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はしがき 
中小企業は、事業所数で日本全体の 99％以上、従業員数で同 80％前後と、これまで

国家経済の主要な地位を占めてきており、機械関連産業においても、事業所数で同 98％

強、従業員数で同 61％強に達している。したがって、現下の構造改革の成否は、この

中小企業分野における構造改善の行方にかかっていると言っても過言ではあるまい。 

一方、日本経済の成熟化、グローバリゼーション、ＩＴ化の進展、ヴァーチャル市場

の登場、地球環境問題の深刻化など中小企業を取り巻く環境は、昨今大規模かつ急激に

変化している。 

にもかかわらず、本問題について過去に行なわれてきた研究の多くは、個別問題ごと

の対症療法の域を越えてはおらず、えてして特定項目に対する解とはなっても他の項目

からすればむしろ逆効果といった事例さえ見受けられる。したがって、より俯瞰的な立

場から、中小企業が今後目指すべき方向を明らかにする必要がある。 

特に機械産業周辺においては、上に述べたグローバリゼーション等々の環境変化が、

ＩＴ化等技術面におけるパラダイム・シフトを通じて、過激とも言うべき形で進行して

おり、早急に産業レベルにおける構造改善が求められている。 

ところで、これまで中小機械関連産業、特に下請・部品製造業は、わが国産業の基幹

をなしている機械産業の競争力を底辺から支えてきた。したがって、そうした中小機械

関連産業が、これまでのような活力を維持できるかどうかが、これからの日本経済の死

命を制することになる。 

このため、本調査研究は、中小機械関連産業に焦点を絞り、そのこれまで拠って立っ

てきた基盤を歴史的に明らかにするとともに、それらの基盤を揺るがす環境変化につい

て項目別に分析を加え、個々の関連企業がそれらの環境変化に対してどのような方向で

対応していくべきかについての示唆を得ようというものである。 

予め結論を先取りすれば、こうした多面的な問題に対して、経営基盤が脆弱で情報力

も欠如している中小企業が全方向的に対応していくためには、これまでとは比べようも

ない桁違いの改善努力が求められることになる。その一方で、昨今、市場経済化のいっ

そうの進展に伴う副作用として格差の拡大問題が取り上げられ、中小企業問題にも議論

が及ぶようになった。 
とはいえ、市場経済化という時代の要請の下では、かつてのような社会政策的見地を

も交えた手厚い政策的支援は期待しようもない。加えて、進行している経済環境の変化

は、中小機械産業のみならず、すべての経済主体に対して迅速かつ抜本的な対応を求め

るものである。したがって、国家財政も苦しい状況にある今日、基本的には個々の企業

あるいは産業の自助努力こそ肝要となる。 
にもかかわらず、さして成長の期待できない成熟経済の下では、個々の企業が改革の

ために振り向けられる原資は乏しくなっている。それに代わるべき政策的支援にも多く
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を期待ではない以上、投入できる資源は最大限効率的に用いることが求められる。とす

れば、産業構造全体としての効率化のためには、個々の企業レベルにおける淘汰は避け

えないことになる。 
本調査研究は、以上のような認識に立ち、歴史的経緯を踏まえつつも、とかくこの種

の議論の内に潜む社会的弱者救済論ないし社会政策的立場とは一線を画した上で、あく

まで経済学的にも容認できる中小企業問題に限って論じ、それによって個々の関連企業

が、生き残りを賭け、それらの環境変化に対してどのような方向で対応していくべきか

についての示唆を得ようとしたものである。 

平成 20 年１月 

経済政策科学研究会 
代表 小野五郎 
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序章 中小企業の存在意義 
本調査研究は、中小機械産業がこれまで拠って立ってきた基盤を歴史的に明らかにす

るとともに、それらの基盤を揺るがす環境変化について項目別に分析を加え、個々の関

連企業がそれらの環境変化に対してどのような方向で対応していくべきかについての

示唆を得ようというものである。 
すなわち、これまで中小機械関連企業、特に下請・部品製造業は、わが国産業の基幹

をなしている機械産業の競争力を底辺から支えてきた。一方、日本経済の成熟化、グロ

ーバリゼーション、ＩＴ化、環境問題の深刻化等々、機械産業を取り巻く環境は急激に

変化しており、早急に産業レベルにおける構造改善が求められている。したがって、中

小機械関連産業が、これまでのような活力を維持できるかどうかが、これからの日本経

済の死命を制することになる。 
ところで、昨今、市場経済化のいっそうの進展に伴う副作用として格差の拡大問題が

取り上げられ、中小企業問題にも議論が及ぶようになった。 
そこで、本題に入る前に、そもそも本調査研究が、なぜ中小企業に限って議論を展開

する必要があるかということを明らかにしておく。なぜなら、中小企業問題は、「幼稚

産業保護」など純経済問題として捉えるべきだとの意見がある一方、「格差解消」など

社会的弱者として考えるべきだとの意見も根強く存在している。それも、その時々の社

会的背景や政治情勢によって、どちらに重点を置くか常に揺れ動いてきたからである。 
 しかし、日本経済の成熟化に伴う市場主義の進行という時代の要請の下では、かつて

重視されてきた社会政策的側面から離れ、一般的な社会政策に移行するという前提で議

論を展開すべきだと思われる。すなわち、動態的観点からは、いずれ発生が予想される

摩擦除去に要する社会的費用を軽減するための非差別的な支援策は許されても、過去に

採用されていたような単純延命策は構造改革を遅延させるという意味で否定されざる

をえない。 

このため、本調査研究においても、市場のメカニズムを歪めるような姿勢を排除し、

純経済問題として、機械関連産業に属する中小企業は、どのように環境変化に対応して

いくべきかを明らかにすることにした。 

 本章は、以上のような立場から、いわゆる中小企業問題の本質を予め見定めておこう

とするものである。 

(1) 中小企業が日本経済に果たす役割 

 日本における中小企業は、2004年現在、事業所数にして566万（全事業所数の99.2％）､

従業員数にして 4.118 万人（全従業員数の 79.4％）､その国家経済に占めるウェイトは

きわめて大きい。加えて、「日本経済の活力の源」とも言われるように、その「小回り

の良さ」が産業経済全体の柔軟性保持に大きく貢献し、国民経済ないし地域経済を支え

るものとして、また、国民に商品やサービスを運ぶ「血管」としての役割を果たすなど、
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その国民経済的な評価はきわめて高い。 

 製造業に限ってみても、中小企業は、2004 年現在、事業所数にして 57 万（全事業所

数の 99.4％）､従業員数にして 746 万人（全従業員数の 75.0％）という高いウェイトを

占めるとともに、下請部品生産構造を形成し、「日本産業の強み」の源泉ともなってい

る。 

 さらに、近年に入ってからは、こうした静態的な重要性だけではなく、より動態的な

役割を担うようになっていると考えられる。すなわち、従来は、「景気のバッファー」

として好景気時には活気を呈しながら、不景気時には衰退ないし消滅するものが多かっ

たとされるが、1990 年以降の動向を見るかぎり、中小企業の占めるシェアは、好景気

時に低下し不景気時に上昇するというこれまでの通説とは逆の現象が見られる。 

 図０－１は、1990 年から 2004 年までの製造業全体、機械工業（一般機械器具製造業、

電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業の合計、以下同じ）、

関連産業（製鉄業、非鉄金属製造業、金属製品製造業の合計、以下同じ）における付加

価値額の対前年比と中小企業シェアの対前年比の相関を示している。これらのグラフか

らは、明らかにいずれにおいても、両者は逆相関となっていると認められる（相関係数

は、製造業全体で－0.37、機械工業で－0.04、関連産業で－0.62）。 

 なるほど、機械工業については数値が小さく無相関のようにも見えるが、期間を 1990

年から 97 年と 98 年から 2004 年までの前後に分けて分析してみると、図０－２および

図０－３のとおり、前期には製造業全体および機械工業では共に相関係数 0.17 と弱い

正の相関で、関連産業だけが－0.40 と逆相関だったものが、後期にはいずれも逆相関

へと転じている（製造業全体－0.70、機械工業－0.21、関連産業－0.76）。この傾向は、

表０－１のとおり、業種レベルにおいても概して同様である。 
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図０－１ 1990年から2004年までの付加価値額の伸びと中小企業シェアの伸び

との相関 

(1) 製造業全体 
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 (2) 機械工業 
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(3) 関連産業 
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（出所）「工業統計表 産業編」から作成。 
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図０－２ 1990年から1997年までの付加価値額の伸びと中小企業シェアの伸び

との相関 
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(2) 機械工業 
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(3) 関連産業 
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（出所）「工業統計表 産業編」から作成。 
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図０－３ 1998年から2004年までの付加価値額の伸びと中小企業シェアの伸び

との相関 

(1) 製造業全体 
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(2) 機械工業 
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(3) 関連産業 
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（出所）「工業統計表 産業編」から作成。 
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表０－１ 各業種における付加価値額の伸びと中小企業シェアの伸びとの相関 

  全期間 前期 後期 

全製造業 -0.37162 0.170637 -0.70286

機械機器 -0.04377 0.17136 -0.20993

一般機器 0.161334 0.052739 0.330391

電気機器 -0.81151 -0.20257 -0.94656

輸送機器 -0.73765 -0.45664 -0.86613

関連産業 -0.61884 -0.40251 -0.75916

製鉄 -0.35594 -0.19003 -0.47351

非鉄金属 -0.47735 -0.37758 -0.49776

金属製品 -0.56621 -0.6244 0.060775

（出所）「工業統計表 産業編」から作成。 

（注）全期間は 1990 年から 2004 年、前期は 1990 年から 1997 年、後期は 1998 年から 2004 年。 

 これらの事実は、バブル崩壊から回復までの過程においては、かつて言われていたと

おり、中小企業の方が落ち込みが大きく回復も後れたが、その後は上に述べたように、

むしろ中小企業の方が景気変動の影響を比較的小さく済ませ、日本経済の安定に寄与す

るようになったことを示唆している。 

なお、後期に前期の逆相関から正の相関へと転じた金属製品、前期はほぼ無相関だっ

たものが後期になって明確に正しの相関へと転じた一般機械、前期の逆相関からほぼ無

相関となった精密機械の三業種は、いずれも中小企業シェアが極めて高いものばかりで

ある（金属製品 85.6％、一般機械 63.2％、精密機械 55.4％）ことから、これらの業種

では、むしろ中小企業の盛衰が当該業種の好不況をそのまま演出しているものと考えら

れる。その点、これら業種をも含めて、現代日本経済の下支えとしての中小企業の役割

はむしろ高まっていると思われる。 

(2) 中小企業の存立分野・存立形態 

 一般に社会的弱者のごとく見られている中小企業も、中には大企業よりも高い収益率

を誇り、あるいは、急成長を遂げているものも少なくない。また、それらは、決してい

わゆるベンチャー企業として一括りできるものではなく、極めて多種多様な分野で多様

な活動を続けているのである。 

 そこで、次に予め中小企業がどのような分野に存立し、どのような特徴を有している

かを概観しておく。 

① 小規模性：その定義からして当然のことながら、企業規模は資本金・労働者数のい

ずれから見ても小さい。この事実は、同時に参入障壁が低いということを意味してお

り、常に過当競争に苛まれるおそれがある。しかし、その反面、サンクコストが小さ
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いということも意味しており、撤退・転換の自由度も高く、小回りが利くという長所

も有することになる。 

② 特化：動員できる経営資源が限定されているということは、企業存続のためには、

その特定分野への集中投入が不可欠となり、結果として多様・複合領域ではなく専門

領域への特化せざるをえないことになる。この事実は、一方で変化への対応が困難で

あるということを意味しているように見える。しかし、その反面、比較的身軽に他の

専門領域への転換を図ることが可能だということも意味している。 

③ 単純な組織形態：従業員数が少ないことから、互いの顔が分かり、かつ、スタッフ

部門などの専門組織はおろか階層組織さえも存在しないという極めて単純な組織形

態をとることが多い。この事実は、家族的経営による強度の信頼関係を醸成させ、か

つ、意思決定がスムースに行なわれるということを意味している。しかし、その反面、

適材適所など経済合理性から見た人事判断を狂わせたり、トップの独断専行をチェッ

クする機能を有しないということも意味している。 

④ 外部依存性の高さ：経営資源が限られ、特定領域に特化し、組織形態が単純である

ということは、その足らざるところを外部に依存・補完する必要性が高い。それが中

小企業の多くをして下請・受注企業として存立させる主因となっている。この事実は、

常に自身の経営が当該外部の動向に左右され、独自の判断を封じ込められるというこ

とを意味している。しかし、その反面、それだけ持てる経営資源を特定分野へ集中投

入でき、かつ、変化に対してもその強みとしている分野を軸として柔軟に対応しうる

ということも意味している。 

(3) 中小企業の存在理由 

 市場経済における自由競争下において、先に述べたように多数の中小企業が存在して

いる理由は、次のようにきわめて多様である。したがって、その抱える問題も後述する

ように複雑なものとなっている。 

① 技術的特性等からして本来は大企業が占めるべき分野 

 ⅰ 未だ幼稚産業ないし幼稚企業段階にある場合。 

 ⅱ 市場が未発達な場合。 

 ⅲ 過当競争によって成育が阻害されている場合。 

② もともと中小企業が占めるべき分野 

 ⅰ 技術的特性（労働集約型／多品種等）のあるもの。 

 ⅱ 地域性のあるもの（地場産品／小売店等）。 

(4) 中小企業問題の所在 

 ところで、中小企業の多くは、大企業に比して近代化の遅れ、その結果としての生産

性の低さ、雇用条件ないし労働環境の悪さ、あるいは、取引ないし信用面などにおける
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不利など広範な問題を抱えている。その結果、これまで大企業との間に大きな格差が存

在してきた。 

特に、日本の高度成長期ないしそれ以前には、この格差が黙過できないほど拡がり、

例えば 1961 時点の主な生産性関連指標について見ると、大企業を 100 とした場合、中

小企業では、一人当たり賃金で 40､資本装備率で 17、付加価値生産性で 33 にすぎなか

った。このため、いわゆる「二重構造」問題として、経済の安定という観点からも社会

不安の除去という観点からも、その処理が急務とされていたのである。 

 加えて、そうした個々の企業の脆弱性だけではなく、いわゆる「過当競争」とか親企

業による「買い手独占」といった「市場の失敗」に属する現象も発生し続けてきた。す

なわち､一言で中小企業問題とは言っても、純経済的な問題だけではなく、より社会福

祉的な問題が幅広く含まれているというだけではなく、個別企業の問題を超えた構造的

な問題をも包含しているのである。 

 一方、「奇跡」とも言われる戦後日本経済の急成長を支えてきたのも、活力ある多数

の中小企業群であった。また、それらの活躍は、「多産多死」で言い表わされる日本社

会の参入障壁の低さが前提となったのである。そうした意味からも、近年の「少産多死」

現象は、日本経済がすでに成長期から成熟期に移行したことを示す証拠の一つだと言う

ことができる。 

また、そこに発生した構造問題を解決するためにも、これからの中小企業問題は、個

別企業さらには中小企業領域に限られた対症療法ではなく、日本経済全体を睨んだ、い

わゆる「構造改革路線」の一端を担う方向で検討することが望まれる。そうした産業構

造論の立場からの検討は、少子高齢化の到来とともに叫ばれる「生産性向上」にしても、

個々の企業による対応だけではなく、非効率分野の転廃業をも視座に入れなければ実効

が期待できないという面からも強く求められるところである。 

① 個別企業の抱える問題点 

 ⅰ 資金調達力不足。 

 ⅱ 技術開発力の弱さ。 

 ⅲ 設備の老朽化。 

 ⅳ 経営管理力の低さ。 

 ⅴ 人材不足。 

ⅵ 情報不足。 

 ⅶ 収益力の低さ。 

 ⅷ 賃金や福祉水準の低さ。 

 ⅸ 取引条件面での不利等からくる経営の不安定性。 

 ⅹ 一部業種で外部性（環境汚染、災害発生など）への配慮が不足していること。 
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② 構造的問題点 

 ⅰ 下請ないし系列取引等に見られる買い手（売り手）独占や不公正競争の存在。 

 ⅱ 小規模企業の乱立による過当競争の発生。 

 ⅲ 不況期における倒産が、社会的不安を醸成し、景気後退を加速させていること。 

 ⅳ 中小企業の保有する資源が、市場合理性から見て必ずしも最大限効率的に活用さ

れておらず、国際競争力上の弱点となっている、あるいは、成熟期した日本経済と

いう視点から見て国民生活に十分貢献していると言えないなど。 

 ⅴ 個々の中小企業相互における有機的連携が不足しているため、産業インフラとし

ての役割（下請部品生産構造、ネットワーク効果、インキュベーター）が不十分な

こと。 

 ⅵ 「少産多死」現象が発生し、市場全体で見た有効競争力としての役割が十分発揮

できずにいること。 

 ⅶ 産地の衰退に代表されるように、地域経済に対する貢献が弱まっていること。 

(5) 経済学的な視座からの考察――事項別適正規模の乖離―― 

 ところで、すべての経済主体は、同時に、生産・流通主体であると同時に、販売・仕

入主体であり、雇用主体であり､管理主体であり､受・信用主体であり、情報発信・受信

主体であるというように、複数の性格を有している。ところが、それらの適正規模は、

必ずしも一致してはいないために、放置しておくと、最適生産／流通規模が実現しない

おそれがある。 

 すなわち、一口で「最適規模」と言っても、次のように、各局面で異なってくる。 

 ⅰ 生産面から見た最適規模。 

 ⅱ 流通・販売面から見た最適規模。 

 ⅲ 従業員福祉面から見た最適規模。 

 ⅳ 信用面から見た最適規模。 

 ⅴ 広告・宣伝面から見た最適規模。 

 ⅵ 商品・技術開発面から見た最適規模 

 ⅶ 経営・組織面から見た最適規模。 

 ⅷ 情報収集・発信から見た最適規模など。 

 したがって、生産面等ある一面から見るかぎりは最適規模である中小企業においても、

次のような不都合＝他の適性規模とのミスマッチが起こることになる。 

 ⅰ 販売・仕入が非効率になること。 

 ⅱ 生産労働者福祉施設・制度を単独では設置ないし運用できないため、必要な人材

が確保できないこと。 

ⅲ 信用が弱いため必要な資金が得られないこと。 
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 ⅳ 必要な情報が不足すること。 

 ⅴ 環境公害問題のような、いわゆる「外部性」に関わる問題についても、単独では

処理・防止不可能ないし困難なことなど。 

 ところで、「社会的厚生の極大化」という見地から最適生産規模を実現するためには、

こうした不都合を除去することが望ましい。したがって、経済学上も、次のような補正

措置を取ることの根拠が認められる。 

 ⅰ 共同化・協業化等による機能別規模拡大。 

 ⅱ 政策的な対中小企業向け労働者福祉対策・信用補完制度・情報サービスなどによ

る市場における中小企業の競争条件を整備。 

本研究報告は、基本的には、市場主義に立った構造改革路線が推進される中にあって

も、こうした面からの政策的支援は今後とも存続・拡充されていくという前提で、機械

関連産業に属する中小企業が取るべき対応策を模索・示唆するものである。 
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第１章 機械関連中小企業の実態把握 
 機械関連産業における中小企業の重要性について改めて確認するため、予めその地位

と役割について考察しておくこととする。 

(1) 機械関連産業における中小企業の地位と存立分野 
① 中小企業の地位 

機械産業における中小企業は、2004 年現在、事業所数は 70,671 で機械産業全体の

97.6％、従業員数は 1,825,044 人で機械産業全体の 55.6％、付加価値額では 168,465
億円で機械産業全体の 38.4％となっている。これに機械産業と関連の深い鉄鋼・非鉄

金属・金属製品を加えると、事業所数は 112,713 で機械関連産業全体の 98.2％、従業

員数は 2,623,805 人で機械関連産業全体の 61.5％、付加価値額は 249,625 億円で機械

関連産業全体の 44.1％に達する。 
これを業種ごとに詳しく見ると、図１－１のとおり、一般機械器具製造業では事業所

数で 98.9％、従業員数で 72.1％、付加価値額で 63.2％、電気機械器具製造業では事業

所数で 97.6％、従業員数で 62.0％、付加価値額で 44.3％、情報通信機械器具製造業で

は事業所数で 94.1％、従業員数で 44.2％、付加価値額で 27.2％、電子部品・デバイス

製造業では事業所数で 94.0％、従業員数で 45.4％、付加価値額で 24.8％、輸送用機械

器具製造業では事業所数で 96.4％、従業員数で 40.2％、付加価値額で 23.4％、精密機

械器具製造業では事業所数で 98.3％、従業員数で 69.2％、付加価値額で 55.4％、鉄鋼

業では事業所数で 98.0％、従業員数で 61.2％、付加価値額で 40.1％、非鉄金属製造業

では事業所数で 97.6％、従業員数で 67.7％、付加価値額で 58.0％、金属製品製造業で

は事業所数で 99.7％、従業員数で 90.4％、付加価値額で 85.6％と、鉄鋼業以外ではか

なりのウェイトを占めており、特に一般機械器具製造業および金属製品製造業では全製

造業における中小企業のウェイト（事業所数で 98.8％、従業員数で 72.1％、付加価値

額で 56.6％）をも全項目で上回っている。 
 このような同産業における中小企業の高い役割は、次のような同産業に内在する特質

に起因するものと思われる。 

ⅰ 組立産業性 
機械は多数の部品によって構成され、それらを組み立てることによって生産されてい

る。かつてカメラでは数百点、自動車では数万点、メインフレーマーでは数百万点の部

品が必要とされ、時代の推移とともに現われる先端機器はそれまでのものと桁違いの部

品点数を要するようになるとされてきた。 
機械の生産工程は、そうした多数の部品の加工工程と組立工程とに分割され、さらに

それぞれの部品加工には、鋳鍛造、機械加工、プレス、メッキ、塗装など技術的にも設

備面でも全く異なる多種多様な加工工程が求められる。 
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図１－１ 機械関連産業における中小企業のウェイト 
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（出所）『平成 16 年度 工業統計表 産業編』から作成。 

