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〔要約〕 

グローバル化が進展する中、機械工業を中心とした製造業の国際機能分業が進展してい

る。こうした状況下において、製造業企業の海外展開の状況、高付加価値を生み出す工程

を把握し、高付加価値工程に、我が国産業として注力していくことが、国際競争力の維持・

強化の面で極めて重要である。 

本報告書は、こうした問題意識の下、今後の我が国の付加価値を生み出す工程の変化を

分析するために、各種統計資料を用いた分析、及び製造業事業所に対して実施した実態調

査結果をとりまとめたものである。 

 

第１章 調査研究の概要 

①各産業の付加価値構造の分析 

我が国製造業、特に機械工業を中心として、工業統計表、産業連関表等の産業統計を活

用し、付加価値に注目した整理分析を行なった。 

 

②各産業の海外展開状況についての整理 

機械工業を中心として、我が国製造業企業による海外展開の状況、海外地域との取引の

経年変化状況などについての整理を行った。 

 

③今後の我が国製造業の海外展開の変化・方向についての分析 

統計資料からは把握できない今後の動向についての検討として、国内事業所を対象とし

たアンケート調査を行い、今後の我が国製造業による海外展開の方向性や変化の可能性に

ついての検討を行った。 

 

④今後の我が国の付加価値構造の展望 

以上の検討を踏まえ、今後の我が国製造業における国際機能分業のあり方、グローバル

な生産体制の中で、国内生産拠点が果たすべき役割等についてのとりまとめを行った。 

 

第２章 各産業の付加価値構造の分析 

１．調査の概要 

我が国産業、特に機械工業における付加価値の状況について、工業統計表、産業連関表

等の統計資料を用いつつ、時系列及び産業別の整理を行なった。なお、時系列整理及び直

近年次における状況把握は、毎年公表されている工業統計表を利用することとした。一方、



産業間の付加価値構造については、産業間の取引関係が示される産業連関表を活用し、主

要産業（最終製品）の生産による他産業への付加価値誘発の状況を整理することとした。 

 

２．調査結果 

（１）工業統計表を用いた我が国の機械工業の付加価値構造の整理 

①機械工業の付加価値の推移 

1990 年以降、我が国の製造業全体の付加価値額は徐々に減少しており、一般機械、電気

機械についても、増減を繰り返しながらも経年的にはやや低下の傾向が見られる。一方、

輸送用機械については 1990 年代の増減傾向は他産業と同様となっているが、2000 年以降

は増加傾向が顕著となっている。 

 

②付加価値率の推移 

付加価値率については、製造業全体及び一般機械、電気機械に関しては、1990 年以降、

ほぼ一定から微減傾向となっていることに対し、輸送用機械は 1990 年代半ばに若干上昇し、

その後は多少上下しながらもその当時の水準を保っている。 

 

③主要機械業種の付加価値構造 

一般機械、電気機械、輸送用機械の中で、製造品出荷額の高い業種（４桁業種）につい

て、付加価値率の経年変化を整理したところ、以下の状況が確認された。 

一般機械については、付加価値率は 23％から 56％にまで散らばっている様子がみられる。

さらに、付加価値率の変化をみると、３％ポイント近くの増加の業種から、５％ポイント

以上の減少の業種までの違いが生じている。おおよその傾向としては、付加価値率が高い

業種では、付加価値率が増加しているケースがみられる。 

電気機械、輸送用機械については、付加価値率、付加価値率の変化にはいずれも業種に

よる違いがみられるが、付加価値率については、15～40％弱の範囲にあり、一般機械より

は違いの幅が小さくなっている。また、付加価値率の高い業種で、ここ５年間に付加価値

率が増加している様子が顕著に見られる。 

 

（２）産業連関表を用いた我が国の機械工業の付加価値構造の整理 

①整理の概要 

平成 12 年産業連関表・基本表を用いた整理を行なった。具体的には、必要最低限の部門

統合実行後に、総生産額、投入係数、粗付加価値係数等を再計算し、前節で取り上げた機



械工業主要業種のうち最終製品（消費財または資本財）を製造しているものについて、生

産に必要な中間投入額及び輸入率を考慮した国内中間投入額を産業別に整理、これと各産

業における付加価値率を用いて、中間投入段階に発生する付加価値額を求めている。 

さらに、中間投入に必要な生産を行なうための（２段階目の）中間投入額等について、

同様の手順で算出、この手順を４段階前まで繰り返し、中間投入を通じた付加価値額の合

計値を産業別に算出した。なお、中間投入の前段階への遡及は製造業に対する需要のみに

限定し、農林水産業及びサービス業に対する中間投入は、当該段階で終了し前段階に遡及

しない前提をおいている。 

 

