －5万 7000人 
製紙    －12.3   －7万 4000人 
印刷    －14.0   －11万 3000人 
石油／石炭製品  －3.9   －5000人 
化学    －6.3   －6万 2000人 
プラスチック／ゴム －11.9   －11万 2000人 
非金属鉱物   －9.4   －5万 2000人 
一次金属   －22.7   －14万 0000人 
金属製品   －11.6   －29万 3000人 
機械    －19.6   －28万 5000人 
コンピューター・電子機器－25.1   －46万 7000人 
電機    －21.3   －12万 5000人 
運輸    －12.8   －26万 0000人 
家具    －15.5   －10万 5000人 
諸工業   －8.6   －6万 3000人 
 
出所：米労働省労働統計局 
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 製造業への影響がより鮮明になった直近の景気後退には、いくつかの特徴があった。第 1 に、企業の

技術投資が大幅に落ち込んだことだ。これは、その前の 10 年間を通じて、情報投資が急増したのを受け

ている。ハイテク産業が 1990 年代末に景気を刺激したことは、一般に受け入れられている。しかしハイテ

ク生産は 2000 年末にピークを迎えた（図 10）。同部門の生産は 2001 年夏に 12%も減少、製造業全体の

平均を大きく上回る落ち込みとなった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注： ハイテク産業はこの分析用に、コンピューター、通信機器、 
   半導体と定義する。 
出所： 連邦準備制度理事会（ＦＲＢ） 

前
年
か
ら
の
変
化
率 

指
数
の
水
準

指数の水準
（左軸） 

変化率（右

図 10．ハイテク産業生産、1996－2003年 

この減少を導いたハイテク支出の落ち込みは、世界中のハイテク産業に影響を与えた。例えば、世界の

半導体売上高のデータは、2000 年末に大規模な減少が始まり、企業が通信機器やコンピュータ技術へ

の支出を大幅に減らした翌年も続いた（図 11）。 

 雇用減少率が最も大きい部類のうち、製造業の 2 部門がまさに、ハイテク支出の減少の影響を最も受け

た業種だった。コンピュータ・電子機器の雇用は、2000 年第 4 四半期から 2003 年第 3 四半期にかけて

24%減少。電機の雇用減も似たような規模――23%だった。いずれの減少も、製造業全体の 18%を超えて

いる。 

 注目すべき今回の景気後退の 2 番目の特徴は、下降に伴って在庫が急減したことだ。在庫の不均衡

は、景気後退期に典型的だ。需要が後退し、過剰在庫が棚に残される。企業は需要が回復するまで、受

注残、出荷、生産を切り詰める。 

 最も直近の景気後退では、企業は、2000 年の在庫販売比率の緩やかな上昇に対応し、供給抑制のた

め 2001 年の生産を削減した。その結果生じた比較的急激な在庫取り崩しの程度は、1990－1991 年の

景気後退に比べて、2001 年の後退の方がはるかに甚だしかった。 
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 注目すべき今回の景気後退の 3 番目の特徴は、投資と需要を抑圧した 2001 年 9 月 11 日の出来事が

もたらした不透明性だ。工業製品需要への直接的な影響に加えて、観光などのサービス需要の落ち込み

が、自動車や航空機などの他の製造業に続いて波及した。 

 

 

注：データは 3ヶ月移動平均、各月の売上の数字は総売上高と後続 2
ヶ月の平均。         2003年のデータは 10月までのもの。 

出典：半導体産業組合（Semiconductor Industry Association） 

（
単
位
：
十
億
ド
ル
）

図 11．世界の半導体売上、1996年－2003年（単位：十 
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出典：世界：国際通貨基金（International Monetary Fund）、 
米国：米商務省（U.S. Department of Commerce） 
経済分析局（Bureau of Economic Analysis） 

世界

米国 

図 12．経済成長：実績と予測、1980年－2004年（パーセント変化）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この景気後退の第四の特徴は、国内の低成長に海外の低成長の影響が重なる度合いで、特にわが国の

主な輸出市場に対する米製造輸出における劇的な落ち込みである。海外での成長に勢いがあれば、国

内の景気後退の影響をやわらげるのに役立つ。 

残念なことに、最近は成長の徴候を示しているものの、ヨーロッパも日本も、回復の始まりから、その成長

のスピードは米国よりかなり緩慢である。工業国経済における低成長は、1997 年半ばにアジアを襲った

金融危機以来、アジアの新興経済における低成長の影響を拡大してきた。一部のアジア経済は回復した

が、この地域の成長は、主な例外である中国を除いて、金融危機以前に達成したレベルに近づいていな

い。 

海外の経済低成長が続いたことで、米国で製造される商品の需要は、本来予想されるより低くなっている。

図 12 は、近年米国で 1982 年、1991 年、2001 年と 3 回の景気後退期があった期間を対象としている。

最近の景気後退パターンは 1982 年の場合と似ており、それを特徴付けているのは、アメリカの主な貿易

相手国の不景気である。 

傾向を示す線が反映しているのは、米国経済全般、特に製造業部門が、過去 2 年間に米国の主な貿易

相手国における成長による支援をほとんど得ていないことである。 

しかし、米国経済全体としては、通貨、財政の両面で前年度の刺激に反応してきた。経済は 2003 年の第

3 四半期に年率で 8.2％成長し、それが製造品を含むあらゆる商品およびサービスの需要の伸びにつな

がっている。これに加えて、海外の市場にも勢い上昇の徴候がある。成長に勢いがつき、それに米国経

済の競争力の継続が加わることで、米国製品輸出の見込みは向上してきた。 
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最近、製造業部門は米国経済において進行中のさらに幅広い回復に関与し始めている。供給品管理協

会（Institute of Supply Management）による購買部長指数は 2003 年 8 月以降、50 より上を保持している

（工業製品の注文が今後も伸び続けることを意味する）。 

さらに、生産性向上も引き続き明るい材料である。景気後退の終わりから製造業の生産性は 9.7％上昇し

ている。景気後退直前の期間と比べると、生産性上昇は 14.2％である。 

生産性におけるこうした上昇は、アメリカの製造業が競争的なチャレンジに応え、経済における生活水準

の向上に貢献する能力を確証している。製造業部門は、管理できることについては、つまり発明し、革新

し、資源を組み合わせて高品質の商品を生産することを、立派に成し遂げている。 

 

競争環境を形成する構造変化 

米経済の復活成長、製造業部門における生産数量の上昇、そして最近の景気後退にもかかわらず達成

された生産性の著しい増大により、製造業部門は勢いのある回復へ向けた態勢を整えている。しかしなが

ら、景気後退と強含み回復の循環効果は、製造業の沿革の一部にすぎない。ある面では、最近の景気後

退が、製造業部門で世界的に進行しているもっと基本的な構造変化を分かりにくくしてきた。 

過去 20 年間に、3 つの独立した力強い傾向が製造業部門を世界レベルで再形成してきた。第 1 は 20

年間進行中の技術革命であり、世界中で製造業の生産性を向上させ、コストを低減している。第 2 は貿

易、特に工業製品の貿易に関して、障壁が著しく減ったことである。第 3 は、70 年以上も市場を分断して

きた政治的分裂の終結と、これに付随するロシア、中国、その他の国々による世界貿易システムにおける

台頭である。こうした傾向のそれぞれが米製造業に対し、新たな市場機会という形で、そして競争激化で、

重大な意味をもっている。 

 

テクノロジーの役割 

世界の製造業は、コンピュータ機能、通信、および流通における著しい進歩により、根本的に再
形成されてきた。各要因は、それぞれ単独でも、貿易、投資、および世界的生産の機会を大いに拡大し

てきただろう。しかし、包括的に見ると、3 つのすべてにおける急速な変化が、工場の作業現場から最終

消費者への荷積みドックまで、製造業を最も作り変えた傾向の多くに影響する。こうした要因によるもう一

つの結果は、今日の製造業環境で競争の水準を高めたことである。 

1987 年、『製造業は重要だ(Manufactur ng Matters)』の書評でノーベル賞受賞経済学者のロバート・ソロ

ーが述べた次の言葉は有名である。「コンピュータはどこにでも見られるが、生産性統計は別だ。」

i

                                                

10 しか

し、1990 年代後半に、コンピュータの生産性に及ぼす影響の証拠がついに現れた。1973 年から 1995 年

の間に見られた比較的緩慢な生産性の成長率と比べ、労働生産性の伸びが「1995 年から 2000 年まで、

年間でおおよそ 1.2％ポイント［加速］、80％以上の上昇」で以前の傾向線を越えていた 11。情報技術に

おける投資が、生産性におけるこの増加の 60％を占めると推定される 12。 

コンピュータ能力の劇的な拡大とビジネス環境でそれを適用する仕事の範囲が広がり続けていることは、

疑いなく、今日の製造業に影響を与えている、単独で最も有力な技術変化である。コンピュータの能力は

18 ヵ月ごとに倍になるというムーアの法則は今も有効で、これからもしばらくはそれが続くと思われる。コン

ピュータ能力の爆発について考える上で有益な見方の一つとして、今日の音声付グリーティングカードの

 
10  
11 略 
12 略 
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マイクロチップは、1945 年に世界中に存在していた以上のコンピュータ能力を備えているという事実があ

る 13。 

情報技術が生産性向上に貢献したことに懐疑的な、例えばロバート・ゴードンなども、それが製造業に与

えた影響については概して認めてきた 14。コンピュータ能力の向上は製造工程のあらゆる部分に影響し

ている。製品開発および試験の大部分を、はるかに低コストのバーチャル環境で行うことを可能にするコ

ンピュータ援用デザインの導入により、製品デザインを革命的に変えた。コンピュータ能力は、並ぶものの

ない精度、品質、効率を提供する一群の新しい多軸工作機械を創り出すことにより、製造業に大変革を

起こしたのである。 

コンピュータは、このほかにビジネスのプロセスでも、その改革のほとんどを可能にしてきた。今日利用で

きるコンピュータ能力がなければ、「ジャストインタイム方式」生産や「デマンドプル型」製造工程などの概

念は、現在の形で存在できなかったはずである 15。コンピュータ能力の劇的な向上は、新製品の開発、生

産コストの削減、品質向上、性能の評価、そしてビジネス経営のためにさらに強力なツールを生み出して

きた。 

通信技術は高性能の製造作業運営に必須である。新しい通信技術はジャストインタイム方式の在庫目録

とデマンドプル型製造を管理する能力を生み出す。リアルタイム通信は、無欠陥を目指して設計されたシ

ステムに情報をフィードバックする上で不可欠である。相互運用性のある通信システムは、製造業者とそ

の顧客に製品を共同で開発する機会を提供する。 

同様に、新しい通信技術はエンジニアが世界各地の同僚と製品開発についてリアルタイムで討論するこ

とを可能にする。テレビ会議の機能のほかにも、通信技術は、画面上で同じコンピュータ作成デザインを

処理するための討論にだれでも参加できるようにする操作システムを使用している。 

通信における革新は、製造業者が営業を行う方法を根本的に変えた。無線通信により、携帯電話とラップ

トップのパソコンがセールスマン営業所に取って代わることができる結果となった。携帯電話は、顧客のニ

ーズに関する顧客との連絡や相談を拡大させるだけでなく、売上時点で直ちに注文を出して製造工程を

開始するという必要機能も備えている。 

通信改革は、完成品を顧客に届ける方法も、著しく変化させてきた。例えば、トラック輸送においては、全

地球位置把握システム（ＧＰＳ）の送信機と携帯電話を組み合わせることで、製造業の顧客にとって、無駄

を減らし、効率を高め、コスト削減をもたらした。新しい通信装置も、保安または規制上の理由から情報を

要求することのある政府機関とのインターフェースを設けることにより、商品の流通を容易にしている。流

通コストを削減することで、新しい通信技術は最終製品の原価も低減してきた。 

技術の応用も、工業製品の流通を変化させ、輸送コストを引き下げてきた。明らかに、航空輸送は工業製

品の競争市場を単一市場とすることに大きく貢献してきた。加えて、第二次世界大戦後の海運業におけ

る著しい変化は、例えばコンテナ輸送方式や車両乗り入れ式貨物の出現で、コンテナ船から鉄道へ、さら

にトラックへ、円滑な移動を可能として、効率を劇的に高めている。流通は、速達便サービス業者が運営

する新しい貨物取扱施設にも助けられている。例えばこれは、コンピュータの製造業者が夜通し修理施

設を営業し、修理したコンピュータを 24 時間以内に所有者に届けることを可能とする。 

コンピュータ機能、通信、そして輸送における傾向の組み合わせが、宅配ロジスティックスの新しいサービ

スを生み出した。ロジスティックスは市場の要求に応える上で必須となり、競争力を保つために製造原価

を低下させる上で基本となった。競争環境は、第二次世界大戦後の防衛研究から発達した、このような進

展により、再形成されてきた 16。海軍研究局（Office of Naval Research（ＯＮＲ））はこの国の主な研究機関

で数々の工学教授の研究に資金援助してきた。このような教授たちは、第二次世界大戦中の戦争行動に

                                                 
13略 
14 略 
15  
16 略 
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伴う広い範囲の実際的な技術的問題を解決すために協力しており、1945 年の終戦後も引き続きＯＮＲか

ら資金を受け取っている。 

第二次世界大戦後のＲ＆Ｄ投資は、新しい製品、新しい産業、そして米製造業の成長率および競争力の

向上という形で大きな利益をもたらした。しかし、革新を促進する投資を行っているのは民間産業という傾

向がますます進んでいる。1980 年になると、業界が米国のＲ＆Ｄ活動における筆頭投資者となり、その投

資は初めて連邦政府を超えた。今日では、Ｒ＆Ｄにおける堅実な民間部門の投資が、連邦政府のＲ＆Ｄ

資金供給を 2 対 1 以上の割合で追い越し、事実上、冷戦から宇宙開発競争の間中続いた割合を逆転さ

せている。 

第二次世界大戦後の米国における科学とエンジニアリングの革命がＲ＆Ｄへの投資から生まれたという

教訓は、諸外国も無駄にしていない。今日、どこの国でも、技術、経済成長、仕事の創出の間に関連性を

認識している。その結果として増加しているのが、研究機関や重要技術プログラムを設立し、業界・学界・

政府間の協力関係に誘因を創出し、科学者やエンジニアの養成を後援することである。 

その原動力は、世界のＲ＆Ｄ総支出に占める米国の割合の急低下に反映されている。1960 年代を通し

て、世界のＲ＆Ｄに占める米国の割合は 60 から 70％の範囲内だった。これと比べ、今日では、米国の割

合は 30％である。 

同様に重要なのがＲ＆Ｄに再投資される各国の生産高の割合であるが、それはこの割合が、将来新しい

技術に基づいて競争するその経済の意気込みの指標となるからである。この点で、米国経済のＲ＆Ｄ強

度は 40 年間本質的に一定レベルを保ってきたが、その間に海外Ｒ＆Ｄ投資の急騰が起こった。 

技術のＲ＆Ｄ資金供給パターンにおける変化は、世界全体に技術の広いばらつきをもたらした。多くの世

界的企業による外国直接投資の増加がこの傾向を強めた。高品質で低コストの商品を生産できる高度な

最先端技術の製造施設が、今では世界中で利用可能となっている。アメリカの製造業者は、低コスト商品

を生産する製造業者ばかりでなく、高性能製品やそれを作る工作機械の製造業者とも競争を強いられて

いる。 

このように、米国の製造業者は価格を下げるだけでなく、製品に付加する価値を高めるため、絶え間ない

プレッシャーに直面することになる。低コスト生産者との競争は、競争の条件が価格だけに基づくものでな

い、利益が高めの商品の方向へ価値連鎖を移動させる誘因を生じている。製造業における成功は、新し

い技術を迅速に製品と作業の両方に取り入れる能力に左右される傾向が高くなっている。この能力は、

競争で有利となるための主な手段としてＲ＆Ｄ継続を重視する。 

 

貿易の障壁引き下げ 

米国の製造業者が競争する環境に新生面を開く第二の傾向は、工業製品における貿易の関税率および

それ以外の障壁が世界的に著しく引き下げられたことである。関税および貿易に関する一般協定

（General Agreement on Tariffs and Trade）そしてこれに続く世界貿易機関（World Trade Organization）

による継続的な多角的貿易交渉で、例えば世界各地の工業製品の平均関税率が 30％引き下げられた。

工業国にとって、その結果はさらに著しい。1999 年に経済協力開発機構（Organization for Economic 

Cooperation and Development）が公表した研究によれば、ＯＥＣＤ諸国の平均関税率は、第二次世界大

戦終結時で 40％、現在は 4％である 17。さらに最近では自由貿易協定、例えば米国、カナダ、メキシコ間

の北米自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）が創設され、この傾向を強化している。

過去 10 年間に、ＮＡＦＴＡは、世界最大の三者間貿易に適用される関税および多くの関税以外の障壁

を排除した。 

世界貿易の価値は結果として大きく成長した。ＧＡＴＴシステムの創設以来、世界の輸出は 1948 年の

580 億ドルから 2001 年には 5 兆 9800 億ドルに伸びている。ＷＴＯがまとめたデータによれば、世界の輸

                                                 
17  
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出量は過去 25 年間だけでも複合年率 5.8％で増加し、この速度は世界経済全体における成長に比べて

2 倍以上だった 18。 

世界貿易の成長のほとんどは、工業製品におけるものだった。この部門は現在、あらゆる貿易の 4 分の 3、

商品とサービスを合わせたあらゆる貿易では 60％を占めている 19。製造業の貿易が優勢である理由の一

つは、米国とその貿易相手国が工業製品における貿易の障壁を、他の部門より大きく、早く、引き下げて

きたことである。例えば農産物では、過去 20 年間に比較的強気の年率 3％で伸びているものの、工業製

品の輸出はその二倍近い割合で成長し、平均で年 5.7％だった。 

過去 50 年間における貿易の成長は、貿易障壁の引き下げにあおられ、米国の歴史上最も急速で持続

的な経済成長に直接貢献してきた。米国の生産高は 5 倍、実質ＧＤＰは 3 倍に増加した。米国の実質Ｇ

ＤＰは 2000 ドルを単位として、1950 年の 11,672 ドルから 2002 年には 34,934 ドルに成長した。 

貿易は米国の経済成長に著しい貢献を続けている。過去 10 年間だけでも、これはＮＡＦＴＡ設立、ＧＡＴ

Ｔウルグアイ・ラウンド会談の終結、ＷＴＯの設立が含まれる期間であるが、世界貿易は 87％成長した 20。

1990 年から 2000 年の間に、米国の輸出は 98％上昇し、世界貿易において米国の輸出が占める割合は、

実際に 11.4 から 12.2％に成長した 21。言い換えれば、最近のラウンドの貿易協定は、米国経済と製造業

部門にマイナスの影響を与えるかわりに、米国の輸出が世界貿易全体より急速に成長することを可能とし

たように思われる。 

米国経済はこの時期に急成長し、他の工業国ほとんどのペースを超えている。1990 年から 2002 年に、

経済は年 3％の割合で拡大した。経済は、1990 年の 7 兆ドルから 2002 年には 10 兆ドルに成長したの

である 22。この期間中、米国の輸出における成長は米国経済における全成長 6 分の 1 を占めていた 23。

機械装置、コンピュータとエレクトロニクス、輸送設備などの部門では、輸出が現在、総売上の 50 から

60％に相当する 24。米製造業界の 3 分の 1 で、輸出は製造売上の 5 分の 1 にあたる。手元にある最新

の数字によれば、現在、輸出は 1200 万以上の仕事を支え、こうした仕事の賃金は米国の平均賃金より

13 から 18％高い 25。 

貿易の利益は、もちろん、輸出だけでなく、輸入からも流入する。米国への輸入の関税引き下げは逆進

税引き下げを意味する。この減税は、高所得層よりも低所得世帯にかなり大きい利益をもたらす。ある推

定値では、ＮＡＦＴＡおよびウルグアイ・ラウンドの協定がアメリカの 4 人世帯の平均年収を 1,300 ドルから

2,000 ドル引き上げたとしている 26。世界の障壁が 3 分の１だけでもさらに引き下げられれば、この世帯の

平均年収をさらに年間 2,500 ドル増加させるだろう 27。 

輸入競争の利益は最終消費者だけのものではない。最高品質、最低価格の部品を入手できることは米

製造業の競争力にとって必須要素である。輸入は競争を刺激し、アメリカの製造業を自らの品質と生産性

向上に駆り立てる。強調に価することは、過去十年間に貿易が著しく拡大する一方、米製造業は何十年

間もなかったほど急速に、またダイナミックな形で、成長していたことである。 

こうした結果のいずれも、経済という点では驚くに当たらない。さらに開放的な経済が米国を相対的に最

も有利な立場に向けて動かしている。この開放性は、利益の増加とさらに効率のよい資源の使い方を実

現した。両方とも、より強力な経済パフォーマンスと一致している。実際、一部の最近の調査は、世界経済

                                                 
18  
19  
20 略 
21 略 
22 略 
23 略 
24 略 
25 略 
26 略 
27  
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に米国が幅広く関与していること、特にさらに競争的な状況に向けた米国経済の調整が、失われて略を

与えようと行う明らかに認識できる努力と重なり、一部の米製造業者が貿易協定の公平さと米国貿易政策

の基本的信条を疑問視することにつながっている。 

米国は世界的に貿易の障壁引き下げで先頭に立ち、過去の交渉においては、多数のアメリカの貿易相

手国より広い範囲で、関税切り下げ、その他の形態による市場介入を制限することに意欲を示してきた。

製造業の場合を含めて、重要な例外があることに留意した上で、貿易加重に基づく米国の関税平均は、

現在 1.7％を下回っている 31。多くの主な工業貿易相手国でも、関税をこれに匹敵する率にまで引き下げ

ているが、世界の他の地域で米国の輸出業者はいまだに重い関税に直面している。加えて、米国は、他

の多くの国々に比べ、製造業者に直接助成金を支給する可能性がはるかに低い。 

貿易の基本的規則または具体的な保護障壁の賦課とは全く別に、政府が課すコストの問題がある。米国
の製造業者は、アメリカの貿易相手国の多く、特に発展途上国に比べ、労働、環境、その他の管
理領域において、かなり高い遵守コストを強いられている 32。しかし、特定の非常に目に付きやす