ⅱ 設備の汎用性 
機械の加工設備の多くは、多種多様な機械の生産に共通して使われてきた。例えば、

自動車部品の加工に使われる金属加工機械は、多少の工夫を凝らせば電気機械部品の加

工などにも使用できる。このため、同一部品だけでは企業として成立しない分野でも、

多数の異なった機械部品を受注してある程度の数量に纏めることができれば、汎用性の

ある設備で小回りを利かせることによって、企業として成立しうることになり、その方

が大企業が内製するよりも効率的となる。また、そうした小型汎用機械に対する需要が

一定量確保されることによって、その種の機械が不断に開発され比較的安価に供給され

ることになる。この一連の連鎖が、資本力の弱い中小企業が多数この分野に存続するこ

とを可能にしてきた。 

ⅲ 需要変動の激しさ 
投資財としての機械に対する需要は、設備投資の動向に大きく左右されるため、景気

変動の影響が加速されて及ぶことになる。また、自動車や大型家電製品のような高価な

耐久消費財は、景気の影響に左右されるだけではなく、ひとわたり消費者に行き渡ると、

新製品への更新時期までは需要が沈滞するため、景気の影響を受けにくい食料品や衣料

のような生活必需物資と比べて需要量の変動が著しい。 
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このため、リスク分散のための下請分業体制や変動分を対象とする限界的中小企業が

存立することになる。 

ⅳ 技術集約性 
機械生産には一定水準で、かつ、それぞれ独自性のある技術が必要である。このため、

技術的優劣によって製品の価値が左右されることが多く、技術的に異なる分野からの新

規参入は困難である。したがって、たとえ資本力が無くても、技術的に優れたものを有

していさえすれば、独自の領域を形成していくことができ、そこに中小企業が存続して

いく道が開かれていた。 
もっとも、中小企業分野製品は一般に普及品であり、一定の技術さえ修得すれば参入

が容易なことから、過当競争を避けた大企業が高級機種へと特化し、普及品生産を行な

う中小企業との棲み分けがなされたと見ることもできる。 

ⅴ 作業環境の多様性 
機械の生産工程は極めて多種多様であり、中には鋳鍛造やメッキのように作業環境が

悪い、いわゆる３K 分野も含まれている。こうした作業環境が悪い工程を自社内に取り

込むことは、大企業にとって雇用管理・賃金体系上問題があるため、外注に出すことが

多い。そこに中小企業の存立基盤が広く認められる。 

ⅵ 量産化に伴う単価の下落 
かつて一台 30 万円以上もした電卓が、今や 100 円ショップで売られているように、

機械関連製品の技術進歩による生産性向上や量産化さらには製品の陳腐化は、製品単価

の大幅な下落を引き起こしている。このため、当初製品開発を主導していた大企業がそ

うした製品から撤退していった後、知的財産権の失効を待って、自身では開発力の無い

中小企業が参入する余地が開かれることになった。 

② 機械関連産業における中小企業分野 
 元より機械関連産業には、巨大な装置を必要としたり多額の運転資金を要するために

大企業に有利な分野が多い。このため、中小企業がその特性を発揮しやすく、現に活躍

してきたのは主として次のような分野だった。 

ⅰ 多品種少量生産分野 
本分野では、対象となる製品の性格上、設計変更、工程変更、工具交換などをひんぱ

んに行なう必要がある。このため、組織的にも工具の組合せの上でも小回りの利く生産

方式が向いており、かつ、大型専用機に不向きなことから小型汎用機と熟練労働者の手

作業に依存することが多い。そうした意味で、組織的意思決定および従業員管理が比較

的容易な中小企業に有利な分野だとされる。具体的には、ねじ、鋳鍛造品、メッキなど

が挙げられる。 
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ⅱ 小資本・低技術分野 
本分野は、当然、新規参入も容易であるから付加価値率も低く、大企業にとっては魅

力に乏しいため、中小企業に残された分野だとも言える。また、新規参入の容易さから

参入間もないため未だ成長していない、あるいは、付加価値率が低いため成長できずに

いるという企業も多い。そうした両方の面から、典型的な中小企業分野となっている。

具体的には、機械加工、小物プレス、小ねじなどが挙げられる。なお、金属加工機械の

普及品の中には、さほど高い技術力を要しないことから、この分野に属することになり、

中規模企業が手掛けているものもある。 

ⅲ 需要変動の大きな分野 
元々投資財は好不況による需要変動の波が大きいため、不況期にも存在する基礎的需

要をベースとした比較的大企業とは別に、好況期において瞬間風速的に発生する最大需

要とそうした大企業の供給能力との間のギャップを埋める形で限界的な中小企業が存

立していた。 
また、新規分野として登場してまだ間もない分野などでは、いわば幼稚産業的な意味

における中小企業が過渡的形態として存在することになる。そうした分野では、成長可

能性も高いため、成功すると次のステージでは中小企業から抜け出ていることになる。

もっとも、逆に失敗した場合には、資金力の無い中小企業は持ちこたえることができず、

やはり舞台から消え去っていくことになるが。 

ⅳ 限定的な地域市場を対象とする分野 
 地域特性の強い農作物や食料品の製造に関わる機械およびその部品については、市場

そのものも地域的に特定偏在することになる。このため、大企業が参入するだけの市場

規模を有さず、また、さしたる販売力等も必要としないことから、中小企業分野となっ

ている。 

ⅴ 陳腐化した分野 
すでに製品としては陳腐化したもの、あるいは、その部品などについては、開発利益

の喪失によって、大企業にとってはもはや魅力を感じられなくなっている。とはいえ、

それなりの需要は存在しており、かつ、大企業にとっても一定期間保守部品を維持する

ことが必要となる。このため、単に大企業が去った穴を埋めるというだけではなく、大

企業から委託を受ける形で保守部品を生産している中小企業が存在する。 

(2) 業種別に見た中小企業の実態 
① 素材部門 
 機械の素材としては、鉄鋼や非鉄金属などの金属材料のウェイトが最も高い。鉄鋼お

よび非鉄金属製造業の付加価値額における中小企業の規模別シェアは、図１－２および

図１－３のようになっている。ただし、それらの多くは、鉄鋼二次加工品や建設業向け
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製品であり、純粋に機械の素材部門における中小企業のウェイトはもっと小さいものと

思われる。これは、本部門では大規模装置型生産が圧倒的に有利な分野が多いためであ

る。 
 しかし、一部には、広く機械産業一般に需要の存在する磨棒鋼やアルミ再生地金のよ

うに、比較的小規模な企業が高いウェイトを占めているものも散見される。 

図１－２ 鉄鋼業における規模別付加価値額シェア 
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（出所）図１－１に同じ。 

図１－３ 非鉄金属製造業における規模別付加価値額シェア 
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（出所）図１－１に同じ。 
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ⅰ 磨棒鋼 
 本分野は、広く機械一般に需要を持つものの、使用対象業種ないし機種によって品

質・形状・サイズなどが異なり、極めて多種多様な品目が存在している。その結果、一

品種当たりのロットは小さく、多品種少量生産にならざるをえず、伝統的な小規模企業

分野となっていた。ただし、近年における自動車産業の発展に伴う需要の増大は、同分

野の企業の成長をもたらした反面、品質管理面からの要求の厳しさなどによって零細企

業による対応を困難にしたため、図１－４のとおり、かつては 20％以上を占めていた

従業員 29 人以下の企業のシェアが１％まで激減している。 

図１－４ 普通鋼磨棒鋼における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）『平成 16 年度 工業統計表 品目編』から作成。 

ⅱ アルミ再生地金、アルミ合金 
 本分野は、市中発生くずや工場発生品に加え、近年の資源リサイクルの下で回収され

る大量のアルミ缶などを原料として、比較的簡単な設備によって生産される安価低品質

な一次素材を供給している。機械生産における低規格品需要と新地金業者の供給力不足

の中、小資本・低技術で生産可能なことに加えて、需要変動が大きく作業環境も劣悪な

ことが、図１－５のとおり、典型的な小規模企業分野としている。 
ただし、こうした特性が、過当競争、経営の不安定さ、労働力確保上の問題などを発

生させている。また、近年では、後発国における低品質素材需要の高まりによって、原

料となるスクラップの海外移出が増大している。 
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図１－５ アルミ再生地金、アルミ合金における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

② 部品加工部門 
 本部門は、機械関連産業の中で、最も中小企業が幅広く活躍している領域である。特

に本部門に属する業種が多い金属製品製造業は、全般的に図１－６のとおり、比較的小

規模な企業の占めるシェアが高くなっている。このように本部門の中小企業のウェイト

が高い最大の理由は、次の部品生産部門で紹介する機械部品の多品種少量生産性にある

ものと考えられる。 

図１－６ 金属製品製造業における規模別出荷額シェア 
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（出所）図１－４に同じ。 
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 反面、本部門に属する業種の多くは、さしたる資本・技術を要さないことから新規参

入が容易で過当競争を引き起こしやすく、かつ、完成品需要の増大は発注増大による発

展機会をもたらす一方で、完成品メーカーによる内製化を引き起こす可能性をも潜ませ

ているというジレンマを抱えている。 
 また、多くの企業は、自らは販売力や設計能力を有さず、特定の完成品メーカーや部

品メーカーの下請企業となっているものが多く、後述するように取引面で不利な立場に

置かれている。 

ⅰ 鋳鍛造 
 本工程は、ほとんどの機械にとって基礎的生産工程の一部を形成するため、自動車メ

ーカーなど大半の完成品機械メーカーが内製部門として自社内に一定の工程設備を保

有している。にもかかわらず、図１－７および図１－８のように、多くの中小専門業者

が存在する理由としては、品種が多いため一社内の需要では十分なロットがまとまらな

いこと、作業環境がメーンストリームである組立工程と比して悪いため労務管理が難し

いことなどが挙げられる。 
こうした本業種の特性は、同時に若手労働者の確保難の原因や後発国との激しい競争

に晒される要因ともなっている。それらを機械化・自動化によって対応していくために

は業界の再編成が求められ、自ら後発国へ進出することは国内における同工程の空洞化

をもたらすというジレンマも抱えている。 

図１－７ 機械用銑鉄鋳物における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 
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図１－８ 鍛工品における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

ⅱ 機械加工・プレス加工 
 本工程は、鋳鍛造同様、ほとんどの機械にとって基礎的生産工程の一部を形成するた

め、自動車メーカーなど大半の完成品機械メーカーが内製部門として自社内に一定の工

程設備を保有している。にもかかわらず、図１－９のとおり、多くの中小専門業者が存

在する理由としては、品種が多いため一社内の需要では十分なロットがまとまらないこ

とが挙げられる。 

図１－９ 打抜・プレス機械部品における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 
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すなわち、同一の加工工程でさえも、形状・数量・加工精度の違う需要があり、それ

ぞれ加工設備・方法に相違があるため、小物・小ロット物・粗加工品などは、社内工程

の簡明化のために外注されることになる。それらは、手作業による労働集約的な生産体

制を採用せざるをえない反面、それには汎用機を活用して小回りを利かせさえすれば、

さしたる資本・技術を要しないことが、中小企業のウェイトを高めている主因だと考え

られる。 

ⅲ 金属処理 
本工程が機械生産の重要な一工程であるにもかかわらず、多くの完成品機械メーカー

が内製化せず、図１－10 および図１－11 のように多くの専門業者が存立するのは、鋳

鍛造同様、個々の完成品機械メーカーでは設備の償却ができるほどのロットがまとまら

ないこと、組立工程と比して作業環境が悪いため労務管理が難しいことなどが挙げられ

る。特に、需要が形状の異なる大小様々な機械部品に及んでいるため、機械加工・プレ

ス加工同様、手作業による労働集約的な生産体制を採用せざるをえない反面、それには

さしたる資本・技術を要しないことが、中小企業のウェイトを高めている主因だと考え

られる。 
こうした本業種の特性は、需要増大の著しい乗用車部門などにおける完成品機械メー

カーの内製化を招くようになっただけではなく、やはり労働者の確保難や後発国との激

しい競争に晒される要因ともなっている。といって、それらを本業種に属する企業が機

械化・自動化によって対応していくためには業界の再編成が求められ、自ら後発国へ進

出することは国内における同工程の空洞化をもたらすというジレンマも抱えている。 

図１－10 金属熱処理品における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 
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図１－11 その他の金属表面処理における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

③ 部品生産部門 
 本部門は、機械関連産業の中で、部品加工部門に次いで、中小企業のウェイトが高い

領域である。本部門の中小企業のウェイトが高い最大の理由は、機械部品の多品種少量

生産性にあるものと考えられる。すなわち、機械部品は、用途・能力・仕様などによっ

て多種多様な完成品機械ごとに異なるいわば無数とも言える種類があるため、個々の品

目の生産に当たっては完成品機械以上に小回りの利く生産体制が有利な分野が多いた

めである。 
 過去においては、日本の部品の規格化・標準化が後れていたことが、自動車タイヤの

ような専門部品市場を成立させず、専ら特定完成品メーカーのみを顧客とする専門部品

メーカーを多数存立させていた。しかし、本工程は、先の加工工程と比べて独自の技術・

製品を持つ企業も多く、そうしたところを中心に、完成品機械需要の増大とそれに伴う

部品の規格化・標準化によって、独立部品メーカーも次々と誕生してきている。 
 なお、本部門に属する業種は、ねじ・歯車のような単品部品だけではなく、一定の組

立工程を伴う機能部品も多数存在しており、そうした機能部品メーカーの中からは自社

製品を有する完成品メーカーへと成長するものも出てきている。 

Ａ 単品部品 
ⅰ ねじ 
 本分野は、元々家内工業から起こったという歴史的事情に加えて、使用目的が極めて

広範に上り、典型的な多品種少量生産であることから、図１－12 のとおり、小規模企

業のシェアが高くなっている。ただし、部品規格化の進展や近年における自動車産業等
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の発展に伴う一部品種における量産化可能性の増大は、同分野の企業の成長をもたらし

た反面、品質管理面からの要求の厳しさなどに加え、低品質品については後発国による

追い上げも激しく、零細企業による対応を困難にしている。 
 一方、最終需要の高級化や多様化を反映して、高品質・高価格品に対する需要も存在

しており、そうした品種に特化して高い収益をあげている企業も存在している。 

図１－12 ボルト、ナットにおける規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

ⅱ 歯車 
 本分野は、かつて規模成長などによって規模拡大が進展した時期もあったが、未だに

図１－13 のとおり、比較的小規模な企業が高いシェアを占めている。工作機械メーカ

ーなど多くの完成品機械メーカーが歯車の内製を行なっているにもかかわらず、こうし

た専門業者が多数存在している理由は、ａ 歯車加工設備が一般工作機械と比してかな

り高価なため、自社需要だけでは償却困難なこと、ｂ 歯車の精度が完成品機械の精度

を左右するため、極めて高い加工技術を要すること、ｃ 規格外の注文生産が多いこと

などから、一般の中小企業分野とは逆に高技術・高価設備を擁する小規模企業が存立す

ることになったのである。 
 
 
 
 



 23

図１－13 歯車における規模別出荷額シェア 

（出所）図１－４に同じ。 

ⅲ 特殊部品 
 歯車同様、抵抗器や光学レンズなど、専門技術を要する一部分野では、図１－14 お

よび図１－15 のとおり、比較的小規模な企業が存立している、 

図１－14 抵抗器における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 
 
 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上
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図１－15 光学レンズにおける規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

Ｂ 機能部品 
ⅰ 金属工作機械部品 
 本分野は、供給先の金属工作機械そのものが多品種少量生産性が高く、かつ、完成品

メーカーにも中小企業が多いことから、図１－16 のとおり、典型的な小規模零細業種

となっている。 

図１－16 金属工作機械部品等における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 
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ⅱ その他産業用機械部品 
 本分野も、金属工作機械部品同様、図１－17、図１－18 および図１－19 のとおり、

比較的小規模な企業が多数存立している。 

図１－17 農業用機械部品等における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

図１－18 建設機械・鉱山機械部品等における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 
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図１－19 半導体製造装置部品等における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

ⅲ 医療用機械部品 
 本分野は、医療の機械化に伴って成長性の期待できるものの、医療行為そのものの特

殊性から極めて需要が多種多様であり、かつ、注文生産も多い。このため、図１－20
のとおり、典型的な小規模零細業種となっている。 

図１－20 医療用機械部品等における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 
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ⅳ 民生用電気機械器具部品 
 本分野も、金属工作機械部品同様、供給先の民生用電気機械器具そのものが多品種少

量生産性が高く、かつ、完成品メーカーにも中小企業が多いことから、図１－21 のと

おり、比較的小規模な企業が存立している。 

図１－21 電気音響機械器具の部分品等における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

④ 完成品部門 
 本部門は、製品開発力・販売力・資金調達力などすべての点にわたって大企業が有利

な業種が多く、一般には中小企業のシェアはさほど大きくない。しかし、一般機械や精

密機械のような投資財のウェイトが高い業種では、比較的規模の小さな企業が活躍して

いることが認められる。 
 このように投資財において中小企業が多数存立している理由は、投資財需要が用途に

よって多種多様であるため多品種少量生産が一般的であること、企業にとって必要なも

のは販売力よりも技術力であるため技術力さえあれば規模が小さい企業であっても十

分大企業に対抗しうることなどが挙げられよう。なお、大手機械メーカーが先端機種に

特化していった結果、陳腐化した既存機種について一貫生産受注したり、撤退した後に

進出するという形で中小企業分野になったケースも認められる。 
 中小企業性の高い完成品機械分野としては、金属工作・加工機械、食料品加工機械、

製材機械、印刷機械、特殊産業用機械、医療用機械、精密測定器などが挙げられる。 

ⅰ 金属工作・加工機械 
 金属工作・加工機械は、機械生産に最も一般的な生産設備であるが、金属工作・加工

工程の多様性を反映して機種が多いことに加えて、同一機種でも需要家によって仕様が
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異なるため、多品種少量生産とならざるをえないものが多い。したがって、大手メーカ

ーといえどもさしたる企業規模とはなっておらず、中小企業のシェアが比較的高くなっ

ている。特に、低価格の小型普及品は、さしたる技術・資本を要さず、かつ、大手メー

カーが利の厚い大型先端機種を目指す傾向もあって、中小企業が手がけるものが多くな

っている。 
 例えば、図１－22 および図１－23 おり、数値制御以外の旋盤やフライス盤では、比

較的小規模な企業が高いシェアを占めている。 

図１－22 数値制御以外の旋盤における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

図１－23 フライス盤における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 
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ⅱ 食料品加工機械 
 食料品加工機械は、食生活の変化に伴う加工食品需要の増大と、労働力不足からの省

力化の必要性から、着実な伸びを示してきた。にもかかわらず、図１－24 のように小

規模企業が活躍している背景には、対象となる加工食料品や地域特性によって機種・仕

様が多様なため、多品種少量生産にならざるをえなかった。また、加工食料品そのもの

が、未だに新しい商品開発が盛んに行なわれる一方で、一部商品では流行に左右されや

すいことから、機械の開発・生産に相当程度のリスクを伴うことも、小回りの利く中小

企業に向いた分野としているためだと考えられる。 

図１－24 製パン・製菓機械等における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

ⅲ 民生用電気機械器具 
 本分野に属する機械器具の一部には、図１－25 のように元々小型かつ多種多様なも

のであり、小回りの利く中小企業向けとなっているものが少なくない。加えて、新しい

電気機械器具が開発・販売されるようになると、陳腐化した既存機種の生産ロットない

し販売額が減少し、大企業が撤退した穴を中小企業が埋めるというケースも少なくない。 
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図１－25 その他の民生用電気機械器具における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 
（出所）図１－４に同じ。 

ⅳ 精密測定器 
 精密測定器は、元々需要側の制約から多品種少量生産とならざるをえないことに加え

て、生産に当たっては極めて精緻な手作業を要する場合が多いことから、図１－26 お

り、高技術の中小企業に向いたものとなっている。実際、大手メーカーの大半は、中小

企業から成長したものであり、その規模は未だにさして大きくはない。 

図１－26 精密測定器における規模別出荷額シェア 

４～９人

10～19人

20～99人

100人以上

 

（出所）図１－４に同じ。 
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(3) 下請部品生産構造 
機械関連産業の構造的特徴として下請部品生産構造がある。また、日本経済の強み、