②整理結果 

一般機械については「半導体製造装置」、「事務用機械器具」、「建設機械・鉱山機械」、「金

属工作機械」、「冷凍機・温湿調整装置」、「農業用機械器具」の６業種、電気機械について

は「無線通信機械器具（携帯電話を想定）」、「ビデオ機器」、「パーソナルコンピュータ」の

３業種、輸送用機械については「自動車（乗用車を想定）」、「船舶（鋼船を想定）」の２業

種、計 11 業種についての整理を行なった。整理結果から得られた示唆は以下となる。 

一般機械６業種では、最終段階で発生する付加価値の 50～70％程度に相当する付加価値

が中間投入段階で発生する。ただし、中間投入段階で発生する付加価値は、自産業に集中

する傾向がある。 

電気機械３業種では、最終段階で発生する付加価値の 70～80％程度に相当する付加価値

が中間投入段階で発生する。中間投入段階で発生する付加価値は、自産業においては少な

く、関連他産業、特に電子部品、集積回路、液晶素子等の部品産業における付加価値発生

が目立つ結果となった。 

輸送用機械２業種では、一般機械、電気機械の結果とは大きく異なり、中間投入段階で

発生する付加価値額が、最終段階で発生する付加価値額を上回る結果となった。特に乗用

車に関しては、中間投入段階における付加価値額が、最終段階で発生する付加価値額のお

よそ２倍に達している。中間投入段階で発生する付加価値は、自動車部品、内燃機関等、

関連部品産業において顕著に発生する傾向がある。 

 

第３章 各産業の海外展開状況についての分析 

１．調査の概要 

機械工業を中心として、我が国製造業企業による海外展開の状況、海外地域との取引の

経年変化状況などについての整理を行った。 



 

○輸出入動向の整理 

国民経済計算（名目値）を用い、我が国製造業、とりわけ機械工業における産出額、輸

出額、輸入額および国内供給の経年変化、輸出比率、輸入比率等の関連指標の整理、全産

業に占める機械工業の産出額、輸出額、輸入額の比率整理等、輸出入動向を示す各種指標

に関する時系列整理を行った。さらに、代表的な製品に関して、輸出額および輸入額の時

系列変化の要因分析を行い、輸出入額変動の背景に関する検討を行った。 

 

○海外生産動向の整理 

海外事業活動基本調査を用い、海外現地法人の売上高動向、販売先別売り上げ比率の推

移、我が国からの調達額の変化、および我が国からの調達額と我が国への逆輸入額の差額

（収支）推移などをまとめ、量的な観点から国際機能分業の水準推移についての検討を行

った。 

 

２．調査結果 

（１）我が国の機械工業の輸出入の状況 

①機械工業の輸出、輸入の変化 

産出額については、一般機械は 1990 年以降ほぼ一定の水準、電気機械は 2000 年以降、

特に 2002 年頃にかけて減少が著しく、その後も回復がみられていない。これに対して輸送

用機械では、2000 年に以降は一貫して増加基調にある。 

次に、輸出額の推移をみると、特に 2000 年以降については、輸送用機械の輸出額の増加

が顕著となっており、生産の増加を輸出がけん引していることが窺われる。一方で、電気

機械の輸出額は製造業全体の伸びよりも低率にとどまっており、輸出の伸びの鈍化が産出

額の鈍化につながっているものと考えられる。 

さらに、輸入額の推移をみると、一般機械、輸送用機械において、特に 2000 年以降、増

加傾向が強いことがわかる。とりわけ輸送用機械については、産出額、輸出額が増加して

いる一方で、輸入額も増加していることから、国内での供給（需要）が増加していること

が窺われる。 

 

