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［要約］ 

本調査研究は、わが国のものづくりの現状について、第１次石油ショックからバブル崩

壊の時期を経てリーマンショックに至る1969年から2008年までの期間における新工場建

設および設備投資を調査し、また、この時期にわが国のものづくりのグローバル化を先導

すると評価されていたマザー工場について、その特徴やその役割について具体的な工場の

調査データをベースに考察を行った。そしてこれをベースに、ものづくりの競争力の基本

は、国内外を問わず資本ストックを維持・発展させ、わが国のものづくりの特徴であるイ

ンテグラル型を基本としつつ、新しいビジネスチャンスを掴むためのアーキテクチャー開

発を重視した研究開発と新製品・新事業展開を継続することが重要であると提案している。 

 

1. わが国製造業の設備投資の動向 

1-1 工場の敷地面積と立地件数の推移 

図１は、昭和 49 年（1974 年）から平成 20 年（2008 年）までの間において、1 年当た

りわが国に建設された工場の敷地面積と立地件数の推移を示したものである。 
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図 1 わが国の工場の敷地面積と立地件数の推移 

出典 ： 経済産業省「工場立地動向調査」をもとに JATIS が作成 
 

全体的な傾向を見ると、昭和 48 年の第１次石油ショックおよび昭和 53 年の第 2 次石

油ショック後、設備投資は落ち込んだが、平成元年までは、凸凹はあるものの、設備投資

は増加し回復に転じ、バブル期においては大きな増加が見られたものの、平成元年のバブ

ル崩壊後、平成 2 年から再び急激に落ち込み、平成 6 年～平成 14 年の停滞期を迎えた。

しかし、平成 14 年（2002 年）を底に 平成 19 年（2007 年）まで回復を続け、リーマン

ショック直前まで大きな増加傾向を示した。 

1-2 わが国製造業の設備投資の動向と特徴 

わが国製造業の設備投資の動向は、景気の変動と同期して動いている。よって、設備投

資の動向を明確にするために、日本政策投資銀行の「設備投資計画調査」および内閣府が
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発表している景気動向指数（DI）を用いた景気動向と関連付けて調べた。日本政策投資銀

行は 1998 年度から 2008 年度まで年度毎の「設備投資計画調査」を公表しており、各年度

の投資の特徴を把握動向をしやすい。また、内閣府は景気動向指数（DI）を用いて景気の

局面を判断しており、日本の景気の波の時期を通称を交えて表されている。 

今回調査対象とした 1969年から 2008年までの景気変動は第 6循環から第 14循環に相

当し、好況と不況をほぼ 9 回繰り返していることになる。これらの変動は、景気拡大期は、

企業は成長に必要な供給力を確保しようと設備投資の規模を拡大するために、期待成長率

に対するストックの伸びが次第に達成されるので、設備投資の更なる規模拡大は不要にな

って行く。逆に、景気後退期は、設備投資が減少するテンポが緩やかになって行くために、

設備投資が活発に行わるようになる。このような、通常の資本循環に加え、オイルショッ

クやリーマンショックのように想定外の経済環境の変化が景気にインパクトを与え、さら

に複雑な景気の変動が生まれる。このような経済環境変化に応じて企業は「企業の going 

concern」に則り、企業価値を最大にするべく投資判断を行う。このような仕組がわが国

製造業の設備投資の動向と特徴を形作っていることがわかる。 

 

2. 設備投資を実施した企業の調査 

2-1 Web 検索による調査 

この節では、どの企業が新工場を建設しているのかを調べた。検索は、Google を用いて、

“新工場 ＆ filetype:pdf”なる検索条件でヒットする企業を抽出した。その結果 113 社

についての情報を収集することができた。 

これらについて報道発表された年の度数分布をとると、2002 年を底に増加し、リーマン

ショック後の 2009 年に激減しており、図 1 の傾向と一致する。また、新工場建設件数が

多い業種を見ると、電気機器が最も多く、次いで、機械、化学、輸送機器と続くことが分

かった。 

2-2 新聞記事による調査 

次に、前節のデータの信憑性を確認するために、ｎ数を増やして詳細にトレンドを追い

かけてみた。全ての業種について調査し分析するのは時間的に無理があるため、前節で最

も多い件数を示した電気機器について調査を行うことにした。具体的には、クリアリーフ

総研が提供している無料のデータベース電気・エレクトロニクス業界の情報サイトに掲載

されている、記事見出し（2002 年 10 月～2009 年 9 月 約 8,500 件）を用いた。このデ

ータを基に、国内外の新工場建設、事業参入、工場閉鎖・休止、着工延期、事業再編・撤

退、開発・新製品、事故・災害の件数の推移を調べた。その結果、①事業参入は、比較的
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コンスタントに行われている、②リーマンショック後、工場閉鎖や着工延期が相次いだ、