あるいは、それを代表する機械関連産業の競争力の源泉として、この下請部品生産構造

が取り上げられることが多い。事実、日本型発展を模索してきた後発国の多くは、この

点に着目して、何とか自国内にも下請部品生産構造を移植しようとしてきたのだが、一

部を除けば、さしたる成果が挙げられなかった。その理由は、日本の下請部品生産構造

は、長い年月をかけてまさに史的弁証法的結果として成立したものであり、それを人為

的に短期日で移植することはできなかったからである。 
ところで、これを当の下請企業側から見ると、本部門の中小企業の大半が何らかの形

で下請取引を行なってきていることが分かる。それだけではない。今日では大企業とな

っている多くの企業も下請形態から成長を遂げてきているのである。これらの事実は、

本部門では、下請構造抜きには、資本力等の欠ける中小企業が存立しえなかっただけで

はなく、今日のような本部門そのものの発展もありえなかったことを示唆している。 
そこで、次に、それだけ重要な存在である日本における下請部品生産構造の現状、存

在意義および問題点について、概説しておくことにする。 

① 下請部品生産構造の現状 
 近年、企業間の系列ないし親子関係が薄まってきたとされているが、製造業に属する

企業の大半は、図１－27 で見るとおり、何らかの形で上場企業を頂点とする重層構造

の下に組み込まれている。 

図１－27 製造業 14 万社の取引構造 

 

（出所）『2007 年版 中小企業白書』ぎょうせい、ｐ．164 の第 3-1-6①図から引用。 
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 特に、機械関連産業では、図１－28 で見るとおり、この比率（独立型企業比率の逆

数）が高くなっている。 

図１－28 業種ごとの独立型企業の割合 

 

（出所）『2007 年版 中小企業白書』、ｐ．165 の第 3-1-7 図から引用。 

 そこで、代表的下請部品生産構造業種である輸送用機械器具製造業および電気機械器

具製造業の取引構造について見ると、それぞれ図１－29 および図１－30 のようになっ

ている。 
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図１－29 輸送用機械器具製造業グループにおける取引構造 

 

（出所）『2007 年版 中小企業白書』、ｐ．167 の第 3-1-9①図から引用。 

図１－30 

 

（出所）『2007 年版 中小企業白書』、ｐ．168 の第 3-1-10①図から引用。 
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② 下請中小企業比率に対する評価 

 史的結果としての下請部品生産構造の評価としては、次のようなものが挙げられる。 

Ａ メリット 

○ 親企業側から見たメリット 

 ａ 賃金格差の存在による低賃金労働力の利用。 

 ｂ 景気バッファーとしての活用。 

 ｃ さして重要でない工程を切り離すことによる資本の節約。 

 ｄ 作業環境の悪い工程を切り離すことによる労務管理の容易化。 

 ｅ 低採算部門を切り離すことによる設備の効率化。 

 ｆ 自社以外からの受注を合わせることによる大規模生産とコスト・ダウン。 

 ｇ 下請独自の技術・アイデア・経営管理能力等の活用。 

 ｈ 小回りがきくことによる柔軟な対応。 

 ｉ 質量ともに安定した納入の確保（「カンバン方式」による在庫費用の節減）。 

 ｊ 生産停止した製品の保守部品の確保。 

ｋ 陳腐化した設備の譲渡先。 

ｌ その他 

○ 下請企業側から見たメリット 

 ａ マーケティング能力の親企業依存。 

 ｂ 受注の安定化。 

 ｃ 親企業の信用による信用の強化。 

ｄ 親企業による経営・資金・技術などの支援。 

ｅ 限定された工程による小規模経営。 

 ｆ 複数の親企業から受注することによる大規模生産化と複合技術の開発。 

 ｇ 同じ下請グループによる集団化事業の実施（キット部品などの受注）。 

 ｈ 親企業から見ると陳腐化しているが、自社からすれば先端施設を安価に譲渡して

もらえること。 

ｉ その他 

○ 社会的に見たメリット 

 ａ 資本の原始蓄積が不十分な時代にあって、広く散在する小資本を活用。 

 ｂ 雇用機会の創出。 

 ｃ 景気変動の吸収。 

 ｄ 社会的インフラとして新規参入企業に部品・技術を供給。 

 ｅ その他 
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Ｂ 問題点（完成品・自社製品メーカーとの比較において） 
 ａ 地位が不安定なこと。 
 ｂ 親企業による買い叩き、低工賃など。 

ｃ 支払い遅延など。 
 ｄ 不況期における受注の激減ないし消滅。 
 ｅ 設備の老朽化、専用設備不足など。 
 ｆ 工程間のアンバランス。 
 ｇ 作業環境の劣悪、労災の多発など。 
 ｈ 低賃金。 
 ｉ 自前の経営管理能力の欠如。 
 ｊ その他 

③ 下請部品生産構造の類型 

 一口に「下請部品生産構造」と言っても、その形態は様々であり、次のような類型が

見られる。 

ⅰ 工作機械やミシンのような組立（親）メーカーの下に第一次下請－第二次下請－第

三次下請と段階的に幾重にもぶら下がったピラミッド型（図１－31）。 

図１－31 ピラミッド型下請生産構造（工作機械を例として） 

 
（出所）小野五郎「日本における下請生産構造の変遷」（北村かよ子編『機械産業の国際化と部

品調達』アジア経済研究所、1990 年）、ｐ．191 の図１から加工作成。 

ⅱ オーディオ機器のように幅広く独立部品メーカーが存在し、組立メーカーはそれを

市場で購入する水平分業型（図１－32）。 
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図１－32 水平分業型下請生産構造（オーディオ機器を例として） 

 

（出所）図１－31 に同じ。 

ⅲ 自動車やカラーテレビのようにⅰⅱ両者の折衷型（図１－33）。 

図１－33 折衷型下請生産構造（自動車を例として） 

 

（出所）図１－31 に同じ。 

ⅳ 上下関係が希薄で、相互に受発注を行なっているスクランブル型（図１－34）。従来、

一次－二次－三次など他段階にわたる受注は、相対的に規模の大きい企業が一括受注

し、相対的に小さな企業へ再外注するのが一般的だったが、国際競争力の見地から下

請企業の有する技術力がより重視されるようになった結果、企業規模にかかわらず最

も重要な技術を保有する企業が一括受注し、自社よりも大きい規模を含めた複数の他

社に再外注するようになった。 
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図１－34 スクランブル型下請生産構造（メッキが主技術の場合：太い実線） 

 
（出所）小野五郎作成。 

ⅴ 親子・系列関係が希薄となり、複数の発注企業と複数の受注企業との間で多面的な

取引が行なわれているネット（メッシュ）型（図１－35）。東アジアを中心とする国

際分業の進展やインターネットの普及に伴い、近年とみに増加している。需要側から

見た産業構造の視点からより一般化すると「アウト・ソーシング」として、他産業で

も広汎に認められる人材派遣などが含まれる。 

図１－35 ネット（メッシュ）型下請生産構造 

 
（出所）図１－31 に同じ。 
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第２章 機械関連中小企業の変遷 
 機械関連産業における中小企業の今後の展望を見定めるためには、それが今日のよう

に国家経済において重要な地位を占めるに至った史的過程を振り返ってみることが肝

要である。そこで、次に、機械関連産業における中小企業の史的発展過程について考察

しておく。 

(1) 戦後日本の産業構造の変遷と機械関連中小企業 
 機械関連産業の中小企業の史的発展過程を見る前に、その背景と言うべき日本の産業

構造そのものの変遷について予め概観しておこう。 

① 戦後日本の産業構造の変遷 
戦後日本における産業構造の推移は、図２－１に見るとおり、高度成長期までは第二

次産業が主導し、成熟期に入ると比較的安定した状態で推移し、バブル崩壊後は第二次

産業が凋落して代わりに第三次産業が台頭してきたことが分かる。 

図２－１ 戦後日本における産業構造の推移 
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（出所）経済企画庁『長期遡及主要系列 国民経済計算報告』大蔵省印刷局、1991 年の「長期

遡及生産系列編」から算出・作成。 

（注）第三次産業には政府＋非営利サービスは含まれない。政府等は政府サービスおよび

対家計民間非営利サービスの合計。 

次に、全製造業生産（出荷）額に占める各産業のウェイトの推移を見ると、図２－２

のとおり、機械産業が急速に伸びていることと繊維産業の凋落が目につく。また、その

一方で、機械産業とともに重化学工業の一翼を担ってきた金属産業や化学産業が趨勢的

にはやはり低下傾向にあり、産業の多様化の中にあって安定したウェイトを維持してい

る「その他製造業」よりも低い水準にあることが分かる。 

例えば、戦後一貫して全製造業の１割前後を担ってきた鉄鋼業も、1975 年頃に８％

台に落ち込んでからはウェイトを減らし続けており、93 年にはついに５％を割った。
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また、当初は 13％強あった化学は、1960 年には早くも１割を切ってしまい、その後ウ

ェイト低下の速度を緩めながらも 85 年頃からは７％台で推移している。 

図２－２ 戦後日本における製造業内産業別シェアの推移 
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（出所）小野『産業構造入門』、ｐ．80 に追加の上引用。 
（資料）通商産業省「工業統計表（産業編）」から小野五郎推計。 

（注）1985 年以降の化学工業には、プラスチック製品製造業が含まれていない。「その他製造業」

に計上されているプラスチック製品製造業を化学工業に含めると、1991 年における化学工業

のウェイトは 13.1％（含めないと 9.7％）に上昇する。しかし､それでもプラスチック製品製

造業を除外した「その他製造業」の 15.5％（含めると 18.9％）を下回る。 

このように、一見したところ順調に発展・成長してきたように見える日本の機械産業

であるが、実は、その時々によってリーディング・インダストリーが交替してきている。

すなわち、図２－３のとおり、一般機械器具がウェイトを低下し、その分電気機械器具

がウェイトを上昇させていることが分かる。また、その電気機械器具と輸送用機械器具

とが、交互に機械産業全体の伸びを支えてきたことも読み取れる。すなわち、技術革新

とともに次々に生まれた新製品が、旧タイプの製品の普及が一巡したことから生じる需

要の穴を埋めつつ、機械器具製造業全体としては発展してきたのである。 

図２－３ 機械産業内業種構成の変遷 
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（出所）小野『産業構造入門』、ｐ．86 に追加の上引用。 

（資料）図２－２に同じ。 
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また、 近時点（2004 年）における機械産業内の構成では、電気機器（37.3％）が

輸送用機器（38.0％）に匹敵するように見える。特に付加価値額ベースでは、前者

（38.1％）が後者（32.3％）を大きく上回っているが、その内訳が雑多なもので構成さ

れているため、図２－４に示したとおり、三業種に分割された新しい産業分類の下では、

やはり輸送用機器が圧倒的な地位を占めている。すなわち、旧分類では電気機器だった

電子部品・デバイス 16.4％、電気機器 14.3％、情報通信機器 7.4％となる。 

 それに対して、輸送用機器の内容は、自動車・同附属品が 88.7％と大半を占めてお

り、図２－５に見るとおり、その中でも普通乗用車と小型乗用車とで 70％に達してい

る。したがって、個別業種で見るかぎり、乗用車部門のウェイトが高いことには変わり

がないと言えよう。 

図２－４ 2004 年における機械産業内業種構成 
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（出所）「工業統計表 産業編」から作成。 

図２－５ 2004 年における自動車種別供給台数比 
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（出所）『日本の統計』から作成。 
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② 高度成長期および成熟過程における機械関連産業の変遷 
高度成長期の日本の産業構造変化の中で も重要な役割を担ったのは、前述したとお

り、第二次産業だった。すなわち、高度成長期初期の 1955 年からオイル・ショックの

起きた 1973 年の間に､第一次産業（農林水産業）はウェイトを 18.1％から 5.0％まで落

としているのに対して、第二次産業は 21.2％から 37.6％へと大きくウェイトを上げて

いる。 
また、第二次産業の中でも、特に製造業は 12.6％から 25.7％へと大幅に拡大した。

したがって、この時代においては、「構造変化」の意味も製造業の内部変化を意味する

といって過言ではない。その中でも、まず第一に挙げられるべきは重化学工業化だった。

事実、製造業全体に占める比率を見ると、1955 年では軽工業が 55.4％で重化学工業が

44.6％だったものが、1960 年には 43.6％および 56.4％と逆転し、1970 年にはその差

が 37.7％および 62.3％と拡大している。 
ところで、一口に「重化学工業化」とは言っても、この時期の日本においては、化学

工業よりも機械工業の躍進が著しかった。すなわち、製造業全体に占める機械工業の比

率は、1955 年には 15.0％にすぎなかったものが、1960 年には 25.8％、1970 年には図

２－４のとおり 32.3％に達したのである。 

図２－４ 1970 年における製造業内業種構成 
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（出所）「工業統計表」から作成。 
（注）出荷額ベース。 

そうした背景を踏まえた上で、次に高度成長期以降の機械関連中小企業の変遷につい

て、時代を追って考察していくこととする。 

③ 高度成長期および成熟過程における機械関連中小企業 
1955 年から 1989 年までの間に、日本の国内総生産は、図２－５のとおり、8.1 倍の

伸びを示した。その中で、製造業は 19.2 倍と主導的な役割を演じたと認められるが、

とりわけ機械工業は 127.5 倍という驚異的な伸びを示したことが特筆される。 
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図２－５ 高度成長期・成熟期における日本経済、製造業、機械工業、関連産

業の変遷 
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（出所）経済企画庁編『長期遡及主要系列 国民経済計算報告』大蔵省印刷局、1991 年から作

成。 
（注）機械工業は、一般機械器具製造業・電気機械器具製造業・輸送用機械器具製造業・精密機

械器具製造業の合計。関連産業は、鉄鋼業・非鉄金属製造業・金属製品製造業の合計。以下、

同じ。 

 これを 10 年刻みに見直してみると、図２－６のとおり、1980 年代を境に明確な伸び

率の低下が認められる。特に、高度成長期後半には機械工業に並ぶ急激な伸びを示して

いた鉄鋼業・非鉄金属製造業および金属製品製造業という関連産業は、成熟期に入ると、

国内総生産の伸びをも下回る低い伸び率を示すようになる。これは、いわゆる「軽薄短

小」化の中で、「重厚長大」の素材部門を中心とする関連産業が失速したことを意味し

ているものと思われる。そこで、次に、この期間を高度成長期と成熟期とに分けて、よ

り詳細に分析することとする。 

図２－６ 高度成長期における日本経済、製造業、機械工業、関連産業の伸び 
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（出所）図２－５に同じ。 
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ⅰ 高度成長期 
1955 年から 1975 年までの間に、日本の国内総生産は 4.5 倍と急速な伸びを示し、そ

の中でも特に製造業は 8.7 倍、機械工業は 32.5 倍、関連産業は 13.7 倍と平均を大幅に

上回る急成長を遂げた。特に、機械工業は、その揺籃期とも言える 1955 年から 1960
年までの５年間に、3.8 倍という他に例を見ない急激な成長を見せている（同時期の国

内総生産は 1.5 倍、製造業は 1.8 倍、関連産業は 2.0 倍）。 
ところで、この時期、日本経済ないし機械工業の急速な発展の中で自らも成長機会に

恵まれた機械関連産業の中小企業は、経営指標で見ても大幅に改善し、大企業との格差

も、賃金を例に取ると、図２－７のとおり、かなり縮小した。 

図２－７ 機械関連産業における賃金格差の推移 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

鉄
鋼

非
鉄

金
属

金
属

製
品

一
般

機
械

電
気

機
械

輸
送

用
機

械

精
密

機
械

製
造

業
平

均

％

1957

1967

 
（出所）『昭和 44 年版中小企業白書』ｐ．83 の第２－３表から作成。 

（原典）「工業統計表」 

ただし、それまでの老朽設備による作業環境の悪さや低賃金が優秀な従業員を確保す

る上でも大きなハンデとなり、それがまた生産性向上の障害になるという悪循環も見ら

れたため、経営者は優秀な人材を求めて大企業よりもむしろ高い労働分配率（49.4％、

大企業は 40.7％）を採用したという側面もあり、それが内部蓄積を遅らせるという弊

害も認められた。 

 さらに、さしたる技術も不要で参入障壁も低かった中小企業分野では、いわゆる「過

当競争」も常態化していた。このため、一方では倒産などの社会摩擦を発生させていた

が、他方では新規参入による活力も生み出していた。すなわち、中小企業分野における

「多産多死」は、自然淘汰を通じて今日見られるような一部では大企業をも凌ぐ技術等

を保有する中小企業群を作り出したと言えよう。 

ⅱ 成熟過程 
 それまでエネルギー源を輸入原油に頼って発展してきた日本経済は、オイル・ショッ

ク以降、激しい産業構造の変化に見舞われた。特に、省エネの要請とコンピュータ技術

の発達とが同時進行した結果、高度成長期においてリーディング・インダストリーだっ
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た重化学工業の地位が低下し、代わりに情報産業やＩＣ組み込み型のシステム機器が台

頭することとなった。いわゆる「重厚長大」から「軽薄短小」への移行である。 
 これを 70 年代と 80 年代とに分けて見て見ると、70 年代における国内総生産の伸び

は 1.6 倍、製造業全体の伸びは 1.7 倍弱、機械工業の伸びは 2.4 倍、関連産業の伸びは

1.7 倍弱となっており、いずれも伸び率が急速に低下する中にあっても、製造業全体の

伸びをも下回った関連産業の落ち込みが激しいことが認められる。 
また、80 年代における国内総生産の伸びは 1.4 倍強、製造業全体の伸びは 1.6 倍、機

械工業の伸びは 2.2 倍といずれも伸び率の低下はさほど大きくなかったが、関連産業だ

けは伸び率が 1.2 倍とさらなる失速を示しており、ついに国内総生産の伸びをも下回っ

てしまった。 
なお、前述したとおり、産業別構成比の変化では、第一次産業の後退が継続し、それ

を埋める形で幾分かの第三次産業の上昇が認められる。中でも、いわゆる「サービス化」

の進展に伴い、サービス業が 1973 年の 13.2％から 1992 年には 15.6％へと拡大した。 
 とはいえ、その間、第二次産業は 36～37％台で推移しており、さしたる変化は見ら

れなかった。「空洞化」が心配されている製造業にしても、中期波動程度の変化しか見

られず、総じて言われるほど深刻な停滞が生じてはいなかったことが認められる。すな

わち、1973 年の 25.7％から 1975 年に 24.2％に落ち込んだ後 1985 年には 28.4％に上

昇し、1986 年に再び 27.2％に落ち込んだ後 1989 年には 28.8％に回復し、その後 1992
年になって再び 26.8％まで落ち込んだのだった。 
 なお、個別産業としては、情報化ないしＩＣ化に伴う高付加価値型加工組立産品や国

民の所得増を反映した家電新製品の伸びが特に著しく、1970 年から 90 年にかけての年

平均伸び率は、前者に属する産業用ロボットで 30.0％、コンピュータで 16.8％、後者

に属するＶＴＲで 30.9％、エアコンで 15.3％に達した。その点、自動車や工作機械は、

絶対額が大きいために紙上などで取り上げられることは多かったのだが、実のところは、

それぞれ 4.9％、7.0％の伸び率にすぎなかった。 
 ところで、先に「重化学工業の地位の低下」「「重厚長大」から「軽薄短小」への移行」

と述べたが、1980 年から 90 年までにおける機械関連産業の状況を見ると、付加価値額

にして 36 兆円から 65 兆円へと 1.80 倍の伸びを示しており、全製造業平均の伸び 1.67
倍をかなり上回っている。この時期、機械関連中小企業の付加価値額も、16 兆円から

28 兆円へと機械関連産業全体と同じ 1.80 倍の伸びを示しており、全製造業平均の伸び

1.64 倍を大きく上回った（図２－８）。 
 なお、この間、以下に見るとおり、機械組立産業が比較的堅調だったのに対して、素

材部門である関連産業が低迷していた様子が窺えるが、その中にあって素材部門の中小

企業は相対的に健闘しており大幅にシェアを拡大した。 
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図２－８ 1980 年：1990 年における機械関連産業の付加価値額の対比 
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（出所）「工業統計表」から作成。 

ａ 鉄鋼業 
 図２－９のとおり、全体では 5.2 兆円から 6.2 兆円と 1.18 倍という低い伸びにとど

まったのに対して、中小企業は 1.5 兆円から 2.2 兆円へと 1.45 倍に達した。その結果、

同業種における中小企業のシェアは、29.1％から 35.5％へと大幅に増大した。 

図２－９ 1980 年：1990 年における鉄鋼業の付加価値額の対比 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｂ 非鉄金属製造業 
 図２－10 のとおり、全体では 1.9 兆円から 2.1 兆円と 1.08 倍という極めて低い伸び

にとどまったのに対して、中小企業は 0.7 兆円から 1.1 兆円へと 1.47 倍に達した。そ

の結果、同業種における中小企業のシェアは、38.5％から 52.3％へと大幅に増大した。 

図２－10 1980 年：1990 年における非鉄金属製造業の付加価値額の対比 

0

1

2

3

全体 中小企業

兆
円 1980年

1990年

 
（出所）図２－８に同じ。 
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ｃ 金属製品製造業 
 図２－11 のとおり、全体で 4.5 兆円から 8.1 兆円と 1.79 倍と比較的高い伸びを示し

たが、中小企業も 3.8 兆円から 6.6 兆円へとほぼ同水準の 1.72 倍に伸びている。その

結果、同業種における中小企業のシェアは、84.8％から 81.9％と若干低下したものの相

変わらず高い水準を維持した。 

図２－10 1980 年：1990 年における金属製品製造業の付加価値額の対比 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｄ 一般機械器具製造業 
 図２－12 のとおり、全体では 7.5 兆円から 13.6 兆円と 1.82 倍という機械関連産業平