い領域における格差が、現行貿易規則について米製造業者の間に浸透している不公平感を助長してい

ることに、ほとんど疑いはない。 

今日の世界的経済において、保護政策は全く役に立たない。良い例は、工作機械と金型の産業である。

米国の工作機械・金型産業は輸入、特に中国からの競争で保護を求めたが、この業界は、2002 年のブッ

シュ大統領による米国に輸入される鉄鋼の関税賦課に最も声高な反対派に属してもいた。工作機械・金

型産業の立場が反映しているのは、保護には必ずコストが伴い、多くの製造業者を含めて、他の米産業

に損害を与え得ることである。むしろ、米国の製造業者が求めるのは、米国の製造業者に適用される
規制について、特に国の強力な介入で利益を得る企業との競争で、競争相手にもその適用を確実と
することである。 

全体として、米経済は輸入競争から利益を得てきており、それは多くの製造業の企業が競争力を維持す

る上で役立ち、インフレーションをかなり減衰させてきた。しかし、同時に、さらに激しい輸入競争は、鉄鋼、

家具、工作機械・金型、鋳物製品、繊維・衣料、自動車部品などを含む製造の各産業に並外れた圧力を

かけ、一方では先端技術部門にも影響を与えてきた。 

工業製品の競争は、新興アジア市場の低コスト競争相手の発展によって促進される傾向が高まっている。

1980 年、米国は、欧州連合および日本と共に、製造業における貿易で優位を占め、ＷＴＯ統計によれば、

世界の製造品輸出価額の 75％近くを占めていた。ところが、2001 年になると、この占有率はほとんど

15％落ち込み、60％となった。 

 
新しい競争相手の登場 

世界規模で製造業部門に影響する第三の強力な傾向は、政治、経済の両方に関わっている。これに伴う

のは、他の国々、特に中国と旧ソ連の諸国において、経済構築の主な手段として、政府の計画ではなく、

市場原理への依存が増加していることである。 

貿易という面で考えられることはあまりないものの、冷戦終結の経済的重要性が、最も深い影響を及ぼし

たかもしれない。冷戦終結は、第一次世界大戦開始以来、何らかの形で世界を分割してきた政治および

経済の分裂の終わりを示した。技術の急速な変化や、貿易の関税および関税以外の障壁切り下げをもっ

てしても、こうした分裂が存在していたなら、世界経済は不可能だっただろう。 

数字がこの論旨の証拠となっている。世界貿易におけるいわゆるアジアのトラの分け前は過去 20 年間で

急速に拡大し、製造業の世界貿易占有率における最大の増加は中国が獲得した。中国の製造品輸出は、

1980 年の世界船積量のわずか 0.8％から 2001 年には 5.3％に増加した。1979 年の経済改革の開始と、

                                                 
31 略 
32 略 
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市場影響力への依存を強めたことで、中国は工業製品の貿易を急速に拡大してきた。中国は世界の製

造品輸出国の中で現在第 4 位となっている。 

強調に値するのは、中国その他のアジア諸国による市場占有率上昇はそのほとんどが日本およびヨーロ

ッパを犠牲にしている一方、米国による工業製品の世界輸出割合は 1980 年から 2001 年の間に実際わ

ずかながら増加し、13％から 13.5％となったことである 33。この増加もまた、米製造業者がこの期間に生産

性を著しく向上させた能力によるものである。しかし、同時に、様々の部門の米製造業者は、米国市場に

おける自らの占有率が衰退したとみなしていた。 

過去 20 年間に起こった政治および経済の革命には別の側面がある。いかなる形態の経済抑制手段にも、

需要と供給に不均衡を生み出す作用がある。従って、こうした抑制手段が取り除かれると、能力が需要を

上回ることが多く、市場は需要と供給に均衡を取り戻すために調整を行わなければならない。 

冷戦の終結と中国による世界経済再参入も、同様の影響を及ぼした。製造業の雇用における傾向の最

近の調査がこれを例証している。この調査が示したのは、製造業の雇用が米国ばかりでなく、世界各地で

低下したことだった 34。それどころか、中国の製造業の雇用は、近年、割合からみると、実は米国よりも急

速に低下している 35。 

雇用におけるこの減少が主に反映しているのは、中国の多くの国営企業の民営化と、その結果として世

界市場での競争に順応する際の雇用減少である。しかし、これは、世界的な生産性向上の影響と、引き

続き世界中で工業製品の価格に下降方向の圧力をかけている製造業の過剰能力の程度も、強調してい

る。 

 

世界的な外注への移行 

上述の三つの傾向が米製造業者に及ぼす実際的影響は、低コストの労働力と製造能力の新しい供給源

の利用可能性を高めることだった。実際、こうした傾向は、それを利用可能としただけでなく、競争におけ

る重要な問題ともした。商品にも資本にも移動性があり、それが労働力にはない世界経済において、低コ

スト部品、構成部分、さらには増加しつつある完成品の形での輸入によって、製造業者がより低コストの労

働力を利用することは、世界経済で競争力の保持に努める、一つの機能にすぎない。 

そのため、部品や構成部分を世界規模で外注する傾向は、競合する強い力に駆り立てられ、定着する。

製造業者には、いまや世界的な供給チェーンを効果的に管理する能力があり、それが世界で最もコスト

の低い供給業者に外注することを可能にし、そして、競争上の問題として、自らも競争力を保つためにそ

うすることを余儀なくされている。 

ますますグローバル化が進む工業製品市場において、競争が主に行われるのは、個々の製造業者間で

はなく、供給チェーンの間となるだろう。それは、製造について全く異なる概念を意味する。伝統的に製造

を定義してきたもの、つまり、原料を構成部分または完成品に変える工程を焦点とするのでなく、今日の

製造業者は、設計から資金調達、生産、販売およびマーケティング、アフターサービスまで、最終製品を

顧客に届け、顧客のニーズを満たすために必要な活動を実行することを意図したシステムとして製造を考

えている。 

そのように考えると、製造の構造は、こうした工程のすべてが一つの企業で行われる必要をもはや意味し

ない。製造業者は、上述の活動のどのような組み合わせも可能で、その製造業者自体が用意したかどう

かは問わない、供給チェーンまたは「バーチャル・ネットワーク」を管理し、自らをシステム統合者とみなす

傾向が高まっている。 

                                                 
33 略 
34 略 
35 略 
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この変化し続ける競争環境に順応することは、米国の製造業者に「軽薄製造」テクニックから無欠陥を保

証する品質保証プログラム、自社商品を他社の世界供給チェーンに組み込み可能とする国際製品基準

まで、新しい生産、マーケティング、および経営方法の採用を強制してきた。それはまた、製造業者がい

かに顧客の製品とその供給チェーンに価値を付加できるかを示すため、世界中の顧客の目に届く必要の

高まりも意味する。 

自動車部門が適例である。かつて米国の自動車製造業者は部品および構成部分の多くの国内供給業

者に手軽な市場を提供していたが、製造業者はいまや世界的体制で操業している。従って、自動車部品

の供給業者が今日の市場で成功するためには、米国自動車企業または外国の競争相手の世界的供給

チェーンにニッチを見つけなればならない。それは、米国の自動車部品供給業者を、世界の部品供給業

者との直接対決の競争に投入する。米国の供給業者にとって部品および構成部分への注文増加に自動

的につながる、米国における自動車売上増加に依存する可能性は、もはや全く存在しない。現在、競争

は世界的規模で行われ、この事実が引き続き、将来の製造業部門の見通しを具体化していくだろう。 

 

政府の役割：基礎を整える 

競争の変化する性質は、それに対応して、政府の政策に異なる見方を必要とする。これは、国内および

国際的の両方で、成長を促進し、健全な投資に報い、コストを管理し、革新および生産性向上を育む経

済環境を整えることを意味する。また、貿易と投資の障壁を引き下げ、貿易規則の違反があった場合には

積極的にこれを強制することにより、公平な競争を確保する攻撃的な国際経済政策をも意味する。 

世界市場での競争は、米製造業が繁栄できる環境を生みだすために、政府が経済の基礎を整える
ことを重視する。それは、米政府の措置および米市場の構造が、製造業および経済全体において、ま

すますグローバル化の進む市場で競争する米企業の能力を向上させるか、妨げるか、吟味することを意

味する。 
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第２章 米製造業が直面する課題 
 

この章では、米製造業が直面する課題を焦点とするが、これは製造業者自身が商務省の協議を通して表

明したものである。さらに、製造業者が、米製造業の競争力を確保する包括的戦略で扱うべきだと考える

優先順位の高い問題をとらえることにも努めている。各見解には、製造業の競争環境を形成すると思われ

る、1 章で概略を述べた傾向についての共通の理解が反映されている。製造業者は、世界経済で競争す

る課題に対処する際の米製造業の基本的長所についても、認識している。 

協議に登場した根本的なテーマが一つあるとすれば、基本的調整が世界の製造部門全体で進行中であ

るという理解であった。製造業者は政府がこうした調整の重視を強化することを要求し、政府が米製造業

者の成功可能な経済環境を作り出すために必要な措置を取っていることの確認を望んだ。 

終わりに向けて、商務省の協議に出席していた製造業者たちは即時対応を必要とする以下 6 つの領域

について概略を述べた。 

1. 製造業者は、政府内で製造業とその競争力を重視していないと認識した。製造業者は、急速にグロ

ーバル化の進む経済で競争する上でこの部門が直面している課題を理解することに対する真摯な態度

を求めている。政府に対し、製造業部門がこの新しい競争の現実に順応する能力を育成するために必要

な措置を取ることを望んでいる。 

2. 製造業者は、国内および国外の両方でさらに強気の経済成長を促進することを政府が重視すること

を望んでいる。最近の景気後退は企業投資における急激な低下によってもたらされ、そして通貨政策と

財政政策の両方が経済を回復の道へ導くために作用した、という大まかな理解がある。しかし、企業投資

を促進し、経済全体で、即時に製造業部門で進行中の回復に勢いをつけるために必要と製造業者が考

える措置はまだある。 

3. 製造業者は、製造原価管理における自分たちの努力に見合う政府側の努力の必要を認めている。製

造業者が生産性向上と競争力確保のために原価削減を重視してきた中で、自分たちでは管理できない

コストによってその努力が損なわれることを度々経験してきた。それは部分的に政府の政策の結果として

生じるコストである。製造業者は、政府に対し、こうしたコストを低減し、その過程で、米国内の製造業への

投資を惹きつける経済環境を生み出す方針を要求する。 

4. 製造業者は、米国の技術面でのリーダーシップを強化することがその将来に不可欠であると強調した。

研究開発への投資に関して米国は世界のリーダーであり続けている、そして技術における米国の投資は、

現在の製造業の競争力にかなりの利益をもたらしてきた、という認識が広まっている。さらに、米製造業者

は、いまや世界経済全体で技術がさらに広く普及し、この傾向が米国の主な競争に有利な点となってき

たものを損なう危険を冒している、と理解している。製造業者が求めるのは、研究開発を促進し、市場に

革新をもたらすプロセスに政府が障害を設けるのでなく、その強化を確実とする方針である。 

5. 製造業者は、教育が非常に重要であると考えた。製造業者は、米国の教育制度の欠点に対処するこ

とに、大変関心を持っている。協議の参加者たちは、製造業部門の発展する性質は、個人がより豊かな

問題解決能力をもって労働力に加わることに依存していることを強調した。このような労働者は、生涯学習

を通して継続的にスキルを磨かなければならない。加えて、協議参加者たちは、もしこの国が科学者やエ

ンジニアを産出できないなら、米国は革新の土台を失う危険を冒しているという懸念を表明した。製造業

者は、政府のあらゆるレベルで教育および養成機関に投資する重要性の再確認を求める。 

6. 製造業者は、製造業における世界的競争が自由で、開放的で、公平であることを確実とする国際貿

易および通貨政策の必要も重視した。多数の製造業者が中国に関して懸念を表明した。製造業者が求

めるのは、競争からの保護ではなく、平等の条件で競争できることである。この目的に向けて、貿易の障

壁を引き下げ、外国政府が自国の製造業者に不公平な競争上の利点を与える措置を排除することにより、

国際的競争の場を公平にすることを強く支持している。 

以下の論述ではこうしたテーマのそれぞれについて探求している。 
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製造業とその競争力を重視すること 

協議の都度、米製造業者は、製造業部門が米国経済の要石の一つでありながら、一般社会または政府

の注意をほとんどひかないことを強調した。国全体の多くの製造業者にとって、一般社会も政府も単純な

事実を忘れているように思われる。健全なビジネスがなければ、仕事もないということである。 

ワシントンＤ．Ｃ．で開かれた協議の席でこの意見を発言したのは全国製造業者協会（National 

Association of Manufacturers）のフィリス・アイゼンだった。彼女は、「教師、あらゆるレベルの教育者、中

学 1 年生から大学生までの学生・生徒、その両親、政治家、そして当協会の製造業者」との対話を、次の

文章に要約した。 

私たちの得た情報は、製造業についてはよくなかった。ほとんどの人にとって、目に付かないものな
のである。人々は、自分が使っているテーブルやスプーン、グラスなどと・・・私たちが長年持ちつづ
け、そしてこれからも維持しなければならない、このすばらしい工業の強みとを結び付けない。 

一部の協議参加者はさらに、昔の組立ラインのイメージに基づく、製造業に対する普及した偏見とみなす

ものについて説明し、これが最も優秀な人材が製造業以外の職業を選ぶ原因となっているとした。コネテ

ィカット州ニューブリテンでの協議では、プロジェクト・インコーポレイテッド Projects Incorporated のブル

ース・トンプソンが、製造業はほとんどの人が知らない、またはその価値を認めない形で発展してきたこと

に留意した。彼は、「人々は外に出て、製造業がもう汚い、油ぎった、古い乱雑状態ではないことを目で見

る必要がある。製造業は高精度の装置を動かす専門技術者たちだ」と強調した。 

協議参加者は、製造業に関する一般社会の誤解の一端は政府が製造業を重視しないことが原因だとし

た。彼らは、行政支部の部門内に製造業の擁護者はただの一人もいないことを指摘した。「米国はＧ８の

中で唯一、製造について非常に高レベルの部門を持たない国だと思う」とイリノイ・ツールワークス Illinois 

Tool Works のボブ・ブラナーが発言したのは、イリノイ州ロックフォードでの協議だった。「［そのような部

門を設置することは］我々製造業者を支援するという点で、本当に前向きの発展になると思う。」 

製造業者は、製造業者を援助するために連邦、州、そして地方のレベルで政府が支援する多くのプロ

グラムに何の焦点もないことについてのフラストレーションを表明した。ブルース・トンプソンは、「一体とな

ったインターフェース」がないことを指摘した。彼の意見では、必要なのは、製造業者が必要な情報と援助

を得るためにたくさんの異なる組織に要求せずにすむ、「一か所で何でも間に合うという考え方」である。

ルイジアナ州経済開発部（Louisiana Department of Economic Development）のフォン・ハトリーがニュー

オーリンズでの協議で述べたように、「私たちが本当に必要とするのは、連邦と州［政府］との間の製造業

を救うために必要なことを行う具体的活動である。」実施義務を確保するため、製造業者が求めたのは、
政府内に製造業イニシアチブの実施に責任を負う単独局の設置だった。 

歴史的に、連邦政府で製造業に制度化した重点が置かれたことはほとんどなかった。様々な機関が製造

業の競争力の要素を考慮してはいるものの、実際にこうした努力を調整する仕組みはない。商務省が製

造業のために主な擁護者としての役割を果たすことは広く理解されているが、商務省に米製造業の競争

力について単独で面倒を見る責任を負う局はない。 

そのため、多くの協議参加者が、商務省内に書記官補レベル以上で、製造業の競争力と製造業部門全

般の健全性に専念する、製造業関係の地位を設けることを要請した。製造業者は、製造業への投資を促

進するための連邦政府内と州および地方政府とのさらに強力な調整も促すとともに、競争上の課題につ

いて政府と製造業部門との定期的な意見交換を要請した。 

そのため、行政側は、製造業に関する包括的戦略を開発し、実施する、製造業とサービスの書記官補の

創設を提案した。製造業の重視を維持しながら、戦略的計画には、製造業部門の競争力に影響を与える

とともにその恩恵を受けるサービス部門を含まなければならない。 

この新しい地位は商務省内で製造業者の関心事に対応するために必要な焦点が備わるだろう。書記官

補のオフィスは、製造業の競争力に関する費用便益評価に不可欠な政府措置の規制上の経済分析を提
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供できるだろう。このオフィスには、様々な行政支部機関の間で製造業に関するイニシアチブを調整する

仕組みを確立する責任が課され、政府全体としてこの焦点を確保する商務省の能力を強化するだろう。 

 

 

国内外の経済成長を促進する必要性 

 円卓会議に出席した製造業者は、彼らの観点から見た最も重要な経済政策目標が経済成長の促進で

あると述べた。J. D. Street & Co.の Stewart Dahlberg はミズーリ州セントルイスでの円卓会議で、世界市

場の現状について次のように説明した。 

 「世界は巨大市場である。非常に多くの顧客がおり、見出すべき数多くのニッチ市場がある。我々が…

…単に求めているのはあらゆる潜在市場を開放させるあらゆる機会を調査し、可能な限りあらゆる場所に

呼び掛けることである」 

 製造業者が提起した具体的な懸念の多くは経済公式の供給側に対する間接費の影響に集中していた

が、米国の製造業者が製造する財の消費者及び企業による購入を刺激するために第一かつ最も重要な

問題が国内外での十分な需要であるという意見に同意しない者はいなかった。 

 製造業者は直近の景気後退が消費者支出の落ち込みではなく、事業投資の急激な落ち込みによって

主導されていることを認識していた。彼らはまた、事業投資の促進を意図した政策が製造業の回復に不

可欠であると理解していた。ほとんどの製造業者は最近の経済刺激策が製造業全体に完全には浸透し

ていないものの、成果を挙げつつあると述べていた。ＧＭの Mustafa Mohatarem はワシントンＤＣでの円

卓会議で雇用成長減税調整法の成立が「重要な成果」であり、その結果としての米国経済の回復が製造

業を正しい道に乗せるための「十分あるいは重要な産業投資需要を創出」するであろうと指摘した。 

 キャピタルゲイン・配当税の引き下げ及び必要経費控除に関わらず、多くの製造業者は最近の減税が

十分なものではないと考えていた。多くの製造業者は事業投資を促進するために税法に基づいてより大

きな確実性を創出する必要性を強調した。彼らはまた、長期的問題に対処するよう政府に望んでいること

を強調した。特に、製造業者は時代遅れの減価償却表や代替的最低課税の全体的影響など、事業に課

せられていると考えている不利を排除するために税法を改革する必要性を強調した。 

 また、製造業者は現在の複雑性のため、特に小製造業者に遵守コストを押し付けている税法の簡素化

も求めた。さらに、製造業者は米国の製造業者、特に中小企業にとって利益となる投資資本の増大・深

化につながると彼らが考えている税法改革を重視していた。全米製造業者協会の中小製造業者グルー

プの Murry Gerber 元会長はコネティカット州ニューブリテンでの円卓会議で次のように説明した。 

 「中小製造業者は最新機器に更新していないが、そのことは彼らに対する批判の理由とはならない。中

小製造業者は売上が減少しており、利益率も大幅に低下しており、必要な資力がない。……投資税控除

の提供は……彼らに将来のハイテク製造業に対応する新たな機器を購入させるであろう」 

 複雑さを減じ、現在の減税を恒久的なものとすることが事業投資を促進させるであろうことにほとんど疑

いはない。所得に対する租税の取り扱いに関する確実性の向上はどのような企業においても投資計画の

基本的な要素の１つである。 

 製造業者の意見に反映されているもう１つの顕著な点は海外での成長の鈍化が持つ意味合いの明確

な理解である。円卓会議参加者は世界的な成長を促進するために国際的通貨・貿易政策を利用すること

の重要性を重視した。彼らはドルの価値に影響する経済メカニズムの理解に基づき、為替レートなどの問

題に言及した。彼らは、国内での経済成長回復のためにあらゆる可能なことを行うのに加え、米国が海外

の経済成長刺激することを主要な貿易相手国に迫る必要があると主張した。 

 国際的な経済成長を促進するには海外の成長志向経済政策を一貫して主張することが必要である。米

国は自国の経済政策を通じて成長を促進するだけではなく、「自国が実践していることを」進んで「伝道」

しなければならない。 
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 政策立案者にとって実用的な言葉で言うと、海外の経済成長を促進することは２つの前線で行動するこ

とを意味する。第１の前線とは二国間であるか多国間であるかを問わず、米国の貿易相手国と成長促進

政策に関して協議することを重視することである。つまり、Ｇ７財務閣僚会議、Ｇ８サミット、ＩＭＦや世界銀

行の年次総会で経済成長を引き続き擁護するのである。というのは、成長は工業大国だけの問題ではな

いからである。しかし、貿易相手国との協議の重視とは、特に、世界の経済大国に成長刺激策を遂行す

るよう奨励することも意味する。というのは、経済大国は世界経済の中で大きな比率を占めているからであ

る。 

 成長志向経済政策は、全ての市場取引にとって基礎的な民間財産の尊重や法の支配の遵守の促進な

ど、基本から始まる。つまり、成長志向経済政策とは金融安定性の確保、減税、及び成長に制限を課す

重い規制のコストや非柔軟性の削減を意味する。米国を含むあらゆる国は、成長を促進し、生活水準を

向上するためにとり得る手段に関して改善の余地がある。 

 第２の前線とは貿易自由化に関するものである。米国の製造業の観点からは、貿易障壁を減らし、海外

市場を開放することは多岐にわたる利点を有する。貿易自由化は海外市場の経済成長を促進し、海外

市場の経済成長は全世界の製品需要を拡大する。貿易自由化は輸出増加の見通しをもたらし、結果的

に米国の製造業者と輸出業者の効率を向上させる。また、貿易自由化は関税保護が海外の競争相手に

及ぶという潜在的な補助金を排除する。 

 重要なことは、米国の製造業者が交渉の席での海外市場開放努力を依然として支持していることである。

これは全ての業種、及び企業規模の大小に関わらず事実である。米国中の中小金属加工業者の多くを

代表する全米金属工業者協会（ＮＴＭＡ）の Matthew Coffey はＮＴＭＡの政策文書で次のように述べて

いる。 

 「ＮＴＭＡは米国のものであれ、アメリカ両大陸のものであれ、全世界のものであれ、自由企業制度
を信頼している。従って、我々は競争がオープンなものであるべきだという結論に達している。ＮＴＭ
Ａは開放市場、及び貿易障壁と関税の除去を支持しており、従って、時間の経過と共に公平性の見
通しがある限り、自由貿易政策を概ね支持してきた」1 

