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調査研究の目的 

 我が国機械産業は、技術立国を目指す日本の最重要産業であり、その中にあって、近畿

地域機械産業は、産業構造上多様な業種が立地し、強固なものづくり基盤のもと新たな製

品開発や雇用の確保など地域経済の発展に大きく寄与しているが、全国の機械産業におけ

るシェアの低下並びに出荷額における成長率が全国を下回る状況にある。 
 このため、近畿地域機械産業が相対的な地位の低下をきたしてきた要因を分析するとと

もに、大きな伸びを示している業種・品目について成長要因の分析を行い、課題を整理し、

新たな発展方策を探る。 
 
調査方法 
 ・ 全国製造業に占める近畿地域機械産業のシェアを出荷額の 20 年間(04 年／85 年)の

変化でみるとともに、出荷額を伸ばした品目の特質を分析し、さらにシェアの高い部

品・取付具等の部材のシェア分析を行った。 
 ・ 近畿地域で活躍する機械、電機、精密機械製造業 27 社から、各企業の現状と特質

及び課題についてヒアリングを行った。 



 

調査結果の概要 

１．近畿地域機械産業の位置づけと特質 

（１）製造業における位置づけ 
我が国機械産業の全製造業に占める割合は、事業所数 26.1％、従業員数 40.5％、出

荷額 47.0％（2004 年全国）、近畿地域機械産業のその割合は、事業所数で 23.6％、従

業員数で 35.9％、出荷額で 39.2％（2004 年）を占め、我が国機械産業の発展はもと

より地域経済に大きく寄与している。 
近畿地域機械産業は、中部地域の自動車を中心とする輸送機械の大きな伸びと比較

して、相対的な地位の低下がみられるが、輸送機械の出荷額を除く一般機械、電気機

械、精密機械を中心とする機械産業では、近畿地域は幅広い製品群と高いシェア(2004
年 17.9%、中部地域 16.3%)を維持している。これは、近畿地域の機械産業が「ものづ

くり」の拠点として地域経済、我が国経済の発展に大きな役割を果たしていくことを

示している。 
この動きを確実にするために近畿地域機械産業のこれまでの動向を分析し、近畿地

域の特質に沿った発展方策について目指すべき方向を示す。 
 

（２）全国製造業に占める近畿地域機械産業のシェアの推移 

機械産業の出荷額を 20 年間（04 年／85 年）の変化でみると全国平均が 126.5％と

大きく伸びている中、近畿地域は 109.6%の伸びにとどまっている。 
 

（３）出荷額を伸ばした品目の特質（20年間（04年／85年）の変化） 

  ①一般機械は、出荷額、伸び率、シェアとも高い製品が多く存在し、一般機械におけ

る近畿地域の実力と多様性を裏付けている。②電気機械器具は、全国出荷額 5,000
億円周辺にアルカリ蓄電池（シェア 53.0％）、その他の内燃機関電装品（シェア

34.8％）などシェアの高い製品群が数多く存在している。③情報通信機器は、携帯

電話(シェア 15％)以外の品目は、出荷額、シェアとも小さい。④電子デバイスは、

その他電子部品（シェア 19.2％）、コネクタ（31.0％）など電子部品関係で高いシェ

アを持っている。⑤輸送機械は、自動車や関連部品について大きなシェアを獲得で

きていないが、全国出荷額が 2,000 億円前後の航空機エンジン、自動二輪、自転車

などが存在する。⑥精密機械は、はかり（シェア 57.1％）、写真装置（38.7％）等が

出荷額を伸ばし、かつ 30％を超える高いシェアを維持している。⑦近畿地域機械産

業のシェアが高い各分野における部材等製品群として、「部品・取付具・附属品」(4
桁)は全国 92 項目の内 46 品目は近畿地域が 15％以上のシェアを持っている。「部品・

