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［要約］

わが国では、川上（素材産業）と川下（組立産業）の間の川中部分、即ち部品や部材生

産の重要な産業である「モノ作り基盤技術産業」が世界的に強い。これは長い日本の歴史

の中で培われたものであり、世界における日本経済の競争力の源泉になっている。しかし、

モノ作り基盤技術産業は組立産業へ部材や部品を供給する役目が中心であり、一般社会か

らは見えにくい構造になっている。

モノ作り基盤技術産業全体では、人材確保や技術の伝承といった面で問題を抱えている。
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これにはモノ作り基盤技術産業の現状や重要性をもっと一般社会に知ってもらい、若い人

に魅力を持ってもらうことが重要である。そのため必要なモノ作り基盤技術産業全体から

の情報発信について議論した。個々の企業や工業会レベルでは、宣伝も含めてある程度情

報発信されているが、モノ作り基盤技術産業全体でしかも一般社会への情報発信となると

全くない状況である。

モノ作り基盤技術産業のイメージ向上には、そのターゲットをどこにおくかによるが、

メディア（ＴＶ、新聞、雑誌等）への露出を増やす、ＨＰでの情報発信、工場見学、そし

て博物館など一般の人が多く出入りする場での展示等が有効である。

第１章 わが国のモノ作り基盤技術産業の現状と課題

我が国の製造業は、その生産の３～４割近くを輸出が占める、先進諸国の中でも突出した

加工貿易型のモノ作りを行っている。この日本のモノ作りが世界に認められる反面、他国に

合わせた内需拡大の必要性などが叫ばれたため、むしろ製造業は、海外生産比率を上げ、対

外投資を増やし、他国との貿易摩擦をさけつつ、また国内のモノ作り基盤を失わない努力を

行ってきた。

一方、対外投資による海外工場の生産が増大するに伴い、完成工業製品の輸出は横ばいも

しくは減ることとなったが、逆に日本の強さとして知られた製造設備機器やその手法、海外

で生産・調達できない、日本が圧倒的な優位をもつ高機能材料や部品などの中間財が輸出を

伸ばし、結果として日本の輸出比率は近年、徐々に増えつつある。完成した工業製品の輸出

にくらべ、日本でしか製造できない中間財の輸出は、日本の技術力保持と流出防止と同時に、

他国における組み立て生産というワークシェアを生み、貿易摩擦をさけることにも繋がって

いる。

この中間財製造の主体となっているのは、資本金３億円以下、常時従事者３００人以下の、

産業の空洞化を懸念された、いわゆる「中小企業」に分類される企業である。バブル以降、

中小企業は国内大企業の海外進出や中国、アジア各地などでの生産増大などを受けて、生き

残りをかけた独自技術の開発や、経験や持ち込まれるニーズを受けた新規技術、新規事業の

開拓を行ってきた。グローバルなモノ作りのための、ＩＳＯ９０００や１４０００にも、多

くの中小企業が素早く対応し、言われたような産業の空洞化は、そのような中小企業の懸命

の努力により、進展することなく、むしろ、現在の中小企業のモノ作りのポテンシャルは、

江戸時代の手工業がその分業体制や職人の層の厚さが世界に認められたと同様、歴史上も、

また現在世界の工業国のなかで、川上の素材・原料分野から、川中の製造設備や部品などの

素形材分野、そして川下の自動車産業や家電情報産業分野へと一貫した流れを持つ、ピラミ



ッドのように強固で、富士山のように見事な裾野を広げた美しい産業体系を作っている。

この中小企業群を主な構成要素とする川中産業は、川下の大企業のような研究開発と製造

を組織的に分けてはおらず、現場の人や経験と、研究開発が一体となっているところに特徴

がある。これまで中小企業では、大企業のような実験装置や測定機器の利用が十分ではなか

ったが、近年の中小企業振興政策などにより、大学や各種研究機関などとの連携も活発とな

り、現場の持つ経験や技能を活かした企業独自の、「オンリー１」の技術開発に繋げている。

しかしこのような中小企業における中間財部品などは、ほとんどが国内外の大企業に供給

され、さらに付加価値を高めた中間財もしくは製品として輸出されることが多く、中小企業