 要約すると、米国の製造業者は、その規模の大小を問わず、全世界の経済成長を促進し、世界貿
易にとっての障壁を除去することの価値を理解している。米国の製造業者は、競争がオープンか

つ公正であり、競争に適用される同じ規則が全ての者に平等に適用される限り、そのような環境において

競争することに非常に前向きである。 

 
競争力を損なうコストの削減 

 円卓会議に出席した製造業者が最も一貫して表明したテーマの１つは「通りの我々の側を清潔にして

おく」ことの必要性であった。これは製造業者にとって、あらゆるレベルの政府が国内経済政策の選択を

孤立した状態で行うという余裕はないこと理解しなければならないことを意味している。あらゆる規制、提

出すべきあらゆる追加の書類、訴訟の増加、及びヘルスケア費用の増大は米国の製造業に不当な費用

を押し付ける可能性があるのである。 

 製造業者は税制、政府歳出、環境規制、労働現場改革、エネルギー政策、人身被害補償、及び貿易

政策に関する重要な決定が密室で行われることが多すぎるとの懸念を表明した。彼らは立法府、行政機

関及び裁判所がそういった決定が製造業者に押し付ける重複した負担を理解することなく決定を行って

いると述べている。 

 

ヘルスケア費用の増大 

                                                 
1  
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 フォード・モーターの Curt Magleby はワシントンＤＣでの円卓会議でこの最も頻繁に指摘された懸念を

強調した。「米国の製造業が真に支援を必要としているのはヘルスケア問題の安定化である」ほとんどの

製造業者はヘルスケア給付を継続したいと表明した。というのは、ヘルスケア給付が会社の成功に寄与

する意欲のある、生産性の高い労働力の創出に役立っているからである。 

 ヘルスケア費用の急増は米国の製造業者の収益に直接影響し、その競争力を着実に蝕んでいる。Tri-

Cast の John Vaught はオハイオ州コロンバスでの円卓会議で、従業員に供給しているヘルスケア費用が

うなぎのぼりである一方で、製品価格は年間１％未満しか引き上げられないと指摘した。 

 Starkey Labs の Keith Guggenberger はミネソタ州ミネアポリスでの円卓会議で、米国の製造業者の観

点を次のように要約した。 

 「ヘルスケアは我々の競争力を維持する際の政策上の懸念の大きな部分を占めている。……当社
は米国内では従業員１人当たり約 8000 ドルのヘルスケア費用を支出しているが、我が社の従業員
の半数の給与が年間２万 8000 ドル以下であり、この種の目的を達成するのは困難である」 

 問題は、特に中西部では他の多くの製造業者の安寧に重要な自動車産業において特に深刻なものと

なりつつある。ワシントンＤＣでの円卓会議で、ＧＭの Mustafa Mohatarem は以下の点を強調した。 

 「米国企業は伝統的費用と関係している他の２つの問題にも直面している。第１の問題は
年金であり、これは時間の経過と共に平準化される可能性が非常に高いものである。これは
我々が議論してきたものであり、その文脈で対処しようとしているものである。我々がそれ
ほどうまく管理できていないのは医療の側の問題に関するものである。ご存知のように、医
療の費用はわが国経済の他の費用よりも遥かに急激に上昇している。従って、退職者に対し
て多額のヘルスケア債務を有する伝統的な米国企業はヘルスケア費用のこのような急増に傷
ついているのである」 

 この発言は単なる裏づけに乏しいものではない。ヘルスケア費用が急増していることに疑いの余地はな

い。プライスウォーターハウスクーパースが 2002 年に出した報告書によると、2000 年の米国のＧＤＰに占

めるヘルスケア費用は 13.2％であり、1980 年の 8.8％から上昇しており、予測によると、今後５年間で上

昇を続け、16％に達する見通しである。2 

 ヘルスケア費用の上昇は健康保険適用範囲にとって最大の障壁である。Kaiser Family Foundation と

Health Research and Educational Trust が 2808 社を対象に実施した調査によると、１家族の年間健康保

険料は 2003 年春には 9068 ドルに上昇している 3。さらに、2002 年春から 2003 年春にかけて雇用主保

証の健康保険の月間保険料は 13.9％上昇しており、３年連続の２桁上昇であり、1990 年以降で最大の

上昇率となっていた。従業員数３名から９名の零細企業は、保険料の上昇率が 16.6％と最大の上昇率に

直面している 4。 

 ヘルスケア費用の上昇は米国特有の現象ではない。ヘルスケア支出合計は米国が最大であるが、支

出の増加率は他国でも同様である。1990 年から 2000 年にかけての米国におけるヘルスケア支出の実質

年間増加率平均は 3.2％であり、これはＯＥＣＤ加盟国の 3.3％、ＥＵ諸国の 3.1％に匹敵するものである
5。 

 但し、米国に特有なのはヘルスケア保証の主たる供給者として企業に依存している程度、その結果企

業が担っている負担である 6。雇用主保証健康保険は米国におけるヘルスケア資金調達の要石である。

米国人５人のうち３人が何らかの種類の雇用主保証保険給付を受領している 7。 

                                                 
2 略 
3 略 
4 略 
5 略 
6 略 
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 全米製造業者協会によると、その加盟企業の 97％がこういった給付費用の増加や製造業の不景気に

も関わらず、雇用主提供型ヘルスケアの自発的な援助を継続している 8。保証を提供している雇用主の

比率は大幅には低下しておらず、費用の増大にも関わらず、雇用主は従業員が負担する保険料の比率

を引き上げていない。 

 ヘルスケアサービスの実際の消費者により多くの費用を転嫁するのを回避するため、雇用主、特に中小

製造企業の雇用主は費用を抑制する方法を見出す必要がある。さもなければ、こういった中小製造企業

の競争力は低下する。しかしながら、費用抑制は健康保険に加入する際に特殊な問題に直面している小

規模製造業者に利用可能な手段ではない場合がある。小規模製造業者は一般的に高い保険料を支払

わなければならず、従って、県降雨保険を給付として提供することができる可能性が低くなっている。 

 規模の大小を問わず、雇用主は様々な方法で費用の増大に対応している。企業は退職者健康保険を

提供できる可能性が低くなっている。退職者健康保険給付を提供する大企業の割合は 1988 年の 66％

から現在は 38％に低下している 9。また、多くの企業はヘルスケアの費用と価値への認識を向上させる方

法として費用分担にますます依存している。医薬品受給者に対して使われることが多い階層化償還は、

低価格のゾロ薬の使用を奨励するための一般的な手法である。企業の中には控除率の高い保険と保険

支出勘定を組み合わせた消費者志向型健康保険方式の提供を始めているものもある。 

 こういった事実が政策に関して示唆しているのは、米国の製造企業、特に米国製造業の基盤である中

小製造企業が直面しているヘルスケア費用の増加を削減することに経済的、競争上の価値があるという

ことである。大企業のものも含め、製造企業の必要性に対処するための１つの手段は健康保険とヘルスケ

アサービスの市場での企業の交渉力を向上させるであろう共同健康保険制度と共同購入方式の開発を

促進することである。 

 円卓会議後に立法化された、歴史的なメディケア改革法は企業が退職者に健康保険を提供するのに

援助を提供し、ヘルスケア費用を管理する上での重要な手段である。この法は、控除率の高い健康保険

制度の購入と免税の貯蓄口座を組み合わせることによって、従業員がヘルスケア費用を支払うのを支援

する健康貯蓄口座制度も創設した。従業員はそのヘルスケア需要を支払うのにこの口座を利用し、残高

を毎年繰り越す。健康貯蓄口座制度は労働者が必要とする健康保険に加入し、日々の医療費の支払い

に必要な資金を持つ一方で、将来必要なヘルスケアのために貯蓄するという動機を持つことを確保する

ものである。 

 もちろん、ヘルスケア費用の上昇の根源にある原因に対処することは費用抑制を改善する努力を補完

するものである。その点に関して、この後議論する不法行為損害賠償改革は極めて重大である。現在の

医療過誤訴訟は損害賠償されるべき者に保証を与え、医療過誤を行っていない者に報酬を与えられな

いことが多い。医療過誤訴訟は、その過程において、責任保険料を引き上げることによって、過去の実績

に関わらず、全ての医師及びヘルスケア事業者の費用を大幅に向上させている。同様に重要なのは、医

療過誤訴訟が効果で無駄な「防衛的」医薬品を促進することによって消費者と製造業雇用主にとっての

費用も増大させていることである。 

 

不法行為損害賠償改革の必要性 

 不法行為損害賠償改革の必要性以上に製造業者からの発熱した意見が寄せられている単一の問題は

恐らく存在しない。製造業者は訴訟を起こされたことがない企業や市場に危険な製品を送り出したことが

ない企業にとってでさえ保険費用を増大させている制度を批判している。Pellerin Milnor Corp.の Ricky 

Kelly はルイジアナ州ニューオリンズでの円卓会議で自社が少し前に製造物責任保険を更新したところ、

保証金額の３割に及ぶ年間保険料を支払う羽目になったと説明している。彼は次のように述べている。 

                                                                                                                                                 
7 略 
8 略 
9  
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 「我々は真剣に不法行為損害賠償改革を必要としている。我々は最近、向こう１年間について保険を更

新した。製造物責任保険に年間 100 万ドルの保険料を支払っても、保証範囲は 300 万ドルにしか過ぎな

い。これは気が狂っている。これは全く気が狂っているとしか言いようがない」 

 このような意見は不法行為損害賠償の費用が事業を弱体化していることの説明のほんの手始めに過ぎ

ない。製造企業が「不法行為損害賠償税」を支払っている方法はいくつかある。第１に、製造業者は医療

責任費用の増大のために従業員向けヘルスケア給付に過去よりも大幅に高い費用を支払っている。第２

に、製造業者は製造物責任と他の不法行為損害賠償金額が増大しているために一般責任保険の費用

を支払っている。そして、第３に、製造業者は主張の理非曲直は存在しないが、製造業者が最終的に訴

訟で勝利するために、法的費用という形で支出を行っている。これは馬鹿げた株主集団訴訟が増加して

いるためだけに悪化している問題である。 

 不幸行為損害賠償請求訴訟の間接費、特にそういった訴訟がなければ業務の改善、生産性の向上及

び売上の拡大に振り向けることができる管理職や従業員が費やす時間も大きな問題である。BAE 

Systems の Giff Kriebel はニューハンプシャー州マンチェスターでの円卓会議で不法行為損害賠償制度

のこの部分の問題について見通しを次のように述べている。「我々全てが対処を余儀なくされているこうい

った訴訟以上に付加価値を生み出さないものを私は知らない。……こういった訴訟が要する時間ともたら

す騒動は非常に膨大なものである」 

 製造業者が民事責任制度に関して懸念する基本的な理由は不法行為損害賠償請求訴訟の件数と
賠償金額の大幅な増加である。原告側弁護士が事業会社を保険と資本という「金づる」とみなしている

ため、製造業者は特大サイズの標的となっている。個人的権利に対する被害を専門とする弁護士の観点

から見ると、製造業者は望ましい被告人である。というのは、陪審は、過失、原告による責任の引き受け、

あるいは寄与過失とは無関係に、一見すると人間味のない法人に責任を負わせることによって、原告によ

り容易に同情できるからである。 

 不法行為損害賠償制度は米国の製造業者の競争力を著しく蝕んでいる。損害賠償金は保険料を押し

上げており、責任保険が費用を極端に重いと立証するような場合、保険料が企業を廃業に追い込んでい

る。 

 商務省の円卓会議に出席した製造業者が指摘した不法行為損害賠償請求の例は著しいものであった。

多くの場合、原告の損害と被告製造業者が市場に送り出した製品との関係は怪しいか、存在していなか

った。こういった種類の不法行為損害賠償請求からは、当該企業が標的とされたのは、単に原告側弁護

士が当該企業を弁護士が賠償金額を極大化することができる金づるとみなしたからであるという結論以外

に到達するのは困難である。 

 消費者、労働者、それに投資家の全てが現行の不法行為損害賠償制度の過剰な請求を負担している。

不法行為損害賠償費用は消費、賃金及び投資に対する租税に匹敵する。明らかに、不法行為損害賠償

費用は米国の製造業者の競争力を弱め、倒産の危険を増大させ、米国経済に対する多大な障害となっ

ている。 

 同様に重要なのは、現行制度が実際に損害を受け、損害賠償金を受け取るに値する者に損害賠償を

与えられていないことである。直接不法行為損害賠償費用のうち、低賃金や医療費など、経済的損害に

関して実際に請求者の手に渡っているのはわずか 20％に過ぎない 10。 

 米国の不法行為責任制度は既に世界で最も費用のかかるものとなっている。対ＧＤＰ比で見た場合、米

国の不法行為責任制度の費用は他の先進工業国の平均の倍以上である。コンサルティング会社である

Tillinghast-Towers Perrin は 2002 年の米国の不法行為責任制度の費用が 2230 億ドルと、ＧＤＰの２％

に達していたとの調査結果を発表している 11。同様に、米国商工会議所は米国の不法行為責任制度が

                                                 
10 略 
11 略 
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その経済発展に「統計的に有意な」影響を与えている、つまり、特に製造業において経済成長率が低下

し、雇用が減少しているとの調査結果を発表している 12。 

 こういった調査研究のいずれも責任保険料の支払いなど、既存の企業の直接支出以上のものを捉えて

いないことを理解しておくことは重要である。こういった費用は大幅に上昇を続けているが、こういった費

用は製造業者に対する影響や米国経済全体に対する費用を控えめにしか見積もっていない。こういった

調査研究は、こういった制度的欠陥がなければ開発されていたであろう製品の価値や訴訟リスクのために

製造業者が意識的に無視した機会の価値を捉えていない。 

 製造業者は常識的な法制度改革が製造業の競争力の強化のために非常に重要であると述べている。

不法行為責任はコモンローを採用する国の制度であることが多いが、よりよいバランスをとる必要がある。

事実、個々の州は製造業の基盤を維持しようとする努力の結果、不法行為責任制度改革のモデルの開

発に既に着手している。 

 ウィスコンシン州の改革努力は、ミルウォーキー州での商務省の円卓会議で高い税金や相対的に幅広

い規制にも関わらず製造業者が州内に留まっている理由の１つとして賞賛された。円卓会議での説明に

よると、ウィスコンシン州の改革は、多くの管轄権で立法化されている厳格責任基準ではなく、米国の不

法行為法にかつて存在したバランスの一部を回復させる以上のものではなかった。 

 法的側面でのある特定の問題は他の問題全てを矮小化した。それは依然として市場において製造業

者に多大な不確実性を創出しているアスベスト訴訟である。多くの製造業者が提起した論点は異論を唱

えることが困難であった。アスベストが多くの工場で火事の拡大を阻害するための安全素材として最初に

使われた当時、アスベストへの長期的被曝の潜在的危険を知るものはいなかった。アスベスト製品は政府

による規制の対象ではなかったし、アスベストの使用に内在する危険に関して製造業者に対する警告は

一切存在しなかった。 

 しかし、当時から多年が経過した現在では、アスベストの使用に対する多数の集団訴訟が法的、金銭的

泥沼を生み出している。アスベスト訴訟が継続する一方、アメリカ社会ではアスベスト被害を受けた個人

は治療のための多額に上る医療費請求書に対処するための援助を一切受けていない。そして、継続す

る訴訟は製造業界全体に暗雲として覆いかぶさり続けているのである。 

 ダウケミカルの Gene Reinhardt はニュージャージーでの円卓会議でこの問題について次のようにまとめ

ている。 

 「長年続いている……アスベスト訴訟は……アスベスト被害者が援助を受けている者ではないという点

で社会にとっての問題である。我々は現在も将来も被害者を保護し、制度を公正なものにするような訴訟

を我々が起こされる場面を見てみたい。現在は、あらゆる方向から訴訟が起こされ、経済を傷つけ、雇用

と年金制度の安全を損なう訴訟が起こされているという意味で、カオスである」 

 不法行為責任制度改革は３つの分野を重視すべきである。第１の分野は損害賠償に値する者が損害

賠償を得ることを確保するような方法で医療過誤損害賠償に歯止めをかける重大な必要性である。第２の

分野は不法行為法にかつて存在したバランスを回復する必要性である。意味ある改革を行うには製造業

者を製品が被害者の身近にあったという理由での厳格責任に問うよりも個々人を製品の使用における自

身の行為について説明責任を問うような制度を必要とするであろう。第３の分野は損害賠償に値する者が

損害賠償を受け取ることを確保することによってアスベスト関連被害に関する訴訟を解決する必要性であ

る。こういった集団訴訟は米国の製造業者にとって依然として偶発的危険であり、現在の事業に関して資

本を呼び寄せ、責任保険に加入することを困難なものとしている。 

 

規制コストの低減 

                                                 
12  
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 円卓会議において、製造業者は規制コストとその海外競争相手との相対的負担についてしばしば言及

した。行政管理予算局の調査によると、1997 年の規制コストはＧＤＰの 3.7％を占めていた 13。 

 製造業は他分野よりもより多くの規制コストを負担する傾向にあるので、製造業のＧＤＰの約４％が規制

の遵守のために使われていると推定するのが安全である。そのうち、約半分が環境規制遵守のためのも

のである。残りは労働現場安全性要件、製品安全性要件、及び政府の書類仕事並びに記録管理のため

に消費された時間のためのものである。 

 規制遵守の経済費用を計る１つの方法は政府に対する規制プログラム管理の費用であり、その結果と

してそのような努力に示される租税収入の減少である。規制遵守のための連邦予算支出合計は実質ベ

ースで 1990 年の 137 億ドルから 2003 年には 269 億ドルとほぼ倍増している 14。この費用は貿易、関税

から消費者の安全性、安全保障法に至るまで全ての規制活動を網羅しているが、数倍多いと思われる民

間部門の遵守費用を含んでいない。 

 特に中小企業を中心とする製造業者の観点からは、最も共通している遵守費用は環境規制、労働現場

安全性、及び租税遵守／雇用規則に関するものである。中小企業庁援護局はこういった費用に関して広

範な調査を実施した 15。調査によると、こういった分野での 1997 年の規制遵守費用総額は 1470 億ドル

に達し、従業員１人あたりでは 7904 ドルであった。うち個別のカテゴリーでは、環境規制遵守費用が最大

であった。環境規制遵守費用は 1997 年には全体の 50％近く、合計では 690 億ドル、従業員１人あたり

では 3691 ドルを占めていた 16。 

 重要なことは、そういった規則の遵守費用が従業員 20 人未満の企業の場合には切り詰めることが困難

なことである。中小企業庁の調査によると、中小製造業者の場合、労働現場規則の遵守費用は従業員１

人当たり１万 6920 ドルであった。大企業の場合、その費用は半分弱の 7454 ドルであった 17。 

 さらに、中小企業、大企業の如何を問わず、遵守費用合計は 1997 年の中小企業庁の調査以来大幅に

増加しているようである。最近の全米製造業者協会の調査によると、製造業者だけで、環境規制、経済規

制、労働現場規制及び租税法の遵守費用は 1600 億ドルに達しており、製造業者の生産に対する租税

の 12％に相当する。これは過去５年間での約 15％のそういった費用の増加を反映している 18。言い換え

ると、製造業においては規制遵守費用は所得よりも成長ペースが速く、費用競争力が喪失されているか、

少なくとも、尋常ならざる生産性の向上の利益及び製造業者が直接管理できる費用の削減努力の利益を

負の方向に相殺していることを意味している。 

 

エネルギー費用の上昇 

 製造業者が今１つ懸念するのはエネルギー、とりわけ天然ガスのコストの上昇である。製造業者は手頃

で信頼性が高いエネルギーに依存している。工業は全米で消費されるエネルギーの３分の１以上を消費

しており、その大半が天然ガス、石油であり、電気がこれらに続く。全ての業種において、エネルギー価格

は業務と製品価格に関して重大な影響を有している。 

 製造業者は立法府が米国のエネルギー独立性を高めると共に、製造業者の長期的な競争力を確保す

るのに役立つ総合的かつ一貫したエネルギー計画を立法できなかったことを口をそろえて批判している。

Wainwright Industries の Don Wainwright はミズーリ州セントルイスでの円卓会議で製造業が「エネルギ

ーの最大の利用者の１つ」であると率直に語っている。彼は業界が直面している最大の課題が「議会が直

ちに通さなければならないエネルギー法案」であると強調している。 

                                                 
13  
14  
15  
16 略 
17 略 
18 略 
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 このように、米国は「需給の著しい不均衡」に直接起因すべき「1970 年代の石油危機以来の深刻なエネ

ルギー不足に直面」している 19。1991 年から 2000 年までの 10 年間について、米国は過去 10 年間よりも

17％多いエネルギーを消費した。同じ 10 年間について、米国のエネルギー増産率は 4.9％に過ぎなか

った。その差は輸入でまかなわれたのである 20。 

 米国のエネルギー面での課題は経済成長に伴って大きくなり続ける。米国におけるエネルギー消費は

「2020 年までに約 32％」増加すると予想されている 21。ブッシュ政権は国内でのエネルギーのアクセスと

生産の増加に行政的成功を追及しているが、米国での生産の著しい増加に関する議会の行動がなけれ

ば、見通しは立たないのである。 

 このような場合、節約と効率性が役に立ち、米国の製造業者は生産と効率性の向上及び費用の節減を

目的とした技術の実行において方途を主導する。こういった努力は大きな配当を生み出す。現在、こうい

った労力は 1970 年当時のＧＤＰの生産に必要であったエネルギーの 56％しか要していない。米国の「エ

ネルギー集約性」（１ドル当たりのＧＤＰ生産に必要なエネルギーの量）は近年減少しており、2020 年に至

るまで年率 1.5％で減少すると予想されている 22。適切な資本投資があれば、保守派でさえこの数字をさ

らに低いものと見積もることができるであろう。だが、短期的には、エネルギー価格の上昇とエネルギー
供給の減少は米国企業の利益、生産、投資及び雇用を減少させている。実際的な意味では、エネル