取付具・附属品」で高いシェアを持つことは、近畿地域産業の一つの特徴といえる。 
 
（４）出荷額のマトリックス構造（20年間（04年/85年）でみた構造） 

近畿地域機械産業の出荷額構造について、20 年間の全国伸び率と近畿地域出荷額の

シェア区分（4 桁）から分析すると次のようになる。 
 
① Ⅴエに属する産業群が近畿地域機械産業の出荷額全体の 14.0％、Ⅴオに属する産

業群が 10.6％を占め成熟した産業が多いが、地場産業的な品目や機械・電気の部品

類が多くみられ機械産業の構造上重要な基盤技術を担うと同時に海外製品を含む市

場での競争に勝ち残ってきた品目が多い。 
② Ⅲアの産業群が 11.1％、Ⅱエの産業群が 6.7％、Ⅰイの産業群が 4.6％と大きく伸



びている産業群においても一定以上の比率を確保しており、成熟した産業･品目から

新しい産業分野へ構成が移りつつあることがわかる。しかし、これら伸びている分

野のシェア向上の余地は、まだ十分あると考えられ、成長分野への進出強化が今後

必要と考えられる。 
 

近畿出荷額 04 年シェア 
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30％以上 
 
 
伸び率 
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Ⅱ 
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0.2% 

 
2.8% 

 
3.3% 
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14.2% 
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15.8% 

Ⅴ 
100％未満 

 
9.5% 

 
4.1% 

 
6.7% 

 
14.0% 

 
10.6% 

 
44.8% 

計 22.3% 14.3% 18.1% 29.4% 16.0% 100.0% 
注)四捨五入の関係で各欄の和と計の値が異なる場合がある。0%の欄は該当産業がな

いことを示す。 
 
（５）機械産業の他産業分野等への寄与 

20 年間（04 年／85 年）の出荷額伸び率・シェア区分でみた出荷額構造において、Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲの比較的大きな伸びがみられる領域に位置する機械産業（４桁）は、以下に示す各

分野や産業に寄与し、わが国及び地域社会の発展に重要な役割を果たしている。 
① インフラストラクチャーへの寄与                   ６産業 

  ② 産業への生産設備・機器ならびに部品の提供             １９産業 
  ③ 生活者に対する生活向上のための機器ならびに部品の提供       １０産業 
  ④ 地球環境の保全、食料、資源・エネルギーの確保・配分に必用な技術 

や機器ならびに部品の提供                       １１産業 
 ⑤ 医・理化学機器ならびに部品、分析測定機器ならびに部品、情報関連 

機器ならびに部品の提供                        ７産業 
 

（６）国内と海外との共生 

近畿地域機械産業は、地域基盤の優位性をふまえ、製品開発や高付加価値製品の生産な

どを中心に国内外拠点の役割分担マネジメントを展開し、海外との機能の棲み分け・共生

を図っていくという考え方が進展している。（平成１７年度近畿地域機械産業振興調査） 
 
以上総括すると、近畿地域機械産業をこれまでの推移で考察すると、①相対的な地位が

低下しており成熟した業種・品目も多いが、出荷額の構造を具体的に見ると、出荷額の伸

びが大きな業種・品目が多く存在し多様性がみられる。また、部材・部品・加工を供給す

る成熟した産業群は、出荷額の伸びは少ないが依然として高いシェアを有し重要な役割を



果たしている。②機械産業の構造は、多様で高度な製品開発を行う産業とともに、基盤技

術（※）である基礎的な部材・加工を提供する産業が重層的に存在している。現在の機械

産業の高機能化や高付加価値化に寄与するとともに、今後の展開が期待される新しい産業

分野への展開に大きく貢献すると考えられる。 
 
※「機械産業技術基盤」の定義 

機械産業が発展してきた基盤としての多様な産業の集積を機械産業技術基盤（生産

分業構造）という。 
※「基盤技術」の定義 

多様な機械産業技術基盤（生産分業構造）を支えてきた部品・部材の供給、加工を

担う、主として中堅・中小企業群の重層的な基盤技術をいう。 
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２．近畿地域機械産業が目指すべき方向 

〈新たな発展方策に関する基本方針〉 

近畿地域においては、その経済活力や基盤力の長期的な減退傾向が指摘されて久しい。 
さらに、近畿経済の基盤産業である機械産業の相対的地位の低下が与える影響は、地域経済

はもとより、他産業への影響も大きく、長期的な減退傾向への危惧は今日的な問題となりつ

つある。今後とも地域経済はもとより、我が国の経済発展には、機械産業の発展が望まれる

ところである。幸い近畿地域には、次のような特色がある。 
○ 地域として「ものづくり」へのこだわりが強い。 
○ 中部やその他地域よりも幅の広い基盤技術が存在し、新しい産業の芽生えもみられる。 
○ 学術、経済、人材、インフラ、生活空間に関して優れた社会基盤を有している。 
 