均とほぼ同水準の伸びを示したにもかかわらず、中小企業は 4.3 兆円から 8.1 兆円へと

さらに高い 1.89 倍に達した。その結果、同業種における中小企業のシェアは、57.1％
から 59.5％へと増大した。 

図２－12 1980 年：1990 年における一般機械器具製造業の付加価値額の対比 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｅ 電気機械器具製造業 
 図２－13 のとおり、全体で 8.7 兆円から 20.1 兆円と 2.30 倍という極めて高い伸びを

示したのに伴い、中小企業も 2.9 兆円ら 6.2 兆円と 2.10 倍という高い伸びを示した。

しかし、同業種における中小企業のシェアは、33.6％から 30.7％と小幅ながら低下した。 
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図２－13 1980 年：1990 年における電気機械器具製造業の付加価値額の対比 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｆ 輸送用機械器具製造業 
 図２－14 のとおり、全体では 6.7 兆円から 12.6 兆円へ 1.88 倍とかなり高い伸びを示

したにもかかわらず、中小企業は 1.7 兆円から 3.0 兆円へと 1.77 倍の伸びにとどまっ

た。その結果、同業種における中小企業のシェアは、25.3％から 23.9％へと低下した。 

図２－14 1980 年：1990 年における輸送用機械器具製造業の付加価値額の対

比 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｇ 精密機械器具製造業 
 図２－15 のとおり、全体では 1.4 兆円から 2.0 兆円と 1.45 倍という比較的低い伸び

にとどまったのに対して、中小企業は 0.7 兆円から 1.1 兆円へとそれを若干上回る 1.49 
倍となった。その結果、同業種における中小企業のシェアは、53.8％から 55.1％へと小

幅に増大している。 

図２－15 1980 年：1990 年における精密機械器具製造業の付加価値額の対比 
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（出所）図２－８に同じ。 
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(2) バブル期以降における機械関連産業の状況と中小企業 
 バブル崩壊直後には意外に小さかった産業構造の変化も、図２－16 に見るとおり、

1997 年以降急速に第三次産業化が進み、その分第二次産業の落ち込みが激しかった。

また、政府等サービスの比率も 1990 年代を通じてじりじりと上昇を続けた。 

図２－16 バブル崩壊後の産業構造の変遷 

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3

年

％

第一次

第二次

第三次

政府等

 

（出所）総務庁統計局『日本の統計』から作成。 

こうした現象の背景には、ソフト産業の台頭や製造部門の海外移転に伴う国内部門の

流通サービス特化など、いわゆる「経済のサービス化」があったものと認められる。た

だし、このサービス化を主導したのは、必ずしも既存のサービス業ではなく、新たに登

場したネット系産業など他に分類できない雑多な産業がすべて第三次ないしサービス

業に分類されているという統計上の問題も軽視できない。したがって、機械関連企業が、

それらの成長に伴う新規需要を享受しようとするのであれば、対象とするサービスの中

身を精査することが求められる。 

① 1990 年代 
 1990 年代の国内総生産、製造業および機械関連産業について見ると、バブル崩壊を

受けて日本経済が長期低迷したと言われる中にあって、図２－17 のとおり、国内総生

産は 97 年までは緩やかながら増大を続け 91 年の 479 兆円（実質：1995 年価格）から  

97 年には 8.5％増の 520 兆円（同）となった。これに対して、製造業は 91 年の 118 兆

円（同）から 94 年には 2.3％減の 110 兆円（同）、機械工業は 91 年の 44 兆円（同）か

ら 94 年には 1.7％減の 38 兆円（同）まで落ち込み、製造業、機械工業が共に、バブル

崩壊前の水準に回復したのは 96 年のことだった。 
その後、日本経済は再度後退基調に入り、バブル崩壊後も減少することのなかった国

内総生産も 98 年には前年比 0.9％減の 516 兆円（同）まで落ち込み、2000 年になって
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531 兆円（同）と成長路線に回帰した。また、製造業も 97 年の 124 兆円（同）から 98
年には 6％減の 116 兆円（同）とバブル崩壊直後の 92 年の水準まで後退し、やはり 2000
年になって 127 兆円（同）へと増大した。これに対して、機械工業は 97 年の 50 兆円

（同）から 98 年の 4.4％減の 48 兆円（同）と減少したものの、99 年には 51 兆円（同）

と逸早く回復基調となり、2000 年には前年比 12.8％増の 58 兆円（同）と驚異的な増

大を見せた。 
ここから、国内総生産や製造業で見るかぎりは、バブル崩壊直後よりも 90 年代末の

方が大きかった低迷も、機械工業ではバブル崩壊の影響の方がはるかに大きかったこと

が読み取れる。なお、関連産業は、91 年の 15.5 兆円（同）から 94 年には 7.1％減の

14.3 兆円（同）へと落ち込んだ後、97 年にいったんは 15.7 兆円（同）まで回復したも

のの、99 年には 5.9％減の 13.2 兆円（同）と 94 年水準をも大きく割り込み、2000 年

になっても 14 兆円（同）までしか回復せず、2001 年以降は再び後退傾向に陥っている

ことから、循環的問題というよりは構造的な要因が濃かったものと思われる。 

図２－17 1990 年代における国内総生産、製造業、機械関連産業の変遷 
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（出所）内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部編『国民経済計算年報』から作成。 
（注）実質：1995 年価格。 

以上の分析を製造業および機械関連産業に焦点を当てて見ると、図２－18のとおり、

全製造業においても機械器具製造業ないし関連産業においても、また、全体で見ても中

小企業に限って見ても、1990 年代前半と後半の二回にわたって後退があり、特に後期

における後退の方が後退の大きさ長さ共に顕著であったと認められる。これは、見方に
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よっては、期中における一時的回復を除けば、全般的に緩い後退基調にあったとも言え

よう。 

図２－18 1990 年代における機械関連産業の変遷 
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（出所）図２－８に同じ。 

 その間、中小企業のシェアは、図２－19 のとおり、どの分野においても、景気後退

期には増大し、回復期には低下していることが認められる。特に、関連産業では、97
年以降に中小企業が大きくシェアを伸ばしたことが分かる。 

図２－19 1990 年代における中小企業の占めるシェアの変遷 
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（出所）図２－８に同じ。 
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 これを業種別に見ると、次のとおりである。 

ａ 鉄鋼業 
 図２－20 のとおり、1991 年から 99 年までに、全体では付加価値額（名目、以下同じ）

にして 6.5 兆円から 3.8 兆円と元の 58.8％まで落ち込んだのに対して、中小企業は 2.3
兆円から 1.5 兆円へと 62.4％に踏みとどまった。その結果、同業種における中小企業の

シェアは、図２－21 のとおり、97 年までは 35～36％で推移していたが、98 年から上昇

し 99 年には 38.1％まで増大した。しかし、2000 年には、全体では前年比 10.6％増の

4.2 兆円まで回復したのに対して、中小企業は前年比 7.4％増の 1.6 兆円にとどまった

ため、シェアは再び 37.0％に後退した。 

図２－20 1990 年代における鉄鋼業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－21 1990 年代における鉄鋼業の付加価値額に占める中小企業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｂ 非鉄金属製造業 
 図２－22 のとおり、1991 年から 99 年までに、全体では付加価値額にして 2.2 兆円か

ら 93 年に 1.8 兆円まで落ち込んだ後 96 年にいったん 2.1 兆円まで回復したが、99 年

には 1.6 兆円と元の 76.3％に落ち込んだのに対して、中小企業は 1.1 兆円から 0.9 兆円

へと 83.3％に踏みとどまった。その結果、同業種における中小企業のシェアは、図２
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－23 のとおり、52.3％から 96 年にいったん 49.2％まで落ち込んだ後、97 年以降急上

昇し 55.9％へと増大した。さらに、2000 年には、全体でも前年比 13.5％増の 1.9 兆円

まで回復したにもかかわらず、中小企業は前年比 19.1％増の 1.1 兆円と続伸したため、

シェアはさらに 58.6％まで上昇した。 

図２－22 1990 年代における非鉄金属製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－23 1990 年代における非鉄金属製造業の付加価値額に占める中小企業の

シェア 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｃ 金属製品製造業 
 図２－24 のとおり、1991 年から 2000 年までに、全体では付加価値額にして 8.9 兆円

から 94 年には 7.7 兆円に落ち込んだ後、96 年にいったん 8.8 兆円まで回復したが、2000
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年には 6.8 兆円と元の 76.4％に、中小企業では 7.3 兆円から緩やかに後退を続け 5.7 兆

円と全体よりやや高い水準の 78.4％に落ち込んだ。その結果、同業種における中小企

業のシェアは、図２－25 のとおり、81.9％から 96 年にはいったん 72.3％まで低下した

後急速に戻し、 終的には 84.1％まで増大した。 

図２－24 1990 年代における金属製品製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－25 1990 年代における金属製品製造業の付加価値額に占める中小企業の

シェア 
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（出所）図２－８に同じ。 
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ｄ 一般機械器具製造業 
 図２－26 のとおり、1991 年から 2000 年までに、全体では付加価値額にして 14.7 兆

円から 94 年に 11.1 兆円まで落ち込んだ後 97 年にいったん 13.1 兆円まで回復したが、

終的には 11.6 兆円と元の 78.8％に落ち込んだのに対して、中小企業は同様の軌跡を

描きながら 8.8兆円から 7.1兆円へと全体よりやや高い水準の 81.6％に踏みとどまった。

その結果、同業種における中小企業のシェアは、図２－27 のとおり、ほぼ横這いで推

移しながら 59.4％から 61.7％へと幾分上昇した。 

図２－26 1990 年代における一般機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－27 1990 年代における一般機械器具製造業の付加価値額に占める中小企

業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 
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ｅ 電気機械器具製造業 
 図２－28 のとおり、1991 年から 2000 年までに、全体では付加価値額にして 21.4 兆

円から比較的堅調ながら 99 年に 17.8 兆円と元の 88.6％に落ち込んだ後、 終的には

元の 94.2％の 20.1 兆円まで回復したのに対して、中小企業は 6.8 兆円から 94 年には

5.8 兆円まで落ち込んだ後、97 年には 6.4 兆円まで回復し、 終的には 90％の 6.1 兆円

へと再び後退したものの、それでもほぼ 1990 年並みと大健闘だった。その結果、同業

種における中小企業のシェアは、図２－29 のとおり、全般を通じては 31％～33％で推

移した後、98,99 年度にいったんは 33％ラインを超えたものの、2000 年には 30.2％へ

と急激に後退した。 

図２－28 1990 年代における電気機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－29 1990 年代における電気機械器具製造業の付加価値額に占める中小企

業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 
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ｆ 輸送用機械器具製造業 
 図２－30 のとおり、1991 年から 99 年までに、全体で付加価値額にして 12.6 兆円か

ら元の 98.8％の 12.5 兆円とさしたる退潮を示さなかったのに対して、中小企業は 3.3
兆円弱から元の 91.2％の 3.0 兆円弱へと健闘しながらも全体を下回った。しかし、2000
年には全体では前年より 5.4％マイナスの 11.8 兆円へと後退したのに対して、中小企業

は前年より 1.5％プラスの 3.0 兆円強と 90 年水準まで回復した。その結果、同業種にお

ける中小企業のシェアは、図２－31 のとおり、一時的な増減を伴いながらも 26.0％か

ら 25.7％へとほぼ横這いで推移した。 

図２－30 1990 年代における輸送用機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－31 1990 年代における輸送用機械器具製造業の付加価値額に占める中小

企業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 
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ｇ 精密機械器具製造業 
 図２－32 のとおり、1991 年から 2000 年までに、全体では付加価値額にして 2.1 兆円

から多少の増減を繰り返しながらも趨勢的には退潮傾向を見せ続け、 終的には元の

79.9％の 1.7 兆円まで落ち込んだのに対して、中小企業は 1.2 兆円弱から元の 88.4％の

1.0 兆円強へと小さな落ち込みにとどまった。その結果、同業種における中小企業のシ

ェアは、図２－33 のとおり、55.0％から 60.8％へとさらに増大した。なお、本業種で

は、全体的に企業業績が一時回復した90年代半ばに、中小企業のシェアがむしろ62.3％

まで上昇した点が注目される。 

図２－31 1990 年代における精密機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－32 1990 年代における精密機械器具製造業の付加価値額に占める中小企

業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 
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② 2000 年以降における機械関連産業の状況と中小企業 
 「失われた 10 年」の後、構造改革路線の効果もあって、日本経済は 2000 年以降急

速に回復基調になったとされ、国内総生産は 2000 年から 05 年の間に 501.2 兆円（実

質：2000 年連鎖価格）から 532.5 兆円（同）と 6.2％増、製造業は 111.3 兆円（同）か

ら 118.6 兆円（同）とほぼ同水準の 6.6％増となった。ただし、この間、国内総生産は

一貫して増大を示す中で、製造業は 01 年 105.2 兆円（同）、02 年 103.2 兆円（同）と

いったん減少した後反転したものであり、2000 年以降直ちに回復に向かったというわ

けではなかった。 

図２－33 2000 年以降における国内総生産、製造業、機械関連産業の変遷 
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（出所）図２－1７に同じ。 

そうした中にあって、機械工業は、付加価値額ベースで見ると、図２－34 のとおり、

2000 年の 44.1 兆円から 01 年には 40.7 兆円といったんは落ち込みを見せたものの、そ

の後驚異的な回復を見せ、05 年には 60.7 兆円と 2000 年対比で 37.6％増と躍進を遂げ

ている。対して、関連産業は、2000 年の 13.4 兆円から 04 年には 10.9 兆円まで一貫し

て減少を続け、05 年になってようやく 11.6 兆円と反転を見せたものの、2000 年対比

では 19.4％減と低迷した。 
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図２－34 2000 年以降における機械関連産業の変遷 
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（出所）図２－８に同じ。 

また、2000 年以降 04 年までの中小企業のシェアは、図２－35 のとおり、全製造業

では 56，57％台で推移していたのが 04 年になって 51.7％へと大きく低下したのに対

して、関連産業では 64～66％台、機械工業でも 2001 年にいったん 40％ラインを超え

た以外は 37，38％台と比較的安定して推移した。 

図２－35 2000 年以降における中小企業の占めるシェアの変遷 
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（出所）図２－８に同じ。 

 
 以上の動きを業種別に見ると、次のとおりである。 
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ａ 鉄鋼業 
 図２－36 のとおり、2000 年から 04 年までに、全体では付加価値額にして 4.2 兆円（名

目、以下同じ）から 02 年に 3.8 兆円と 2000 年の 93.5％まで落ち込んだ後、03 年には

元の水準まで回復し、最終的には 4.9 兆円と 2000 年の 15.3％増となったのに対して、

中小企業は 1.6 兆円弱からスタートして最も落ち込んだ 02 年でも 1.5 兆円強と2000年

の 96.6％に踏みとどまった後、最終的には 2.0 兆円と 2000 年の 25.1％増となった。そ

の結果、同業種における中小企業のシェアは、図２－37 のとおり、37.0％から 40.2％
へとさらに増大している。 

図２－36 2000 年以降における鉄鋼業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－37 2000 年以降における鉄鋼業の付加価値額に占める中小企業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｂ 非鉄金属製造業 
 図２－38 のとおり、2000 年から 2004 年までに、全体では付加価値額にして 1.9 兆円

から 02 年に 1.5 兆円と 2000 年の 78.9％まで落ち込んだ後、緩やかに回復し、最終的
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には 1.8 兆円と 2000 年の 97.6％となったのに対して、中小企業は 1.1 兆円からスター

トして最も落ち込んだ 02 年でも 0.9 兆円と 2000 年の 86.5％に踏みとどまった後、最

終的には 1.06 兆円と 2000 年の 96.4％となった。その結果、同業種における中小企業の

シェアは、図２－39 のとおり、58.6％から 02 年には 64.3％まで上昇したが、最終的に

は 57.9％まで下落している。 

図２－38 2000 年以降における非鉄金属製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－39 2000 年以降における非鉄金属製造業の付加価値額に占める中小企業

のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｃ 金属製品製造業 
 図２－40 のとおり、2000 年から 2004 年までに、全体では付加価値額にして 6.8 兆円

から 6.0 兆円と元の 88.0％に、中小企業でも 5.7 兆円から 5.1 兆円へと全体とほぼ同水

準の 89.6％まで、それぞれ緩やかながら一方的に後退を続けた。その中で、同業種に

おける中小企業のシェアは、図２－41 のとおり、84.1％から 85.6％にへとさらに上昇

した。 
 



 62

図２－40 2000 年以降における金属製品製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－41 2000 年以降における金属製品製造業の付加価値額に占める中小企業

のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｄ 一般機械器具製造業 
 図２－42 のとおり、2000 年から 2004 年までに、全体では付加価値額にして 11.6 兆

円から 02 年に 10.0 兆円と 2000 年の 86.8％まで落ち込んだ後、緩やかに回復し、最終

的には 11.3 兆円と 2000 年の 97.3％となったのに対して、中小企業は 7.1 兆円からスタ

ートして最も落ち込んだ 02 年に 6.3 兆円と 2000 年の 88.7％まで減少した後、最終的

には 7.1 兆円と 2000 年の 99.5％とほぼ元の水準まで回復した。その結果、同業種にお

ける中小企業のシェアは、図２－43 のとおり、61.7％から 02 年に 63.1％まで上昇し、

そのまま横這いで推移している。 
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図２－42 2000 年以降における一般機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－43 2000 年以降における一般機械器具製造業の付加価値額に占める中小

企業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｅ 電気機械器具製造業 
 旧分類の電気機械器具製造業は、図２－44 のとおり、2000 年から 2004 年までに、全

体では付加価値額にして 20.1 兆円から 02 年に 14.6 兆円と 2000 年の 72.4％まで落ち

込んだ後、緩やかに回復し、最終的には 16.7 兆円と 2000 年の 83.1％となったのに対し

て、中小企業もほぼ同様な動きながら健闘し、6.1 兆円から 02 年に 5.0 兆円と 2000 年

の 82.3％まで落ち込んだ後、最終的には 5.5 兆円と 2000 年の 89.6％となった。その結

果、同業種における中小企業のシェアは、図２－45 のとおり、30.2％から 01,02 年に

は 34％台まで上昇した後、緩やかに低下して最終的には 32.6％となった。 



 64

図２－44 2000 年以降における電気機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 
（注）新分類の電気機械器具製造業＋情報通信機械器具製造業＋電子部品・デバイス製造業。 

図２－45 2000 年以降における電気機械器具製造業の付加価値額に占める中小

企業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 
（注）図２－44 に同じ。 

 次に、新分類で三分割された電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業および電

子部品・デバイス製造業について概観しておく。すると、三業種三様で、電気機械器具

製造業では付加価値額が伸び悩む中で中小企業のシェアが拡大し、情報通信機械器具製

造業では付加価値額が緩やかに伸びる中で中小企業のシェアが低下し、電子部品・デバ

イス製造業では付加価値額が急伸する中で中小企業のシェアが急低下している。 
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イ 電気機械器具製造業（新分類） 

図２－46 2002 年以降における電気機械器具製造業（新分類）の付加価値額の

推移 

0

1

2

3

4

5

6

7

2002 3 4

年

兆
円 全体

中小企業

 
（出所）図２－８に同じ。 

図２－47 2002 年以降における電気機械器具製造業（新分類）の付加価値額に

占める中小企業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 

ロ 情報通信機械器具製造業 

図２－48 2002 年以降における情報通信機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 
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図２－49 2002 年以降における情報通信機械器具製造業の付加価値額に占める

中小企業のシェア 

27

28

29

02年 03年 04年

％

 
（出所）図２－８に同じ。 

ハ 電子部品・デバイス製造業 

図２－50 2002 年以降における電子部品・デバイス製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－51 2002 年以降における電子部品・デバイス製造業の付加価値額に占め

る中小企業のシェア 

24

25

26

27

28

29

30

02年 03年 04年

％

 

（出所）図２－８に同じ。 

ｆ 輸送用機械器具製造業 
 図２－52 のとおり、2000 年から 2004 年までに、2000 年から 2004 年までに、全体で

は付加価値額にして 11.8 兆円から 02 年に 14.2兆円と2000年の 20.5％増と活況を呈し
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た後、ほぼ横這いで推移し、最終的には 14.2 兆円 20.2％増と 2000 年の 97.3％となっ

たのに対して、中小企業は 3.0 兆円強からからスタートして 02 年に 3.0 兆円弱へと弱

含みの横這いで推移した後増大に転じ、最終的には 3.3 兆円と 2000 年の 9.3％増に達し

た。その結果、同業種における中小企業のシェアは、図２－43 のとおり、25.7％から

02 年に 21.0％まで低下した後幾分持ち直し、最終的には 23.4％まで回復している。 
 

図２－52 2000 年以降における輸送用機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－53 2000 年以降における輸送用機械器具製造業の付加価値額に占める中

小企業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 

ｇ 精密機械器具製造業 
 図２－54 のとおり、2000 年から 2004 年までに、全体では付加価値額にして 1.8 兆円

から 02 年に 1.5 兆円と 2000 年の 87.3％まで落ち込んだ後、緩やかに回復し、最終的

には 1.7 兆円と 2000 年の 97.3％となったのに対して、中小企業は 1.1 兆円弱からスタ

ートして最も落ち込んだ 03 年に 0.9 兆円弱と 2000 年の 83.0％まで減少した後、幾分

回復したものの最終的には 1.0 兆円弱と 2000 年の 90.0％に止まった。その結果、同業

種における中小企業のシェアは、図２－55 のとおり、59.9％から一方的に縮小を続け
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最終的には 55.4％に終わった。 