ギー価格の高騰を吸収するということは利益率の悪化を意味する。また、エネルギーコストの高騰は、製

造企業のキャッシュフローを悪化させることによって、新たな向上や機器に必要な資本への企業のアクセ

スを制限する。 

 エネルギー費用の高騰の需要サイドへの影響は製造業者に悪影響を及ぼす。エネルギー費用の上昇

に伴い、エネルギーは消費者支出のより大きな割合を占めるようになり、消費者支出が減少し、消費者の

製品需要が減少する。このような需要の縮小は売上の減少、生産能力の使用率の減少、製造業者の既

存の資本投資が本来なら利用することができた規模の経済を利用することができないという形で製造業に

フィードバックされる。 

 製紙業、プラスチック製造業、化学業などのようなエネルギー集約産業にとって、エネルギー費用、特に

天然ガス費用の高騰の影響は深刻である。ニュージャージー州トレントンでの商務省の円卓会議では、

ダウケミカルの Gene Reinhardt は次のように説明している。 

 「化学産業に従事する我々のような企業は天然ガスで二重の打撃を受けつつある。というのは、
我々は天然ガスを燃料として、そして製品の原料として利用しているからである。……天然ガス価格
は世界で高騰しており、全ての業界にとって枯渇している。消費者は 2003 年に 2002 年を 700 億ド
ル上回る天然ガスを消費しつつある。従って、これはダウケミカルにとっての緊急事態ではなく、米国
の全産業にとっての問題なのである」 

 さらに、エネルギー供給の減少はエネルギーが生産する財またはサービスの総費用の重要な要素では

ない業界にとってさえ重大な問題を引き起こし得る。多くの企業は高品質で信頼性の高いエネルギー源

を必要とする。エネルギーのわずかな損失でさえハイテク企業に多大な費用の支出を強いる場合がある。

製品投入が損害を受けるか、致命的な損害を受ける可能性があり、製造サイクルが中断される場合があ

る。 

 数年前のカリフォルニア州の停電の影響がこのことを立証している。全米独立企業連盟（National 

Federation of Independent Business）が 2001 年に実施した中小企業に対する調査によると、カリフォルニ

ア州で停電を経験した調査対象企業の半数以上が停電期間中に業務の縮小または停止を強いられた。

                                                 
19 略 
20 略 
21  
22 略 
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調査対象企業の約３分の１は売上を減少させた。約５分の１は素材が劣化または破棄されたと言い、約５

分の２は行われなかった業務に対する賃金や給付など、追加の費用を吸収したと言っている 23。 

 明白なことに、エネルギー費用の上昇と供給の減少のために製造業者が直面している問題は発生まで

に長年を要したものである。こういった問題は、製造業者が円卓会議の際に提起した他の多くの問題と同

様に、ほぼ 10 年間見過ごされたために発生した問題である。客観的に見ると、「大規模な製油所が約 30

年間にわたって１ヶ所として米国内で建設されていない」ことは理解の助けになる。ある予測によると、米

国は天然ガス需要に応じるために「３万 8000 マイルの新たなガス・パイプライン及び 25 万マイルの供給

管」を必要としている。24 

 米製造業が直面しているエネルギー上の課題に対処するには長期の総合的な戦略を必要とし、米国の

エネルギー・インフラを近代化し、エネルギー供給を増加させ、エネルギーの節約と効率を改善するため

の同等の注意を必要とする。それには多面的なアプローチを必要とする。問題の本質は、エネルギー市

場がうまく機能するようにまず政府が保証することが必要である。そのためには、例えば、エネルギーの節

約が消費者に転嫁されることが必要な場合に、電力市場の再編を推進するのである。問題はまた、再生

可能エネルギー資源及びエネルギー節約製造技術・製品の研究開発に対する連邦支出の増大、新技

術開発に対する優遇税制、並びに新エネルギー供給・インフラの承認及び開発に関する様々なレベル

の政府間の調整に対する厳しい見方にもあるかもしれない。 

 

租税 
 製造業者は米製造業に対する将来の投資を抑制している主要な要素の１つとして連邦税、収税及び地

方税を挙げている。円卓会議に出席した製造業者は最近の景気後退からの回復期の間でさえ低迷
していた消費者需要と事業投資を刺激するような減税の重要性を強調していた。 

 もう１つ頻繁に強調されていたのは確実性の必要性である。円卓会議に出席した製造業者が市場で目

撃しているのは製造業を通じての資本財の購入や力強い回復につながる投資を顧客が渋っていることで

ある。この投資に対する消極性は景気後退期とその後の回復期を通じて経済を牽引し続けている消費者

需要の強さとは相反するものである。 

 製造業者は投資を抑制するその他の要因が景気回復の力強さに関する一般的な不確実性、2001 年９

月 11 日時事件の影響に関する懸念、その後の安全保障費の高騰、及び世界経済の状況の不透明性に

関係していると説明している。だが、連邦政府が完全にコントロールできることであると製造業者が認めて

いる懸念事項は税法の頻繁な変更と税法に現れている頻繁に相反する政策が生み出している不透明感

である。米国の製造業者は、企業が投資から得た所得の扱いに関して確実性をもって投資できるよう、正

しい税法と税率を定めること、それにそれを恒久的なものとすることを重視している。 

 興味深いことに、最も顕著だが、最も理解されていない税制問題は内国歳入法典の国際規定に関する

ものである。企業に海外進出を奨励するのとは程遠く、製造業者は内国歳入法典が外国由来の所得の

二重課税につながる場合がある対外投資から得られた所得に対する重い罰則を含んでいると考えている。

世界経済において、製造業者はその成功が輸出（マーケティングのための対外投資を必要とする場合が

多い）または世界市場で競争する米国企業への販売（これも海外で投資、生産、調達及び販売する能力

にますます依存している）の能力にますます依存するであろうことを理解している。言い換えると、製造業

者は政府が、内国歳入法典が課す罰則そのものが純粋な国内生産者には必ずしも常に明らかではない

場合であっても、世界市場での最善の米国の競争者である米国企業に罰則を課すべきではないと認識

している。 

 フォード・モーターの Curt Magleby はワシントンＤＣでの円卓会議で税制改正を支持する基本的な論

点を次のように述べている。 

                                                 
23  
24  
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 「米国の税法の国際的な部分は 1940 年代から 1950 年代にかけて定められ、1980 年代に改正さ
れたもので、現在とは全く異なる環境を反映したものである。我々が国内で競争力を得るためには、
我々は米国の税制の国際的な部分を改正する必要がある」 

 内国歳入法典の国際規定が時代遅れとなっているのに加え、製造業者は内国歳入法典が投資決定を

ゆがめ得る数多くの方途を確認している。製造業者は製造業者に多大な追加費用を課し、結果的に連

邦政府の収入をほとんど増やさない代替的最低課税を挙げている。さらに、一部の業種での減価償却表

は速いスピードで進む技術革新を反映していない可能性がある。 

 現行の内国歳入法典に含まれる投資をゆがめる要素の全体的な影響を評価するには、内国歳入法典

の影響がどのように連邦税制を超えて及んでいるかを理解することが必要である。多くの州税法は連邦税

法に由来する所得の定義に究極的に基づいているため、内国歳入法典のゆがみはそれ自体州レベルに

及んでいるのである。 

 いくつかの製造業者は州や地方レベルでの課税にも言及し、州や地方で最も行われている課税方式を

変更することを提案している。州や地方自治体の多くは定額で固定されているか、資産額の一定の百分

率で固定されている資産税などに連邦政府よりも大きく依存している。こういった税は景気後退期には非

常に逆累進的なものとなる。というのは、所得や収入が落ち込むにも関わらず、税の支払い義務は減らな

いからである。純効果は所得に対する比率に関して製造企業に対する所得の増加となる。製造業者の意

見は固定価値に基づく税から所得に連動した税への移行の必要性、及び課税対象所得を定義する際の

根拠として消費に一層依拠する必要性を示唆している。 

 最後に、租税に関して、現行の米国の税制と国際貿易規則との相関関係によって外国製造業者が有

利となっているという広範な認識が存在する。米国の製造業者はその競争相手のほとんどが課税の基準

として所得ではなく消費に大きく依拠する諸国に存在していることをよく認識している。実用的な言葉で言

えば、外国政府はその管轄権内での売上から得られた所得のみに課税し、輸出への課税は払い戻すの

である。 

 課税の基準として所得により大きく依拠し、米国の製造業者に全世界での所得に対して課税することに

よって、米国の制度は米国の輸出業者が海外の輸出業者と同等の待遇を受けることを確保するという単

純な手段すら持ち合わせていないのである。国際貿易規則はこのような格差をさらに大きなものとする。と

いうのは、国際貿易規則は間接税（即ち、付加価値税などの消費に対する税）の払い戻しを認めているも

のの、米国の制度が大きく依拠している所得に対する直接税の払い戻しを禁止しているからである。製造

業者は最近議会を通過した連邦税法改正が役立っていると考えているものの、こういった改正がほとんど

の外国製品と米国製品の税待遇の根源的な不平等を相殺するほど十分なものではないと依然として主

張している。 

 税に関して円卓会議から得られた基本的教訓は、内国歳入法典が業務や競争力維持に必要な投資資

本の追求の際に米国の製造業者に対して作り出している費用と不確実性を減少させる短期的及び長期

的努力の必要性である。短期的には、最も重要な手段は製造業者が業務を行っている事業環境の確実

性を向上させ、米国での製造業への投資の相対的魅力を向上させるために、現在の現在を恒久的なも

のとすることである。長期的には、製造業者は税制改革を最重要視することを求めている。つまり、税率を

引き下げ、投資のゆがみを減じ、遵守費用を削減するために内国歳入法典を簡素化するような税制改革

である。 

 

米国の技術的主導権の強化 

 いずれの円卓会議でも、米国の製造業者は米国の技術的主導権と製造業における米国の優越の維持

に必要な労働力の産出能力に関する懸念を表明した。製造業者は消費者に奉仕し、価格競争力を確保

する際に技術が演じる重要な役割を頻繁に強調した。Bauer Inc.の Lou Aluletta はコネティカット州ニュ

ーブリテンでの円卓会議でこの問題について次のように述べている。 
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 「我々は顧客の金銭を節約させることになる新技術、及び設計と製造の両面から生産を効率化させ
る技術と改善を開発する過程にある」 

 製造業者は技術革新及び技術における主導権が将来の競争力の鍵であることを理解している。

Magnesium Eletron, Inc.の William Fee はニュージャージー州トレントンでの円卓会議で多くの製造業者

を代表する形で彼の社が競争力を維持するために行う必要があった過程とどの程度技術への投資がさら

に必要になっているかについて次のように述べている。 

 「我々の対応は事業を技術的により高度な応用製品、例えば、触媒、ハイテク・セラミックス、及び水
処理に移行することであった。こういった新市場での競争優位を達成するために、我々は製品及び
その製造に必要な工程に関する研究開発及び継続的な技術革新に精力的に取り組んでいる。成功
するためには、この戦略には科学知識を持つ人材、研究所、分析装置、及び知的財産特許への多
大な投資が必要であり、製造工程管理に必要な情報技術を追求した後に全てのうちで最も困難なこ
とは顧客が要求するかつてなく厳しい仕様と一貫性に従った製品を製造するのに必要なディテー
ル・エンジニアリングレベルでの手法の変更である」 

 製造業者の観点からは、競争を一歩先んじるための新製品研究開発への継続的な投資が必要である。

技術と技術革新が製造業の将来にとって鍵であるということは、産業界でも政府でもＧＤＰ比で研究開発

投資が減少していることに製造業者が抱いている懸念を裏付けるものである。Sikorsky Aircraft Group の

Mike Mauer はコネティカット州ニューブリテンでの円卓会議でこの点について、米国の製造業の競争優

位が「20 年、30 年前の投資の一部の成果である……偉大なる新技術」に依存していると指摘した。

Mauer は研究開発投資の減少を「心配な問題」であると言い、将来の競争力が「現在の技術と投資そのも

のにかかっており」、将来のさらなる競争力に向けて製造業を牽引する「エンジニアリングと開発にかかっ

ている」との認識を示した。 

 また、内国歳入法典の研究実験控除を恒久的なものとすべきだという意見が多かった。全米製造業者

協会の中小製造業者グループの Murry Gerber 元会長はコネティカット州ニューブリテンでの円卓会議

で製造業者の共通した意見として次のような見解を述べた。 

 「１つは研究開発税控除、これを恒久的なものとすべきであるということである。我々は長年このこ
とを主張してきたが、これは非常に重要なことである。というのは、製造業が 20 年後にどうなってい
るかを知りたければ、それは世界で可能な最高水準のハイテクであり、労働者の日給が 80 セント
であるとか、労働者が非熟練な外国では不可能なハイテクであるからである」 

 冒頭で指摘したように、米国の製造業者は技術革新と技術への投資を継続しており、どの年度でも研

究開発に投資される金額の大半を占めている。また、円卓会議参加者は、後に製造業での技術革新に

つながる基礎科学に政府が投資することの重要性を強調した。彼らは政府の役割を触媒と見ている。つ

まり、製造業者が後に消費者製品へと転化する多くのアイデアを反応させる触媒である。 

 製造業者は製造業での技術革新を推進する種類の基礎的または一般的な技術研究に向けられる連邦

政府の資金が減少していることに懸念を表明している。製造業の将来に焦点を置いたワシントンＤＣでの

円卓会議では、出席者の多くが国防総省及びＮＡＳＡが電子技術、コンピュータ技術及び通信技術の研

究に果たしてきたよく知られた役割を強調した。製造業者が求めているのは、国防への応用や宇宙計画

におけるかつての研究がもたらしたのと同じ溢出効果を生み出すであろう研究に政府予算を重点的に割

り当てることである。 

 米国の製造業者は米国の技術優位を維持するために必要な手段を提供する連邦政府の能力が強化さ

れる必要があると提唱している。医療機器業界の製造業者が出席者の中心であったミネソタ州ミネアポリ

スでの円卓会議では、参加者の多くが急発展する業界が必要とするものに対する食品医薬品局の対応

を改善する必要があるとの意見を述べた。現在、食品医薬品局はバイオテクノロジーの市場への導入を

どのように規制するのが最善であるかという問題に取り組んでいる。製造業者の一部の見解では、業界の

技術革新のスピードと政府内での技術革新のスピードを一致させることができないことが米国に製造業に

おける主たる優位を与えているもの、つまり継続的技術革新の足かせとなりつつある。 
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教育とスキル  

大統領科学技術諮問委員会(ＰＣＡＳＴ：President’s Council of Advisors on Science and Technology)は、

最近、合衆国のハイテク産業の健全性を評価するための調査に着手し、その第 1 段階とも言うべき作業

を完了した。ＰＣＡＳＴの報告書では、商務省の円卓会議の参加者の多くが共有していた会議参加の動

機に焦点が当てられている。すなわち、合衆国の製造業が、今後も国外の低コスト地域にアウトソーシン

グを続けるなら、合衆国は、設計、Ｒ＆Ｄ、および、新製品と新産業の創出のための革新的なインフラスト

ラクチャを失う恐れがあるという懸念である 25。 

半導体工業会(ＳＩＡ：Semiconductor Industry Association)の会長であり、この報告書を作成したＰＣＡＳＴ

の小委員会の委員長であるジョージ・スカリス(George Scalise)は、次のように述べている。 

「外国政府、特に中国は、エレクトロニクスや半導体産業にとって魅力的な環境を整備するなど、効果
的な措置を実施している。これは、合衆国のハイテク分野のリーダーシップが脅かされる可能性を意味
する。リーダーシップこそが、我々が重視すべき問題である。我々にはリーダーシップがあり、それを享
受している。我々はこのような立場でずっとやってきたが、これから先もリーダーであり続けることは保証
されていない。我々がこのリーダーシップを失うようなことがあれば、また、合衆国経済の牽引役としてリ
ーダーシップを発揮できなければ、今後も我々の生活水準を維持し、向上させるのに必要な我が国の
経済・技術力に、深刻な影響が生じるだろう。これが、現実だ 26。」 

                                                

データからは、各国がますます洗練された技術を開発していることが明らかである。最近まで、合衆国は

世界の半導体生産量の 40%を消費していた。すなわち、合衆国の企業が製造する製品には、世界の半

導体の総量の 40%が搭載されていたのである。ところが、過去 2 年間に、合衆国のシェアは 20%にまで低

下し、他方、アジア地域が現在、世界の半導体の 40%を消費するようになった 27。   

 アジア地域に現在見られる競争上の主要なメリットの 1 つとして、技術分野における教育水準の高い勤

労者の存在があげられる。中国とインドの大学では、共に、多数の優れた科学者や技術者を輩出してい

る。2002 年だけを見ても、中国で授与された学位全体の 58%は、工学および物理学に関するものであっ

たが、合衆国では、その比率は 17%にすぎない。中国では毎年 219,600 名の学生が工学部から卒業して

おり、これは全大学卒業生の 39%に該当するが、合衆国では、工学部卒業生の総数は 59,500 名にすぎ

ず、全大学卒業生の 5%に該当するにすぎない 28。 

 特に注目しなければならないのは、今日の米製造業に比較上または競争上の優位性を与えているのは、

天然資源などの物理的な天与の条件ではなく、人材であるという点である。合衆国では多くの企業が、

2010 年までに、企業のＲ＆Ｄ、設計、および製造の 90%が中国またはインドで行われるものと推測してい

る。端的に述べれば、合衆国政府が必要な税制、コスト削減、および、他の施策を推進しても、同時に技

術革新を強力に促進するのに必要な多数の優秀な人材を育成できなければ、アジアへの業務の移転を

防ぐことはほとんど不可能であろう。 

円卓会議では、製造分野での教育、トレーニング、および、勤労者のニーズに関して議論が行われたが、

そこでも同様の懸念が示された。Ｒ＆Ｄへの投資促進に必要な刺激策の他にも、製造業者は、アメリカの

技術的リーダーシップを維持するには、熟練勤労者の存在が重要であることを強調した。ボリンガー造船

会社(Bollinger Shipyards, Inc)のクリス・ボリンガー(Chris Bollinger)は、ルイジアナ州ニューオーリンズで

開催された円卓会議で、「今日の最大の問題」は、「質の高い労働力の欠如」にあると述べた。ボリンガー

は、最近の不況においても、この判断が正しいことが証明されたと述べている。また、製造の業況は回復

 
25 略 
26 略 
27 略 
28 略 
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しているが、ボリンガーはその判断内容について新たな懸念を示した。すなわち、質の高い労働力の欠

如は、「我が国の最大の問題であり、持続的な成長を妨げる最大の障壁である」と述べている。 

 製造業者の大部分は、技術革新および技術開発においてアメリカのリーダーシップを維持するには、合

衆国の公立学校で実践されている基礎教育の改善から始める必要があると考えている。アメリカの製造

業者の多くは、外国なら社会に出る若者すべてが身に付けているような基本的なスキルを、その従業員

に教えるだけのために多くの時間とリソースを費やしている。 

 ワシントンＤＣの円卓会議では、ジェネラル・モーターのムスタファ・モハタレム(Mustafa Mohatarem)は、

「これまで、自動車産業は高等教育を受けていない労働者を雇用して、高待遇を与える業界であると思わ

れてきました。つまり、知的な能力より身体的な能力の方が重要な業界であると考えられてきました。しか

し、明らかに、時代は変わりました」と述べている。この変化がもたらした課題に対応するには、アメリカの

ハイスクールですべての学生に与えられる基礎教育を、継続的に改善することが求められている。 

 もっとも、製造業者の大部分は、ハイスクール・レベルの教育が整備されても、今日の米製造業が要求

する教育水準を満たすには不十分であると考えている。ティムケン社(Timken Company)のティム・ティムケ

ン(Tim Timken)は、ワシントンＤＣの円卓会議でこの点を強調し、米製造業の将来に懸念を表した。ティム

ケンは、ローラー・ベアリング分野で世界をリードする同社では、ハイスクール以上の教育、すなわち、4

先制大学の教育を受けた者を、これまで以上に雇用するように努めていると強調した。社員採用の方針

がこのように変わった理由は、今日の製造現場では、これまで以上に複雑な設備を製造工程で使用しな

ければならないからである。 

 製造業者は、今日の製造業および市場のニーズに合わせて、学生を訓練するために、いっそうの努力

を傾ける必要性を強調した。製造業者の主張によれば、今日の製造現場の初歩的な業務に必要な技術

的スキルだけについて見ても、それを備えたハイスクール卒業生の数、および、大学の工学部卒業生の

数が減少しているが、これこそ、技術における合衆国のリーダーシップが直面する脅威なのである。 

 全米製造者協会(ＮＡＭ：National Association of Manufacturers)のフィリス・アイゼン(Phyllis Eisen)は、

ワシントンＤＣの円卓会議で次のような展望を述べたが、これは多数の出席者の見解を反映したものであ

った。 

 

 「合衆国は、非常に長期にわたって真剣に教育に取り組んできた外国と競争状態にある。そのよう
な外国には、現在、児童の教育促進に最大限の努力を払っているデンマークのような小国から、昨
年の大学卒業生の 40%近くが工学部出身者である中国までが含まれている。合衆国の工学部卒業
生は、大学卒業生全体の 6%未満にすぎない。この現実は、関係者すべてによって、深刻に受け止
められなければならない。製造業は技術者によって支えられる産業であり、現在、我々が専門家を育
てるために非常に大規模な訓練を実施しているとしても、あるいは、生産性の高い工場労働者や、技
術者および化学の専門家などに訓練を施しているとしても、我々の実践の速度は遅く、質も高いとは
言えず、もっと教育関係者に強く要請を行う必要があり、我々も彼らと協力しなければならない。」 