②輸出比率、輸入比率の状況 

まず、輸出比率の推移をみると、機械工業では製造業平均を大きく上回っており、国際

競争力が高く我が国の主たる産業になっていることが窺われる。とりわけ 2000 年以降は、



電気機械での輸出比率が大きく伸びている。 

一方で、輸入比率をみると、1990 年以降電気機械での輸入比率が増加を続けており、2005

年現在で国内供給に占める輸入の割合が３割近くに達している。これに対し一般機械、輸

送用機械の輸入比率は製造業平均をも下回る低い水準となっている。 

 

③製造業の中での機械工業の位置づけ 

1990 年以降の製造業全体の中での機械工業の占める割合を産出額、輸出額、輸入額（い

ずれも名目値）でみると、産出額については、時期によって多少の増減はあるものの、1990

年以降、一般機械、電気機械、輸送用機械のいずれも、ほぼ同水準（同割合）で推移して

いる。 

輸出額については、1990 年以降の機械工業の製造業全体に占める構成比は、産出額と同

様に、概ね同水準で推移している。 

輸入額については、一般機械、輸送用機械については 1990 年以降、ほぼ同水準（同構成

比）で推移しているが、電気機械については、特に 1990 年代を通じて大幅に輸入額の構成

比が高まり、2000 年以降、ほぼ一定の高水準で推移している。 

 

④競争力指数 

機械工業の競争力指数（＝（輸出－輸入）／（輸出＋輸入））の状況をみると、まず、電

気機械の競争力指数が 1990 年代前半と終盤において、大きく低下していることがわかる。

これは、先にみたように輸入が大きく増加したことによるものである。その後、2000 年以

降はほぼ同水準で推移している。 

その他の業種をみると、一般機械についても電気機械と同時期に競争力指数がやや低下

している様子が見られる。一方で、輸送用機械については、1990 年代半ばにやや低下した

ものの、その後はほぼ一定水準を保っている状況がみられる。 

 

（２）主要機械製品の輸出入の要因分析 

①輸出の状況 

多くの製品では、1990 年代前半には減少、後半にかけて増加に転じるが、1998 年付近か

らは再び増加幅が減少、その後再び 2000 年頃にかけて増加に転じ、2000 年以降は同水準

もしくは増加幅の減少がみられる。 

こうした変化のうち、価格（単価）の要因については、全体としては概ね減少要因とな

っている。グローバル化の進展、円高の進展などを背景に、コスト競争が激化しており、



そのことが製品単価の抑制をもたらしていることが窺われる。その結果、全体としては輸

出額変化の主要要因は数量の変化によるものと考えられる。 

ただし、製品によって価格要因の影響は相当異なっており、例えば、ＩＣ、音響機器で

は価格低下率が非常に大きくなっているが、反対に、乗用車やバス／トラックなどの輸送

用機器では、価格低下は僅かにとどまっている。 

 

②輸入の状況（自動車） 

自動車の輸入額の変化を見ると、1990 年代は増減が大きかったが、2000 年以降はほぼ変

化していないことがわかる。この変化を数量要因と価格要因に分けると、1990 年代の変化

のほとんどは数量の変化である。我が国の経済状況に応じて、輸入自動車への輸入量が決

定されており、価格要因はあまり影響を及ぼさなかったと考えられる。一方で、2000 年以

降については、数量的にはほとんど変化していない中で、若干の価格上昇により輸入価額

が僅かながら増加していることがわかる。 

 

（３）我が国製造業による海外進出状況の整理 

①海外現地法人売上高の推移 

海外現地法人の売上高は、1991 年以降、一貫した増加傾向にあり、特に 2000 年以降は

傾向がより強くなっている。この増加傾向には、製造業現地法人の売上高拡大が大きく寄

与している。 

 

②海外現地法人と我が国の取引状況 

海外現地法人と我が国の取引状況を見ると、現地法人における我が国からの調達額、現

地法人による我が国への販売額ともに 92 年以降、ほぼ一貫して増加しているが、我が国か

らの調達額の伸びが我が国への販売額の伸びを上回っており、我が国からみた収支は黒字

幅が拡大する傾向となっている。 

なお、我が国への販売については、アジア現地法人によるものが中心となっており、北

米及びヨーロッパ現地法人からの販売は非常に少ない。アジア現地法人は日本向け輸出拠

点としての性格が強いと考えられるが、直近の収支動向を見るとアジア現地法人に対して

も黒字幅が拡大している。一方でアジア現地法人から我が国への販売額は一貫して増加し

ていることをあわせ考えると、アジア現地法人では、現地販売拠点あるいは第三国輸出拠

点としての性格が徐々に強まっていると考えることが出来る。 

 