図２－54 2000 年以降における精密機械器具製造業の付加価値額の推移 
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（出所）図２－８に同じ。 

図２－55 2000 年以降における精密機械器具製造業の付加価値額に占める中小

企業のシェア 
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（出所）図２－８に同じ。 
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(3) 下請部品生産構造の変遷 
近年に入ってからは、下請部品生産構造は、中小企業の持つ「小回りの良さ」が、構

造改革の担い手となるべき新規産業やベンチャー・ビジネスのインキュベーター（孵化

器）としての役割も期待されるようになっている。また、多くの後発国や移行経済など

からも、自国産業発展のモデルとして研究されるようになった。 

しかし、これは、あくまで史的結果として現実に存在する下請部品生産構造を前提と

するものであり、その形成過程において遭遇してきた多大な歪みを抜きにして、そのメ

リットばかりを取り上げることは妥当でない。すなわち、日本の下請部品生産構造は、

後述するような紆余曲折を経ながら進化を遂げてきたのである。 

① 日本独自の下請部品生産構造 
前述したように、日本製造業の強みとして後発国からモデル視されてきた下請部品生

産構造ではあるが、それを自国に移植しようとした各国の試みは、韓国をはじめとして

大半が失敗に終わっている。 

その理由は、同構造は、次のような特殊日本的な要素に根差すものであり、そうした

要因を欠く他国に移植しようとしても、乾燥地帯に水稲を移植しようとするようなもの

だからだと考えられる。逆から言えば、生産要素の移動を含むグローバル化の進展の中

で、喪失せざるをえないこれまでの比較優位に代えて、日本が国際競争力を維持してい

くためには、こうした特殊日本的な要素に根差す生産構造をいっそう活用していくべき

だということになろう。 

ａ 上下意識の強い縦社会であることが「下請」概念を生み出した。 
ｂ 「イエ社会」とも共通する集団主義が系列・グループ参加意識を強めた。 
ｃ 遣唐使の昔から認められる多文化吸収能力の高さが、末端の零細企業に及ぶまで親

企業が求める先端技術を体得してきた。 
ｄ 教育水準の高さが、下請企業の現場作業員に至るまでのＱＣ参加を可能にした。 
ｅ 「小なりといえど一国一城の主」たりたいという独立志向が、小規模だが無数の起

業家を創出してきた。 
ｆ 和辻哲郎の言う「受容的忍従と飛躍」という民族性が、明治以降の史的激変の中に

おいても、数々の小規模企業を生き残ってこさせた。 
ｇ 創意工夫・精密感覚・新奇好きなどの国民性が、一方で大企業も一目置くような小

規模企業を生み出し、他方で需要面における多種多様性を通じてそうした小規模企業

の存続を可能にした。 
ｈ 狭い国土の中での密集が激越な競争社会を生み出し、「多産多死」と効率化の徹底を

通じて、今のような生産構造を生み出した。 
ｉ 成長期にある経済に共通する格差の存在が、近代的大企業の隙間を埋める形で二重

構造を形成することになった。 
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ｊ 戦時下において、制度的に中小企業が大企業傘下に組み込まれていった。 
ｋ 地方工業化政策の一環として採用された下請企業振興策が、今日のような下請生産

構造の形成に寄与した。 

② 下請部品生産構造形成の史的過程 
 そもそも下請企業は、かつての日清・日露戦争などに際して発生した零細企業が、そ

の後、不況などに遭遇して大企業の傘下に入ったことが起こりとされる。また、太平洋

戦争初期には、軍需景気に対する大企業の慎重な態度が商業資本・小資本の機械工業へ

の参入を促したとされるが、同時に、そうした商業資本・小資本には十分な資本も技術

も無かったがために、大企業に従属することになったようである。 

また、太平洋戦争中期以降における総力戦は、当初、中小企業を排する方向で政策が

進められたが、後に制度的に中小企業を大軍需企業の下に組み入れる方向へ転換したた

めに、多くの中小企業が自身の意思に関わりなく下請仕事に移行せざるをえなかった。 

 終戦直後には、大企業が未だに本格稼動できない状況にあって、軍事工場から排出さ

れた中小企業や従業員が、受注先や職場を元の親企業・大企業に期待できないまま零細

独立メーカーとなっていった。 

 その後、復興期には、傾斜生産方式に代表される大企業優遇政策の下、上の過程で叢

生していた中小企業の多くは、独立色を弱め大企業系列へと組み込まれていった。この

時期、大企業の側にも、十分な資本・設備・人員が不足していたこともあり、そうした

中小企業に補完的役割を期待したのである。 

しかし、日本経済が戦後復興色を薄めるにつれ、下請企業の多くは、不況期には切り

捨てられ、景気のバッファーとして利用され、いわゆる「二重構造」の象徴と言われる

ようになっていった。この時期の下請企業は、経営力が脆弱だっただけではなく、作業

環境が劣悪だったなど多くの問題を抱えていた。一例を挙げると、自動車産業のプレス

部門において、大企業では材料の搬入出をトランスファーマシンで行なうためほとんど

労災が起きないようになっていたが、下請企業では人手に依存するため労災が絶えなか

った。特に、二次・三次の零細下請になると、自動停止装置さえ備えない機械を使用し

ていたために、作業員の大半は何らかの労災を負っていたほどである。 

そうした過程を経ながらも、景気拡大期には、独自の設備・技術を保有し文字どおり

大企業を補完するような下請企業が現われ、さらには専門部品メーカーへと成長するも

のも出てきた。換言すれば、上に紹介したような悲惨な過去の史的過程なくしては、後

発国からモデル視される今日の理想的な下請部品生産構造は形成されなかったという

ことである。 

次いで、自由化期になると、国際競争力に晒された親企業による再編成が進み、集中

発注・ユニット発注による選別的切り捨てと育成が行なわれていった。その間、素材革

命（＝プラスチックや軽合金などの利用）とともに、技術による内製化と外注化という

選別も進み、今日の下請部品生産構造の原形が整ってきた。そうした中から、一部に大
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企業をも凌ぐ技術力を持つ中小企業が出現し、日本経済の基盤を支えるまでに至ったの

である。 

 より身近な低成長期に入ると、親企業による外注先選別はますます厳しくなった反面、

技術革新に伴う既存機種の陳腐化、価値観の多様化に伴う多品種化などの結果として、

一部機種についてはＯＥＭによる包括的外注が行なわれるようになった。また、それに

連動する形で、自社製品を開発して独立色を強める中小企業も多数生まれるようになっ

ていった。その結果、図２－56 に見られるように、10 年前と比べて、ほとんどの製品

で受注先数は増えている反面、以前からの取引先から比較的新しい取引先へとシフトし

ていることが分かる。 

図２－56 最終製品別 受注取引先数の変化 

 

（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．109 の第 2-3-3 図から引用。 
 

 以上の過程において、図日本に近代的下請部品生産構造が定着した高度成長期以降に

おける下請中小企業比率は、図２－57 のとおり、日本経済が成熟期に入った直後の 1981

年をピークとして、その後急速に低下している。 
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図２－57 下請中小企業比率の推移 

 

（出所）『2005 年版 中小企業白書』、ｐ．35 の第 2-1-9 図から引用。 

③ 下請部品生産構造の進化 
 上に紹介した史的過程の中で、下請部品生産構造そのものも進化を遂げていった。 

すなわち、図２－58 のとおり、元々は問屋制家内工業、すなわち問屋の下で家内労

働者が工賃を受けて働いていたものが⇒やがて大製造企業の下に零細企業がぶら下が

る形に変化し⇒それらの企業群の成長の結果、元の下請企業が第一次下請となり、さら

にその下に第二次・第三次以下の下請企業群がぶら下がる、現代にも一部業種で見られ

るピラミッド構造が形成された。⇒次いで、組立企業が親企業であるケースの多い機械

工業などでは、親の組立企業の下にぶら下がった加工企業の中から機能部品を請け負う

ところが発生し、⇒それらが独立部品企業へと成長した結果、一部に水平的分業も見か

けられるようになった。⇒分業形態の国際化と機能部品における技術力重視が進むと、

それまでの相対的に規模の大きな企業から相対的に規模の小さな企業への発注という

流れに変化が生じ、発注の流れの一部が逆流するようになり、⇒さらに、ＯＥＭやネッ

ト取引の増大によって、一部業種では、これまでの系列内ないし特定・長期固定的取引

の色彩が薄くなり、取引形態そのものが錯綜したネット（メッシュ）型へと進化してい

る。 
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図２－58 下請部品生産構造の進化 

前史 
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（出所）小野「日本における下請生産構造の変遷」、ｐ．192 の図 2から加工作成。 
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第３章 機械関連中小企業を取り巻く環境変化の把握 
前述したように、これまで中小機械関連企業は、今でもわが国産業の基幹をなしてい

ると言える機械産業の競争力を底辺から支えてきた。換言すれば、すでに成熟期に入っ

た日本経済にとっても、今後とも国際競争力を維持していけるかどうかは、中小機械関

連産業がこれまでのような活力を保持し続けることができるかどうかにかかっている

と言えよう。 
一方、中小機械関連産業を取り巻く環境は、日本経済そのものの成熟化をはじめとし

て、グローバリゼーション、ＩＴ化、環境問題の深刻化等々、急激に変化している。当

然、中小機械関連産業は、こうした環境の激変に対応することなしには、上に述べたよ

うな使命を果たすことはできない。とはいえ、現時の環境変化は、単に大規模というだ

けではなく、過去に例を見ない多面性を有しており、それらに対する対応策も相互に相

反するものも少なくない。 
したがって、中小機械関連産業が、現下の激変を乗り切っていくためには、より俯瞰

的な目で、自らの進むべき進路を決定しなければならない。また、それには、まず自ら

が直面している環境変化について、正確に把握することが求められる。 
そこで、次に、中小機械関連産業が直面している環境変化にはどのようなものがある

かを検討した後、個別にそれらの実態を明らかにしていくことにする。 

(1) 中小機械関連産業が直面している環境変化 
前述したように、現時の環境変化は多面的であり、それら同士の相互作用まで考慮す

ると、それらを個別に検討しただけでは、十分な対応策を考出することはできない。し

たがって、ここでは、予め中小機械関連産業が直面している環境変化をできるだけ網羅

的に羅列しておく。 

① 日本経済の成熟化 
② 少子高齢化 
③ 市場経済主義の台頭 
④ ＩＴ化 
⑤ ネット化 
⑥ 後発国の台頭 
⑦ グローバリゼーション 
⑧ ローカリゼーション 
⑨ 地球環境問題 
⑩ 知財（知的財産権）化 
⑪ 多価値化 
⑫ 社会的責任論 
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次いで、以下に上の各項目を共通点などを考慮した上で、ⅰ 日本経済の成熟化、ⅱ 
グローバリゼーション、ⅲ ＩＴ化、ⅳ地球環境問題、ⅴ知的財産権、ⅵローカリゼー

ション、ⅶ 下請構造の変化の八項目に再整理し、それぞれの内容を具体的に解説する。 

(2) 日本経済の成熟化  
日本経済の成熟化は、当然、その中で活動する中小機械関連産業に対して、大きな影

響を与えている。 
しかし、一言で「日本経済の成熟化」と言っても、その意味するところは必ずしも明

確ではない。すなわち、論者によって、ゼロ成長ないしマイナス成長を必然とするもの

から、成長路線への復帰が可能とするものまで幅広く存在している。それでは、関係者

が、それに対してどのように対応すべきか分からなくなるのは当然である。 
そこで、まずその正体を見極め、それが史的必然としてゼロ成長ないしマイナス成長

が不可避であることを説明した上で、それと表裏の関係にあるリーディング・インダス

トリーの消滅、さらには少子高齢化について概説しておくこととする。 

① ロジスティック曲線に見る必然としてのゼロ成長 
 経験則によれば、近代化した国はいずれは成長が鈍化／停滞する一方で、後になって

近代化を進めた国ほど経済成長の速度が速いとされる。すなわち、図３－１の第一次産

業構成比の国群別推移などからは、後発国ほど構造変化（第一次産業構成比の低下＝第

二次・第三次産業構成比の向上、重化学工業化など）が速いことが認められる。また、

その理由としては、後発国が、先発国が試行錯誤の積み重ねの中から得たもの（社会体

制、技術など）を、同様な試行錯誤を踏むことなく導入できるからだと考えられる。 

しかし、いずれにしても、すべての国は、近代化が一定水準まで進むと、成長は急速

に鈍化していく。すなわち、描かれる曲線の勾配には差異があっても、基本的な形はど

れも同じような姿＝図に太線で描いたロジスティック曲線となる。これは、史的必然で

あって、人為をもってしては何とも致し方ないことだと思われる。換言すれば、成熟期

に入った日本経済にとってゼロ成長は史的必然であり、それは人為をもってしては如何

ともしがたいことである。 

そうした認識に立てば、自今日本が為すべきことは、成長路線への回帰ではなく、ゼ

ロ成長社会へ向けてのソフト・ランディングであり、これまで欧米先進国を追いかけて

いた間に日本の社会構造の中に発生した無数かつ巨大な歪みを是正すること以外には

ありえない。実は、そうした歪みは、先進国を追いかけている間＝高度成長期において

は、あまり問題にはされなかったことだった。しかし、先進国に追いつき、成長が鈍る

と、そうした歪みを抱えたままでは、社会システムそのものがうまく機能しなくなって

くる。加えて、人々の暮らしに余裕が出てくると、それまでは気にならなかったある種

の問題（例えば、環境や精神生活における充実感）が気になったり、個々人の間の価値

観にも相違が目立つようになってくるのである。 
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図３－１ 第一次産業構成比の国群別推移とロジスティック曲線 

（注）太線が標準的ロジスティック曲線。細線は、概ね１群にはイギリス、２群にはベル

ギー・オーストラリア・ニュージーランド、３群にはアメリカ・カナダ・フランス・ドイ

ツ・デンマーク、４群にはイタリア・日本、５群には台湾・韓国がそれぞれ属している。

ただし、線型は模式化したものであり、必ずしも実績値ではない。 
（資料）金泳鎬『東アジア工業化と世界資本主義』、東洋経済新報社、1988 年、ｐ．22 の図 1-1

および宮沢健一『産業の経済学』東洋経済新報社、1975 年のｐ．55 の第 3.1 図。 

 それらが重なって、明治以来の先進国追随型から離れ、これからの日本にとって好ま

しい独自の社会構造を構築することが求められるようになったと言えよう。 

 にもかかわらず、不可避な歴史的経験則に従い、日本経済の成長も自然に鈍化してい

ったにもかかわらず、無理な成長路線を押し進めたことが、図３－２に示した経路をた

どって、バブルを引き起こす原因となったのである。すなわち、同図は、先の図３－１

における日本の近代化過程を、より詳しくクローズアップしたものである。ここで、細

線が人々の抱いた期待感、太い実線が避けられない現実（＝定常状態）である。 

 したがって、機械関連産業の中小企業においても、こうした厳しい現実を正確に認識

し、過去の成長経済の下で採ってきた経営方針とは決別し、これからのゼロ成長経済に

合った経営方針を採用すべきである。特に、高度成長の恩恵を受けたのは、投資財ある

いは高額耐久消費財の供給者としての機械関連産業だったことを考慮すると、成長鈍化

の影響は大きい。 
とはいえ、総体として機会が減少ないし消滅するということと、個別業種ないし個々

の企業の機会の喪失とは別物である。例えば、これまで中小企業が一時的に隙間を埋め

てきた大企業の成長過程であった先行投資に満たぬ上積み分が消滅するという面から

は機会減少となるが、これまで大企業が占めてきた分野が生産縮小過程で中小企業分野

に回ってくるという面からはかえって機会増大となりうるのである。 
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図３－２ 成熟経済化に伴う成長の鈍化 

バブル 

 

          

高度成長期の余韻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）小野五郎作成。 

② 少子高齢化 

 出生率の低下による少子高齢化は、図３－３のとおり、不可避かつ急速に進んでいる。 

図３－３ 我が国の人口構造の推移 

 

（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．154 の第 3-1-1 図から引用。 
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その結果、当然、図３－４のとおり、労働力人口においても減少・高齢化が進捗する

ことになる。 

図３－４ 労働力人口構造の推移 

 

（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．156 の第 3-1-4 図から引用。 

以上から直ちに言えることは、今後の日本経済にとって、労働生産性向上が不可欠だ

ということである。ただし、一口で「労働生産性の向上」と言っても、すでに多くの企

業・産業は技術的限界に挑みつつ努力を続けてきており、そのいっそうの引上げにはか

なりの困難が付きまとう。すなわち、労働生産性の伸びは、図３－５のとおり、付番

12 の電気機械（伸び率 2.4 倍）以外は、いずれも１から 1.5 倍で大差ないことが認め

られる。 

反面、その絶対値を見ると、産業・業種間格差は、図３－６のとおり極めて大きく、

全部門平均を 100 とした場合の標準偏差は 358.5 となっている。 

したがって、労働力減少速度に見合った労働生産性の向上を図るためには、個々の産

業・企業内での改善努力よりも、低生産性部門から高生産性部門への産業構造転換が必

要かつ十分条件となる。ということは、労働集約的部門の大半に対して苦渋の決断を求

めることを意味しており、それらの存続のために安易に低賃金の外国人労働力を移入す

るという考えは受け入れがたいということである。 

といって、単に高い労働生産性の産業・業種にシフトすればいいというわけでもない。

なぜなら、高労働生産性分野に属する産業・業種の大半は、資本集約的な装置産業など

であるが、それらは資本生産性の角度から見ると決して高いとはいえない、すなわち資

本効率があまりよくないと認められるからである。資本市場の国際化および日本自身の
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投資大国化という流れからすると、これからはより資本効率を重視せざるをえず、過去

に行なわれたような、資本効率を無視し専ら資本装備率の引上げによって労働生産性の

向上を図るわけにはいかなくなったということである。 

図３－５ 労働生産性の伸び（2004／1998 年） 
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（出所）内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部編『国民経済計算年報 平成 18 年版』メデ

ィアランド（株）および同『民間企業資本ストック年報』から小野五郎作成。 
（注） １は農林水産業、２は鉱業、３は食料品製造業、４は繊維工業、５はパルプ・紙製造業、

６は化学工業、７は石油・石炭製品製造業、８は窯業・土石製造業、９は一次金属製造業、

10 は金属製品製造業、11 は一般機械製造業、12 は電気機械製造業、13 は輸送機械製造業、

14 は精密機械製造業、15 はその他の製造業、16 は建設業、17 は電気・ガス・水道業、18
は卸売・小売業、19 は金融・保険業、20 は不動産業、21 は運輸・通信業、22 はサービス

業、23 は全産業（加重）平均。 

図３－６ 労働生産性の現状           （2004 年時点：百万円／人） 
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（出所）（注）図３－５に同じ。 
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したがって、現在、資本生産性・労働生産性共に全産業の２倍強で、かつ、いずれの

伸び率も高い電気機械器具製造業のような業種をモデルとして、業種転換を含め全体と

しての生産性の向上を進めることが期待される。 

③ 消えたリーディング・インダストリー 

 戦後の日本における産業構造の特色およびその変化を述べるにあたっては、海外特に

途上国等から注目を浴びている産業政策、その対象となり後には日本経済の牽引車とな

ったリーディング・インダストリーの役割を無視するわけにはいかない。 

ところが、現代日本においては、かつての繊維産業や高度成長期の機械産業のような

明確なリーディング・インダストリーは姿を消してしまった。図２－２で見たとおり、

バブル期以降も、高度成長期と同様の製造業内部の構造変化は続いており、趨勢的に機

械産業のウェイトが高くなっていることには変わりがないが、その間、図２－１および

図２－17 のとおり、製造業そのものの全産業におけるウェイトが低下しているため、

それをもってリーディング・インダストリーと呼ぶのは適切ではなくなった。といって、

製造業に代わるべき第三次産業の中にも、先に述べたように、抜きん出た業種があるわ

けではない。すなわち、リーディング・インダストリー不在の段階へと突入したことに

なる。 

そもそも、すでに先進国化した日本は、今や定常状態に入っているのであり、よほど

抜本的な技術革新が無いかぎりは成長の誘因とはなりえない。その点、いわゆる「ＩＴ

革命」は、すでに存在していたニーズを顕在化させただけであり、新たなニーズそのも

のを生み出したものではなかったから、ひところ言われたほどにはインパクトが無かっ

たのである。 
このため、中小企業にとっても、かつてのようにリーディング・インダストリーに追

随していくだけで済ますような経営態度では、もはややっていけなくなったと言えよう。 

④ 多価値化 

ここまで取り上げた問題とやや異質な事柄であるが、社会の成熟化は価値観の多様化、

すなわち多価値化を引き起こしている。 
それによって、これまでともすれば生産者側の技術開発上の観点から進められてきた

製品の差別化が、本来の需要側からの視点から行なわれるようになった。例えば、環境

志向の消費者の増大が環境に優しい製品の生産を刺激するようになったなどである。ま

た、DIY 参加者の増大に見られるように、一方で多様なニーズを生み出しながら、他方

で組立て容易性を重視した規格化が進められという正反対の傾向が同時に見られるの

も、その一つである。 
このような新規需要ないし個需の発生は、今や大企業・中小企業を問わず与件化して

いるのであり、それを単なる環境変化として受身に捉えるべきではない。むしろ、小回

りの利く中小企業に対して多くの起業機会をもたらすものとして前向きに捉えること
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が肝要である。 
実は、価値観の多様化は、単に新規需要ないし個需の発生を通じて中小企業に起業機