③国内からの事業撤退は、リーマンショック以前から増加傾向にあったことがわかる。新

工場建設の変化と比較すると、国内からの撤退の増加に反して海外での新工場建設が増加

していることが読み取れる。④工場建設投資の増加傾向がみられる時期の前駆段階として、

研究開発投資が先行して行われたことがわかる。 海外への新工場建設が増加しはじまった

時期は開発への取り組みが低下しているようであることが分かった。また、新工場建設を

積極的に実行した具体的な企業は、シャープ、パナソニック、三洋電機、東芝、キヤノン、

ソニーであることが分かった。 

 

3. マザー工場について 

3-1  マザー工場が注目された背景とマザー工場の位置付け 

これまでの世界の製造業の携帯は、雁行形態での成長、つまりは、先行する日本に韓国

や台湾、さらにマレーシアやタイ、そして中国が追従し、順次恩恵を受ける時代が長く続

いた。しかし、90 年以降、コミュニケーション技術が上がり、移動手段が多様化。製品や

部品のモジュール化が進み、生産国による差異が少なくなったため、新製品で優位に立て

る時間が短縮し、間隔が狭まった。そこで、わが国が世界の製造業のリーダー的役割を維

持し果たすための戦略が必要になった。 

そこで、成長した相手をライバルとして認め、対陣を組もうという戦略思考をベースに、

国内にコアコンピタンスを残し、経験やスキルを有する限りある匠を集中させて成果を出

すことがイノベーションの原動力となる生産拠点を確保するというアイデアが生まれた。

先端生産拠点として、かつ、ものづくりを生み出す世界の中心的存在として、日本は生き

てゆくべきである、というメッセージがマザー工場という言葉には込められている。具体

的には、日本の強みを再認識し、競争力を上げるように経営資源(ヒト、モノ、カネ、技術、

情報、文化など)を整備することである。 

3-2  マザー工場の機能の分類      

マザー工場の機能を分類すると以下のように４つに分類することができる。 

① 開発・試作工場：マザー工場の第１の機能は、海外自社工場生産に先立って、日本国

内で開発した製造技術を最初に適用する役割を担った工場の役割を果たすことにあり、

パイロットファブ(試作工場)のあり方の一つである。マザー工場では企画・設計、製

品開発が行われ、生産工程の改善、機能強化などが試みられている。 

② 技術力維持と雇用の確保：わが国の技術の強さのポイントは、「すり合わせ型ものづく

り」、「素材・部品分野の生産」、「設計開発（アーキテクチャー）」にあると言われてい
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る。したがって、マザー工場の第 2 の役割は、日本国内の高度な技術をもって、海外