の役割や現状が日本の社会的に、国際社会の評価以上に理解されてきたとは言い難い。むし

ろ、大企業における工程削減や原価低減の陰の担い手として、現在の景気回復の原動力であ

るにもかかわらず、利益配分も十分でない状況が続いているといえよう。この利益格差の是

正や正しい評価とその認知、イメージアップ、それに伴う優れた人材の確保と育成などが、

川中産業全体の大きな課題である。

また、特定地域における中小企業が技術力を維持し、伸ばすための大きな要因として、そ

の地域性（企業集団としての伝統や集積）がある。地域における企業の共同や連携、交流は、

近年の政策などによる異業種交流や連携とは異なるものであり、極めて日本的なものである

が、高度成長や都市化などの進展に伴い、その地域性は多く失われてきた。都市部の中小企

業は、基本的に工場の改築や拡張に伴い、騒音や環境問題などにより、整備された工業団地

などへの移転を余儀なくされてきたが、今や日本は、騒音や環境、省エネ、省資源などの技

術で世界トップレベルにあり、またその技術自体が日本のモノ作りの強みになってきている。

このような技術力を活かし、都市部においてもモノ作りの地域性を維持し、継続・発展させ

ることができれば、世界的に通用する今後の大きなメリットとなる。

また、今後の日本のモノ作りにおいて、アジア諸国との連携・協力、分業が欧米諸国との

関係以上に重要となってきている。アジア諸国と競争力を維持しつつ、指導的立場で連携・

協力を図っていくことが求められている。

第２章 日本におけるモノ作り技術の基盤技術の歴史

古代においては、弥生時代以来、大陸・朝鮮半島からの金銀細工・青銅器・鉄器などの金

属加工技術や精錬技術が伝搬し、これらは古代においていっそう高度化し、平城京時代の巨

大な金銅の佛像の制作などに結実した。大陸・朝鮮半島から渡来した技術は、木材加工技術・

測量技術・建築技術から染織技術・漆芸技術などまで含む多分野に及んでおり、以後これら

は、今日まで続く技術的な伝統技術の基礎を形成している。ここでは、外来技術を導入し、



それをさらに日本に適応した独特の技術を巧みに作り出してきたことが重要である。「外来技

術の日本化」は、これ以後もわが国で繰り返し生じた技術発展の典型であって、それが技術

発達段階の初期において、すでに出来上がっていたことを示している。

室町時代から江戸時代では、明代の技術を中国浙江地方の寺院を介して吸収し、あるいは

倭寇との接触によって獲得する。また、戦国期から織豊期にはポルトガル・スペインの興隆

と東西世界の交流の活発化、ならびに新大陸発見により広大な国際交流が起こり、日本も直

接的・間接的に西洋技術文化の影響を受けた。その影響は衣服・調度などから鉱山・冶金・

造船技術などまでの、多様な領域に及んでいる。江戸時代には、鎖国政策なかで、日本独特

の性質を獲得して実用技術となり、鉄製煮炊器の普及と製塩業の変化、木綿や養蚕、漆のよ

うな、地場産業の成立と商品文化の普及、殖産興業による特産品の創出といった、生活への

浸透、となって現れた。また同時に、長崎を経由して明清から入ってきた新知識やオランダ

からもたらされた蘭学が広がり、ここから医学、薬学、地理学、動植物学、数学、天文学な

どが発達する。これらの知識は、製造・加工技術の蓄積や厚い職人層の出現とともに、来る

べき文明開化を受け入れる基盤として重要な役割を果たし、日本の近代化の礎となった。

明治時代から昭和初期においては、国内生産の増大と軍事力の創出によって国民国家の形

成をめざした。ヨーロッパ諸国から導入した基盤技術産業の構築に邁進し、日清・日露戦争

を経て世界の工業国家の仲間入りをした。しかし、そうはいっても、当時の日本は、まだ大

多数の人々が農業に従事して農村で生きる社会であった。このような社会が大衆化し、軍事

用として確立した技術が都市の生活消費財へ適応され始めるのは明治末年あたりから大正時

代にかけてであった。ここで生産主体となったのは、工廠などからスピンアウトした職工（近

代的な技術・技能を持つ）たちであって、彼らの作る小工場が軽工業の担い手となり、新し

いアイディアを盛り込んだ製品開発や熱心な特許出願が行われた。そこでは、商品価値の創