③海外現地法人による販売先別売上高構成比の業種間比較 

特に機械工業に注目して特徴をまとめると、精密機械および電気機械では、日本向け輸

出高の占める割合が高くなっており、我が国への逆輸入拠点としての性格が強いことがわ

かる。ただし、電気機械については第三国向け輸出高の割合が日本向け輸出高の割合を上

回っており、第三国向け輸出拠点の性格も併せ持っていると言える。 

一般機械と情報通信機械に関しては、日本向け輸出高の割合は 17.7％で同水準となって

いるが、現地販売額と第三国向け輸出高のバランスが異なっている。一般機械では第三国

向け輸出高の比率が 19.5％であることに対し、情報通信機械では第三国向け輸出高の比率

が電気機械とほぼ同水準の 30.0％となっており、情報通信機械では第三国向け輸出拠点と

しての性格がより強く現れていると考えられる。 

輸送用機械に関しては、製造業全業種中で最も日本向け輸出高の比率が低くなっており、

我が国への逆輸入拠点としての性格が弱く、現地販売あるいは第三国向け輸出拠点として

の性格が強いことが特徴となっている。 

 

④製造業海外現地法人による設備投資の動向 

全体の傾向としては、1995 年から 1997 年にかけて急激に増加した設備投資額は、1998

年から 2002 年までは微減傾向となり、2003 年以降、再び増加傾向に転じている。 

特に 2003 年以降の設備投資増加についてみると、アジア現地法人による設備投資の活発

化が全体の設備投資額を押し上げている状況を読みとることが出来る。中でも中国におけ

る設備投資の増加が顕著となっている。 

 

第４章 今後の我が国の海外展開の変化・方向についての分析 

１．調査の概要 

本調査では全国の製造業事業所を対象としたアンケート調査を実施し、海外生産と国内

生産の関係を中心として、現在の状況及び今後の見通し等、統計情報では把握できない将

来の意向についての情報収集を行なった。 

アンケートは、全国の製造業事業所を対象として、業種・規模のばらつきに配慮して

10,000 事業所を無作為に抽出し、各事業所の代表者宛にアンケート票を送付、回答記入後

に調査票の返送を依頼する郵送留め置き方式で実施した。 

実施期間は 2007 年 1 月 23 日～発 2007 年 2 月 9 日であり、有効回収率は 11.6％（有効

回収数 1159 票）であった。 

 



２．調査結果 

アンケート調査結果から得られた主要な示唆は以下となる。 

 

○出荷額・製品単価・原材料費の変化 

現在から５年後にかけて、自事業所の出荷額が増加すると見込む事業所が多数となった。

一方、製品単価については現状維持または微減と見込む事業所が多く、出荷額の増加は、

出荷量の増加を見込んだ結果と考えられる。 

なお、５年後の出荷額見込について、将来の海外生産拠点における生産規模変化見込別

に見ると、海外生産拠点での生産規模が大きく拡大すると見込む事業所では、自事業所の

出荷額がより増加すると予想するものが多い結果となった。将来の販売先構成比見込など

を参考とすると、海外生産拠点での生産規模拡大を見込む事業所では、主に輸出の増加を

通じた自事業所の出荷額拡大を見込んでいると思われる。 

 

○主要製品の市場動向 

過去５年間については、「価格競争の激化」が最も多い結果となった。一方、今後５年間

の見込としては、「高機能・高品質競争の激化」が最も多くなっている。 

過去５年間についての回答と、今後５年間の見込についての回答を比較すると、「高機

能・高品質競争の激化」、「国内外の他社との協業・協力」、「生産（需要）変動の激化・短

期化」等への回答割合が高まる傾向が見られ、従来の価格競争、国内企業間競争に加え、

国内外企業との機能分業、高付加価値部門での競争、生産変動への対応等が新たな市場環

境として見込まれていることが窺われる。 

 

○生産拠点における５年後の生産規模の変化見込 

自事業所以外の生産拠点における５年後の生産規模については、中国及びアセアンにお

ける生産規模拡大を見込む事業所が多い。この他の海外生産拠点についても、減少を見込

む事業所はごくわずかとなっており、多くの事業所が現状維持、もしくは微増を見込んで

いる。 

 

