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［要約］ 

第 1 章 世界市場における競争力の構成要素 

１．世界市場での競争力とは 

本調査のテーマである世界市場における競争力（国際競争力）のとらえ方につい

て、既存の研究論文等を参考に整理している。 

国際競争力を支えるものは「産業を更正する個々の企業の能力」、「事業および市

場の性格」、および「基盤的な条件」の 3 つであり、これらはいずれも国の制度や

施策に密接に係わるものである。 

例えば、企業の能力の一つである経営戦略は、株式会社のよって立つところの会

計制度、投資や株式に関する制度、独占禁止法などに大きく影響される。 

また経営戦略や事業の性格による事業戦略についても、例えば研究開発投資に関

する会計基準や税制、知財の創出・保護・活用など知的財産経営を支えるための制

度、規模の追求や経営資源の迅速な確保を目的とした M＆A に関する制度が密接に

係わる。 

最後の「基盤的な条件」は、輸出入に関する税制や原産地証明、産業インフラ、

人的資源の育成、労働力の確保などに関する国の制度と密接に係わるものである。 

 

２．国際競争力強化に向けた産業界からの問題提起 

国際競争力強化に向けた経済団体や産業団体などからの問題提起を整理している。 

日本産業機械工業会は、毎年競争力向上に向けた施策提言を行っており、最近 3

ヵ年の提言からは、税制、投資・研究開発支援策、知財政策、会社法制度、規制緩

和、国際標準化政策などわが国の制度インフラのあり方についても、競争力強化の

視点に沿った検討を求めている。 

また、日本経団連は、「産業競争力強化に向けた提言」の中で、世界的な大競争時

代において日本の豊かさを実現するための課題として、高コスト構造の是正や戦略

的産業の振興、経営資源の有効活用等を挙げており、その中でも高コスト構造の是

正が産業競争力の出発点であるとして、「エネルギー」、「物流」、「租税」、「社会資本」

および「労働」の 5 つのジャンルについて対応策を掲げている。 

また、科学技術や産業政策等に関連する関係省庁の大臣、国会議員、経済団体や

企業による自由な意見交換の場である産業競争力懇談会では、提言として 2006 年

12 月に「産業競争力とイノベーション」をとりまとめており、3 つのイノベーショ

ン領域を掲げ、それぞれについて様々な対策を示している。 
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３．産業や企業の「国際競争力」を支える諸要素 

機械工業の世界市場における競争力を構成する諸要素を整理すると、以下のとお

りであるが、これは第 2 章で扱う企業に対するアンケート調査の基礎にもなってい

る。 

①企業の経営に係わる要素 

②企業のコスト構造に係わる要素 

③事業の合理化ないし合理的な遂行に係わる要素 

④国際的なサプライチェーンやロジスティクスに係わる要素 

⑤貿易や直接投資に係わる環境条件に関する要素 

 

第２章 企業へのアンケート調査 

１．企業および製品の海外展開の状況 

＜企業および製品の国際展開について＞ 

回答企業の海外展開の状況を直接投資、業務提携、製品の輸出に分けて尋ねたと

ころ、「製品輸出を活発に行っている」という回答が 37.3％と最も多く、次いで「海

外への直接投資を活発に進めている」（31.4％）、「海外企業との業務提携を活発に進

めている」（19.6％）となっている。 

 

「海外直接投資が活発」と回答した企業について、その海外生産の比率をみると、

グループ全体で「20％～40％」という企業が 31.3％と最も多く、次いで「40％～

60％」が 28.1％となっている。海外直接投資が活発という企業の海外生産比率は概

ね 5 割を中心とした分布をなしている。 

これらの企業の主要な生産拠点の立地国を尋ねたところ、中国という回答が

31.3％と最も多く、次いでアメリカ（15.6％）、タイ（13.3％）となっている。 

さらに、生産活動の内容をみると、「最終製品を作って日本や海外に進出している」

という回答が 32.8％と最も多く、「最終製品を作り、現地中心に販売している」が

25.4％と続いている。 

 

「海外企業との業務提携を活発に進めている」と回答した企業について、その提

携の内容をみると、「販売提携」と「技術提携」がともに 35.9％となっている。 
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「製品の輸出を活発に行っている」と回答した企業について、その輸出先をみる

と、1 位が北米で 26.4％、2 位が中国（21.7％）、3 位が西欧（20.8％）となってい

る。 

 