出が重要であることが意識され、今日の商品生産と場合と基本的には異ならないものになっ

ている。しかし、その後の関東大震災・昭和恐慌を経て、徐々に戦時色が濃くなっていき、

大正の大衆消費時代は過去のものとなっていった。

戦時中においては、日本の国際的な孤立化が進み、対日包囲網のなかで原材料の確保が困

難になって、植民地台湾や朝鮮、あるいは新たに開発対象となった満州に原材料を依存する

ようになる。また、やがて対米戦争が開始され、戦局の悪化にともなって、民間工場は次々

に徴用されて軍事生産にあたり、また原材料の欠乏のために代替材料の開発や再生材料の利

用などが計画・実行され、「代用品」が流通する。こうして多くの工場が空襲によって消失し

た後に、わずかな疎開工場を残すのみの状態で敗戦を迎えて、戦後復興が開始されることに

なった。その時に、軍事工場に関わった大量の失業技術者がふたたび活躍することになる。



戦後においては、米国主導のもとに、航空機などの軍事産業に関わった人や企業が、世界

に例がないほど大きく移動・転換し、現代に繋がるモノ作り産業を形成した。すなわち零戦

等を生んだ企業と優秀な人材が、造船、鉄道に続き、自動車や新幹線、家電品などへ集中し

た。昭和４０年代後半には世界的な石油危機や環境問題があり、昭和５０年代は、その得意

分野とした世界先進の技術力を、省資源・省エネルギ_へも広げた時代であった。このような

日本のモノ作りが世界的に認められ、輸出が急速に伸びる中で、昭和６０年にプラザ合意が

あり、その後のバブルと崩壊、９０年代後半の経済低迷へと、日本のモノ作りは大きな試練

を受けて現在に至っている。

第３章 現場からみたモノ作り基盤技術

素形材産業、モノ作り基盤技術産業の現状を把握するため、調査を行った。工業会等か

ら、何社かを推薦して頂き、各社を訪問、幹部との面談、工場見学等を行った。素形材産

業も二極化しており、元気のよい層と技術はあるが資金が回ってこないで苦労されている

層に分かれている。元気のよい層でも「下請け」として抱える問題には根深いものがある。

総じて技術に特徴のある素形材産業は元気がよく、「下請け」であっても自動車産業等を

頂点とするピラミッドを支えているという気概がある。一方、技術はあっても設備投資に

余裕が無く苦労されている素形材企業も多い。

今回訪問したモノ作り基盤技術産業は、その特徴により、以下のように分類される。

１．高品質・高性能をめざす技術（Quality）

自社でブレークスルーした独自の技術を持っている。

２．原価低減・工程短縮・高効率生産・歩留改善を目指す技術（Cost）

例えば、部品をモジュール程度まで組み立てることを一貫して行うことにより、

技術の「擦り込み」や工程の短縮等を行うことができる。

３．多様な要求に対応する技術（Flexibility）

単なる大量生産の時代ではなく、少量多品種に個性を重視した商品展開の時代

になっている。最終製品のデザインが重要である。またお客の要望を取り入れて製品設計

をし、生産体制をつくる、メンテナンスを行うという戦略が目立つようになってきた。

４．迅速な開発・納期短縮・最適納品をめざす技術（Delivery）

例えば、金型製作技術の短納期化は金型企業全体にわたる重要な課題であり、

今や競争力の源泉である。携帯やパソコン等商品の短期化に伴い、金型製作を短期化し大

きく伸びた企業もある一方、精度はよくても従来通りの納期で競争に勝てない企業もある。



また第１回「ものづくり日本大賞」を受賞した企業を数社調査した。現在から未来への

技術のトレンドをみる参考になる。

第４章 モノ作り基盤技術産業のイメージ向上を目指して

４．１ モノ作り基盤技術者の置かれた状況

わが国モノ作り基盤技術が行われている場は、技術の協働という視点から大雑把に３群

（部品の加工と組立の協働、素材製造工程における協力、独立型機能製品の製作における

協力）に分類できる。

１）部品の加工と組立の協働

自動車、電気･電子製品などを構成する部品類は、鋳造、鍛造、押出し、プレス、切断、

スピニング、粉末成形、切削、成形などの要素技術で作られ、また関連技術として、金型

製造、熱処理、めっき、溶接などがある。