会をもたらすだけではなく、ベンチャーその他の新規起業そのものをも生み出している。

すなわち、育児中の女性や他に社会的活動を行なっている人などをはじめとして、就業

形態ないし労働時間や勤務場所の自由度が高いことを望む人が増加し、多数の SOHO
事業者が発生しているのである。実際、SOHO 事業者の開業の動機は、図３－７のと

おり、自由度を求めたものが多い。なお、そうした人たちの自由度を保障する十分条件

として、ネット社会の発達が挙げられる。換言すれば、自由度を求める人々のニーズと

それを可能にするネット社会・IT 技術の発展が、SOHO 事業者という小規模創業者の

可能性を開いたといえよう。 

図３－７ SOHO 事業者の開業の動機 

 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．96 の第 2-1-64 図から引用。 

(3) グローバリゼーション 
途上国や後発国の国際的ステータスの高まりの中で、全世界的な市場経済主義の流れ

は、モノ→カネ→ヒトへと進んできた。中小機械関連企業も、当然、こうしたグローバ

リゼーションの影響を意識せざるをえなくなった。『中小企業白書 2005 年版』によれ

ば、「中小製造業がグローバル化の影響を受けるのは、大きく分けて２つの要素がある。
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１つは取引先の海外移転、１つは海外製品との競合である」（p.33）としている。また、

1999 年以降、「取引先の海外移転等」を中小製造業の 34.0％が、「海外製品との競合に

よる販売量の減少」を 51.6％が経験しているとしている（図３－８、図３－９）。 

とはいえ、一言で「グローバリゼーションの影響」と言っても、必ずしも受動的な側

面だけではなく能動的な側面も見受けられるなど、その実態は多様であり、それぞれに

ついて正確に認識することが先決である。 

図３－８ 主力販売先の生産拠点の移転状況 

 
（出所）『2005 年版 中小企業白書』、ｐ．33 の第 2-1-5 図から引用。 

図３－９ 海外製品との競合による影響と、競合相手の国 

 

（出所）『2005 年版 中小企業白書』、ｐ．34 の第 2-1-6 図から引用。 
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① 貿易依存度・輸出比率 
 国際化の中でも も身近な輸出入について貿易依存度を見ると、輸出入共に 1980 年

代後半以降一度は激しく低下したものの（1985 年の輸出 13.0％、輸入 9.7％から 1992
年にはそれぞれ 9.2％、6.3％へ）、図３－10 のとおり、貿易立国から投資立国へと言わ

れながらも、21 世紀に入ってからは一貫して上昇しており、2005 年には輸出で 13.1％、

輸入で 11.3％に達している。 

図３－10 日本の貿易依存度の推移 
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（出所）総務省統計局『世界の統計』(財)日本統計協会から作成。 

ただし、この数値は、図３－11 のとおり、躍進著しい中国・韓国だけではなく、他

の先進主要国と比べても決して高い水準ではない。 

図３－11 主要国の貿易依存度 
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（出所）図３－10 に同じ。 



 86

また、国内製造業の輸出比率は、図３－12 のとおり、全体で高まっているが、とり

わけ機械関連産業の中小企業の伸び、それも間接輸出によるものの伸びが著しい。した

がって、少なくとも機械関連産業の中小企業にとっては、海外市場展開が重要な意思決

定要因とならざるをえない。 

② 海外生産比率 
かつて「空洞化」を引き起こすのではないかと危惧された海外生産は、図３－13 のと

おり、着実に増加しており、図３－14 のとおり、中小企業においても海外子会社を有

するものが増加している。したがって、機械関連産業の中小企業にとっても、海外進出

は重要な選択肢の一つとならざるをえない。 
とはいえ、現実には、当初計画の生産水準に達しないものが 14.7％、達するまでに

３年以上かかったものが 23.6％に上り、相当なリスク負担を覚悟することなく安易に

海外進出すべきではないことが認められる。 
特に、その後のパフォーマンスを見るかぎり、「安価な労働力の確保」といった甘い

期待を抱くべきではない。なぜなら、管理者・技術者など優秀な人材の確保ができず、

労務管理や意思伝達が難しく、賃金の上昇や量的労働力確保さえままならなくなること

が少なくないからである。また、労働力問題以外でも、仕入れ原価の上昇、販売価格の

下落に加え、そもそもインフラや制度が未整備で、良質の原材料が調達できず、日本的

な意識で進出してもうまくいかず、さらに為替リスク、送金制限、対日感情の悪化、政

情不安などにも悩まされることが多いようである。 
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図３－12 製造業の輸出比率の推移 

 
資料：中小企業庁「規模別産業連関表」 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．14 の第 1-1-14 図から引用。 
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図３－13 海外生産比率の推移 

 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．130 の第 2-2-1 図から引用。 

図３－14 海外子会社を保有している企業割合 

 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．130 の第 2-2-2 図から引用。 

③ 欧米市場の不安定化と東アジア市場のウェイトの増大 
ここのところ、伝統的に重要性が高かった欧米市場が数多くの懸念要因が発生してい

るのに対して、アジア特に東アジア市場の存在感が高まってきている。 
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すなわち、これまで世界市場を牽引してきた米国経済は、サブプライム問題で露呈し

た住宅バブル、米中不均衡に代表される債務超過とリスク・プレミアムの上昇、先の見

えないイラク戦争と対テロ対策、大きく出遅れた環境対策などによって全く先行き不透

明となっている。といって、それにとって代わるべく急速に勢力拡大を図る拡大 EU は、

これまで米国が取ってきたと同様、域内向けに設定したはずの製品基準など市場ルール

を域外にまで適用しようとしはじめている。こうした欧米をめぐる環境の下で、日本に

とっては、東アジア地域は単なる市場というだけではなく、NAFTA や EU に共同して

対抗するための仲間としても重要性を増してきた。 
 実際、日本の貿易におけるアジアのシェアを見ると、図３－15 のとおり、2004 年現

在、輸出先として 48.4%、輸入先として 45.2％と共に半分近くにも達しており、かつ、

その伸び率も 1994 年から 2004 年までの間に前者が 1.8 倍、後者が 2.2 倍と著しく高

い。特に、躍進著しいのが中国であり、輸出では 13.1％、輸入面では全体の 20.7％に

も上っているほか、伸び率も前者が 4.2 倍、後者が 3.6 倍となっている。 

図３－15 日本の貿易相手国の変化 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．70 の第 2-1-5 図から引用。 

それと歩調を合わせて、製造業では、図３－16 のとおりアジア現地法人数が急速に

増加しており、その売上高も図３－17 のとおり一貫して伸び続けている。 
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図３－16 我が国製造業の海外現地法人数の推移 

 
（出所）『通商白書 2006』、ｐ．70 の第 2-1-5 図から引用。 

図３－17 我が国製造業の海外現地法人の売上高の推移 
 
 

（出所）『通商白書 2006』、ｐ．70 の第 2-1-5 図から引用。 
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 一方、アジア域内貿易は、図３－18 のとおりほぼ全業種で伸びており、特に繊維製

品や機械産業における伸びが大きい。これを各地域ごとに財の性格別に見ると、図３－

19 のとおり、輸出入共に財別の差異があまり無くなっている中で輸出における消費財

が復活しているのが目立ち、中国は輸出における消費財のウェイトが低下する中で輸出

入共に部品が増大し、NIES4、ASEAN4 では輸出入共に部品が増大しており、全体と

して部品取引が活発化していることが窺える。 

図３－18 東アジアの域内貿易比率 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．71 の第 2-1-6 図から引用。 

④ 投資立国化と投資の国内回帰 
 2005 年、図３－20 に見られるとおり、所得収支の黒字（約 11.4 兆円）が貿易収支

の黒字（約 10.3 兆円）を追い越し、日本はこれまでの貿易立国から投資立国に転じる

ことになった。 
2006 年には、所得収支の黒字が約 13.7 兆円と貿易収支の黒字約 9.5 兆円をさらに引

き離している。なお、2007 年８月の財務省国際収支速報によれば、同月の所得収支の

黒字は約 15 千億円と自動車・通信機・鉄鋼などの好調な輸出に支えられた貿易収支の

黒字（約９千億円）を大幅に上回り、本格的な投資立国に向かって順調な歩みを続けて

いることが分かる。 
ただし、日本の所得収支について受取りと支払いとに分解してみると、対ＧＤＰ比で

前者が 3.1％、後者が 0.8％にすぎず、ほぼ所得収支が同水準の英国がそれぞれ 15.3％
および 13.0％であり、所得収支が極めて小さい米国でさえそれぞれ 3.75％および

3.74％であるのと比較すると相対的に極めて小さい（『通商白書 2006』、ｐ．242）。
その分、対内直接投資が少なくなっていることが分かる。 
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図３－19 東アジア諸国の生産工程別に見た貿易財の比率 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．71 の第 2-1-7 図から引用。 
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図３－20 日本の貿易収支と所得収支の推移 

 

 
（出所）『通商白書 2006』、ｐ．236 の第 3-4-1 図から引用。 

また、海外投資の収益率は、図３－21 のとおり、英米と比べて低くなっており、資

本市場のいっそうの国際化の中では、その改善・向上が急務である。 
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図３－21 日本の対外資産収益率 

 
（出所）『通商白書 2006』、ｐ．246 の第 3-4-24 図から引用。 

そうした中にあって、機械工業の設備投資の動向を見ると、図３－22 のとおり、一

貫して堅調だった輸送用機械器具ではここにきてアジア向け対外投資が急進している

ものの、電気・情報通信機械器具や一般・精密機械器具では国内向け投資がアジア向け

投資よりも高い伸びを示し、ひところのアジア向け投資熱が見直され国内への回帰が始

まっているように見受けられる。 

図３－22 機械工業の設備投資の推移（国内向け設備投資とアジア向け対外投資） 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．71 の第 2-1-7 図から引用。 
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⑤ 後発国の台頭 
NIES→ASEAN→BRICS と注目される後発国が交代する中で、日本とこれらの国々

との関係も、かつての追い上げ期には専ら警戒されていた代替関係から補完関係へと進

んだ（図３－23、図３－24 参照）。 

図３－23 アジアの分業構造 

 
（出所）『通商白書 2006』、ｐ．87 の第 2-2-19 図から引用。 

ところで、発展著しい東アジアについて見ると、各国自身の経済成長によって、競争

形態も変化を遂げ、追い上げ期において専ら脅威だった低価格ではなく、技術面での優

劣を競う先進国型に近い本格的な競合期へと突入しはじめている。その結果、機械関連

産業では、図３－25 および図３－26 から読み取れるように、業種別に見ても技術分野

別に見ても、日本企業の優位性は確実に低下している。 
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図３－24 機械産業を中心とした産業連関 

 
（出所）『通商白書 2006』、ｐ．78 の第 2-2-7 図から引用。 

 

 



 97

図３－25 技術別・製品分野別の市場競合と技術力優位の状況 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．126 の第 2-3-22 図から引用。 

図３－26 技術別・製品分野別の市場競合と技術力優位の状況 
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（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．118 の第 2-3-17 図から引用。 

 一般に国際競争力が強いと考えられている自動車産業においても、多数の部品で競争

力が低下してきている。例えば、『中小公庫レポート わが国自動車部品製造業の現状

と今後の方向性』（2005 年 8 月 26 日）によれば、「多くの機関部品、プラスチック製の

パーツや素形材加工品等については、国内外における競争力が相当高いとともに、海外

における需要も堅調」だとしつつ、「シャシー・車体部品、電装部品その他については、

国内外とも競争力はさほど高くなく、海外を中心に国産部品・部分品の需要が減少・伸

び悩んでいる」としている。 

⑥ 自由協定 
 ＧＡＴＴ，ＷＴＯと続く多国間貿易自由化の難航は、ＥＵ統合を皮切りとして、ＮＡ

ＦＴＡなどの地域統合・地域主義の動きを加速させてきた。その結果、現在では、二国

間ないし地域内国間での自由貿易協定（ＦＴＡ）あるいは、その経済統合的色彩を強め

た経済連携協定（ＥＰＡ）が世界的潮流となりつつあるかのように見える。 
 すでに東アジア周辺でも ETA や EPA の動きが活発化しており、1992 年には ASEAN
自由貿易協定（AFTA）が締結され、域内関税の引下げを手始めに単一市場への道を歩

み始めている上、2005 年には中国との協定も一部施行されるに至った。この結果、東

アジア地域内における中間財取引は急激に伸びており、1995 年の 3,950 億ドルから

9,224 億ドルと 10 年間に 2,3 倍に達している。この間、NIES が一貫して全体の１／３

程度を占め、ASEAN も 15.7％から 19.0％と健闘している中で、日本は 34.7％と NIES
を上回っていたのが 23.5％へとシェアを減じている。急速に台頭しているのが中国で、
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10.1％から 18.6％へとシェアを伸ばしている。 
 日本も、そうした流れに乗り遅れるべきではないとの考え方から、図３－27 に示さ

れるとおり、2002 年 11 月のシンガポールとのＥＰＡ協定など主としてアジア諸国を相

手国とする二国間協定から、さらにはＡＳＥＡＮ全体との交渉を進めている。 
 これらが軌道に乗ってきた場合、マクロ的には日本経済の活性化に寄与するものと思

われるが、反面、農林水産業や中小企業の中には、多大な影響を蒙るものも出てくると

思われる。機械関連産業の中小企業も、前述した競争力のある分野ではいっそうの成長

機会が訪れることになる反面、競争力の乏しい分野では生き残りが極めて厳しくなり、

転廃業を余儀なくされる可能性が高いので、今から思い切った舵取りが求められる。 

図３－27 我が国の経済連携のスケジュール 

 
（出所）『通商白書 2006』、ｐ．183 の第 3-1-26 図から引用。 
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(4) IT 化 
 現代における IT 化の意味は、かつての情報処理のコンピュータ化というハード面か

ら、よりソフト面さらにはネットワークへと進化している。特に、現代の IT 化を代表

するユビキタスは、一方でほとんど総ての電気器具が IC 組込み型となり、他方で携帯

電話に代表される移動通信手段あるいはネット化によって、はじめて現実のものとなり

はじめたのである。 
ここでは、まず IC 化が機械関連中小企業にとってどのような意味を有するかを見直

し、次いで中小企業、特に機械関連中小企業の情報化の実態について紹介しておく。 

① IC 化の意味 
部品点数というものは、前述したように、かつてカメラでは数百点、自動車では数万

点、メインフレームでは数百万点の部品が必要とされ、時代の推移とともに現われる先

端機器はそれまでのものと桁違いの部品点数を要するようになるとされてきた。 
ところが、超小型超大量集積回路の出現による IC 化は、一方で部品点数を大幅に削

減するとともに、製品自身の小型・安価化を可能にし、他方で IC 部品のブラックボッ

クス化ないし修繕不可能性を高めている。こうした傾向は、IC 技術を有する企業か有

さない企業かという優劣を浮き彫りにするに至った。 
 それと併行して、ユビキタスの背景にある分権化も、同時に情報発信主体と受信主体

との階層分化をもたらしている。 
 すなわち、これからの IC 化社会においては、ハード面・ソフト面のいずれかにおい

て特徴を有する企業の競争力を強め、有さない企業の衰退を加速させるものと思われる。 

② 中小企業の情報化の実態 
中小企業金融公庫総合研究所が 2005 年に実施した「第 185 回中小企業動向調査」に

よると、「既に導入済」と回答した企業は、自社ホームページでは 59.6％、モバイル機

器では 16.8％、社内ネットワークでは 59.6％となっており、いずれも 2000 年に実施し

た「第 166 回中小企業動向調査」の数値（それぞれ 31.1％、8.7％、53.9％）を上回っ

ている。これらの数値は、若者の多くが知りたいことを携帯で検索し、互いに意思疎通

を図るようになった現在、単に顧客サービス面ではなく人材確保さらには社内における

意思疎通の円滑化の面からも低すぎると言わざるをえない。 
業種別には、図３－28 のとおり、どれも情報通信業、電気機械製造業、精密機械製

造業で導入割合が高くなっている。 
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図３－28 業種別情報ツール導入状況（上位５業種）        ％ 
 自社ホームページ 
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情報通信業
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モバイル機器 

 

 
社内ネットワーク 

0 20 40 60 80 100

電気機械
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電子部品デバイス

化学工業

 
（出所）中小企業金融公庫総合研究所『中小公庫レポート No.2005-3 中小企業の情報化と電子

商取引』、p.3 の図表 1-4 から引用。 
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③ 中小企業における電子商取引の実施状況 
経済産業省他「電子商取引に関する実態・市場規模調査」によると、企業間電子商取

引の市場規模は、図３－29 のとおり、1998 年の 8.6 兆円から 2004 年には 102.7 兆円へ

と約 12 倍と急増している。また、消費者向け販売は、同時期 650 億円から 5.6 兆円へ

と規模そのものは小さいものの約 87 倍とさらに急激な勢いで増加している。 

図３－29 電子商取引の市場規模推移 
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千
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（出所）『中小企業の情報化と電子商取引』、p.13 の図表 2-2 および p.14 の図表 2-4 から作成。 

ところが、「第 185 回中小企業動向調査」によると、中小企業における電子商取引の

実施状況は、図３－30 のとおり、「既に実施済み」が企業向け販売で 14.1％、同購買で

8.4％、消費者向け販売で 7.9％となっており、あまり進んでいないことが分かる。 
また、その理由としては、投資効果の不透明性、人材不足、セキュリティ面での不安、

投資費用負担などが挙げられている。 

図３－30 電子商取引の実施状況 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

消費者向け販売

企業向け購買

企業向け販売

実施済み

１～２年内実施予定

予定なし

無回答

（出所）『中小企業の情報化と電子商取引』、p.７の図表 1-10 から引用。 
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 これらを個別品目ないし個々の業種まで掘り下げて分析してみると、企業間電子商取

引の品目別市場規模構成では、図３－31 のとおり、2004 年時点で、自動車が約 34 兆

円で全体の 33.4％、電子・情報関連機器が約 25 兆円で全体の 24.0％、産業関連機器・

精密機器が約７兆円で全体の 7.2％と、機械機器だけでほぼ三分の二を占めていること

が分かる。 

図３－31 企業間電子商取引の品目別市場規模構成比 

自動車

電子・情報関連機器

産業関連機器・精密機器

鉄・非鉄・原材料

化学

保険サービス

建設

情報処理・ソフトウェア関連サービス

食品

繊維・日用品

紙・事務用品

その他サービス

 

（出所）『中小企業の情報化と電子商取引』、p.16 の図表 2-5 から作成。 

 こうした状況は、中小企業分野にも反映され、機械関連においては電子商取引が比較

的に進んでおり、図３－32 のとおり、輸送用機械では企業間販売で 26.4％、企業間購

買で 15.5％が実施済み、電気機械では企業間販売で 33.6％、電子部品・デバイスでは

企業間販売で 27.7％、鉄鋼では企業間販売で 27.4％、非鉄金属では企業間販売で 24.6％
が実施済みと答えている。 
 その背景には、これら業種が下請構造をとっており、親企業等からの要請が強いため

と推定される。事実、実施比率が高い業種ではいずれも大手電機メーカーや大手自動車

メーカーなど取引先が電子商取引によって部品調達しているためだとしており、また、

図３－33 のとおり、下請受注比率が高い企業ほど電子商取引実施済みの比率が高くな

っている。 
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図３－32 企業間業種別電子商取引実施状況（上位５業種） 
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（出所）『中小企業の情報化と電子商取引』、p.18 の図表 2-7 から引用。 

図３－33 製造業における下請受注比率別電子商取引実施率 
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（出所）『中小企業の情報化と電子商取引』、p.19 の図表 2-9 から引用。 
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(5) 地球環境・資源制約問題 
地球環境・資源制約問題は、社会の成熟に伴う人々の価値観の多様化と相俟って、今

や避けては通れないもの、すなわち与件化している。特に、社会的責任論としての環境

経営や省エネ・CO２削減は、EU 基準などをはじめ、企業経営者に対して厳しく対応を

迫るようになった。逆に、こうした問題に真摯に取り組む企業に対する社会的・市場に

おける評価が高くなっているように見受けられる。 
ところで、地球環境・資源制約問題は、単に温暖化とか原油だけではなく、前者は広

域的な廃棄物問題や環境ホルモン問題、後者はレアメタルからバイオ資源の石油代替エ

ネルギー転用による食糧問題への波及など多方面に及んでいる。また、これらは、その

どの一つ取ってみても産業界にとって軽視することのできないものばかりである。 
とはいえ、1993 年に出された小野五郎『生態主義』の予言にあるように、「環境問題

の本質は、資源・エネルギー多消費型現代文明の歪みにある」という立場からすれば、

その代表例としての温暖化問題と原油高騰について掘り下げておけば、ある程度の方向

性が見えてくるとも言えよう。 

① 国内問題として捉えた温暖化等環境問題 
地球規模の問題として、とかく他人事のように考えられがちなため、対応が延び延び

になってきた温暖化問題も、ここに来ての異常気象の連続によって、ようやく人々の重

たい腰も上がり始めたようである。 
とはいえ、日本国内における認識は、未だに後れており、EU の後塵を拝しているの

が実情である。逆から言えば、本問題は、地球規模の問題というより、日本の国内問題

の様相さえ呈していると言えよう。 
例えば、日本が主導した京都議定書によれば、日本は CO２排出量を 2010 年度には

1990 年度実績の 12 億 6,100 万トンから６％減の 11 億 8,600 万トンとしなければなら

ない。ところが、現実には、2005 年度現在で 1990 年度を１億トンも上回る 13 億 6,000
万トンとなっており、目標達成のためには当初目標を大幅に上回る 14.7％減としなけ