この特色を活かし、「多様な機械産業技術基盤（※）の発展に軸足を置きながら強い分野（技

術・商品）をさらに強化し、国際競争力を強めていく」ことに重点を置いた発展方策として

次の基本方針を示す。     
 

「イノベーションによる新産業分野への展開と多様な新製品・高付加価値製品の創出」 
――― 多様な機械産業技術基盤を活かした展開 ――― 

 
（１）多様な機械産業技術基盤のさらなる高度化 

過去 20 年間（04 年／85 年）に近畿地域で出荷額が伸びた産業には、伸び率 126%以上

の 35 産業(例：電池、理化学機械、航空機用原動機、医療機械器具等)、伸び率 100%～125%
の 18 産業(例：分析機器、金型・同部分品、その他電子応用装置等)など多様な産業があり、

これらの産業を更に強化、発展させるべきである。そのためには、基盤技術の向上・高度

化を図るとともに、異なる技術の融合等を通じて更なるイノベーションを加え、製品の高

品質化・高付加価値化を図ることが必要である。 
 

（２）多様な機械産業技術基盤を活かした新産業分野への展開 
多様な機械産業技術基盤、そして重層的な基盤技術の高度化による産業の強化と同時に、

その機械産業技術基盤を活用、融合させた新たな成長分野への展開が重要である。国際競

争に勝ち抜くべき高付加価値型の先端産業群、例えば医療・健康福祉機器や環境・エネル

ギー機器など社会ニーズの拡がりに対応した分野を視野に入れつつ、新産業分野への展開

に取り組むべきである。 
例えば、国の新産業創造戦略において７つの産業群が提案されているが、近畿地域では

５つの産業群（ロボット、燃料電池、情報家電、環境・エネルギー機器・サービス、健康

福祉機器）において非常に高いポテンシャルを有しており、近畿地域を牽引する産業に成

長することが期待できる。 
 

３．具体的対応 

これらの基本方針の実現のために、次の具体的な対応が必要である。 

（１）研究開発の充実                                         
・具体的な重点的対応        研究者の確保と育成  

各社がコア競争力の確保に経営資源を集中する中、優秀な研究開発者や製造現場の中核

を担う人材を確保、育成することが従来にも増して重要となっている。また、革新的な技

術の獲得には大学や異業種との交流を通じてイノベーションの発想を得ることが必要不可

欠であり、産と学が交流する機会を多く創出することが重要である。 



近畿地域における学の環境は整っているが、近畿で強い機械産業分野と学の分野が必ず

しも整合しておらず、優秀な人材の近畿地域外への流出もあり、人材の確保が従来以上に

困難になっている。人材の供給も含めて、産学の連携の仕組みや運用のあるべき姿につい

て産と学が一緒に議論しながら決めていくことが重要である。 
 
（２）多様な基盤技術を活かした新産業分野への展開 

・具体的な重点的対応        産学連携と産業間連携の充実  
－コーディネーション分野の確立と高度な専門知識を持ったコーディネーターの育成－ 
  

多様な基盤技術が互いに交流することでイノベーションが生み出されるチャンスが創出

されるため、新産業分野への展開には連携づくりが非常に重要となる。「産＝産連携と官学

による支援体制」を構築し、次世代新産業へアプローチすることが重要である。 
  このような連携を実現させる体制にはコーディネーション機能が必要であり、近畿地域

においてコーディネーション分野を確立し、人材を育成して行くことが重要である。 
 

（３）基盤技術の強化 
・具体的な対応策            基盤技術産業群の技術者・技能者の確保と育成 
機械産業の国際競争力を強化し、新たな製品の高度化・高機能化に対応するためには、

より高精度・高品質な部材･部品の供給が要求され、それに応えることのできる技術者・技

能者の確保と育成が基盤技術産業群の維持発展には不可欠である。 
人材の育成については、産と学との連携による知識・スキルの体系化、教育プログラム

の開発、企業の熟練者による実践的な教育等具体的な活動が必要である。 
 

以上のように、近畿地域には、特色ある中堅・中小企業等の裾野の広い重層的な基盤技術

が存在し、素材開発に重要な基礎素材産業の集積があり、高度な生産技術と製品開発を支え

る豊富な人材が存在し、大学や研究所等の知的集積や製品開発に必要な周辺環境が整ってい

る。 
これらのポテンシャルを有効に活かし、産業の高度化と新産業分野への展開を目指すこと

で、近畿地域の機械産業の競争力強化が図られるものと考える。 
 