部品加工は大企業の系列企業群または強固な協力企業群が、さらに２次協力企業群との

協働で遂行する。納品された部品は、大企業が製品に組み立てて一般に販売する。最終製

品の顧客である一般の人々に、部品納品企業の存在は馴染みが薄い。

２）素材製造工程における協力

素材供給企業は一般に、大規模な恒久的設備を備えている。協力企業は多くの場合、素

材大企業が保有する製造工程の中で用いられる副資材や補助器具の供給などを主な役割と

する。

製品が広範に用いられる基礎材料であるところから、素材供給企業は、かなり社会にお

ける発言力も強く、一般にも比較的よく知られている。しかし、協力企業は、重要な役割

を果たして居る割には、地味で目立たない存在であり、一般に社会認知度が低い。

３）独立型機能製品の製作における協力

伝統工芸品、高機能特殊機器などは、大企業が巨大設備投資をして製造するには市場が

小さすぎるので、ニッチな分野が多い。

伝統工芸は、しばしば地域振興に貢献するので地場を代表することになる。その固有の

技術は伝統工芸士、また小規模工場の中で職長から伝承される。技術者は長い時間をかけ

て、まず弟子として作業工程を分担し、厳しい修行を経て、徐々に難易度の高い作業を任

され一人前とみなされる。

４．２ イメージ向上がもたらす効果

モノ作り基盤技術は、様々の場で大切な役割を果たしているが、部品供給をしている協



力企業の技術およびそれを遂行する技術者の姿かたちは、一般にほとんど見えない、いわ

ば“隠された技術”である。そして “隠された技術”なるがゆえに、必ずしも一般には

社会的評価は高くない。それは、成果の割には高くない処遇、長時間の手を汚す労働、後

継技術者が集まりにくい、収益が少ない、などの一般事象からも見ることができる。した

がって支援の第一段階として、この“隠された技術”に対してイメージ向上をはかる社会

的戦略が必要である。

イメージ向上は次のような効果をもたらす。

１） 技術の認知度向上

技術の社会的認知度向上は、関係技術者を勇気づけ、いっそう意欲的取り組みをもたら

す。また若者をはじめとする創造力の豊かな人材を育てる。

２） 業界の立場強化

部品加工の企業および技術者は製品組立て業を磐石に支えている存在であるから本来は、

社会的に強い存在のはずである。協力企業技術のイメージ向上は、技術成果を妥当な価格

をもつものに導き、技術の社会的存在価値を高めるのに効果的に作用するであろう。

４．３ イメージ向上の基本姿勢

モノ作りが重要であることを社会に十分認識させるためには、恒久的手厚い政策の確保

を図るべきである。

１） モノ作り技術の認識

まず斯界の関係者が、まず技術の現場に立って何が行われているかを見て、よく聞くこ

とが必要である。出来れば体験した方がよい。３現主義（現場、現実、現物を知ること）

が重要である。

２） 現代モノ作り技術の要点

誇りたい物事ならびに困っている物事を知る必要がある。すなわち技術の寿命を含めた、

その社会での位置づけを知ることが重要である。

３） わが国「モノ作り技術業」の強み

職場に働く人々が協調して自発的に行う小集団活動、品質改善活動、改善提案などの常

時点検方式は、世界に類を見ないものである。KAIZEN（改善）として世界の多くの工場標

語などに用いられている。

モノ作り技術の場ではムリ・ムダ・ムラを排し、合理的工程設計、歩留り向上、生産性

向上などに、MOTTAINAI（勿体ない）の精神がごく自然に反映されている。

４） 時代の潮流と技術革新



科学技術の成果物はグローバルであり、必要なときに何処で用いられてよい。内外広範

囲に過去から未来を展望し、顧客のウオント（未来市場）を察知し、これを形成して行く

ための備えを固めること、すなわちモノ作り基盤技術をそれに合わせて革新することが大

切である。

５） ＰＲの方針

モノ作り基盤技術のイメージ向上戦略として、第一に大切なことは、所期の効果に何を

期待するのかを明確に意識して情報発信することであろう。

モノ作り技術をより豊かに容易に推進する体制を構築するには、なるべく多くの人に理

解してもらえるようにすべきである。とはいえ、一つの手法や一回の機会で初期の目的を