 

 アメリカの製造業が存続する上で、勤労者の能力は決定的な役割を担うことになる。「競争に関する委

員会(Council on Competitiveness)」が発行した、マイケル・ポッター(Michael Porter)教授他による「2001

年合衆国の競争力に関する報告書」では、「合衆国経済の成長力と競争力を維持するには、国の技術革

新の能力、および、アメリカの勤労者のスキルを中心として優先事項を決定しなければならない 29」と述べ

られている。さらに、報告書では、「革新性を現実の製品に結実し、さらに、生産性を向上させるための能

力を国が持てるか否かは、その勤労者のスキルにかかっている。ただし、要求されるスキルの水準は上昇

しており、ますます高度なスキルが要求される一方で、それに応えることのできる労働力は枯渇しつつあ

                                                 
29 略 

 127



る 30」と述べられている。生産性の向上を実現し、革新性を製品に結びつけるには、いっそうの高い水準

のスキルが不可欠である。 

 グローバル経済の中でアメリカの競争力を考えた場合、勤労者のスキルと教育は、決定的では
ないにしても、その主要な要素となるものである。アメリカが世界経済で活動を続けるには、すべて

の勤労者の能力を高めるという決意が、その活動に伴わなければならない。教育機関は、すべてのアメリ

カ人にグローバル経済の下で豊かになるための手段を与えることで、その要請に応えなければならない。 

 労働力のニーズおよび訓練に関する製造業者の意見において、特に強調された最後のポイントは、生

涯学習を実現することの必要性である。業界の変化によってレイオフに直面した勤労者こそ、最も切実に

この必要性を理解するはずである。 

 従来の地域貿易調整政策は、特定の事例では有効であるとしても、最近の不況でレイオフされ、未だに

再雇用されていない大部分の勤労者が直面する状況を改善するには、現実問題として役に立たないと考

えられる。その理由は、単純なことであるが、製造業者は、少ない労働力で同じ生産高を達成する方法を

学んだからである。企業が革新性を追及し、生産性の向上を追求する要因は、輸入品との競争にあるか

も知れないし、そうでないかも知れない。しかし、このような議論は、米製造業で進行中の変化に照らして

みれば、ますます現実との関連性を失っていくように思われる。勤労者の訓練および再訓練のためのプロ

グラムは、連邦政府から、また、州政府からも多く提供されている。1998 年に成立した総労働力投資法

(Workforce Investment Act)は、連邦政府の職業訓練に関する広範囲な取り組みを合理化し、再編する

のに役立つものであった。ただし、ダイナミックで急速に変化する経済環境に対して、いっそう有効に対処

するには、このような制度もさらに改変することが求められている。そのような努力の一環として、現実に再

雇用を促進するプログラムの策定に向けて、関係者が協力することが有益であろう。最も価値ある訓練お

よび再訓練とは、業務の中で実践される訓練であるという考えは、幅広く受け入れられている。どんなに

短期間でも、失業するということは、個人のスキルが錆付くということを意味する。個々の勤労者を支援し

て新たな雇用の機会を見出させることを最大の目標とするプログラムこそ、調整政策として、最も重要なも

のである。 

 

コミュニティと経済開発 

 個別に取り扱うことが求められる課題の 1 つとして、コミュニティとの調整という問題があげられる。最近、

合衆国南東部全域で、繊維産業の盛んな町や市が大きな不況に見舞われ、プラントの閉鎖が相次いだ。

この出来事からも、コミュニティにおける経済開発の取り組みと、労働力開発プログラムの間で、緊密な連

携を取ることの必要性が浮き彫りにされている。現実の問題として、職業訓練プログラムは、訓練を受ける

求職者を満たすだけの仕事が用意されている場合にのみ役立つものである。 

 就業を続ける勤労者および新たな職場への移転を余儀なくされた勤労者のスキル向上のニーズは、そ

のような勤労者を雇用するだけの多様な経済活動を促進することによって、整合性を保つ必要がある。多

様な経済活動を示す地域は、経済的な安定性が高く、一般的に、その市民に対してより高い生活水準を

提供することができるものである。単一の産業に過度に依存するコミュニティは、経済状況の変動に対し

て、大きなリスクを負うことになる。 

  コミュニティには、よく練られた前向きの経済開発計画を推進するための大きなチャンスが与えられて

いる。コミュニティが持続的に成長し、繁栄し、経済環境の変化に対応するには、経済開発のための包括

的な戦略計画の策定が不可欠の要素となる。調整の行き届いた経済開発プログラムが運用されれば、も

っと好ましいビジネス風土を育むことができ、多くの民間投資を呼び込むことができるのである。 

 

                                                 
30 略 
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 さらに言えば、経済開発計画は、特定の産業の調整のためだけの戦略ではない。経済開発のための健

全な取り組みは、コミュニティ内の既存の企業・産業の競争力、革新性、および、生産性の向上の推進に

も寄与する。 

 製造業者が強調した開発に係わるコンセプトの 1 つが、「クラスタリング」と呼ばれるものである。経済的

に健全な地域では、通常、相互に関連する企業や産業からなるグループ、すなわち、「産業クラスタ」を重

視することで、競争力と革新性が高められている。高賃金の雇用を生み出す源であり、かつ、高いスキル

が要求される価値の高い製品とサービスを、アメリカが生み出すことができるか否かは、主に、このような

競争力のあるクラスタを作り出し、強化することができるか否かにかかっている。特に重要な点は、クラスタ

というコンセプトによって、多くの場合クラスタの中核となる大学の研究活動に対して、資金供与が促進・

強化されることにある。 

 一般的には、いっそう多様化し、強化された地域経済構築のためにコミュニティが健全な計画を策定す

るのを、既存の経済開発プログラムがどのように最も効果的に支援・強化できるかについて、もっと大胆な

見方をする必要がある。コミュニティがいっそう多様化した経済ベースの構築に注力するのを支援・強化

することは、製造企業を誘致し、留めておくための 1 つの手段である。 

 

国際市場の平準化 

 短期的には、合衆国の製造業者が強く求めているのは、国際市場の平準化である。彼らは、合衆国の

製造業者に公正な競争を保証するような、金融および貿易に関する国際経済政策の重要性を会議でも

強調した。 

 

経営コストの不均衡 

 円卓会議に出席した製造業者によれば、国際市場の平準化が求められる主な理由の 1 つは、合衆国

内での経営コストと外国での経営コストの差異を解消する必要性にある。アルファＱ社のスティーブ・プラ

ウト(Steve Prout)は、コネティカット州ニューブリテンの円卓会議で、競争力に影響を及ぼす間接コスト増

大の大きな理由は、先に議論された健康保険コストの上昇にあると述べた。「多くの企業で、健康保険の

コストは 20%以上も増加している。毎年、このような経費増加を許容することはできない。・・・それは不可能

だ。」 

 このようなさまざまなコストによって、合衆国の製造業者は厳しい選択を迫られ、製造事業の海外移転を

余儀なくされている。ノバス・ファイン・ケミカル(Novus Fine Chemicals)社のジョー・ファスコ(Joe Fusco)は、

ニュージャージー州のサミットで開催された円卓会議で、「全く、お手上げである。私の工場を閉鎖した方

がよいかも知れない。そして、工場をマンションにして売り出し、製造業務を海外に移転する方がよいかも

しれない。本当のところ、その方が、もっと利益が上がるのである」と述べた。 

 ファスコが述べたことは、大部分のアメリカの製造業者の考えを代表するものである。多くの製造業者に

業務の海外移転を促す元となったコストの内外格差に注目して、ファスコは次のように述べた。 

 

 「ただし、私はそれが正しい選択だとは思わない。それは、1 つのオプションにすぎないのである。
我々には想像力を活用し、技術革新に取り組む力があると考えたい。・・・これは、本当に、価値ある
仕事をし、生産性を上げ、[競争力]を高めることにかかっている。我々は、そのように取り組むつもりで
ある。・・・ただ、不満なことが 1 つだけある。それは、現実に私が感じている不公平な市場である。」 

 

経済通商政策および米製造業の関心 
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 円卓会議で参加者は為替問題も提起した。特に、中国がその通貨「元」をドルにリンクさせていることに

も議論が向けられた。合衆国の貿易相手国の多くが、為替レートを市場の力関係に任せるのではなく、
政府の介入によってコントロールし、合衆国の輸出力を弱め、輸入を促進してその競争力に悪影響

を与えていることに対して、多くの製造業者から懸念が示された。アメリカの製造業者は、競争の条件

は、市場が決めるものであって、政府が決めるべきものではないと強く主張しているのである。 

 円卓会議の参加者は、貿易の基本的な認識については一致していた。大部分の製造業者が求めてい

ることは、国際競争における保護ではなく、海外貿易の障壁を少なくして、市場の平準化をはかることにあ

る。宝石の製造および卸会社であるスツラー社(Stuller, Inc.)のジェイ・ジャクソン(Jay Jackson)は、ニュー

オーリンズの円卓会議において、次のように指摘した。 

 

 「2002 年 1 月にメキシコは宝石の関税を 0%とした。その結果、今年の第 1 四半期には、メキシコ
への輸出が輸入を上回り、現実に 8%以上の貿易黒字を達成した。これは、初めての記録である。
従って、我々は、本来の競争力を発揮できる条件で競争することが許されれば、正当に競争するこ
とができるし、低賃金労働に対抗することもできる。ただし、平準化された市場が保証されなければ
ならない。」 

 

今日の合衆国の通商政策に関して厳しい批判が出された。ＮＡＦＴＡなどの貿易協定については従来か

らの懸念が表明され、ＷＴＯへの合衆国の継続的な参加が正当化されるものであるか否かについても疑

問が出された。  

 他にも、協定の条項そのものに対する不満を反映するような批判も出された。特に、低賃金労働によっ

て製造された製品について、合衆国の市場をどの程度まで解放すべきかについて、批判的な意見が出さ

れた。ただし、このような批判は、衣料製造業者などを除いて、今日の製造業では、賃金の名目で計上さ

れる直接的な労働コストは、大部分の製造業者にとって、総コストの中で小さな部分を占めるにすぎない

という判断によって、ある程度まで緩和されることになった。 

 さらに、製造業者の大部分は、グローバル市場の出現は不可避なものであり、合衆国は、グローバル市

場の競争が公平な条件の下に行われることを確かなものとするために、必要な手段を活用して状況を好

転させることができる主張した。ほとんどの参加者にとって、このような手段の 1 つが貿易交渉であること

は明らかであり、また、多くの参加者が、現在の紛争を解消する最も直接的な措置として、包括的な関税

撤廃のためのＷＴＯ協議における合衆国のイニシアチブを高く評価した。 

国際貿易問題で合衆国の自動車メーカーを代表する米国自動車通商政策評議会(Automotive Trade 

Policy Council)のスティーブ・コリンズ(Stephen Collins)も、ワシントンＤＣで開催された円卓会議において、

そのような基本的認識に同意し、次のように述べた。 

 

「最も大きな成長分野は合衆国から海外に出て行こうとしている。そのような外国に対してこそ、合衆国
政府は、ＷＴＯ、二国間協議、および、地域協定を通して、市場解放を迫るという極めて重要な役割を
果たさなければならない。それが重要な理由は、そのような外国も自分の市場を保護し、同時に、その
市場の発展を守ろうと努力しているからだ。」 

 

基本的な論点には注目する価値がある。海外における関税による保護は、その国への輸出に対して障壁

となるだけでなく、その国の製造業者にとって、その競争を緩和するものであるため、彼らに対する支援策

となっていることを合衆国の製造業者は理解している。実際に、合衆国に輸入される製品に適用される関

税と、外国が適用する関税率の不均衡は、経営コストの差異を除いて、合衆国の製造業者が、平準的な

市場が未達成であると指摘する状況を明確に示すものと言えよう。 
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ミズーリ州で開催された円卓会議において、シュープリーム・ツール・アンド・ダイ(Supreme Tool & Die)社

のキンバリー・ハイデン(Kimberly Hayden)は、関税率の不均衡に対して大きな困惑を表明し、全国で開

催された円卓会議において多数の参加者が主張したのと同じ意見を述べた。   

 

「状況が変わらなければ、2020 年頃には、私たちはもう廃業を強いられて、このような会議に出席する
こともないだろう。私たちがグローバルに競争するには、市場は平準化されなければならない。わが社
は合衆国内では競争できる。しかし、中国の輸入品とは競争できないし、わが社の製品を中国に輸出
することもできない。・・・合衆国にダイカスト・ツールを輸入した場合、課税総額は製品価格の 3.9%に
相当する。合衆国から中国にダイカスト・ツールを輸出した場合、課税率は 30%に達する。」  

 
合衆国の製造業者が直面する障壁は、関税だけではない。他の顕著な例として、すべてではないが、ア

メリカの主要な貿易パートナーの国内市場において、知的所有権保護と取り締まりが、適切に行われてい

ないこともあげられよう。合衆国の製造業者にとって、知的所有権の保護は、抽象的な話題ではない。ア

メリカの強い競争力は、技術革新と生産性の向上に直接依存するものである。知的所有権の保護とは、

アメリカの製造業者が、Ｒ＆Ｄへの投資と、生産性向上のための努力の成果を、自らが享受できることを

保証する最良の手段なのである。また、顧客サービスに対する投資、および、他社との差別化のためのブ

ランド・ネームの創作などの成果を享受できるように企図された最上の手段でもある。 

この点に関連して、コネティカット州ニューブリテンの円卓会議で、コネカチット製造業協会(Manufacturing 

Alliance of Connecticut)のフランク・ジョンソン(Frank Johnson)は次のように強く主張した。  

 

「我々は自由貿易が意図とするところは理解している。しかし、自由貿易とは何をやってもよいという意
味ではない。確かに、自由貿易は必要である。しかし、中国に輸出される茶に関税がかけられ、合衆
国に輸入される茶には関税がかけられないなら、それは公平ではない。中国の製造業者が、コネティ
カット州の製造業者の宣伝パンフレットから写真を無断借用し、自分のＷｅｂサイトに掲載し、中国での
製品販売において、自社の商標として使用するのなら、それは公正ではない。確かに、自由貿易は必
要である。我々は自由貿易の何たるかは理解している。しかし、それは公平でなければならない。我々
は、関係するすべての市場で平準化がなされることを要求しているのである。我々は、中国および他の
競争国が、商標法を遵守することを求める。我々は、合衆国の製造業者が彼らに示すのと同様の敬意
を、彼らが合衆国に示すことを願っているのである。」  

 

実際、合衆国の製造業者はグローバル市場での競争に強い意欲を見せているが、競争の基本原則が市

場の参加者全員に等しく適用され、かつ、基本原則が強制されることを確かなものとする必要があり、その

ための措置も求めている。 

政府は、この目的を達成するために、多くの重要な措置を実施し、この問題に取り組んできた。例えば、

知的所有権保護のための法的措置実施の強化、合衆国で開発された技術標準の採用促進、特に、中国

との関連において、法規の実施と遵守の要請の強化、および、輸出促進活動の展開などがあげられる。  

 

世界市場が急速にグローバル化するのに応じて、アメリカの製造業者も新たなチャンスとチャレンジに直

面するようになった。貿易障壁が撤廃されることによって、チャンスは 2 つの形で生じることになった。第 1

に、貿易障壁が小さくなったことで、アメリカの輸出に新たな海外市場が開かれるようになったことである。
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合衆国は既に、世界でも最も開かれた経済の 1 つである 31。貿易の障壁を小さくするということは、主に、

大きな障壁がまだ存在する外国との取引における障害を小さくすることを意味する。 

第 2 に、貿易の増大は競争の激化も意味するが、これは、合衆国の製造業者にとっては諸刃の剣を意味

する。競争の激化によって、合衆国の製造業者には厳しい要求が課されることになるが、貿易で競争でき

るからこそ、アメリカの製造業者は競争力を維持することが保証されるのである。競争の激化によって要求

されるのは、高い生産性、高い効率性、および、大きな革新性である。今日のグローバル経済では、コスト

を削減し、新製品を開発し、かつ、新市場に進出することで、継続的な革新プロセスを追求する産業こそ、

市場のリーダーとなる資格を有するのである。 

グローバルな競争は、別の観点からも、アメリカの製造業者にチャンスを提供するものと言えよう。すなわ

ち、海外市場が開かれることによって、合衆国内の市場に限定されていては威力を発揮できない
ような「規模の経済」のメリットを、合衆国の製造業者は享受できるようになる。また、多くの産

業部門において、アメリカの製造業者が競争力を維持するのに必要な、高品質および低コストのリソース

も利用できるようになる。  

多くの産業において、特にアメリカの製造業者が大きな技術的優越性または他の競争上のメリットを有し

ている産業分野では、輸出も伸びている。シカゴおよびミネアポリスで開催された円卓会議では、現在そ

の売上高の過半数を、海外での営業から得ている企業も数社参加していた。この傾向は、アメリカ経済の

ハイテク部門の企業全体について見られるものである。  

商務省が面談した製造業者の大部分は、貿易がもたらす恩恵を理解しており、彼らの製品の大部分は、

海外市場向けであると述べた。その中には、連邦政府がアメリカの製造業の利益を守るために、その国際

経済政策および通商政策において、積極的な取り組みを行っているとは言えないと述べた製造業者も含

まれる。もっとも、合衆国市場がＮＡＦＴＡによって幅広く解放されたことは、連邦政府の職員が合衆国の

製造またはその競争力について危機感をもっていたことの現われであるという意見も出された。 

ＮＡＦＴＡの協定条項の内容はともかくとして、ＮＡＦＴＡの批判者は、メキシコのペソが協定後に切り下げ

られた点に注目している。これは、メキシコと合衆国の貿易に対して、関税の引き下げや貿易割当額の変

更よりも、大きな影響を与えるものである。この問題の重要性は、同協定の実施後、数年間で合衆国の対

メキシコ貿易が黒字から赤字に転落した事実にも反映している。  

この経緯から多くの製造関係者が学んだことは、合衆国政府は、貿易協定の実施後、アメリカの製造業に

対するこの協定の影響や、その後のペソの切り下げの効果について、正しく理解し、予測することすらで

きなかったということである。合衆国政府に対するそのような印象は、ペソの切り下げ後にメキシコのため

に策定された貿易収支調整のための支援策によって、さらに強まっている。  

実際には、ＮＡＦＴＡは合衆国、カナダ、およびメキシコの経済交流の効率を高めるものであり、経済的に

はすべての関係者に恩恵をもたらすものであった。事実、ほとんどの批判者は、メキシコにもっと大規模な

改革を実施する義務を求め、カナダや合衆国よりも大幅な貿易障壁の撤廃を求める協定の実際的な条

件を無視している。これは、合衆国とカナダの市場は既にメキシコ製品に大きく解放されているという点か

らも、全く妥当なことである。 

ただし、合衆国の通商政策に対する最も厳しい批判者ですら、輸入品との競争において国内業者の保

護を主張したり、補助金などの支援を求めているわけではない。むしろ、彼らは、平準化された市場を求

めているのである。すなわち、国内および海外で市場競争のために公平なチャンスを与えられることを望

んでいるのである。  

製造業者は、円卓会議において、市場解放を狙いとする政府の積極的な通商政策を支持した。そのよう

な政策を追求するのに、現在のＷＴＯでの交渉や、二国間協議、または、多国間協議、あるいは、地域自

由貿易協定などの取り組みから後退する必要はない。ただし、必要なことは、アメリカの製造業者、ならび

                                                 
31 略 
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に、合衆国の農業部門およびサービス・プロバイダーの利益がそのような国際交渉によって守られること

であり、また、合衆国政府が交渉によって得られたメリットが現実のものとなるように監視することである。  

 また、通商政策は現実の世界と乖離して遂行できるものではないことも理解する必要がある。1990 年代

の後半には、通商政策は混乱状態にあったが、その理由は、将来の貿易交渉において、労働問題また

は環境基準などが、どの程度まで重視されるべきかについて多くの議論があったからである。このような、

議論の影響を受けて、先の政府は、貿易交渉における権威と信頼を、全力をあげて追求することができ

ず、あるいは、幾分なりとも達成することもできなかったのである。このような議論は、多角的貿易交渉の新

たなラウンドを立ち上げようとした 1999 年のシアトルのＷＴＯ会議を失敗させた多くの理由のうちの一つ

でもあった。 

合衆国の製造業者の立場から言えば、貿易に関する議論の政治的側面において、労働条件および環境

基準を強制を伴わずに改善するための継続的な努力の必要性が、概ね無視されている。発展途上国の

経済成長を支援・推進することによって、多くのものが得られるという認識については、ほとんど異論はな

い。各国は経済的に成長するのに応じて、自発的に労働条件や環境基準の水準を高めるものである。こ

のような面で高い水準を達成するには、貿易自由化が最も効果の期待できる手段の 1 つであると言える。 

 