＜製品の主要な市場について＞ 

海外のグループ企業も含めた企業全体としての観点から、製品の海外と国内市場

の比重を尋ねたところ、挙げられた製品のうち「海外と国内半々」が 39.1％、「海

外中心」が 37.7％となっている。 

さらに、主要な海外市場を尋ねたところ、北米が 27.5％と最も多く、次いで西欧

（19.6％）、中国（16.4％）、東南アジア（12.7％）となっている。 

 

２．企業の国際競争力の状況とその背景要因 

＜製品の競合状況と国内外における競争力について＞ 

回答企業の代表的な製品ジャンルを対象に、海外メーカーの製品とどこの市場で競

合しているかについて国内と海外とに分けて尋ねたところ、「国内と海外の双方で競合

している」が 40.6％と最も多く、次いで「主として海外市場で競合している」が 31.6％

と続いている。 

 

また、外国メーカーのライバル製品と日本国内市場においてどのような競争状態に

あるかを尋ねたところ、「優位性を保っている」が 53.4％と最も多く、次いで「大き

な優位性を確保している」（23.3％）となっている。 

同様に、海外市場における競争状態を尋ねたところ、「優位性を保っている」が

39.8％と最も多く、次いで「優位性が脅かされている」（19.5％）、「外国製品が競争的

優位にある」（18.0％）となっている。 

 

＜国際競争力の背景要因＞ 

企業の製品の国際競争力を左右する要因としては、コスト、品質、性能、納期、ブ

ランド等における優劣が考えられる。そうした製品の競争力要因の背景にあって企業

全体の国際競争力を左右する要素（競争力の源泉となる要素）について尋ねた結果を

まとめると以下のとおりである。 

・わが国製造業の国際競争力を支える上で、研究開発力やそれも含めた企業活動を

支える人材の厚みの重要性、長期的な経営計画に沿った製品展開の必要性が強調
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されている。 

・技術・人材・施設などの経営資源の迅速な獲得、およびモノづくりのための企業

間ネットワークやこれまで築いた販売やサービスネットワークなど、広く経営資

源の確保と充実に係わる要素が強調されている。 

・人件費、設備などのコスト面が大きく意識されている。 

・安全・品質・環境などの基準も国際競争力に大きな影響を与えている。 

 

以上のような国際競争力に影響を与える要素について、回答企業の立場から有利に

働いている要素を尋ねた結果、最も多くの企業が挙げているのは「研究開発力の強さ」

（15.5％）で、2 位の「モノづくりのための系列企業、下請企業との関係」（8.5％）

以下をかなり上回っている。 

逆に、不利に働いている要素について尋ねたところ、「人件費」（13.9％）という回

答が極端に多く、次いで「模倣品の排除など知的財産の保護」（9.7％）、「施設・設備

関係コスト」（8.3％）などが目立つ。 

 

＜国際競争力の確保に関して中長期的な視点から注目すべき要素＞ 

中長期的な視点から国際競争力の確保について注目すべき要素を尋ねた結果、最も

重視されているのは「人材の厚み」（16.9％）、2 番目が「研究開発力の強さ」（14.5％）

となっており、この 2 つが際立って注目度が高い。 

それ以外では、「特許など知的財産の厚みとそれを活かした経営の展開」、「安全基準、

品質基準、環境基準などの整合性や運用」、「長期的な経営計画に沿った製品展開」、「人

件費」、「最適生産立地とサプライチェーンの展開」、「モノづくりのための系列企業、

下請企業との関係」、および「技術、人材、施設などの経営資源の迅速な獲得」が目立

っている。 

 

３．企業の国際競争力の強化に係わる制度的要因 

＜国際競争力の足かせとなっている制度的な要因＞ 

企業の足かせとなる制度的要因として最も多く挙げられたのは、「模倣対策など知的

財産権の保護・活用に関する制度」、次いで「企業の利益処分や配当などに関する会計

基準や税制」、「研究開発のための資金確保・調達に関する制度や税制」などである。

以上の 3 つのほかでは、「設備投資の拡大や廃棄に関する制度や税制」、「海外現地法

法人における資金調達・留保に関する制度」、「外国人労働力の活用に関する制度」、「輸
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出製品の保税措置等に関する制度」、および「ISO その他国際規格・標準の導入に関

する制度」、「M&A、提携、合弁企業設立に関する制度」などが比較的多く挙げられて

いる。 

 

第３章 国際的な事業活動に係わる制度とその根拠・意義 

１．国際的な事業活動に係わる制度 

国際競争力の強化のためには、労働コストの軽減、資本コストの軽減、企業規模・

事業規模の拡大や価格面の主導権の発揮、生産設備のリストラクチャリングなどが

重要である。また、世界市場に適合した規格の統一化、コアとなる経営資源の確保、

長期的な経営戦略や製品戦略を支える経営体制の確保なども大きな課題となってく

るが、こうした競争力につながる経営を実現するためには、制度上の問題が生じる

場合が多い。 

 