達成するのは無理であり、具体的イメージ向上作戦は、誰が主になって誰を対象に何を訴

えるかなど（５Ｗ１Ｈ）を確認して、費用対効果を十分吟味して効率的に動くべきであろ

う（費用には、直接的金銭負担のみならず人的貢献なども含む）。

４．４ 幾つかのイメージ向上策

モノ作り基盤技術のイメージ向上作戦として、次のような具体的項目を挙げることがで

きる。（一部で実施されているものも含む。）

１） 工場見学会

未来の技術者への先行投資として、児童・生徒・学生を対象とする工場見学会を開催す

る。ただし、工場のイメージが明るくなければ逆効果である。

２） モノ作り展示会

ビジネスに関わる各種見本市と一般向け展示会がある。見本市には、ビジネスチャンス

を求めて関係する人々多数が一堂に集まるが、一般の人々に技術の価値を知らせるのにさ

ほど効果的に機能しないであろう。

一般向け展示会は、不特定多数の老若男女が集う場になるので焦点が絞りにくい。個々

の企業や技術の展示を見せるのではなく、モノ作り基盤技術産業全体のイメージを示す目

的には効果があろう。

３） 技術経営の政産官学交流会

技術者育成、若者の離職対策、規格関連の動き、顧客との取引問題、海外戦略など、モ

ノ作り基盤技術に関する共通のテーマについて、シンポジウム、講習会、研究会などを専

門工業会の枠を超えて広範に人を集めて開催することは効果的と思われる。

４） 技術・技術者表彰

「ものづくり日本大賞」をはじめとする様々の表彰は、疑いなく技術･および技術者を



力づけるものである。内外学協会、民間団体、親会社などが称えるものや社長賞など職場

が称えるものなど各種ある。これらの褒章は、社会一般に広報されることで一層輝きが増

す。

５） 映像メディアの活用

一般社会の耳目を引付けるために、メディアが極めて有効である。モノ作り技術は、動

きがあった方が理解を速やかにするので、映像メディアの積極的活用が望ましい。

たとえば、テレビのチャンネル一つをモノ作り基盤技術紹介専用にして常時放送し、そ

の映像を学校のみならず一般人も自由に普及活動に使えるようにすることなどが考えられ

る。

第５章 モノ作り基盤技術産業のイメージ向上の方策

川上の素材産業と川下の組立産業の間の川中部分、即ち部品や部材生産の重要な産業で

あるモノ作り基盤技術産業が世界的に強いことが、日本の産業の特徴であることを見てき

た。それは長い日本の歴史の中で培われたものである。その存在が世界における日本経済

の競争力の源泉になっていることを十分認識するべきである。

しかし、モノ作り基盤技術産業は組立産業へ部材や部品を供給する役目が中心であり、

一般社会からは見えにくい構造になっている。従ってモノ作り基盤技術産業は自ら一般社

会へメッセージを発しないと、日本社会の中でその存在感を高めることはできない。自社

ブランドの立ち上げは大きな効果があるが、そこまでいかなくても、業界全体で取り組む

ことがあるはず、というのが本調査研究で報告したい点である。

モノ作り基盤技術産業の情報発信について、個々の企業は別として、工業会レベルにな

っても一般社会を相手にした情報発信はあまり見られない。モノ作り基盤技術産業全体で

情報発信となると全くないと言っても構わない状況である。

現在の日本経済の中で、川上産業、川下産業は元気であるが、川中産業は元気のいいと

ころと元気のまだ出ていないところの二極化がはっきりとしている。元気のいいところで

も、人材確保や技術の伝承といった面で問題を抱えている。これには川中産業、つまりモ

ノ作り基盤技術産業の現状や重要性をもっと一般社会に知ってもらい、若い人に魅力を持

ってもらうことが重要である。日本のモノ作り基盤技術産業は現在も世界的に強いし、将

来も強くしていかねばならない、そのためには若い人中心とした一般社会に状況を知って

もらう努力が必要である。

モノ作り基盤技術産業のイメージ向上には、そのターゲットをどこにおくかによるが、メ

ディア（ＴＶ、新聞、雑誌等）への露出を増やす、ＨＰでの情報発信（映像を駆使する）、



工場見学、そして博物館など一般の人が多く出入りする場での展示等が有効である。
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