貿易赤字に対する懸念  

主要な懸念事項としては、合衆国の輸入超過が問題となっている中国との二国間貿易をはじめとして、貿

易赤字をあげた製造業者も多かった。過去 1 年間に貿易赤字はほとんど改善されず、他方、貿易額は増

大している。アメリカの現在の貿易赤字および経常収支赤字には、幅広い経済要因、主要貿易相手国と

比較して相対的に堅調な合衆国の経済成長、および、アメリカ経済における低いインフレ率などが反映さ

れている。外国と比較して、持続的で力強い合衆国の経済実績も、大きな投資を合衆国に呼び込む要因

となっており、経常収支の赤字に寄与している。最も基本的な関係について言えば、経常収支の赤字は、

合衆国の投資と比較した場合の、合衆国の国民貯蓄の伸びと関連している。合衆国で国民貯蓄よりも投

資が大きくなった場合、その資金的なギャップを外国からの投資が埋め合わせることになり、合衆国に経

常収支の赤字が生じることになる。合衆国で個人の貯蓄を増大させ、財政の赤字削減に努めれば、経常

収支の赤字も削減されることになろう。  

ブッシュ大統領のもと現政府は、世界全体で高い経済成長を実現することを狙いとする国際経済戦略を

追求している。この戦略の中心にあるのは、合衆国で導入された成長志向の経済政策である。ただし、合

衆国が貿易パートナーと共同し、成長と安定に向けた政策採用を海外で促進することも、アメリカ政府の

戦略の中心的課題の 1 つである。外国で有効な経済政策が遂行されれば、合衆国だけでなく、世界の

他の地域も恩恵を被ることになる。自由市場こそ、貴重なリソースを最も生産性の高い用途に割り当てる

ための最上の仕組みであることは幅広く理解されている。自由貿易や自由な資本移動、および、世界の

主要国の間の市場ベースの為替レート管理などの原則に従う国際金融システムにおいてこそ、成長の促

進と安定の増大という目標が実現されるという合衆国の信念に変わりはない。  

過去 1 年の間に世界経済は力強さを取り戻した。海外でも、日本は再び成長を取り戻し、ユーロ圏も

2003 年の下期には明るい展望を示した。イギリスとカナダ、ならびに、多くの新興市場国家はもっと速や

かな成長を見せている。合衆国の輸出額の伸びは、このような合衆国の貿易パートナーの、これまで以上

に大きな活力を反映するものである。  

しかし、大きく見れば弱い輸出実績だけに目を奪われずに、他にも注目しなければならないことがある。

それは、特定の産業分野において、輸出の低下よりも深刻な影響を与えうる輸入の急激な増大が、特定

の業界で生じており、今後も継続すると思われることである。具体的には、繊維および衣料業界がその代

表的な例である。この 2 つの業界に特徴的なことは、1960 年代の前半に締結された繊維協定以来、これ

らの業界を保護してきた繊維および衣料品の割り当て制が段階的に撤廃されてきたことである。割り当て

制は、相対的に高い水準の投資と生産能力を維持し、製品価格の値崩れを防ぐという点で効果がある。
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また、多様な製品を供給する多数の企業から構成されるような業界の存続も可能にするものである。くわ

えて、産業の競争力を維持するために、海外での加工協定締結を促進する効果もある。  

割り当て制は、ＧＡＴＴのウルグアイ・ラウンド協議に従って撤廃されたが、その結果、競争が激化して価

格は低下し、利益は失われ、これまで衣料品業界に導入された設備投資の大部分も、海外からの競争圧

力に脅かされるようになった。この状況に対応するために、労働集約型の産業である衣料業界は、海外に

製造を移転するようになった。同時に、合衆国の繊維業界では、設備集約型の企業が増加していたが、

その主要な顧客企業が海外に移転したり、破産するのを目の当たりにすることになった。このため、合衆

国の繊維生産高が低下することになり、繊維製造業者も衣料業者が先に経験したような厳しい財務状況

に置かれることになった。 

貿易赤字の増大は、必ずしも、アメリカの製造業者に競争力がないことを意味するのではない。既に述べ

たように、貿易赤字の拡大は、アメリカ製の製品やサービスの競争力によってではなく、経済成長
と消費の相対的な伸び率が原因となって生じているのである。市場が外国政府の介入によって歪

められていると考えているアメリカの製造業者は多い。 

貿易に関する議論の大部分は、貿易ラウンド交渉の最新の調査について終始し、また、それが合衆国経

済の特定部門に対して何を意味するかについて終始するものであった。過去 15 年間に、世界の貿易障

壁をできる限り撤廃するための貿易交渉の成果に対して、ならびに、小さくなった障壁がアメリカの製造業

者に与えるチャンスや課題に対して、さらなる影響を与え、また、強めるようなダイナミックな動きが生じて

いる。 

第二次世界大戦後の国際経済体制の流れの中で、合衆国のリーダーシップは、冷戦の最中において、

自由、民主主義、および、市場ベースの経済体制を保証するための包括的な努力の中で重要な役割を

果たした。発展途上国に対するアメリカの片務的な貿易自由化は、アメリカの海外支援戦略の必須的要

素となるものであり、そのような戦略も幅広い海外政策の目標達成の手段として用いられていた。ただし、

長期的には、発展途上国および先進国の双方が係わる多国間貿易の自由化は、最も包括的な恩恵を与

えるものとなろう。 

しかし、合衆国は世界の貿易体制から「受け取ったものより多くのものを与えてきた」のではないか、また、

合衆国の経済的利益ではなく対外政策に対する配慮が通商政策を決定し、推進してきたのではないかと

いう懸念が製造業者から出された。このような見方は、合衆国が適用する平均関税と、海外の多くの市場

で適用されている平均関税の間の明らかな差異、および、ほとんどすべての貿易パートナーよりも迅速に

その市場を解放しようという合衆国の実績に裏付けられた意欲を踏まえた上で出されている。合衆国の対

外政策が広範囲な係わりをもっているということは、明らかに貿易自由化追求の動機の 1 つに違いはな

いが、対外政策に対する懸念の結果、アメリカの通商交渉者が必要以上に譲歩したことがあるのか否か、

それはどのような交渉であったのかを具体的に指摘することは容易ではない。このような議論では、議会

が特定の製造分野の利益を擁護するために、通商交渉の監視において果たした積極的な役割が無視さ

れることも多い。このような監視が行われるだけでも、通商政策が通常は経済的な配慮によってのみ推進

されることが十分保証されていたと言えよう。  

このような合衆国の通商政策に批判的な見解において無視されてきたことを、再び繰り返して述べること

は意味があろう。すなわち、開かれた貿易環境と、それに伴う競争がもたらす恩恵である。開かれた経済

が閉ざされた経済よりも速やかに成長するものであり、競争が不可欠であることに疑いをはさむ余地はな

い。合衆国も解放された経済体制を採用しているがゆえに、閉鎖された経済体制なら実現できなかったよ

うな、著しく速やかな成長を達成することができたのだ。 
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3 章 提言と次のステップ 
 
 ここで示していく提言は、商務省の円卓会議の中で米国の製造業者が確認した課題に取り組むために

策定するものである。これらの提言は、米国の経済成長を推進し、製造業の競争力を高めうる「条件を作

り出すために政府が全力を尽くすことを」保証するためにエバンズ商務長官により要請された包括的な戦

略の構築に向けての第一歩である。 

 これらの提言は、製造業者が成功するかを決定づけ、経済成長の加速や雇用の創出をもたらすものは、

製造業者やその市場での行動であることを前提としている。政府の役割は、その過程に介入することでは

なく、むしろその過程を作り出すことにある。政府にとって、市場で成功を収めるための条件を作り上げる

こととは、経済のファンダメンタルズに重点を置くことを意味し、例えば、民間セクターにおける経済成長や

技術革新を促し、政府の政策により米国の製造業者に発生するコストを減らすことである。また、どうしても

必要なときにのみ規制を行い、その際にも不当なコストは最小限とすることを顧慮して行うことを意味する。 

 国際経済政策や貿易に関する提言も、これと同じ基本的アプローチを示している。そのような提言は、

政府が市場を開放し、商品・資本・労働市場を歪める貿易慣行を排除することを奨励するために策定され

ている。また、市場において成功を左右する要素は政府による介入ではなく競争であるため、国際貿易シ

ステムに適用される規則の遵守を助長させることを目的とするものでもある。 

 こうした提言の中には、議会による迅速な行動を必要とする提案や米国の製造業者を支援する目的で

現在行われている努力を強化するために現政府が実施することのできる新たな取り組みが含まれる。多く

の提言においては、長期間にわたる組織的な努力が必要とされる包括的な改革についての指示も示して

いる。このような提言を実施する政府の努力の調整は、ブッシュ大統領が 2003 年 9 月 4 日の労働者の

日の演説で要請した新次官補が担うことになる。 

 提言は、次の 6 つの区分に分類される。 

政府の政策の焦点の製造業の競争力の向上への集約 

経済成長や製造業への投資を促進する条件の構築 

米国における製造業のコスト引き下げ 

技術革新への投資 

教育、再教育や経済の多様化の強化 

市場開放と平等競争の促進 
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政府の政策の焦点を製造業競争力の向上に 

 

 製造業者が示した主要な懸念の一つは、長年にわたり製造業やその競争力に政策の焦点が当てられ

ておらず、政府内での説明責任が欠けていることであった。次の提言は、政策の焦点を明確にし、製造

業イニシアチブを構成する提言の実施に対する説明責任を保証することを目的とするものである。 

 政策の焦点を強化し、説明責任を高める以外に、これらの提言は、国内における製造業の経済的環境

を改善するために、連邦政府内や州政府や地方当局との調整を深めることも策定している。こうした措置

は、大統領の製造業イニシアチブの実施について現在行われている製造業との対話のメカニズムを確立

するだろう。 

 こうした取り組みは、本報告書から始まった作業を推進することになる。新たに設置された次官補が取る

べき最初の措置の 1 つは、主要な競争業者に対する米国製造業のコスト競争力の調査を実施することで

ある。この調査には、製品やサービスという点だけでなく、製造工程や事業編成という点からも、技術革新

の支援についてのビジネス環境の評価を含めるべきである。この作業は、政府がコスト削減や競争力強

化のために取ることのできる追加的な措置があるかどうかの決定を下す際に役立つだろう。 

 

製造・サービス業担当の商務次官補職の設置 

 ブッシュ大統領が労働の日の演説において要請したように、連邦政府は、商務省に米国製造業との中

心的な連絡窓口となる次官補レベルの職を設置するべきである。次官補は、本報告の提言の実施と連邦

政府における製造業主席担当官としての商務長官の職務のサポートを担当することになる。 

 次官補の特有の責任には、次のものが含められるだろう。 

 

大統領の目標の達成に向けて進展具合を測るためのベンチマーク分析の主導 

 あらゆる戦略に見られる重要な要素の 1 つに、明確な目標に向かっての進展具合を測る手段がある。

そのためには、分析の開始点を設定するベースラインと進展具合を測る道具の両方が必要である。米国

における製造業の経済環境向上の進展具合を測るための基準となるベースラインを定めるためには、新

設された次官補職に就く者は、大統領経済諮問委員会（Council of Economic Advisers）、米国財務省や

労働省その他関連機関と連携して、製造業にとっての米国の経済環境のベンチマーク分析を開始する

だろう。 

 その調査によって、製造業の競争力に最も影響力を与える公共政策の分野が特定され、優先事項とさ

れる。ここで特定された分野は、対策を講じる必要がある場合には、どういった対策をとるべきかを決定す

るためにさらに分析することが必要となる。これに加えて、この調査は、州や地方レベル又は海外におい

て実施されている製造業の競争力向上のためのイニシアチブを再検討するものとなるだろう。 

産業分析室（Office of Industry Analysis）の新規設置 

 産業分析室の新設によって、次官補は、アメリカの産業のコスト競争力の評価や米国の競争力に国内

外の経済政策が与える影響、特に製造業部門に与える影響の査定を担当することになる。そのためには、

商務省内において、規則案や規制案の施行前に経済成長や雇用創出に与える影響を予測するための

分析的ツールや専門的技術を開発することが必要となる。 

 

大統領の製造業イニシアチブ（Manufacturing Initiative）の実施について監視及び助
言を行う大統領製造業委員会（President’s Manufacturing Council）の設置 
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 政府が米国の製造業者の直面する課題に対応し、製造業者の競争力に関わる問題に引き続き焦点を

当てるように、議会は、商務長官を議長とする製造業委員会を設置するべきである。次官補は、同委員会

の事務局長としての役割を果たすことになる。この委員会は、政府と製造業部門の定期的連絡を確保す

るとともに、大統領の製造業イニシアチブの実施に際しての有効な助言を獲得する手段を提供するだろう。

この委員会の構成員には、産業や特に中小企業といった企業規模という点から、アメリカ製造業の多様

性が反映されなければならない。 

 

商務長官を議長とする製造業省庁間作業グループの創設 

 以下で概要を説明する提言を実施する際には、連邦政府内の多くの機関の間で調整が必要とされるこ

とになる。その目的で、政府は、貿易振興調整委員会（Trade Promotion Coordinating Committee）を手

本として省庁間作業グループを設置すべきである。商務長官を議長とするこの製造業の競争力に関する

省庁間作業グループは、提言の実施について調整するとともに、ブッシュ大統領の製造業イニシアチブ

を進展させる新たなイニシアチブの構築を担うことになる。 

 

連邦政府、州政府、地方政府間の調整と協力の強化 

 経済環境の強化に必要なあらゆる措置が、連邦政府の領土内に製造業を所在させることに役立つので

はない。しかし、連邦政府は、米国全土に渡って、健全な製造業を育てるための取り組みの調整者として

の役割を果たすことはできるだろう。各州は、伝統的に、米国全土に及ぶ経済政策を形作ってきた多種

多様なイニシアチブの実験所としての役割を果たしてきた。連邦政府は、規制改革又は経済発展戦略に

関する健全な提案をすべての州政府及び地方政府が幅広く利用できるように、次官補が調整官としての

役割を果たす製造業政府間調整委員会を創設するべきである。 
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経済成長や製造業への投資を促進する条件の構築 

 製造業の競争力を育てるための経済環境の構築は、家庭における経済成長が大幅に伸びる状況を生

み出すことから始まる。すでに議会は、ブッシュ大統領の提案を 2001 年経済成長及び減税調整法

（Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act）、2002 年雇用創出及び勤労者支援法（Job 

Creation and Worker Assistance Act）、2003 年雇用及び経済成長と減税の調整法（Jobs and Growth 

Tax Relief Reconciliation Act）に立法化することで、この目標を達成すべく重要な措置をいくつか講じて

きた。 

 米国の製造業者、特に中小企業の税負担の決定的な引き下げを行うことによって、ブッシュ大統領と議

会は、景気後退を短期間に留め、経済回復に向かわせることに成功した。米国財務省によれば、ブッシ

ュ大統領と議会がこれらの措置を法律として成立させることができなかった場合には、2004 年末までに、

雇用創出は現在よりも 300 万件少なく、景気後退はさらに悪化し、経済回復ははるかに緩やかで、より不

確実なものとなったはずである。 

 それにもかかわらず、米国の製造業者の活動するビジネス環境をより確実なものとするためにさらに連

邦政府が行えることは、非常に多く残っている。次に挙げる措置は、連邦政府がこの目標を達成すべく進

むことを保証するものとなるだろう。 

 

製造業者が資本を惹き付け、自信を持って将来に投資することを可能とする近年の減税政策の恒
久化 

 最近の景気後退の主要な特徴の 1 つは、設備投資の急激な落ち込みである。米国のＧＤＰの 3 分の 2

を占める個人消費は、景気後退中も、その後の回復期間においても、好調さを保っていた。残るＧＤＰの

3 分の 1 を占める設備投資は、安定しつつあるものの、依然として、景気回復前のレベルに達していない。 

 特に製造業に対して安定した設備投資を行う状況を促進するためには、リスクを減らす安定した経済環

境が必要とされる。リスクを減らすためには、さらに確実性を引き上げる必要がある。議会は、近年行われ

た減税を恒久化することにより、確実性を引き上げ、製造業やその他経済部門への投資を促進するより

健全な状況を生み出さなければならない。 

 相続遺産税（estate tax）あるいは「死亡」税（”death” tax）の廃止や経費の上限の一時的な引き上げ、

小規模企業への投資に関する新たなインセンティブは、近年の減税の企業関連の特徴としては最も重要

なものに数えられる。これに加えて、限界税率の引き下げは、個人事業主やパートナーシップ契約者

（partnership members）などその所得が直接個人の所得となる実業家を助けている。議会は、製造業者、

特に中小企業が、今後の競争力を確保するために必要な投資資本を惹き付けることができるように、死亡

税の廃止や小規模企業への投資インセンティブを恒久化すべく行動するべきである。 

 

 

複雑な租税方法によるコストや遵守コストの引き下げ 

 米国租税法は、不必要に複雑なものとなった。複雑なものであることによって、遵守コストは増加し、遵

守により時間や資源を費やすビジネスや才能のある者や資源を生産活動から流出させるビジネスによっ

て、経済の足を引っ張る要素を生み出している。小規模企業の所有者は、特に、こうした複雑さに対応す

る準備が整っておらず、助言を与える事情に精通した税務顧問を雇うための資金を持ち合わせていない。

今が税法規簡素化のための本格的な努力を行う時である。財務省は、減価償却、企業最低代替税、試

験研究費税額控除など、製造業者にとって特に複雑な規定を中心として、租税の簡素化の調査を行うべ

きである。 
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試験研究費税額控除の恒久化 

 新技術の開発において研究開発への公共投資が重要な要素であるのに対して、民間セクターは、市場

に売り込むことのできる新技術の研究開発を行うという負担を負っている。 

 内国歳入法典（Internal Revenue Code）に基づき利用することのできる既存の税制上の優遇措置を強

化するために、議会は、試験研究費税額控除を恒久化するべきである 1。先進的な製造業者にとっては、

試験研究費税額控除の恒久化を行うことが一貫して、長年にわたり優先事項であった。恒久化を行うこと

によって、研究費の租税上の取り扱いについてより確実に行うことができるようになり、従って、そのような

活動への資本支出の呼び込みや割り当てに関連するリスクやコストを減らすことができるようになる。 

 

貯蓄優遇措置の導入によって製造業者が利用することのできる投資資本プール
の強化 

 投資を促進する別の主要な要素は、米国企業が利用できる投資資本のプールを強化することである。

そのためには、議会は、アメリカの納税者の貯蓄率を上昇させる租税上の優遇措置を採用するべきであ

る。 

 米国の貯蓄及び投資を増加させることは、増大しつつある合衆国の貿易赤字に取り組むことにもなる。

貯蓄及び投資の優遇措置を提供することにより、米国は、貿易赤字の主要な原因の１つを覆すことになる

とともに、米国の製造業者が利用することのできる資本へのアクセスを広げ、また、そのコストを引き下げる

ことになる。 

 

 

米国における製造業のコスト引き下げ 

 製造業者がいずれの円卓会議においても明らかにしているように、米国を製造業への投資地として魅

力的な場所とするために、連邦政府は、製造業者に課しているコストを引き下げなければならない。次に

示す提言は、規制コスト、エネルギー費用、訴訟費用、医療費、年金費用など米国における製造コストの

引き下げを行うために連邦政府が即座に取るべき措置の概要を説明している。 

 

コストの引き下げ及びヘルスケア利用度の改善 

 医療費は、米国の製造業者が直面しているコスト増加の中でも、最も急増しているコストである。このよう

な費用は、製造業者が最も管理することのできない範囲のものでもある。製造業者は、被雇用者の健康

に強い関心を持っている。ブッシュ大統領が署名して法律として成立させた医療保険改革を推進する際

に、以下の取り組みは、このヘルスケア提供の負担を軽減するのに役立つであろう。 

組合医療保険（Association Health Plan）の確立 

 ブッシュ大統領が承認したように、議会は、組合医療保険の新設及び資金提供のための法律を通過さ

せるべきである。このような保険は、小規模企業の製造業者が医療保険提供者と健康保険のコストについ

て交渉する際により有用な手段を提供することになる。この手段は、ヘルスケアコストの引き下げやコスト

競争力の改善につながる。 

健康貯蓄口座の奨励 

                                                 
1 略 
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 健康貯蓄口座（ＨＳＡ）は、2003 年 12 月 8 日にブッシュ大統領が署名したメディケア処方薬法案

（Medicare prescription drug bill）に規定された。健康貯蓄口座は、免責額の大きい医療保険を被雇用者

やその家族が被った医療費支払に用いることのできる非課税貯蓄口座と組み合わせたものである。健康

貯蓄口座では、年末の残高を振り替えることができ、これは被雇用者がコスト意識を持つことを推進し、将

来必要な医療費を貯蓄するインセンティブと手段の両方を提供する。 

食品医薬品局（Food and Drug Administration）による一般薬の再審査の迅速
化 

 安全かつ画期的で低コストの治療方法の開発を加速するという努力に加えて、食品医薬品局は、消費

者に低コストの処方薬を提供することを目的として、引き続き一般薬の再審査の迅速化を進めている。政

府がこれまで 2 年間にわたり一般薬の再審査向け資金拠出を 35％以上増加させたことによって、ＦＤＡ

は一般薬の再審査期間の短縮という意欲的な新実施目標を定めるに至っている。食品医薬品局による

認可が迅速化され続ければ、一般薬はより迅速に市場に到達することになり、その結果、雇用者提供保

険に基づき利用できる処方薬は低価格なものとなる。 

コストのかかる医療ミス防止のための新技術導入 

 可能な限り効果的な治療方法が用いられることを確保し、コストのかかる医療事故を防ぐために、医療

産業は、医療品のバーコード化や電子カルテによる処方など 21 世紀の技術を採用し、実施するべきで

ある。 

医療負担改革（Medical Liability Reform）の立法 

 議会は、医療負担制度を公正かつ予測可能であり、タイムリーなものとする法律を制定するべきである。

改革では、非経済的損害の回収を妥当な金額に留める一方で、負傷した患者が被った経済的損失に対

して完全で迅速な補償を受けることを確保する基準の採用も行うべきである。 

 総括すると、こうした措置は、米製造業者、特に米製造業の大部分を構成する中小企業に課されている

現在の高額医療費の負担は著しく軽減することになる。 

 

製造業への投資の阻害要素を取り除くための米国法制度近代化 

 米国法制度は、製造業に関連するリスクやコストを上昇させることにより、製造業への投資を阻んでいる。

現行の不法行為賠償責任制度がもたらす製造業への投資の阻害要因を取り除くために議会が即座に取

るべき措置は 3 つある。 

集団訴訟改革の法制化 

 議会は、他の規定の中でも、理解しやすい用語を用いて集団訴訟の原告に対して訴訟通知を行うこと

を要請し、集団訴訟の原告に現金以外の給付金のみを与える和解の司法審査を要請し、原告間で差別

のある和解を認めることを裁判所に禁止する消費者「集団訴訟権利宣言」という一節を入れることにより、

一般的な集団訴訟制度を法律に定めるべきである。 

アスベスト改革の法制化 

 1970 年代以前に建設にアスベストを用いたことにより負傷した者が補償を得る手段としては、訴訟は非

常に費用のかかる手段である。アスベストは、現在では建設に使用されていないため、集団訴訟はもはや

抑止効果という目的の役割も果たしていない。議会は、現在のアスベスト集団訴訟を解決する法律を制

定するべきである。アスベスト訴訟は、引き続き製造業への投資を鈍らせるものとなっている。実際に負傷

した者への補償を確保し、雇用を破壊する訴訟を防ぐ訴訟に関する一節を入れることは、非常に重要で

ある。 
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公正かつ予測可能で、タイムリーな医療負担制度 

 医療負担制度を改善し、それに伴う米国の製造業者のコストを削減するために連邦政府が行うべき最も

重要な措置は、非経済的な損害の回復を妥当な金額に留める一方で、負傷した患者がその経済的損失

への完全かつ迅速な補償を確保する基準を採用することである。 

 これに加えて、政府と議会は、不法行為賠償責任制度において原告の利益と被告の利益の適当なバラ

ンスを確保する長期的な努力を行う必要がある。不法行為賠償責任の問題については、州レベルで決定

されることが多いため、そのような努力においては、最善のアプローチを確保し、高度に一貫性のあるもの

とするために、最終的には州政府との密接な協力が必要となるだろう。 

 