○自事業所の役割 

自事業所が全社的に担っている役割としては、全体の傾向では「新製品・商品の製造」

と「生産管理技術・ノウハウの蓄積」が共に高い結果となった。 

これを将来の海外生産拠点の生産規模変化見込別に見ると、海外生産拠点の生産規模拡



大を見込む事業所では、「海外工場立ち上げの際のモデル」、「他工場での指導者の養成・研

修機能」等、生産以外の面で生産体制全体をサポートするマザー工場的な機能を担ってい

る事業所の割合が高まる傾向が確認された。 

 

○海外生産拠点の役割 

海外生産拠点の役割としては、現在は「国内向け製品の競争力向上」への回答割合が最

も高くなっているが、５年後の見込については、「海外市場向け製品の競争力向上」をはじ

めとして海外販売拠点としての役割に対する回答割合が高まり、国内向け製品の競争力向

上に対する回答割合が低くなる傾向が見られた。 

将来的には、海外生産拠点における日本向け輸出拠点としての役割が縮小し、現地販売

あるいは第三国輸出拠点としての性格が強くなっていくと考えられる。 

 

○国内生産が継続されている理由 

「製造技術・生産管理技術の向上」への回答割合が最も高く、ものづくり拠点としての

本質的な機能維持・強化が重要と認識されているほか、海外に生産拠点を持つ事業所にお

いては、「多品種少量生産体制の確保」、「製品ライフサイクルの短期化への対応強化」、「開

発力の強化」等への回答割合が、海外に生産拠点を持たない事業所よりも高くなる傾向が

見られた。 

海外に生産拠点を持つ事業所では、既存の主要製品の生産力強化に加え、市場のニーズ

や需要の変動に対応した生産体制と新商品・製品の開発力が重視されていると考えられる。 

 

第５章 今後の我が国の付加価値構造の展望 

以上の調査結果を踏まえ、本調査の結論として以下のとりまとめを行なった。 

 

（１）我が国製造業におけるグローバル化のさらなる進展 

輸出入動向、海外現地法人との取引推移などの面からも確認されたとおり、我が国製造

業におけるグローバル化は着実に進展を続けている。また、アンケート調査における将来

の海外拠点の生産規模変化見込では、減少を見込む事業所はごくわずかとなっており、現

状維持もしくは増加傾向が継続すると考えられる。特に中国、アセアンなど、アジア地域

における生産規模の拡大が見込まれており、今後、我が国製造業はアジア大での分業体制

を更に拡大していくと予想される。 

 



（２）海外生産拠点の役割変化 

これまでの海外生産拠点、とりわけアジア生産拠点には、我が国から中間財の供給を受

け、最終財を組み立てた後に、我が国に製品を輸出する逆輸入拠点としての役割が期待さ

れてきたと考えられるが、直近の海外現地法人との収支動向、さらにはアンケート調査に

おける各事業所による将来の海外生産拠点の役割見込を考慮すれば、今後は海外現地販売

拠点あるいは第三国向け輸出拠点としての性格をより強めていくと考えられる。 

 

（３）国内生産拠点が担うべき役割 

以上のように、アジア大での分業体制がより強く展開され、海外生産拠点の機能変化が

見込まれる将来においては、国内の生産拠点が担うべき役割にも変化が生じると予想され

る。 

本調査におけるアンケート結果からは、新商品・製品の製造、生産技術・ノウハウの蓄

積といったものづくりに関する本質的な機能に加え、生産機能以外の面から生産体制全体

を支えるマザー工場的な役割の担うことが重要になるとの示唆が得られた。国内生産拠点

はこうした役割を担いつつ、海外生産拠点との機能分担を進めていくものと考えられる。 

 

（４）付加価値構造への影響 

こうした海外生産拠点との機能分担が進む帰結として、我が国製造業の付加価値構造は、

最終製品生産によって得られる付加価値から、中間投入段階で発生する付加価値へと、付

加価値の得る工程を変化させていくと見込まれる。 

事実、海外現地法人との取引収支を見ると、海外での生産が拡大し、我が国への販売額も

増加していく中で、中間財の供給を拡大させることで国内製造拠点は黒字幅を拡大し続け

ており、海外生産拠点への中間財の輸出拡大は、今後の我が国製造業における重要な付加

価値構造になると予想される。 
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