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［要約］ 

はじめに 

ここ数年、製造業の失速や景気低迷を背景に、「競争力」に関する議論が盛んである。しかし、「競争

力」という言葉が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、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。 

 本調査は、このような認識に立ち、「競争力」という概念の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インプリケーション、

指針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。 

 なお、本調査では、文献のレビュー分析を主な手法として調査を進め、有識者に対するヒアリング調査・

意見交換を補完的に行った。 

 

第 1章 歴史分析 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「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。 

 また、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。 
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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わかる。 

 また、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。そのため、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

の効果は上がらず、議論の方向性も定まらなかった。 

 

第 2章 ランキングに見る日本の競争力 

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、IMDのランキングデータに基づいて、前提条件を変化させてシミュレーション分析を行ったとこ

ろ、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、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。 

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。 
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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。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。 

 

第 3章 概念分析 

 「企業の競争力」、「産業の競争力」、「地域の競争力」、「国の競争力」もしくは「国際競争力」の基

本構造は、以下のように整理できる。 

【競争力の要素還元】 

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
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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。 

 

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。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。 

 

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、「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。 

①「重商主義」モデルでは、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」モデルでは、以下のような施策、政策措置が帰結として理解できる。 
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・ 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 

 

第 4章 我が国の企業・産業の競争力の現況 

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。 

 

第 5章 産業競争力向上策の比較検討 

米国における最近の企業・産業の競争力向上のための施策取組として、2004年 1月 16日に公表された、

“Manufacturing in America: A Comprehensive Strategy to Address the Challenges to US Manufacturers”がある。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。ブッシュ政権は、このような事態に対応するため、米国製造業の雇用拡大に向けた包括

的戦略として、上記報告書を公表した。 

我が国における企業・産業の競争力向上のための施策取組は、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。 

英国の企業法は、日米両国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、敗者復活戦を容易にする倒産関連諸規則の整備等が明確化されている。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、世界中で最も元気な企業を惹きつけて、新陳代謝を活発にしようという発想に基づいている。 
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第 6章 分析の含意と政策の方向性 

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」 

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る。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。 

■「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が存在しない以上、「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。 

■「国の競争力」という語法の限定的用法 

「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 

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が混在した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い。政策のターゲ

ットとして「産業の競争力」に着目する場合、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。 
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先端技術開発施策等において、有効性は、数値で容易に把握される情報のみで観測できるとは限らな

いが、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し、肯定的な位置づけを与えることが重要

である。 

■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 

 政府機構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に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。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りうるため、企業の競争力向上施策としての側面も持つ。この意味で、政府は、国

際交渉力の向上に体制構築・交渉能力の両面から積極的に取りくむ必要がある。 

その際、国、企業の双方で情報不足を回避するためには、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、実践される必要があろう。 

 

 

 

 

 

 

 