規制や立法のコスト削減 

 米国経済に関する規制コストは、1970 年代以降、継続して再検討すべき事項であった。行政管理予算

局（ＯＭＢ）による規制案の再検討や文書業務削減法（Paperwork Reduction Act）のような法律は、この努

力に貢献してきた。これに加えて、ブッシュ政権は、行政管理予算局が再検討して成立した新規制により

生じた規制コストの増加を前政権時代に比べて 70％減速させた。 

 そうではあるが、全般的には、規制遵守のコストは、長い間に著しく増加してきた。このように増加し続け

るコストを減らすために、行政管理予算局は製造企業に課せられる規制の負担を減らす包括的な 3 つの

過程を主導するべきである。 

 

製造コストを引き下げうる規制改革リストの作成 

 製造業の遵守コストを引き下げうる改革リストを作成するために、行政管理予算局は、既存の規則に関

して公衆の見解を求め、具体的な改革を提案する機会を与えなければならない。公衆の見解を要請し、

改革を指定することによって、既存の規制、指針書や文書業務削減の要件に取り組むこととなるはずであ

る。 

リストの分析 

 行政管理予算局は、経済諮問委員会、商務省やその他の機関と連携して、改革案を評価し、適切であ

る場合には、そのような改革を優先的に実施しなければならない。この評価においては、遵守コストや現

行規則の経済的影響の査定、特に中小企業に与える経済的影響の査定やそのような規制を行うことによ

る納税者や消費者にとってのコストの査定も行う必要がある。この再検討の目的は、このような規制を認め

ることにより議会が意図する利益を達成するよりコストの低い手段があるかどうかを判断することにあるは

ずである。この分析は、同様にこれらの規則を実施する機関に対しても広げる。こうした努力には、現在小

規模企業に適用されている規制柔軟性法（Regulatory Flexibility Act）第 61 条に基づき行われた分析の

広範化も含められるはずである。 

新規則の規制影響分析 

 最後に、行政管理予算局は、特に製造業に課せられるコストは中小企業に影響を与えるため、最近作

成した規制影響分析に関する指針をこのコストに影響を与える規則案に厳格に適用しなければならない。

この努力の 1 つとして、新たに設置された製造・サービス業担当の次官補は、製造業その他の経済分野

における経済成長や雇用創出に関する規則案及び規制案の影響の査定に必要な分析ツールを改善す

るために、新設される産業分析室に行政管理予算局やその他の機関との連携を課すべきである。 

 

 

省エネの推進、インフラストラクチャの改善、国内生産拡大を目指す包括的エネルギー計画の立法 
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 全米製造業者協会（National Association of Manufacturers）によれば、天然ガス 40％、電力 30％を含

む、米国のエネルギーの約 3 分の 1 は、製造業者により消費されている。エネルギー不足や価格の急沸、

停電は、経済を阻害し、化学薬品産業やプラスチック工業などエネルギーに依存する製造業への投資に

水を差すとともに、このような部門の製造業者が確信を持って計画を立て、新たに労働者を雇用すること

を妨げる。 

 米国におけるエネルギー費用が著しく増加したことを考慮すれば、省エネの推進、インフラ改善や国内

生産拡大を目指す包括的計画を法律に定めることは、米国製造業の将来にとって不可欠である。包括的

エネルギー計画を採用すること、その中でも天然ガスの生産販売の拡大の必要性を呼びかける計画を採

用することは、一部の製造業における著しいコストの削減に役立つであろう。このような取り組みは、エネ

ルギー源としても、製品のインプットとしても、天然ガスに依存するプラスチック工業などの製造業に対して

特別な利益をもたらすであろう。 

 ブッシュ大統領は全米包括的エネルギー政策を提案したが、これが議会により制定されれば、我が国

の電気インフラ施設の近代化や拡大、省エネやエネルギー効率の改革や向上、クリーンで低価格の様々

な発電燃料の確保、国内エネルギー供給量の増加、新技術の開発や普及の促進が達成されるだろう。 

 つまり、議会は、ブッシュ大統領のエネルギー計画を米国製造業者のエネルギー費用削減のために可

決するべきである。米国の製造業者の見解では、ブッシュ大統領の提案のうち、それに基づき議会が行

動を示すべき措置で最も重要なものは、 

「電力供給量の増加と発電を規定する法的枠組みの近代化」 

である。 

 議会は、混乱をもたらす停電が発生する機会を減らし、十分で低価格の電力供給を確保するために、

発電や送電を規定する法的枠組みを近代化すべきである。そのような規定は、義務的で、強制力のある

確実な基準を確立し、送電や発電施設への投資の増加を促し、送電の障害の排除や時代遅れの法の改

正を行い、送電系統への優先接続や地域プランニングや連携を促し、消費者を保護し、さらには新技術

開発を助けるであろう。 

適切で経済的な天然ガス供給の促進 

 議会は、米国における天然ガス資源の開発や液化天然ガスターミナルその他インフラ施設の建設にと

って障害となる規制を排除することにより、適切で経済的な天然ガスの供給を促し、認可過程の簡素化や

採算の合うアラスカからの天然ガスパイプラインの敷設を実現し、さらに領海外の大陸棚の上での深海底

ガス（deep-well gas）の開発を奨励するべきである。 

発電のためのクリーンで低価格の様々な燃料 

 議会は、クリーン石炭や原子力の将来を保証し、風、太陽、バイオマスや埋立地ガスなどの再生可能資

源からの発電を増加させるための優遇税制措置を提供することにより、今後の天然ガスへの需要の増加

を緩和する。 

新技術 

 議会は、エネルギー新技術の更なる研究開発を奨励するべきであり、その中でも外国の石油への米国

の依存度の低下を助ける、商業的に実現可能な水素駆動の燃料電池技術や新世代の水素駆動車の開

発のためのブッシュ大統領による液体水素燃料イニシアチブに資金提供を行うべきである。 

年金改革の促進 

 政府は、議会と共に資金調達規則の抜本的な改革に取り組んでおり、これは資金不足の計画が予測可

能で、確実な資金調達を行えるようにするものである。資金調達規則を整備することにより、資金調達の

目標がより明確になり、より堅実な寄付を呼び込み、財源確保の不安定さを緩和させ、好景気の時の自
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社年金プランへの企業の資金提供により柔軟性が加わるはずである。政府は、この問題に取り組むべく

引き続き議会や民間セクターと協力していく。 

 

技術革新への投資 

 上記で述べてきた議論や製造業者の見解では、生産性の向上を活気づけ、米国の安全保障や米国民

の生活水準を高める新技術の更なる開発を促す必要があることが強調されている。次の提言は、米国が

世界一の競争力を持ち、最も生産性の高い経済であり続けることを確保するためのものである。 

 

技術革新や生産性向上技術を効率的に組み合わせ、より注目させることを目的とする、総称技術、工学、物
理学への連邦研究開発費調達の再検討 

 大統領への就任以来、ブッシュ大統領は改めて連邦研究開発費調達に着目している。2004 会計年度

については、ブッシュ大統領は、記録的な 1230 億米ドルを提案しており、これは大統領就任時の調達水

準を 34％以上も上回ることを示している。 

 研究開発活動への政府による資金調達を増加させるための努力を続けることは、米国の製造業が引き

続き繁栄するために非常に重要である。 

 また、技術革新や生産性向上技術に適切な注目が集まることを確保するために、現在の連邦研究開発

プログラムで、製造業にとって重要なものを再検討することも必要とされている。商務省の技術管理局

（Commerce Department’s Technology Administration）は、製造・サービス業担当の次官補と連携して、

国家科学技術委員会の製造業研究開発省庁間作業グループや民間セクターを介して、他の関連機関と

共にこれを再検討していくべきである。 

 再検討では、中心となる総称技術、工学や物理学の研究開発プログラム、その中でも特に学際的な実

験努力への更なる投資の必要性を考慮するべきである。次に示すモデルは、これまで 50 年以上にわた

って、今日の米国経済に影響を与えている主要な技術（半導体、コンピュータ、ネットワーク通信、バイオ

テクノロジー、最近ではナノテクノロジー）を開発するために用いられてきたものと同じモデルであるはず

である。このモデルは、政府による基礎科学や初期の総称技術研究の資金調達に基づくもので、その後

は、民間セクターによる応用研究開発への大規模投資が続いてきた。 

 

 

 

将来の先端生産技術への連邦支援の優先順位を特定する－製造業研究開発省庁間作業グループの創設 

製造業研究開発への連邦政府による投資の効率性を向上させるために、国家科学技術委員会内に新た

に省庁間作業グループを設置するべきである。この省庁間作業グループは、製造業研究開発政策、プロ

グラム、予算の指導や監督に関連するコンセンサスを導き、問題を解決するための公開討論の場としての

役割を果たすだろう。 

 作業グループは、要請の確認や統合を行い、共同プログラムの計画を行い、連邦政府により実施される

製造業研究開発プログラムの共同戦略を構築するはずである。このグループの責務は、主に連邦政府の

すべての製造業研究開発プログラムを再検討し、米国の製造技術を向上させる目的で優先順位を設定

することである。 

 再検討の目的は、産業の研究開発や関連する応用技術の商品化の基盤を提供するために必要なタイ

ムリーで重大な初期開発を特定することであろう。再検討は、包括的に行われ、サプライ・チェーン・インテ

グレーション、相互運用技術、測定法や基準、製造情報技術など幅広い製造業の革新技術に及んでい
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る。また、再検討では、優先順位の高い製造業研究開発のニーズ、技術伝播、次世代の製造技術者や

指導者の指導のための産業・大学・政府による研究の必要性についても取り組まれるだろう。 

 
米国特許商標庁（U.S. Patent and Trademark Office）の強化 

 特許は、これまで常に製造業の技術革新に報いる鍵となってきたが、新技術の適用が世界の製造業者

との競争に打ち勝つための重大な要素となったという事実によって、その重要性は増幅した。特許の発行

が遅れることは、今日の市場において成功するか失敗するかを分けるものともいえる。 

 米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）は、現在、処理時間が短縮されるという危険を冒している。連邦政府は、米

国の製造業者のニーズを満たすために、米国特許商標庁の対処能力を著しく向上させる法律を提案し

た。議会は、製造業者の知的財産を保護し、市場に新しい製品やサービスを提供する可能性を増やすこ

とにより、米国特許商標庁が製造業者のニーズに引き続き答えていくことができるように、この法律を可決

するべきである。 

 

製造技術の移転促進を目的とする連携の強化 

 健全な研究開発活動は、米国の製造業者に競争力を与えてきた過程を強化するために必要な措置で

ある。しかし、こうした活動は、開発された技術が製造業全体に渡って（特に独自の研究開発が限られて

いるため、そこから最も利益を得る中小企業に）広く伝播されることを確保するための同じように積極的な

努力との調和が取れていなければならない。 

 2003 年 5 月に発表された連邦政府の資金提供を受ける研究開発の技術移転に関する大統領科学諮

問委員会（ＰＣＡＳＴ）の報告書は、技術移転を強化するための 10 の提言を示している 2。これらの提言は、

製造業界への技術移転の強化について貴重な見識を示すだろう。 

 これらの提言を実施するためには、国立標準技術研究所（National Institute of Standards and 

Technology）の主導による包括的な努力が必要であるだろう。その努力の一環として、ＮＩＳＴは、こうした

協同的努力に伴う恩恵を増やし、義務を線引きするために必要な知的財産管理、共同研究開発契約、

提携先の手配の最善の実施方法を率先して確認し、普及させるべきである。連邦研究所協議会（Federal 

Laboratory Consortium）、技術移転に関する省庁間作業グループ（Interagency Working Group on 

Technology and Transfer）やその他の既に参加しているグループの参加がこの包括的努力において求め

られるべきである。 

 

基準に関する協調的技術支援プログラムの拡大 

 ますます経済のグローバル化が進む中で、競争に打ち勝つ能力は、国際基準ならびに米国基準を満

たす個々の製造業者の能力に依存するだろう。米国の製造業者のほとんどは、こうした目標を達成するこ

との重要性を理解しており、製品基準だけでなく、品質や環境の基準も同様に満たすことに重点を置いた

投資を行ってきた。 

 製造基準の重要性が増すのは、グローバル・サプライ・チェーンにおいてシェアを獲得することを願う製

造業者に要求が課される場合のみである。実際に、多くの点で、国際基準が、国際市場に参入できるか

を決定づけるだろう。世界各地の市場への米国の製造業者の参入に影響を与える可能性のある基準が、

客観的に、健全な科学に基づき定められるように、ＮＩＳＴは、技術支援の提供を目的とするプログラムの

対象範囲を基準局（standards agencies）、国立計測標準研究所（national metrology institutes）、発展途

上諸国の地域計測標準団体、その中でも重要な潜在的輸出市場の地域計測標準団体にまで拡大する

べきである。 

                                                 
2 略 
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製造業者にとって欠かすことのできない重要なインフラストラクチャの信頼性の確保 

 米国の最先端の製造産業や同産業の依存するインフラストラクチャ（電力、通信、また特に輸送）は、ま

すます高性能の分散自動制御システムへの依存度を増している。この典型的な例は、電力系統の管理

制御システムである。同じようなシステムが、石油・ガス、水、薬品、医薬品、金属、鉱業、パルプ・製紙、

耐久財受注製造業など重要なインフラ産業の製造販売を管理している。このように重要な制御インフラス

トラクチャを偶然又は悪意のいずれかによる故障から守ることは、製造業の長期的な安定、ひいては米国

全体の長期的な安全保障にとって絶対に必要である。従って、次の措置を取るべきである。 

産業の制御システムの保護を向上させる基準の普及 

 連邦政府は、米国の基準開発機関が必要な産業制御システムの安全基準を設定することを奨励し、ま

たそれを可能とするために、民間セクターや州・地方の機関と積極的に同調し、協力するべきである。 

重要なインフラストラクチャを支える研究開発の支援とその研究開発結果の民間セクターへの迅
速な移転 

 米国本土の安全保障の改善に重点を置く政府の政策の一環として、今日では連邦政府は、米国の製

造業者、経済や社会全体が非常に大きく依存している国内の重要なインフラストラクチャの保護に必要な

研究開発に対して、大幅に拡大された支援を提供している。これに加えて、政府は、製造業者や産業制

御システムの利用者が国土安全保障省、商務省やその他の機関から最新の研究開発に関与すること（ま

たその情報を与えられること）を確保すべきである。 

 

新たに組織された製造技術普及計画（Manufacturing Extension Partnership）の支援
及び最先端生産技術センターの全米仮想ネットワークの構築 

 1988 年のパイロットプログラムとして開始されてから 3、製造技術普及計画（ＭＥＰ）は多くの米国の中小

企業製造業が競争力を高め、生産性を向上させるような有用なビジネス・サービスを提供してきた。ＭＥＰ

の全国的ネットワークは、無欠陥品質プログラムのような非常に効率の良い製造技術の普及に一役買っ

ている。このプログラムは、最小規模の企業にさえも、米国の反対の海岸にいる、製造技術に加えて工場

操業や製造現場に関する経営の専門知識を持つ専門家への接触も可能とする。ＭＥＰのクライエントは、

クライエントでない同じような企業に比べて 5 年以上に及び高い労働生産性の伸びを経験してきた 4。 

 ＭＥＰは、元来は、連邦政府による支援を受ける 12 箇所のセンターから構成され、6 年後には連邦政

府の資金提供は終了される予定であった。操業して 15 年間に、このプログラムは、当初の目的から離れ

て、400 箇所ものセンターを有するまでに拡大されたため 5、議会は終了規定を削除した。製造と技術の

発展を考慮すれば、ＭＥＰの事業を評価し、これからも向上を目指す措置を取ることは適当である。政府

は、ＭＥＰを完全に他の商務省の製造業者の競争力向上や市場拡大を助けるプログラムに組み入れるこ

とを提案している。 

 この調整によって、商務省は、全米各地のＭＥＰセンターに雇用されている技術職員や経営職員を、提

案された製造・サービス業担当の次官補と連携する商務省国際貿易局（International Trade 

Administration）の貿易振興担当官と密接に連携させやすくなる。これに加えて、国際貿易局は、様々な

産業部門（例を挙げれば、自動車産業、繊維・アパレル産業、エネルギー産業、航空宇宙産業、機械工

業、金属工業、マイクロ電子工業など）についての詳しい知識やコネクションを持つ専門家を抱えている。

ＭＥＰのフィールドエージェントやこうした部門の専門家によるチームを直接構成することによって、プログ

                                                 
3 略 
4 略 
5 略 

 145



ラムを小規模の製造業者が国際市場において競争し、成功することを助けるより効率的な国家資源とす

ることができる。 

 さらに、ＭＥＰは、効率性や費用効率を中心として、すべての MEP センター間での競争も繰り返し行う

べきである。また、ＭＥＰは、議会と共に、民間団体から直接プログラムへの資金提供を受ける法定権利を

得るための方法についても検討すべきである。 

 さらに可能であれば、ＭＥＰは、志願者が「ＣＯＥ（卓越した研究開発拠点：center of excellence）」に加

わる資格を取得することのできる当該部門の専門知識の分野を確認することができるようにしなければな

らない。ＭＥＰは、協力や知識移転を促進し、効率性を向上させ、製造品の輸出を推進するために、大学

やコミュニティ・カレッジ、そして国際貿易局の支援センターと同じ場所に位置することを奨励するべきで

ある。技術管理局は、あらゆるレベルの政府組織や民間団体を含めたその他の団体との連携によって、

こうしたセンターの設立の先頭に立っていくだろう。 

 

製造業に重点を置いた小企業改革研究(Small Business Innovation Research)プログラ
ム及び小企業技術移転(Small Business Technology Transfer)プログラムの促進 

特に小規模企業に研究開発費用を提供するために、小企業改革研究（ＳＢＩＲ）プログラム及び小企業技

術移転(ＳＴＴＲ)プログラムという２つの連邦プログラムが存在する。これまでのところその成果ははっきりし

ないが、これらのプログラムは小規模製造業における改革を促す触媒となり得る。ＳＢＩＲ及びＳＴＴＲは中

小製造業における改革に大いに有効だと思われる製造業研究開発領域をさらに重視すべきである。 

 

中小製造業のために米国立の研究所及び大学の独自の能力を活用する新しい方法の模索 

国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology、ＮＩＳＴ）は、他の連邦機関及び

国立研究所と協力して、国立研究所、大学、ＳＢＩＲプログラム、コミュニティカレッジ、及び州や地元の技

術開発協会の間での、革新的製造技術に関する共同研究プログラムを設立する機会を模索すべきであ

る。その目的は、研究成果を民間部門に素早く普及させ、小規模仲介業者が高度な研究手段を利用で

きるようにし、かつナノ技術者やナノ製造業者などを育てる訓練機会を提供するような協定のワーキング

モデルを開発することでなければならない。現在の急速な技術革新はこのような構想の促進を必要として

いる。ＮＩＳＴは 2004 年に研究成果を商務長官に報告しなければならない。 

 

教育、再訓練及び経済的多様化の強化 

 国際競争力を維持するために、教育及び労働者訓練戦略は国の最優先事項でなければならない。政

府は 2001 年に児童学習遅進防止法(No Child Left Behind Act)を可決し、現在はこの画期的な教育改

革の全面的な実施に取り組んでいるところである。政府はまた、数学及び科学教育の改善のために 5 年

間にわたって 10 億ドルを投資している。 

 さらに、ブッシュ大統領の主導の下、商務省(Department of Commerce)及び労働省(Department of 

Labor)が協力して、国内における経済開発と労働力開発の連携を図っている。このための重要な政策と

しては、商務省の経済調整プログラム及び労働省の新しい 21 世紀労働力構想などがあり、これらは製造

業における米国の技術的優位を維持するための再訓練システムの強化を目指している。労働省の雇用

訓練局（Employment and Training Administration）は、一連の労働力投資プログラムに年間約 100 億ド

ルを投資している。 

 この実績の強化は、下記に示す手順で行われなければならない。 
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将来の製造企業の雇用に不可欠な労働力スキルの強化 

 全国の製造業者は、アメリカがハイテク化の進む職場のニーズを満たし未来の製造業を発展させるため

に必要な次世代の労働力を訓練しているかどうかについて、深刻な懸念を示した。中等教育及び中等後

教育レベルの両方でのよりよい職業的技術的訓練の開発、また製造業に関心を持つ転職者の技能向上

を意図したプログラムについては、明確な支援策があった。また、基礎的な数学及び科学教育の改善の

ための支援策もあり、たとえば現在は、あらゆるレベルでの数学及び科学の指導及び教育を強化する、

新しい数学・科学パートナーシッププログラムのための 10 億ドルの五カ年計画が行われている。 

 重要なのは、米国労働力の技能向上及び育成のためのスターティングポイントを明確にすることである。

このため、労働省は商務省及び教育省と連携して、米国労働力の現在の技能及び米製造業の将来のニ

ーズについてのベンチマーク解析を行うべきである。これは、連邦レベルのプログラム変更及びローカル

レベルのカリキュラムへの示唆の両方に役立つように考案されなければならない。 

 この分析は、初等中等教育の生徒への基礎的な教育を支援する連邦プログラムが大した補習教育の

必要なしに労働市場に入れるように生徒を育成する方法について、取り扱うものでなければならない。分

析では、製造業の労働市場に入る個人に必要な基礎的な学力の一覧を作り、米国の初等及び中等教育

がそうした学力をどの程度提供しているかを評価すべきである。 

 分析の第二段階は、将来の製造業で成功するために必要な専門的訓練についてである。歴史的に米

国の学校とりわけ中等教育では、多くの職業訓練の機会を提供していた。長い間にそれが徐々に衰退し

ていき、教育制度は、中等教育及び中等後教育の両方において、そのギャップを埋めるために専門的な

職業技術訓練校への依存を強めていった。分析では、既存の職業技術教育システムが米製造業のニー

ズを満たすのに十分であるかどうかを考察し、必要に応じて変化のための勧告を提案すべきである。 

 連邦議会は近いうちに、コミュニティカレッジレベルの高度な技術教育を提供するための、中等及び技

術教育強化法(Secondary and Technical Education Excellence Act)を成立させるべきである。この法律は、

学生が高校から大学へ、また大学から労働市場へとうまく移行するために必要な技能を学習できるように

するものである。コミュニティカレッジが地元の高校と協力して採用できるような、高給高技能のキャリアに

つながる学習の専門的プログラムを州が特定するために、教育省を通じて基金を提供する。 

 