先の第 2 章で整理、分析したアンケート調査の結果を受け、国際競争力強化の足か

せとなっている制度的な要因に関する企業のとらえ方を整理すると、次に示すとおり

となっている。 

最も意識されている制度は次の 3 つである。 

・模倣対策など知的財産権の保護・活用に関する制度 

・企業の利益処分や配当などに関する会計基準や税制 

・研究開発のための資金確保・調達に関する制度や税制 

 

また、これら以外に比較的重視されている制度としては次のものがある。 

・設備投資の拡大や廃棄に関する制度や税制 

・海外現地法人における資金調達・留保に関する制度 

・外国人労働力の活用に関する制度 

・輸出製品の保税措置等に関する制度および保税による流通加工の実現に関する制

度（フリートレードゾーン制度） 

・ISO その他国際規格・標準の導入に関する制度 

・M&A、提携、合弁企業設立に関する制度 

 

これらをジャンルごとに整理すると、次の表に示すとおりである。 
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ジャンル 最も重視されている制度 比較的意識されている制度 

企業のコスト構

造に係わる要素 

・研究開発等のための資金確

保・調達に関する制度や税

制 

・設備投資の拡大や廃棄に関

する制度や税制 

事業の拡大・合理

化に係わる要素 

・企業の利益処分や配当など

に関する会計基準や税制 

・外国人労働力の活用に関す

る制度 

サプライチェー

ン・ロジスティク

スに係わる要素 

 ・海外現地法人における資金

調達・留保に関する制度 

・M&A、提携、合弁企業設

立に関する制度 

貿易・投資環境に

係わる要素 

 ・輸出製品の保税措置等に関

する制度および保税による

流通加工の実現に関する制

度（フリートレードゾーン

制度） 

企業のコスト構

造に係わる要素 

・模倣対策など知的財産の保

護・活用に関する制度 

・ISO その他国際規格・標準

の導入に関する制度 

 

２．競争力に係わる要因と関連する制度の抽出 

＜国際競争力強化の足かせとなっている制度的な要因の抽出と改革の方向性＞ 

以上の結果などから、わが国機械産業の国際競争力の強化のために改革が必要な制

度として、次の 6 点を提示することとしたい。 

 

①企業結合審査に関する独占禁止法の運用 

企業の規模拡大、経営資源の迅速な獲得としての合併、買収は国際競争力を高

める重要な方法である。自由競争を阻害しないことを前提に、世界企業との競争

という視点からさらなる運用の改善が求められる。 

 

②研究開発の共同化に関する独占禁止法 

市場における競争を阻害する恐れがあるため、独占禁止法の運用の指針で制約

が置かれている。公正な競争を阻害しないなどの前提が置かれていることについ
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て、国際競争時代に齟齬がないか、検討することが求められる。 

 

③設備廃棄に関する独占禁止法の運用 

市場、生産、開発のグローバル化の中で機械産業が競争力を維持していくため

には、迅速、柔軟な設備の統廃合は重要な経営課題であるため、いっそうグロー

バルな視点からの運用が求められる。 

 

④出資、企業買収と売却に関連する必要な措置 

わが国の機械工業の競争力の源泉は、技術力のあるモノづくり企業の存在であ

り、そうした企業との密接な関係のもとに開発、生産が行われてきた。しかしな

がら、部品や金型企業などがファンドに買収される動きが強まり、関連企業との

たての関係が不安定になったり、技術の流出につながったりする恐れが出ている。

こうしたことに対する必要な措置の検討が求められる。 

 

⑤外国人労働力の活用に関する規制措置 

外国人労働力は、コスト低減のためだけでなく、研究開発型人材を確保するた

めにも重要である。しかしながら、労働ビザの取得の問題があり、自由な活用や、

人材としての育成を妨げる大きな要因となっている。外国人研修生に関する省庁

間の調整などを進め、外国人労働力を出入国の適切な管理のもと、効果的に活用

するための制度を構築することが求められる。 

 

⑥国際標準とのハーモナイゼーション 

国際基準とわが国基準とのハーモナイゼーションを進めるとともに、認証取得

において企業の負担を軽減するための措置をとったり、自己認証の仕組みとそれ

を実現するための社会的、人的な基盤条件を整備することなどの改善が求められ

る。 

 

 

 

 
この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/ 
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