ればならなくなっている。 
こうした状況に対して、産業部門は削減努力（基準年の 1990 年の５％減）をしてい

るが、家庭部門（同 37％増）や運輸部門（同 18％増）で増大しているという見解があ

る。しかし、 大の排出部門が現時点でも産業部門（全体の約 40％）であるという以

外にも、 も増大しているのが広義の産業部門の一つであるオフィス部門（基準年の

45％増）であり、家庭部門の増大をもたらす製品を提供し購買させているのが産業部門

であること、運輸部門においても産業関連が大きいという事実を考慮すると、やはり

も努力すべきは産業部門であることに変わりはない。 
また、これらの数値から直ちに分かることは、その達成が一部で言われているような

意識改革くらいでは不可能であり、規制強化しか選択肢は無いということである。それ

を「国際競争力」などという話でさらに先延ばししていると、結果的に EU 主導の日本
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にとって不都合なルールがデファクトスタンダードとして確立してしまい、かえって日

本産業の国際競争力を害いかねない。 
そうした時代の流れの中で、単なる法規制だけでしなく、 終消費者のグリーンコン

シュマー化、EU 基準等に基づく内外の取引先の部品・原材料調達の厳格化、さらには

廃棄物処理費用や環境被害訴訟費用の増大などを受けて、中小企業分野においても真剣

に環境問題に取り組む必要性が高まっている。 
例えば、在間敬子「中小企業の環境経営の現状と課題 機械・金属業とプラスチック

業の業種間比較と経年比較から」（『商工金融 第 57 巻第５号』所収）によると、中小

企業が取引先から受けた環境配慮要求は、2006 年調査では全体の 68.2％と 2004 年の

39.2％から急増している。これを機械・金属業とプラスチック業とで比較してみると、

ISO14001 取得など環境マネジメントシステム（EMS）、製品安全データシート（MSDS）
の提出など化学物質関連要求など大半の項目、かつ、ほとんどの規模で前者は後者を下

回っており、前者における発注者側の認識が相対的に低いことが認められる。にもかか

わらず、何らかの環境配慮要求を受けた企業に限ってみると、「環境理念」「体制」「目

的・目標・計画」など環境マネジメントシステムに関わる項目では、前者の方が点数が

高く、機械・金属業の中小企業の環境認識が相対的に高いことが窺える。とはいえ、環

境対策を採るに当たってのネックを訴える企業が増えており、特に取引先からのサポー

トを含め専門的知識・情報の不足を訴える企業は半数を超えている。また、対策費とし

て支払える額も 100 万円未満が圧倒的に多く、配置可能な専門的人材も数人程度とす

るところが多く、企業姿勢と現実との間にはかなりのギャップがあるように見受けられ

る。 

② 国際問題としての原油高騰 
原油価格は、2001 年末には 20 ドル弱の水準にあったものが、04 年後半の 50 ドル前

後から 05 年 9 月の 70 ドル台後半を経て、いったんは 50 ドル台後半に落ち着いたもの

の、ここにきて一気に 100 ドルをも窺う状況になっており、省エネ・代エネ需要をこ

れまで以上に喚起している。 
ところで、この問題は、上の環境問題とは逆に、資源小国日本としてとかく国内問題

として捉えがちになっているが、むしろその本質は国際情勢によって左右されるものだ

ということを理解する必要がある。 
すなわち、その背景には、中国をはじめとする新興国の急激な成長に伴う世界的な需

要の膨張と資源獲得競争の熾烈化、元は米国経済の放漫経営に起因する世界的な金余り

に伴う投機マネーの暗躍、後発国が自動車社会に突入したことに伴うガソリン需要の増

大に対する世界的な精製能力不足が引き起こしたガソリン価格高騰の連鎖反応など、日

本国内の範囲を超えた大規模かつ複雑な要因が絡んでいるということを認識する必要

がある。 
 このため、現下の原油高は当分続くと考えるべきであり、石油を全面的に海外に依存
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している日本にとっては深刻な影響を受けることになろう。とはいえ、日本企業は、他

国に先駆けて高いエネルギー効率を達成していること、増大するオイルマネーによって

発生する旺盛な投資需要は、むしろ日本企業にとって追い風になるとも考えられる。 

いずれにしても、温暖化対策としての厳しい規制強化やさらなる原油高騰などを裏返

して解すると、それは単なるマイナス面だけではなく、横並び意識で責任転嫁を図るこ

となく、現実を直視しさえすれば、そこに新しいビジネス・チャンスがあるというプラ

ス面も併せ存在することを意味している。すなわち、単に厳しい環境変化に直面したと

捉えるのではなく、内外を問わず総ての他企業が同様な試練を受けているという意味で

は全く条件は同じであり、むしろ機械関連産業にあっては環境保全・省エネ型あるいは

循環・閉鎖型の生産設備機械あるいはエコカーなど環境配慮型・省エネ型消費財の新規

需要が開けていると積極的に解すべきであろう。その点、ユビキタス社会の到来などと

浮かれていると、その前提となる電力供給の途絶によって、足下を掬われねないことに

注意を要する。すなわち、ヴァーチャル世界やユビキタスを含めて、極限までの省エネ

技術を開発したものが勝ち残る可能性が高い。 

(6) 知的財産権 
中国をはじめとする東アジア諸国の台頭は、同時に自社技術を有する中小企業にとっ

ても、図３－34 に見るとおり、模倣品被害などの増大をもたらしている。 

図３－34 知的財産権に関するトラブルの発生・対応状況 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．102 の第 2-2-28 図から引用。 
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また、国内においても、技術力を有する中小企業の知的財産権を大企業が侵害するケ

ースも多発している。例えば、試作品段階における金型の製作に協力した際、求められ

るまま図面を提供したところ、本格稼動時の金型の発注をもっと安い金型メーカーに切

り替えられてしまったなどというケースがある。もっとも、だからいって、その種の模

倣品の発注を期待して、徹底した安値下請化を図ることは、より価格競争力がある東ア

ジア企業にいずれは取って代わられるだけである。 

(7) ローカリゼーション 
地方の時代と言われて久しく、声高に地方分権が叫ばれているものの、現実には地域

間格差が拡大しており、2004 年現在の一人当たり県民所得は、 小の沖縄県（2,031
千円）は 大の東京都（4,080 千円）の半分以下にとどまっている。このため、昨今で

は、この格差是正が政策課題として大きくクローズアップされるようになった。 
とはいえ、それが単なる中央から地方へのバラマキ行政であっては無意味であり、地

方自らが自力で活力を生み出すことこそが肝要である。このため、全国的に低下傾向に

ある新規開業率を、独自の企業誘致策その他により高めようという試みが各地域で広ま

っている。 
 ところで、2001 年から 2004 年までの都道府県別開廃業率を片岡篤志「地域別にみ

た開業率と廃業率の動向」によって見ると、開業率は 大の沖縄県（6.1％）と 小の

福井県（2.9％）とで 3.2 ポイントの開きがあり、廃業率は 大の沖縄県（8.5％）と

小の島根県（5.1％）とで 3.4 ポイントの開きがあるにもかかわらず、両者の差引きで

ある増減率では 大の大阪府（2.8％）と 小の滋賀県（1.5％）とで 1.3 ポイントの開

きしかない。これは、開廃業率というものは、図３－35 に見るとおり極めて相関が高

く（相関係数 94.8）、主として進取の気性に富む県民性のところでは、どちらも高くな

る傾向にあるということを示唆している。 
その結果、一人当たり県民所得と企業数の増減ないし開業率とはほぼ無相関（前者は

0.02、後者は 0.18）となっており、単に新規開業率を高めただけでは、その分廃業率が

高まり経済の活性化には結びつかないことを意味している。逆から言えば、新規開業率

の低い地域は、廃業率も低く、それなりに経済規模が維持されているとも言えよう。 
したがって、個々の企業の立場からすると、必ずしも立地地域における政策的動向に

関係なく、独自の立場で生き残りを図っていくことが求められる。 
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図３－35 各都道府県における開業率と廃業率との相関 
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（出所）片岡篤志「地域別にみた開業率と廃業率の動向」（㈱日本総合研究所『Business & 
Economic Review 2007 年 6 月号』所収）、p.95 の図表１から作成。 

(8) 下請構造の変化 
 日本経済の成熟化に伴う構造変革やグローバリゼーションの進行の中で、大企業にと

っての系列の維持や国内生産のメリットが薄れ、それが下請生産構造そのものの希薄化

をもたらしている。実際、図３－36 のとおり、1981 年には 65.5％に達していた下請企

業の比率が、1998 年には 47.9％まで激減している。 
 また、その変化の具体的内容は、概ね次の三点に集約できる。 

① 発注元の下請外注先に対する要請・期待が、図３－37 に見られるように、過去にお

ける資本関係や系列関係とか事業所の近接性ではなく、品質・コスト・納期に関す

るものが圧倒的に多くなっていること。 
② 従来の系列内における位置および競争力・経営力の違いが、下請中小企業の経営と

に甚大な影響を与え、一方で従来の系列にこだわらない受注・市場拡大の機会をも

たらしているものの、概して好調とはいえない下請企業間でも業績に大きな開きが

生じていること。 
③ 吸収合併、外資の参入、階層内上下関係の変化など、下請企業同士の再編成が進み、

また、グローバリゼーションの進展の中で国際的な視点からの取組みが必要となっ

ている反面、日本の自動車メーカーそのものが欧米の部品企業との取引など新規取

引先の開拓に概して慎重で中長期の継続的協力体制を重視しているという両面への

対応が求められていること。 
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図３－36 下請中小企業比率の移 

 
（出所）『2005 年版 中小企業白書』、ｐ．35 の第 2-1-9 図から引用。 

図３－37 下請企業が 10 年前と比べ強く感じるようになった発注元のニーズ 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．112 の第 2-3-8 図から引用。 
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以上の結果として、無数に存在してきた日本の下請部品企業群が、一方におけるより

下請部品生産構造そのものの変容、すなわち図３－38 に示したような開かれた多数企

業同士のネットワーク取引化、他方における伝統的な長期継続的協調関係の持続という

二面性の中で、ⅰ独自の技術力や製品開発力を武器に系列内における中核を形成をして

いる独立部品企業、ⅱ既存の保有技術を活かし下請企業同士の連携や新たな取引関係の

構築を目指す中堅企業、ⅲすでに価格競争力を失った限界的下請企業へと分化している

と認められる。 

図３－38 取引構造の変化 

 

（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．111 の第 2-3-7 図から引用。 
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第４章 機械関連中小企業が向かうべき方向の示唆 
序章で述べたように、多様な分野で多様な活動をしている中小企業には、単に弱点だ

けではなく、むしろ今日のような構造変動の時代には、大企業にはない長所をも有して

いることが認められる。したがって、機械関連産業の中小企業は、現下の環境激変に対

して、その有する長所を最大限発揮することが期待される。 

なお、これまでわが国において中小企業が活躍してきた背景としては、金融・信用補

完制度、財政・税制措置、情報提供・指導・研修体制、技術開発等々きわめてきめ細か

い中小企業政策体系が用意されていたことも見逃せない。したがって、そうした制度を

今日の環境変化に合わせて整備しなおすとともに、個々の中小企業においても最大限有

効活用を図るべきである。 

(1) 経営者の実際の認識と注意すべき点 

今後の方向を示唆するためには、肝心の経営者自身の認識を抑えておくことが必要と

なろう。そこで、次に中小企業経営者の経営動機と新事業進出に際しての態度について

見ておこう。 

① 経営動機の重視度 

経営動機の重視度は、中小企業庁「企業経営実態調査」（2003 年 12 月）によると、

図４－１のとおり、規模に関わりなく、「利益の増大」「企業の永続的な存在」「業績の

安定化」「売上高の増大」などが高くなっている。また、ほとんどの項目で規模が大き

いほど高い点数を付けている中で、「経営者の裁量で自由には仕事をする」で規模が小

さいほど得点が高く、「経営者の自己実現の追及」および「事業失敗リスクの回避」で

は中小企業が最も高い点を付けていることが注目される。 

② 新事業進出に際しての認識 

新しい事業活動に取り組む際の問題点として経営者が意識しているのは、中小企業庁

「企業経営革新活動実態調査」（2001 年 12 月）によると、図４－２のとおり、規模に

関係なく「活動に取り組める能力のある人材の確保」が大きなウェイトを占め、規模が

小さいほど「活動に必要な資金の調達」の比重が大きくなっている。 
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図４－１ 経営動機の重視度 

 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．59 の第 2-1-2 図から引用。 

図４－２ 新しい事業活動に取り組む際の問題点 

 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．233 の第 2-4-14 図から引用。 
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一方、進出事業の属性では、中小企業金融公庫「事業展開実態調査」（2004 年 11 月）

によると、図４－３のとおり、市場の成長性および既存事業との関連性を重視している

ことが分かる。 

図４－３ 進出先の市場属性と既存事業との関連性 

 

（出所）『2005 年版 中小企業白書』、ｐ．82 の第 2-1-96 図から引用。 

③ 新規分野進出に当たって考慮すべき点 
 新規分野進出に当たって最も考慮すべき点は、いつになったら採算に乗るようになる

かという点であろう。当然、この点については、新規分野進出を図ろうとする企業のほ

とんどが慎重に計画を練っているものと思われる。 
 そこで、「黒字化する見込み」に関する当初計画と現実とのズレについて見ると、図

４－４のとおり、計画がより長期のものほど見込みと実績の乖離が大きいことが分かる。 

一方、新分野進出で失敗し撤退した案件では、図４－５のとおり、投資金額が年商に

占めるウェイトが高いほど撤退時期を見誤っているという結果が出ている。したがって、

いきなり全面展開するのではなく、当初は身の丈に合った投資から始めるべきであるこ

とが分かる。 
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図４－４ 新規分野進出の黒字化見込みと実際 

 

（出所）『2005 年版 中小企業白書』、ｐ．83 の第 2-1-97 図から引用。 

図４－５ 資金投資額と事業撤退のタイミング 

 

（出所）『2005 年版 中小企業白書』、ｐ．85 の第 2-1-102 図から引用。 
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④ 海外進出に当たって考慮すべき点 
海外進出に際しての問題点については、上の新規分野への展開と比して、より詳しい

調査研究結果が出ているので、次にそれらをベースとして具体的に考慮すべき点を指摘

しておこう。 
前述したように、国内での行き詰まりの打開、取引先からの要請などに答えるに当た

っては、海外進出する中小企業が増大しているが、図４－６のとおり、かなりの頻度で

失敗に終わり、日本に撤退してきている。 

図４－６ 撤退現地法人数の推移 

 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．132 の第 2-2-5 図から引用。 

ところで、その主たる原因としては、次の二点が挙げられる。 

ⅰ 安易な気持ちで進出を決めたこと 
 図４－７のとおり、最大の進出動機とされる「安価な労働力の確保」をあげた企業

は利益がむしろ減少傾向にあるほか、提携先や取引先についても読み違えの大きいこ

とが認められる。 
ⅱ 当初計画の甘さ 

一方、当初計画の妥当性については、図４－８のとおり、先の新規分野進出企業の黒

字化見込み同様、軌道に乗るまでに要する期間を読み違えている企業が多い。そうした

場合、自己資本に余裕があればともかく、借入金によって進出費用を捻出したところは、

その返済に窮し、結果として国内に残した部門へも多大な悪影響を及ぼすことになる。

特に海外進出に際しては、相対的に資金投資額も大きいと考えられることから、先の新

規分野進出企業に見られた撤退のタイミングを失する危険性が高いものと推定される。 
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図４－７ 直接投資の際に重視した内容とその後のパフォーマンス 
 

（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．145 の第 2-2-34 図から引用。 

図４－８ 当初計画の生産水準に達するまでの期間 

 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．144 の第 2-2-32 図から引用。 
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以上の例から分かるように、新規分野進出とか海外展開とか企業の存亡に関わるよう

な行動を起こす前には、当然のことながら、思いつき的な決断は避け、十分にフィーズ

ィビリティ・スタディを積んだ上で判断し、予め周到な準備をしてから段階的に実行に

移すことが求められる。 

(2) 将来の有望分野 

 いずれにしても現下の環境変化を乗り切っていくためには、新規分野への進出を含め

た思い切った経営改革が求められる。そこで、次に、将来有望だとされる分野について

概観し、併せて機械関連中小企業が将来の経営判断するに当たって考慮しておくべき点

について示唆しておく。 

① 新産業創造戦略における予測 

2004 年６月に経済産業省が発表した『新産業創造戦略』では、以下の４視点を踏ま

えて、次の２種７産業について「新産業分野」とし（ｐ．17）、アクション・プログラ

ムを示した。 

Ⅰ 視点 

 ⅰ 日本経済の将来の発展を支える戦略分野であること。 

 ⅱ 国民ニーズが強いもの、社会ニーズが強いもので、今後潜在需要を掘り起こせ

る分野であること。 

 ⅲ 単に最終財・サービスとしての市場だけでなく、素材・材料加工・部品など川

下から川上まで、大企業から中堅・中小企業まで、大都市から地方まで、広範な

広がりがあって、我が国が持つ産業集積の強みを活かせる分野であること。 

 ⅳ 市場メカニズムによる競争のダイナミズムだけでは発展しにくい障壁や制約を

抱えており、成長の加速化と障害の除去のために、官民の一体的な取組を通じた

政策の総合的展開が求められている分野であること。 

Ⅱ 新産業分野 

Ａ 先端部門 

 ⅰ 燃料電池 

 ⅱ 情報家電 

 ⅲ ロボット 

 ⅳ コンテンツ 

Ｂ 社会的ニーズ部門 

 ⅴ 健康・福祉・機器・サービス 

 ⅵ 環境・エネルギー・機器・サービス 

 ⅶ ビジネス支援サービス 

これら戦略７分野の市場規模と波及効果は、表４－１のとおり、アクション・プログ
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ラムの成果によって、2010 年には 300 兆円、国内生産額の３割に達すると予測されて

いる（ｐ．19）。 

② 将来の有望分野の展望 

 先に説明した史的過程・現状あるいは生産性分析と上に紹介した新産業創造戦略にお

ける予測等の見方を再整理すると、これからの日本経済産業構造を担っていく有望な分

野は、次のようなものとなる。 

Ａ 生産性の視点から 

ａ 高生産性業種：基礎化学製品製造業、民生用電気機械器具製造業、その他の電

気機械器具製造業、卸売業、一般機械器具製造業 

  ｂ 生産性の伸び率が高い業種：電信・電話業、卸売業、その他の電気機械器具製

造業、基礎化学製品製造業、小売業 

Ｂ ウェイトの視点から 

  ｃ 大きなウェイトを占めている業種：サービス業(社会保険・社会福祉業、物品賃

貸業、ビル管理・警備等のその他の事業所サービス業)、卸小売業、不動産業、

輸送用機器（乗用車）、電子部品・デバイス、電気機器、情報通信機器 

  ｄ 伸びが大きい業種：サービス、電気通信、ソフトウェア、産業用ロボット、コ

ンピュータ、家電製品 

  ｅ 波及効果の大きい業種：機械産業、住宅産業 

Ｃ需要予測の視点から 

  ｆ 必然的に伸びると予測される業種： ソフトウェア、コンテンツ、環境、文化、

金融・投資 

  ｇ 政策需要から伸ばす必要がある業種：社会福祉 

 したがって、機械関連産業の中小企業としては、それ自体有望分野に属する機械関連

産業としての一員として、あるいは、投資財供給者として需要先の将来性に着目して、

今後の方向性を見定めることが肝要である。 

 

表４－１ 戦略７分野の市場拡大による国内生産額への波及効果 

   （兆円）

     戦略７分野の市場が   

   戦略７分野の市場規模  拡大することによる 合計 

     他産業への波及効果   

現在 207.1  207.1

2010 年 296.8 27.1 323.9
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戦略７分野の市場規模とその波及効果の内訳 

    現在 2010 年

  燃料電池 0 0.9

戦 情報家電 10.6 17.5

略 ロボット 0.5 1.8

7 コンテンツ 11.3 16.5

分 健康・医療 55.7 74.8

野 環境 51.6 78.3

  ビジネス支援 77.4 107

  合計 207.1 296.8

  食料品   0.3

  パルプ・紙・木製品   1.2

  化学製品   1

  窯業・土石製品   0.6

  鉄鋼   1.8

  非鉄金属   0.8

  金属製品   1.2

  一般機械   0.3

波 電気機械   0.7

及 輸送機器   0.3

効 その他の製造工業製品   1.6

果 電力・ガス・熱供給   1

  水道・廃棄物処理   0.4

  商業   2.9

  金融・保険   1.5

  運輸   2

  通信・放送   1.7

  教育・研究   1.1

  対事業所サービス   4.1

  対個人サービス   0.5

  合計   27.1

       （単位：兆円） 

（出所）『新産業創造戦略』、ｐ．180 の図２３から引用。 
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(3) これからの機械関連中小企業が活かすべき長所 