高校と技術教育のパートナーシップ構想の確立 

 連邦議会は、2004 年の大統領予算で提案されているような、中等及び技術教育のための州政府への

補助金を利用した、高校と技術教育の協調的な改善プログラムを創設する法律を成立させるべきである。

このプログラムは高校と中等後教育機関の連携を通じて質の高い技術教育を提供するものである。教育

省によって運営されるこうした構想は、需要の高い職業分野における中等及び中等後の職業・技術教育

プログラムを支援するものである。高校側の要素には、プログラムに属する学生が、実習又は中等後技術

認定、及び準学士又は学士号プログラムを通じて、州の達成基準を満たし高校より上の教育への明確な

進路を獲得できるようにするための、高水準の中心的学習内容が含まれる。こうした構想は、生徒が高校

から大学へまた大学から労働市場へとうまく移行するために必要な技能を教えられるようにするものであ

る。 

 

個人再雇用資金(Personal Reemployment Account)の創設 

 景気調整の時期の最も深刻な問題は、どのようにして失業者がうまく労働市場に復帰できるようにする

かということである。連邦政府及び州政府は、訓練や再雇用援助で労働者が新しい職を見つけるのを助

けるために考案された多くのプログラムを提供している。 

 この目的のために、ブッシュ大統領は、仕事に復帰するために最も支援を必要とするアメリカ人を援助

する個人再雇用資金構想を提案した。労働者調整へのこの革新的なアプローチは、資格のある個人に
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対して、彼らが仕事を探し迅速に仕事に戻るために、職業訓練ならびに保育や交通などの主要サービス

を購入する費用として一人当たり最高 3000 ドルの資金を提供するものである。また、さらなるインセンティ

ブとして、受給者は 13 週間以内に再雇用された場合にはその資金の残額を再雇用ボーナスとして保持

できる。ブッシュ政権は個人再雇用資金を、労働市場投資法（Workforce Investment Act）の再授権及び

改正という政権の法的提案の中に含めた。 

 

製造業界のための景気調整の統合 

 地元の製造業が衰退すると、特に１つの工場が町の雇用の多くを占めていた場合、地域社会は大きな

打撃を被る。個人が労働市場に復帰する再訓練を必要とするのと同様に、地域社会も時として、経済発

展の代替基盤を開発しなければならないことがある。 

 連邦政府は既に、地域社会の競争力を育成し製造業における改革を支援するために利用できる多くの

プログラムを有している。地域社会にとっての難問はしばしば、こうした連邦プログラムの目的と条件を整

理し、それらをどのように採用し地元環境に合わせるのがベストかということに関連する。 

 必要なのは、製造業に依存する地域社会が直面する構造的な経済問題に対処するにあたって、関連

連邦機関間、とりわけ労働省と教育省の取組みを調整する、経済開発担当商務次官補が議長を務める

中間的な連邦タスクフォースである。このタスクフォースは、すべての連邦機関が、該当する地域社会へ

の一連の援助を最も効果的に提供するためにリソース及び戦略を調整しつつ、協力できるようにするもの

である。もっと具体的に言えば、このタスクフォースは雇用基盤が少数の製造企業に大きく依存している

地域社会及び経済的混乱の深刻なリスクにさらされている地域社会を特定し、迅速に対応する手段を提

供する。 

 リスクに晒されている地域社会にとって早期の介入とプランニングが不可欠であることを考えれば、タス

クフォースのとるべき最初の措置は、迅速な対応がいつ必要かを決定するための基準を特定することであ

る。タスクフォースはそれから、こうした基準に基づいて特定された地域社会と協力して、地域社会の中に

製造業の仕事を維持するよう努めつつ経済基盤を多様化する試みを始めるような、市場を基盤とした開

発政策を策定することになる。 

 

失業者への支援及び再訓練の提供の改善 

 製造業及び雇用市場で明らかになってきた問題は、数年来の大きな変化を示している。輸入競争の激

化によって特定の適応問題に直面している個々の企業に代わって、米国経済全体が世界経済で進行す

る根本的な変化に適応しようとしている。このプロセスは製造業で特に深刻だが、広く米国経済全体に及

んでいる。 

 現在の労働者調整プログラムは大体、２つの形のうちのどちらかである。1 つは失業保険及び個人の労

働者を念頭において策定された関連プログラムという伝統的な組み合わせである。この個人の雇用見通

しは経済で進行中の変化と関係しているかもしれないししていないかもしれない。もう１つの形は、長期間

の失業及び適格な労働者への再訓練に資金提供する、一連の職業調整支援プログラムである。ここでは、

適格性は、被雇用者が自分を退職に追い込んだ何らかの直接的な商業的影響力を指摘できるかどうか

という観点で定義される。 

 現在のプログラムはどれも、今日の経済において進行中している種類の調整に十分に対処しているとは

いえない。求められるのは、両方のタイプのプログラムを根本的に再評価して、調整、再雇用及び再訓練

への協調的なアプローチの中にそれらをどのように組み込むのが一番いいのかを明らかにすることである。

このために、商務省及び労働省は、教育省の支援を受けて、既存のプログラムを見直し、それらを急速に

変化する経済環境の中で進行中の調整の影響を受けた労働者のニーズに応えるための一貫したプログ

ラムにどう組み込むかについて、勧告を行うべきである。 
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 この取組みは、労働省の急成長職業訓練構想(High Growth Job Training Initiative)を通じて現在進行

中の作業を基礎にすべきである。同構想は、地域の労働力ニーズに合った訓練プログラムを調整するた

めに、雇用者、業界リーダー、商業組合、教育者、コミュニティカレッジ、テクニカルカレッジ、及び公共労

働力システム間の協力を容易にするものである。 

 この構想の一環として、労働省は製造業界などと協力して労働力に関する課題の全国的な調査を行っ

ている。主要な製造業部門には、電子、自動車、通信設備、航空宇宙産業、プラスチック、医薬品などが

含まれる。これらの部門では、及び製造業界全体としても、技術革新の結果として変化が進んでおり、労

働者は新しい技能を取り入れて実行することが求められている。高成長職業訓練構想は、協調的な取組

みを通じて、こうした技能を特定し、各機関と協力して成功する訓練モデルを開発するものである。 

 さらに、連邦議会は労働市場投資法を強化するというブッシュ政権の計画を可決しなければならない。

労働省は、国の「ワン・ストップ（一箇所で用の足りる）」雇用・職業訓練システムに年間 150 億ドルを使っ

ている。3800 箇所を超えるワン・ストップセンターが、労働者が新しい業界や成長産業で雇用を得るため

に自分の技能を転換できるようなサービスを提供している。政府は、労働市場投資法の再授権を通じてこ

のシステムを強化しようとしている。求められている変化は、整理統合を通じて資金を得やすくすること、事

業のニーズにもっと応えられるようなシステムにすること、及び説明責任を強化することなどである。 

 

市場開放と平等競争の促進 

 アメリカの製造業者は、自分たちもライバルも同じルールに則る開かれた通商システムを支持している。

国際的に同じ土俵に上がれるようにするには、3 つの戦略が求められるだろう。 

 1. 米国製品輸出の障壁をなくす経済成長と通商合意の追求を促進する必要がある。 

 2. この戦略には、特にＷＴＯと関連して、現在の通商ルール遵守の確保を強く実施することが含まれ

なければならない。 

 3. この戦略は、海外の発展途上国市場において、米国製品・サービスの輸出を促進する現在の努力

を強化するものでなければならない。さらに、これらの努力は、特に我が国の中小の業者が単に海外市場

に入り込む能力だけではなく、グローバルな供給の輪の一部となれる能力に焦点を絞って、我が国の製

造業者・サービス提供業者のニーズに合ったものにしなければならない。 

 以下の推奨事項は、自由で公平な通商を確保することに対するブッシュ大統領の強力な参画の上に成

り立っている。これらの推奨事項は、上記の 3 つの戦略を満足するさらなるステップを示すものである。 

 

経済成長・開かれた貿易・海外資本市場の促進 

 米製造業のより力強い回復と貿易収支改善双方の見通しの妨げとなる重要な要因の一つは、我が国の

主な貿易相手国の多くで経済の回復が遅いことである。アメリカは成長促進と米国製造業者の市場拡大

の手段として、成長に基づいた経済政策の採用を促進しなければならない。 

 ブッシュ大統領はアメリカの貿易相手国の経済成長と開かれた貿易の振興にリーダーシップを取ってき

た。来年にはＧ7 大蔵大臣会議、2004 年 6 月にアメリカで開催するＧ８経済サミットなど、これらの努力を

強化する多くの重要な機会があり、多数の重要な我が国の貿易相手国と通商協定締結の見込みである。 

 ブッシュ大統領が示したように、成長促進と安定性強化という目標は、自由貿易、自由な資本の流通、

主要経済圏での市場原理による柔軟な為替比率などの原則に立脚する国際金融システムにおいて、最

もよく達成することができる。 

 加えて、以下のステップを取るべきであろう。 
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海外資本市場の成長・発展の促進 

 効率的に機能する資本市場は経済成長促進の鍵である。我が国は、資本をより効率的に配分し、生産

性を向上し、経済成長を促進するために、政府補助金や直接投資の段階的撤廃など、より市場元気に基

づいた価格・金利設定を促進しなければならない。 

 

あらゆる通商協定での金融サービス市場自由化交渉 

 継続中のＷＴＯ交渉でブッシュ政権の行っている提案と併せ、我が国はＷＴＯ内および二国間・地域通

商協定の一部として、慎重な手段で金融サービス取引のあらゆる障壁を撤廃するよう圧力をかけなけれ

ばならない。これらの障壁を取り除き、金融サービス市場に競争をもたらすことは、米国製造業者にサー

ビスを提供する米国サービス企業に新しいマーケットのチャンスを作り出すばかりでなく、経済成長の鍵

である効率的に働く資本市場の必要条件にもなるだろう。 

 

アメリカの製造業者にプラスとなる通商協定の交渉 

 ほとんどの製造業者は、市場の平等化促進のために米政府が取ることのできる最も効果的な手段は、

我が国の輸出を妨げる障壁を取り除き、グローバルな市場において他国が自国企業に許している不公平

な通商慣行を規制することだと考えている。これらのことを行えば、我が国の相手国との通商交渉プロセ

スへの取り組み強化になると理解しているのである。 

 以下のステップで、通商交渉は米製造業に意味のある事柄に焦点を絞れるようになるだろう。 

 

米国製品輸出に対する関税・非関税障壁撤廃の追求 

 貿易振興策通過に際して議会が定めた最も優先順位の高い事項の中でも最重要なのは、米国製品輸

出に対する関税・非関税障壁を、二国間・地域間・多国間協定によって撤廃することだった。継続中のＷ

ＴＯ交渉に関連してブッシュ政権の行なった非農業市場への参加に関する提案は、全ての交渉で倣うべ

きモデルとなっている。この提案は、全世界的に製品へのあらゆる関税を撤廃し、それによって米国の関

税レベルと主な相手国が製品に課している高い関税レベルとの格差をなくせるようにしようというものであ

る。同様に、非関税障壁に対する戦略を追求していくのも不可欠で、特に自動車産業など、既に関税障

壁が比較的低く、非関税障壁が我が国の海外市場参入を妨げる大きな手段となっているような産業では

これが重要である。 

 

貿易をゆがめる補助金の撤廃交渉 

 現在の国際通商規則では輸出補助金を禁じているが、政府が自国生産に補助金を出して競争上の優

遇を与えるという手段は制限していない。将来の通商協定では、アメリカはＷＴＯ交渉に関連して現政権

が取ったような手段、すなわち、もっと幅広い補助金を含めるよう既存の禁止を拡大し、民間部門への政

府出資を禁じるルールの強化を求める手段を追求すべきである。政府が関与している、または歪めてい

る資本市場などでは、外国企業が競争から切り離されているのである。特に、将来の交渉では、主に直接

税に依存している国々の不利に対処する間接税の国境調整の撤廃を求めるべきである。 

 

貿易関連法令施行の効率向上 

 ブッシュ政権がＷＴＯ交渉に関連して行なったように、我が国が通商協定施行に利用できるツールの改

善を求めなければならない。紛争解決手段は紛争の即時解決や、交渉者の意志に即した通商協定の解

釈を促進するものであるべきである。また、政府は既存の、または将来の貿易原則に沿わない通商慣行
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に対処するもっと強力なメカニズムを求めるべきである（ＷＴＯ、二国間・地域間自由通商協定、その他現

在進行中のＯＥＣＤ鉄鋼交渉などの範囲内で）。 

 

アメリカの通商協定の施行および米製造業者に影響する不公正な通商慣行との戦い 

 米国の製造業者は、我が国の交渉者が交渉の席で到達する協定から恩恵を受ける権利がある。また、

これら協定の効果を低下させるような不公平な通商慣行を厳しく調査し、たとえ調査が特定の貿易原則に

基づいていなくとも、これらの調査を実施してもらう権利がある。 

 我が国の通商関連当局が通商協定施行方法や海外の不公平な通商慣行への対応を改善する方法は、

以下の通りいろいろある。 

全米知的所有権施行調整審議会（ the National Intellectual Property Enforcement 
Coordination Council）の対策強化 

 アメリカの製造業者が開発した知的所有権はその研究成果である製品に体現されており、我が国の研

究開発が市場で有利な競争力をもたらしている限り、この保護は製造業の将来にとって死活的重要であ

る。全米知的所有権施行調整審議会は、商務省（米国特許商標庁を含む）・米国通商代表部・税関およ

び国境警備局（the Bureau of Customs and Border Protection）・司法省から構成され、これらの対策の調

整を担当している。もはや、同審議会の役割を 2 つの重要な点で強化すべき時期であろう。1 つは、発展

途上の貿易相手国との協力を拡大して、知的所有権に関する貿易関連事項（Trade Related Aspects of 

Intellectual Property, ＴＲＩＰＳ）のＷＴＯ協定に基づく義務の完全実施を励行するよう、海外での我が国

の知的所有権保護を促進することである。1 つの方法としては、我が国の知的所有権専門家をこれらの

国々に配置して国内支援を行うことが挙げられる。第二には、ＴＲＩＰＳその他二国間・地域間協定の同種

の規定に基づいて、知的所有権侵害の申立を強力に調査することである。特に、我が国の製造業者が市

場への参加または投資の条件として好評を余儀なくされた侵害申立を調査しなければならない。 

 

商務省内に遵守調査事務所設置 

 議会は商務省が通商協定遵守および交渉により集中できるよう、市場参加および遵守担当商務副長官

（Assistant Secretary of Commerce for Market Access and Compliance）の職を設けた。同副長官は、米

国通商代表部や通商政策スタッフ会議と緊密に連携して、我が国の通商協定を侵害し、あるいは市場を

歪めて我が国の製造業者その他我が国の産業に不利をもたらすような海外の通商慣行を指摘して、その

排除を求めている。商務省の米国通商代表部支援能力および通商協定違反・市場歪曲申立の調査能

力向上のために、市場参加および遵守担当商務副長官は遵守調査事務所を設置すべきである。この事

務所には、実施可能性のある対策に関して事実に基づいた基礎を整備する訓練を受けた有能な調査官

を配置しなければならない。特に、米国製品の市場参加に大きな影響のある分野の調査官が必要である。 

 

商務省輸入局内に海外の不公正な通商慣行排除のためのタスクフォース設置 

 市場を歪める海外の不公正な通商慣行は、貿易障壁の一部で特異なものである。現行の対策は、全世

界で目に見える関税・非関税貿易障壁を大きく低減してきた。しかし、どの事例を取ってみても、補助金

など政府が自国企業を競争上有利にするために用いる他の形の市場介入策に統制を加えてはいない。

これらの政策をチェックしないと、我が国の製造業者を害するのみならず、全般的にグローバルな通商シ

ステムへの支持を弱めて、我が国の製造業者が通商協定から得る利益を大きく損なう恐れがある。 

 既存の国際通商規則、ならびにこれに対応する米国法は一般に、連邦政府がある業界のために救済

措置を取る前に、業界が反ダンピングか相殺関税の訴訟に関して不公平な通商慣行で被った損害を証

明することを求めている。さらに、反ダンピングや相殺関税はせいぜい、アメリカの産業界の不満の中心と

なっている大もとの不公平な通商慣行の排除を、間接的に助けるに過ぎない。 
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 市場参加および遵守担当商務副長官は、このような通商慣行の申立を調査し、その排除の戦略を立て

るタスクフォースを組織すべきである。これにより根源となっている歪みをなくし、そして反ダンピング訴訟・

相殺関税訴訟の利用を減らせるだろう。この対策の一環として、タスクフォースは新規輸出者検査手続き

など現行の貿易救済規則実施を見直すべきである。また、商務省は、調査の実態に精通した経験豊富な

調査官の中心グループを作り、統計的手法に関して一貫性を確保するために、輸入局内に非市場経済

に関する事例を調整する事務所を設けるべきである。 

 

グローバル・マーケットでの米国製品販売振興策の強化 

 過去 2 年間、米国製品の輸出は大きく落ち込んだ。海外の経済成長のペースは速まっていると思われ

るが、輸出振興政策を拡大して、我が国の製造業者が交渉相手国の開放した海外市場に参加できるよう

支援しなければならない。アメリカの輸出振興策の連携と信頼性を向上し、現在我が国の製品輸出業者

が直面する課題に対応した方法に対策を絞るため、以下のステップが考えられている。推奨事項は次の

通りである。 

 

商務省の輸出振興機能を統合し、米製造業のための連邦政府の対策を強化 

 商業サービス部長官（the director general of the Commercial Service）も兼務する新しい市場参加およ

び遵守担当商務副長官の下に商務省の輸出振興機能を統合することは、グローバル・マーケットへの製

品輸出振興の向上に向けた確実な第一歩となろう。この統合で国家輸出戦略（the National Export 

Strategy）実施の連携を改善し、信頼性を確保できる。 

 

大統領の国家輸出戦略の迅速な実施 

 貿易振興調整委員会（the Trade Promotion Coordinationg Committee, TPCC）設置法令に一致して、

政府は政府の輸出振興サービス提供改善の総合対策を発表した。国家輸出戦略はアメリカの輸出振興

改善のために策定された一連の改革策である。近年の我が国の輸出の急速な低下に鑑み、商務省はＴ

ＰＣＣ委員長として、これらの改革策を早急に実施し、新しい海外市場を求めるアメリカの製造業者に対し、

見通しを明るくしなければならない。 

 

グローバル市場への参加促進のため、グローバルなサプライチェーン政策の実施 

 どの討論会に出た製造業者も、単に輸出市場に参加するだけでなく、米国製品を国際的な商業の流れ

に組み込むことに焦点を絞る重要性を強調した。商務省はＴＰＣＣと連携して、官民共同のグローバルな

サプライチェーン政策を立案・実行し、アメリカの中小製造業者のこのサプライチェーンへの参加を促進し

なければならない。 

 この政策の一環として、商務省は、国内ではアメリカの輸出業者に提供されるサービスを向上し、現地

では市場調査能力などの専門知識を提供するための新しい場所を主な海外通商センターに設立するこ

とのメリットを評価・検討すべきである。 

 

アメリカの技術標準のグローバルな認知と利用の促進 

 我が国の中小製造業者のグローバルなサプライチェーンへの参加を拡大する重要な手段の 1 つは、世

界の製品市場でアメリカの技術標準が採用されるよう働きかけることである。定着している我が国の標準を

用いれば、我が国の中小製造業者は実際上既に「輸出対応済み」となり、複数の技術標準を満たす費用

を節約できる。さらに、アメリカ標準の認知と利用で、外国政府が技術規定をその製品市場への参加制限
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手段に用いる力を低減するというメリットももたらすだろう。エバンズ長官（Secretary Evans）は 2003 年春、

これらの目的を達成し、民間ベースの標準設定手法を他国で促進するために作られたグローバル標準政

策を打ち出した。この政策を加速し、関連の様々な商務省部局が高い優先度を与えるようにすべきである。 

 

米国輸出管理令の更新と再編 
 一部の部門の製造業者は、我が国の輸出管理令が国際市場での競争力を阻害しているとする。これら

の管理は必要ではあるが、我が国の安全保障上本当に慎重を要する製品・技術に絞るべきである。アメリ

カは、多国間輸出管理体制内の相手国がこれらの管理を一様に偏りなく適用するよう働きかけなければ

ならない。現政権は、技術や国際市場の変化、国防省購買慣行を考慮した改正輸出管理法の早期議会

通過の支持を続けるべきである。 
 現政権はまた、既存の米国貿易ゾーン政策の構成を見直し、どうすれば米製造業により大きな優遇策

を与えられるよう改善することができるか判断するべきである。既存の政策の管理担当は商務省だが、同

省は他国がどのように貿易ゾーンのシステムを利用しているかベンチマーク分析を行い、それらの政策に

我が国政府が実施を検討すべき要素があるか判断しなければならない。特に、アメリカの中小企業のた

めにそれらの政策コストを低減する手段として、分析を行うべきである。 
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