いずれにしても、機械関連中小企業が将来に向けた舵取りをするに当たっては、自ら

有する長所を最大限活かすべきであることには変わりがない。そこで、次に、活かすべ

き長所について概観しておく。 

① 総括 

中小企業が有する長所を整理すると、概ね次のようなことになる。もちろん、これら

は、ある意味で諸刃の刃であり、その扱いを誤れば逆に弱点に転じるおそれが強いこと

を忘れてはならないが。 

１ 小回りが利くこと：サンクコストが小さく、撤退・転換の自由度も高いこと。 
ⅱ 特化：経営資源を特定分野へ集中投入することによって、限られた分野ではあるが

高い実力を身につけることができること。 
ⅲ 経営者の決断さえあれば迅速な行動が取れること。 
ⅳ 現場の考えがトップに容易に伝わるため、生産ラインの改善のみならず顧客からの

要望などについても組織全体で共有できること。  
ⅴ 家族的経営による強度の信頼関係を醸成させ、かつ、意思決定・伝達がスムースに

行なわれること。 

② 活かすべき長所の具体例――育児環境―― 
 一般に企業の有する総合力から見て環境変化への適応力が大企業より劣っていると

みられている中小企業であるが、同時に前述したような変化への対応に必要な小回りや

融通が利くといった特性を有することから必ずしもそうとは言えない点も多々ある。 
その代表的なものが、少子高齢化時代においてより積極的な活用が求められている女

性の育児問題である。『中小企業白書 2006 年版』によると、図４－９のとおり、正社

員１人当たりの子ども数は、男性の場合には従業員規模が大きいほど若干多いものの、

女性の場合には明らかに規模が小さいほど多いことが認められる。また、「女性社員に

占める乳幼児期を過ぎた子どもを育てている世代の割合」も、規模が小さいほど高い。

これらの事実は、女性にとっては、小さな企業ほど仕事と育児とを両立しやすいことを

示唆している。実際、図４－10 のとおり、「職場での仕事と育児の両立のしやすさ」は、

20 人以下の小規模企業が圧倒的に多くなっている。 
また、図４－11 のとおり、育児休業こそ規模が大きい企業ほど取得割合が多いもの

の、出産後復職した人全部の割合では規模が小さい企業の方が多くなっているのである。 
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図４－９ 従業員規模別に見た正社員１人当たり子ども数と正社員の年齢構   
    成 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．221 の第 3-3-37 図から引用。 

図４－10 職場での仕事と育児の両立のしやすさ 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．224 の第 3-3-41 図から引用。 
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図４－11 過去５年間に妊娠・出産した女性正社員が出産後、復職した割合 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．222 の第 3-3-38 図から引用。 

 ただし、仕事と育児の両立支援策は、図４－12 のとおり、規模が大きいほど整備さ

れている。したがって、中小企業が仕事と育児との両立可能性大という長所は、制度面

の充実を図ることによって、さらに高まる可能性を秘めていると言えよう。 

図４－12 仕事と育児の両立支援策の整備・利用状況 

 
（出所）『2006 年版 中小企業白書』、ｐ．225 の第 3-3-44 図から引用。 
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(4) 個別環境変化への適応の方向 
 後に、先に挙げた機械関連中小企業をめぐる環境変化と、上に挙げた有望分野を

睨んで、どのような方向で関連企業が対処していくべきかを概観する。 
 なお、先に紹介した事例などから見て、中小企業が将来の有望分野として進出しよ

うとする場合に、一般論として意識しておくべき主要な点を四点、予め次に挙げてお

く。 

ⅰ 進出先の選定：狙い、既存事業との関連、必要とする人材の有無など。 
ⅱ 段階的計画の策定：希望的観測ではなく、まずは予見可能なところから。 
ⅲ 資金投資額の決定：当面は身の丈に合った規模で。 
ⅳ 評価システムの整備：客観的な評価サイクル（フィーズィビリティ・スタディに

対する事前評価、撤退を含む方針転換を可能にする中間評価、その後の方針決定の

ための事後評価）を可能にする体制の整備。 

① グローバリゼーション／オフショアへの対応と国内回帰 
総合力に欠ける中小企業は、経済活動の全般的なグローバリゼーションによって、た

だひたすら追い込まれるだけだろうか。実は、必ずしもそうとは言えないのである。 
中小企業金融公庫『生産拠点の国際的な機能配置』（2006 年３月）によれば、ヒヤリ

ングを行なった海外展開事例企業 15 社は、次の二つに分類できるとしている。 

ⅰ 国内にブラックボックス的な生産工程を有するもの５社：オリジナルな材料や中

核部品、装置などに強みがあるのが特徴で、そうした財の生産は技術流出を防ぐた

めブラックボックス化して国内で行ない、海外に供給している。 
ⅱ 国内に特別な工程は有さないが、一貫生産を通じた総合的な技術力を強みとする

10 社：コスト削減や品質管理、納期対応などのユーザーニーズに応えるため、海

外でも一貫生産体制を志向している。 

ところで、多くの産業で、M&A などによる統廃合が激化しており、伝統ある著名な

大企業でさえその存続が危ぶまれる状況に陥っている。また、そうした熾烈な規模拡大

競争が、無数の中小企業の存続を危殆に瀕させていることも事実である。このため、中

小企業分野においても、規模のメリットを追求すべきだという意見が強まっている。 
しかし、企業の存続というものは、ほとんどの大企業経営者がそう錯覚しているよう

な、必ずしも成長・規模拡大によって保障されるものではない。むしろ国際的に名の売

れた中小企業経営者の多くは、そうした発想に対して否定的で、「今の大きさが 善だ」

としているところである。また、その理由としては、次のような点を挙げるものが多い。 

ⅰ 技術的適正規模にあること：背景として、独自の技術か卓越した技能を有してい

る。 
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ⅱ 社長一人の目の行き届く範囲なこと：ただし、ワンマン経営の弱点もある。 
ⅲ 小回りが利くこと：環境変化に迅速に対応、発生するニッチを他に先駆けて拾う。

多様な人材を有効に活用できる。試作品向け等小ロットものに対応できる。 
ⅳ 自由度が高いこと：得意ないし好きな仕事に絞り、不得意ないし嫌な仕事はせず

に済ませる。 

また、そうした目で見ると、後発国の台頭にしても、一方的に追い上げを受けるとい

う否定的な解釈だけでなく、次のような視点で捉えることができよう。 

ⅰ 中小企業の発展を抑えてきた従来のしがらみから切り離されたイコール・パート

ナーの登場。 
ⅱ 後発国の先進国化により、一部領域における彼らの競争力の喪失、すなわち、国

内企業にとっては再起可能な領域の出現。 
ⅲ 量産化軌道に乗ったもの、設計図面が引けるもの、数値化できるものなどを生産

費の安い後発国に移し、それ以外の高技術・高単価・小ロットものに特化。 

ただし、特許庁によると、2005 年度に模倣品被害を受けた企業の約半数（49.6％）

は中小企業だったとされており、特に中国をはじめとする海外での被害は、現地の模

倣品製造・販売企業が転々と居所を変えるため、それらに対する対応は資金力の弱い

中小企業にとっては極めて難しい。といって、それらの一つでも見逃せば、時に致命

的なダメージを受けることになる。したがって、現地における工業所有権などの設定

はもちろん、加害者に対して何としてでも徹底的な法的手段を講ずることが求められ

る。 
一方、グローバリゼーションの一つとして、近年ではネットによる国際取引（オフ

ショア）が活発化し、それが米国などでは深刻な空洞化を引き起こし始めている。こ

のため、日本企業も、今から、これに対する対応が求められる。 
なお、国際展開する大企業の立場からは、オフショア取引は必然となるが、その際、

日本企業には語学力というハンデがあるという説もある。しかし、オフショアで求め

られるのは、比較的日本人が得意としている読み書き能力であって、苦手としている

会話力ではない。逆に、外国人の多くは、日本語の会話能力はあっても、読み書き能

力に欠けている場合が多い。この事実は、裏返して見ると、オフショア取引に際して

一種の半透膜が形成されることを意味しており、日本から打って出るのに易く、迎え

撃つにも易いということを意味している。 
すなわち、オフショア問題は、単に受身に回るだけではなく、次のような、より積

極的に理解することが肝要である。 

 ⅰ 大企業の国内生産撤退や同業者の転廃業に伴う企業機会（ニッチ）：ただし、そ

の原因となったところのものが存続する以上、自身もかなり不安定な状況にある
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と常に認識し、次の段階における素早い対応が求められる。 
 ⅱ 国境を越えたネット発受注：ただし、顔の見えない取引先の信用度に対する目

配り、取引慣行の相違などを十分理解しておくことが求められる。 

 ところで、こうしたグローバリゼーションの進展の中で、表４－２のとおり、下請

部品企業の多くが何らかの形で海外展開するようになっている。とはいえ、「日本国

内のみで事業展開」と回答した企業は、現在の０％から 14％へと大幅にシェアを伸

ばしており、国内を 重視する動きが広がっていることが窺える。 

表４－２ サポーティング・インダストリーの国際展開状況 

 
（出所）『通商白書 2006』、ｐ．93 の第 2-2-29 表から引用。 

 実際、図４－13 のとおり、製造工程の立地地域別割合を見ると、現時点ではどち

らも 40％を上回っている。これが今後は半減するとされるものの、それでも 20％は

国内に留まるわけであり、シェアはともかくとして絶対金額の大きさから見て、元よ

り規模追求ではない中小企業の立場からすれば、そこに活路を見出せる可能性は高い。 
 したがって、上で述べたとおり、必ずしも自らが積極的にグローバリゼーションに取

り組むのではなく、国内に目を向けるという選択もあっていいと言える。 

 具体例として自動車部品メーカーについて取り上げると、中小企業金融公庫『わが国

自動車部品製造業の現状と今後の方向』（2005 年８月）によれば、部品の性格ごとに次

のような点が指摘できる（ｐ．33）。すなわち、ⅲに示した範疇に属するような企業は、

すみやかに転廃業を検討すべきであるが、それ以外の企業にあっては、海外展開と国内

立地の功罪を十分考えた上で、今後の方向を決定することが望ましい。 

ⅰ 「高精度、高強度、高耐久、高性能を要求される部品・部分品、高精度・高品質の

素形材加工製品や射出成形品等加工難度の高い部品・部分品」については、国内外と

も国産品・部分品に対する需要は堅調で、高い競争力を堅持している。 
ⅱ 環境対策・低燃費化、安全性強化、走行性能の向上等に不可欠だが、精度・品質の
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面で現地調達が困難な部品・部分品については、国産部品・部分品への回帰が見られ

る。 
ⅲ 「労働集約的で低付加価値なアセンブリ部品」については、完成車メーカーや１次

部品メーカーの海外生産強化等を背景に、現地調達が進展するとともに低価格製品に

対する国内需要の拡大もあって、国産部品・部分品に対する需要は低減し、国内外に

おける競争力は低下しつつある。 

図４－13 製造工程の立地地域別割合 

 
（出所）『通商白書 2006』、ｐ．92 の第 2-2-27 図から引用。 

② 下請部品生産構造の変化への対応とアウトソーシング 
下請部品生産構造がメッシュ化している背景には、下請・外注企業側が二極分化し、

一方が淘汰されていく中で、発注側と対等に渡り合えるものが生き残ったという事実が

認められる。その結果、新しい取引形態を過去の「下請・外注」と切り離して、米国で
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台頭してきたと同じ「アウトソーシング」と呼ぼうとする動きが拡がっている。 
ところで、中小企業金融公庫『アウトソーシングの活用による中小企業発展の可能性』

（2004 年３月）によれば、アウトソーシングの概念は、次のとおりであり、「『外注』

や『請負（特に下請）』においては、「受託者側は、委託側の業務や設計・計画に参画し

ない」、「水平的な関係や発注側の戦略性がない」、「コア・コンピタンス強化や専門特化

という戦略がなく、受託側においては『運営の代行』、委託側においては『周辺業務の

委託』を目的としている」という点が異なっているとしている（ｐ．７）。 

ⅰ アウトソーシングの受委託が、委託側又は受託側の経営方針・経営戦略にそれぞれ

基づいていること（経営方針・経営戦略との整合性） 
ⅱ アウトソーシングの受委託により、委託側又は受託側におけるコア・コンピタンス

の強化やコア・コンピタンス活用による経営の高付加価値化に寄与するものであるこ

と（経営基盤強化、経営改善・経営革新への寄与） 

しかし、上の理解は、「下請・外注企業は後れた弱小企業」というステレオ・タイプ

の理解であり、前述した史的過程の中で考えると、これらのすべてを満たす下請企業は

以前から存在してきたのであり、本質的にこれまで使われてきた「外注」と変わるとは

言えない。 
いずれにしても、成功例として取り上げられるような企業では、親企業・大企業に対

しても、自身の権利をきっちりと主張しているという共通点が見て取れる。例えば、自

身の開発によるものはもちろん、共同開発によるものについても一定の知的財産権を留

保したり、原材料・仕掛り品・金型・補修部品などの保有管理に要する費用を直接請求

ないし製品コスト・工賃に盛り込むことが、自身が存続する上で不可欠な技術・資本蓄

積のために必要となる。さもないと、際限無い価格競争に陥り、国内同業者との間で共

倒れを招くだけではなく、労賃の安い海外の地域に立地した企業との競争に勝ち残るこ

とはできない。ただし、そうした権利主張ができるようになるためには、生産性の向上

や独自の技術力を磨かねばならないことはもちろんであるが。 
とはいえ、これからの下請・外注企業が、ここに挙げたアウトソーシングの要件を満

たす方向で努力すべきこであることには間違いない。 
むしろ、メッシュ化の進展の中にあって、これから重視すべきはネット発受注だと思

われる。それは、前述したような発注側からの要請を受けてというような受身のもので

はなく、委託側を限定しないもっとオープンな取引を志向するものにしておけば、今後

の環境変化に対してもより強い抵抗力を付けることができよう。 
なお、アウトソーシングの変革の中にあっては、増加傾向にある SOHO 事業者をど

のように組み込んでいくかも重要な課題となろう。実際、高い収益率を上げている中小

企業の中には、社員をすべて SOHO 事業者という独立した企業経営者に仕立て上げ、

成功しているところも存在する。そうした例は、見方によっては、画一化した現行教育
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制度に合わず、大企業からは受け入れられず、育てられず、排斥されるような中に潜む

多様な人材を有効活用する手段の一つだとも言える。実際、成功者とされる中小企業で

は、経営者自身、フリーター上がりだというケースも少なくない。 

③ ＩＴ化への対応とネット分業、ロボット化 
IT の活用にによって得られる効果は、図４－14 のとおり、SOHO 事業者、他の小規

模事業者共に「情報収集力の向上」が際立って高く、次いで前者では「通信費・物流費

の削減」「社内の合理化・業務の効率化」となっており、後者では「社内の合理化・業

務の効率化」「売上げ増・受注増など」となっている。このように、どちらも一世代前

の情報化の域を出ておらず、ＩＴ化が目指す「企業間ネットワークの構築」「新商品・

新技術、サービスの開発」「生産性の向上」などへの意識は低い。なお、この図からは、

SOHO 事業者では、他の小規模事業者と比して、情報収集や費用節減効果に軸足を置

いていることが窺える。 

図４－14 IT の活用によって得られた効果 

 
（出所）『2004 年版 中小企業白書』、ｐ．103 の第 2-1-76 図から引用。 

ところで、経験則から言うと、情報化は、短期的には必ずしも省力化とはならないた

め、転業や新規事業進出に際して長期的視点立って行なえば大きな効果が期待できる半

面、既存業務についてそのままの形で移行させようとすれば、かえって費用ばかりがか
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かって効率を低下させることがあるので注意を要する。また、技術が日進月歩している

現状では、リスク対応技術をも含めて、あまり先行して投資すると、将来無駄になって

しまうおそれもある。 
 その点、「第 185 回中小企業動向調査」によると、情報化実施企業では、何らのリス

ク対策も講じていない企業が３～４割にも達しているという事実は、大企業でさえ情報

セキュリティに関して何らかの被害を蒙った企業が８割を超えているという状況から

見て、あまりに安易にすぎると言えよう。 
 一方、同調査によると、電子商取引について「当面実施の予定なし」と回答した企業

の実施しない理由は、「そもそも効果がわからない」が四分の一程度を占め、以下「係

る業務に対応できる人材がいない」が 17％程度、「セキュリティ面で不安がある」が

12～3％程度、「初期投資の費用が多額で投資する余裕がない」「ＩＴ技術の進歩が激し

く様子を見ている」がそれぞれ１割程度となっており、企業自身に内在する問題という

より、現段階では電子商取引そのものに対して懐疑的な企業が多いことが窺えるのは、

過去の情報化の経験に鑑み、その辺の問題点を認識している企業が多いからだとも考え

られる。 
 すなわち、現時点で評価するかぎり、中小企業におけるＩＴ化は、先行している企業

の方が高く評価されるべきだとは一概に言えないことが分かる。 
こうした実情は、世界的なオフショア化の中で考えると、これから急速に展開する国

際的なネット分業さらにはネット共同体ないしネット協同組合の構築に、日本の中小企

業が大きく立ち遅れていると言えよう。自前でフルセットの技術を保有しえない中小企

業にあっては、ネット分業等は今後の展開を図る上で極めて有用な方法であり、逆に、

オフショア化の波に乗り損なえば生き残りの 後の機会を失うことになりかねない。 
もっとも、だからといって、必ずしも悲観的状況だけだとも言えない。自ら先端的な

技術をリードしなければならない大企業と違い、中小企業では、今のＩＴ技術の進歩の

速度から見て、むしろ技術などが安定した後に、より先端的な技術・システムを導入す

る方が効率的だとも言えるからである。したがって、それまでの期間、どうやって企業

を維持していくかという戦略が も重要だとも言えよう。実際、その所属する分野では

先端を行く中小企業の中には、予期せざるバグに対する即時対応、対面連絡の重要性、

計測不能で手作業に依存せざるをえない微調整の存在などに鑑み、意図的にイントラネ

ットを構築せずに済ませて成功しているケースさえ認められる。逆から言えば、先端分

野に生きる中小企業にあっては、先端技術と職人芸的なものとを、いかにして融合させ

ていくかというところに、活路を見出すべきなのである。 
ところで、前述したように、他産業を含めて国内での労働生産性の向上が求められる

という状況は、労働生産性の向上が困難な分野においては上に述べたオフショア化を図

りつつ、それと併行して、労働生産性向上に向けた設備投資需要、特に資本効率を考慮

した低価格品の人力代替型のロボットに対する需要を喚起することになる。特に、これ
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まで熟練労働者に依存してきた分野では、その種の人材の確保難から、それに代わるロ

ボットの開発が急務となる。 

この種の小型・低価格ロボットに対する需要は、多種多様に上り、必ずしも量産化が

可能なものではない。そこに、中小機械工業の存立余地は十分にあるものと思われる。 

④ 資源・環境 
資源・環境問題の高まりは、ＥＵなどにおける厳しい規制に対処するため、大企業が、

その材料・部品等の調達に当たって、いわゆる環境配慮を求める（グリーン調達）とい

う形で、関連企業に対して甚大な影響を及ぼしている。当然、その影響は、機械関連中

小企業にとってより強く現われており、その対応が企業存続の可否を制することになる

と言っても過言ではない。 
 ところで、在間「中小企業の環境経営の現状と課題」によれば、規模の小さい企業で

は、環境対策のネックとして、資金的余裕がないこと、専門担当者を置くだけの人員的

余裕がないこと、環境配慮要求してきている取引先からの情報サポートが不十分なこと

を挙げているとされる。 
しかし、小規模企業にとっての環境対策の多くは、より身近なところに解があったり、

ちょっとした工夫で対応できるものが多いことから、これらはむしろ小規模企業経営者

の認識不足を示すものと考えられる。特に、中小企業が情報サポートを求めている項目

のうち、「自社に該当する環境法規制の内容」を筆頭に、「規制の化学物質について代替

品など具体的対策」「規制の化学物質の種類や品名」「自社に該当する環境法規制に対す

る具体的な対策方法」「省エネ・省資源活動を実施するための具体的方法」五項目につ

いては、20％以上の企業が求めている。これらから直ちに分かることは、いずれの項目

も極めて身近な問題であり、当然、該当する企業は、自社の存続を図る上で、取引先な

ど他から情報提供を受ける前に、自ら積極的に学習し理解していなければならないもの

ばかりだということである。また、前述したように、環境対策に避ける人員・資金も極

めて小さく見積もっており、それでは、これからますます環境規制が厳しくなっていく

中で、転廃業以外の選択肢は残されていないことになろう。 
 とはいえ、これらの事実は、裏返してみると、過去のような「過当競争」が叫ばれ、

限られた市場に無数の企業がひしめいているという状況が消失するとも捉えることが

できよう。したがって、いち早く問題を解消した企業は、市場を独占的に享受しうる可

能性を秘めていることになる。 
 それだけではない。ほとんどの企業が資源・環境対策を講じなければならないという

ことは、競争条件としては不変とも言え、かつ、そこに無数かつ多種多多様な環境対策

機器に対する需要が発生することを意味している。すなわち、この問題を前向きに捉え

れば、機械関連中小企業にとっての新しい市場が急成長するということである。また、

日本の産業構造そのものが、環境配慮型・省資源型・代替資源型へと移行する過程にお

いては、従来の資源エネルギー多消費型生産に慣れた大企業が徐々に淘汰されていくこ
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とになるから、そうした企業に依存し続けることは破滅に繋がるというだけではなく、

逆に、そうした淘汰の後に生ずる隙間（ニッチ）を埋めるという起業機会も生じること

になる。 
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