工場で生産された部品や半完成品の最終組み立てを行う工場である。部品の「単純な

組み立て（モジュール型）」であれば、それほど多くの技術を必要としないが、わが国

の技術の強みである「すり合わせ型ものづくり」を用いれば、他国が追従できない高

度なものづくりがかのうとなる。また、国内にこのような工場を置くことにより、安

定した雇用確保も可能である。 

③ 効率的な技術移転・伝承およびマネジメントのサポート：マザー工場の３つ目の役割

は、海外から社員に対する工場立ち上げ時の技術およびマネジメントを効率的に指導

することである。海外進出へのサポートや準備を目的とするマザー工場では、ナレッ

ジを高め、規格を統一することで、いかなる従業員でも同質の製品サービスを生み出

すための仕組みづくりを目指すことになる。その究極の目的は、単純化とスピード化

にあるといえる。 

④ 戦略的設備投資判断による経営の強化：マザー工場の４つ目の役割は、分散し、弱体

化した工場の再集積による競争力の復活である。度重なる海外工場でのトラブル、経

営情報の流出、そして最大のインセンティブであった労働コストの上昇により、トー

タルコスト（製造コストとそれ以外の間接コストの合計）を考慮し、国内に新工場を

建設にメリットがあると判断した結果の設備投資である。 

3-3 マザー工場採用企業の調査 

マザー工場調査対象の選定： Web 検索（Google 検索条件“マザー工場 ＆ 

filetype:pdf”）でヒットした「マザー工場制」を採用しているか、もしくは意識している

企業」リストアップし、57 の企業を抽出することができた。この中から 7 社を選択し以下

のような調査を行った 

【マザー工場採用企業の調査項目】 

Ⅰ. 会社概要 

１．沿革 ／２．企業規模 ／３．主力商品と主要技術 

Ⅱ. マザー工場について 

1. 内外工場の動向とマザー工場制（国内･海外工場の増減動向、近年における「国内

回帰」の有無、マザー工場制の有無と採用年、 マザー工場制度の特徴など） 

2. 内外立地･海外展開の現状（国内立地の現況、海外展開の状況（内外生産比率、海

外工場の販路、海外工場への技術移転）など） 

3. マザー工場制採用の経緯等（マザー工場制採用に至った背景・経緯、マザー工場に

期待されていること（技術移転先の態勢づくり、態勢づくりと意欲喚起の仕掛けと



 6

しての別法人化、現地工場トップとなる人材の育成）、なぜ国内か、国内生産拠点

の役割・機能、 マザー（国内）工場の維持・新設のための立地条件など） 

4. マザー工場制採用についての評価（マザー工場制採用後の変化、マザー工場制の評

価など） 

5. 今後予想される国内立地戦略の方向性とマザー工場制の先行き（現在抱えている国

際競争力上の問題点と対応すべき課題、マザー工場としてこれから期待される新た

な役割・機能、親子関係の変質の可能性･方向性等の展望、国内工場を維持してい

く上での障害（理科離れと価値観の変化、交代勤務態勢と要員確保、作業員等の人

材確保、優秀なエンジニアの確保など） 

Ⅲ．その他（直近の経営・体制の変化など） 

3-4 マザー工場の分析および評価      

調査の結果概要： 前節で詳しい調査を行った 7 社の内、キヤノンを除く 6 社を含めたト

ータル 56 社について評価分類すると、「マザー工場が企業業績に寄与していると評価でき

る企業」は 14 社、「マザー工場制採用企業とみなせるが業績がいまひとつ」は 4 社、「業

績好転のためにマザー工場制を採用している企業」は、38 社という結果を得た。この分析

結果から、筆者らはマザー工場制を採用している企業の業績が必ずしも良好であるとは限

らないと解釈する。参考のために、「マザー工場制を採用していない代表的な企業」と比較

すると、「業績好転のためにマザー工場制を採用している企業」と同じような傾向を示して

いる。 

 

4. わが国製造業の設備投資の分析と競争力について 

4-1 わが国製造業の設備投資の動向の分析     

わが国製造業の設備投資の動向の分析 

国内工場の数の推移と GDP の推移との相関について： 国内工場の数の推移と GDP

の推移を比較すると、変化傾向はよく似ているが、GDP の変化は工場の数の変化に対して

約 2～3 年の遅れ時間があるように見える。これは、設備投資が実質的な戦力になるまで

に 2～3 年の時間遅れがあることを意味していると考えた。これらの知見から、工場立地

件数の累積と GDP の関係を見ると、投下した資本の累積いわゆる資本ストックが DGP す

なわちわが国の競争力と極めて強い関係があることがわかる。 

国内工場の数の推移と売上高および経常利益の推移との相関について： 工場立地動向

は、企業の経常利益の動きと強い相関があることがわかった。これは、製造業の基本は、

設備投資により製造体制を確立・維持し、人・もの・金を高速に回転させることによって
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利益を得ることにあるからである。しかも、企業は常に設備投資のチャンスを窺っており、

好機が到来すれば即実行の判断をすると言える。 

以上の結果から、わが国製造業の競争力は設備投資の動向と強い関係があることが分か

った。よって、以下ではわが国の競争力を考察することを目的として、設備投資の動向お

よび資本ストックの動向について精査することにすることにした。 

4-2 わが国の製造業の資本ストック循環について    

わが国の製造業の資本ストック循環について： 本調査報告書は、わが国のものづくり

の競争力について調査検討を目的としているが、前節で述べたように、競争力を分析する

ためには資本ストックについて調べることが有効であること考えた。したがって、本節で

は設備投資と資本ストックについて詳細に検討した。1980～2005 年の間の資本ストック

循環の特徴を観察すると、1980～1987 年の循環は 1980 年にスタートして 1987 年の 7 年

の間にプロットは約 1 周半回転している。設備投資額の変化は大きいが、成長率はほぼ高

位安定を維持している。1978～1994 年の期間はバブル崩壊から景気低迷に陥る過程を示

す特徴的な期間である。6 年間に約 5/6 周回転している。極めて高い成長率から落ち込ん

でいく姿がうかがえる。2001～2005 年の期間は 2002 年を底に積極的な設備投資が再開さ

れた期間である。ただし、この後に金融危機が控えている。約 4 年間に半周して、少しず

つ成長率が高位に変化しつつあることが読み取れる。 

これらの現象をもう少し定量的に観測するために、1978～1994年の期間と2001～2005

年の期間についてフーリエ分析を行った。その結果、資本ストックは設備投資にある遅れ

をもって追従するが、その遅れは変化の周期に対して一定の比で遅れるということが見出

され、経済環境が変化することにより投資の周期が変わっても資本ストックは同じように

遅れる変という新たな知見を得た。 

4-3 設備投資と競争力（企業価値） 

本節では、設備投資と

企業価値を投資理論と

結び付けて競争力につ

いて考察した。企業の

going concern は、「利

潤の割引現在価値が最

大になるように、生産

物の販売量、雇用量、

投資量を決定する。」と
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図 2 設備投資と企業価値の概念図 
出典：JATIS が作成
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いうことにある。従って、経営者は利益が最大になるようなマネジメントする訳であるが、

その中でも投資判断は最も重要な行為である。また、企業価値は、「将来の予想配当総額の

現在価値」で評価される。したがって、going concern に従う企業の活動は、図 2 に示す

ようなシステムを運営することであり、経済学の立場からはこの企業価値を最大にする理

論検討が行われた。この理論構築は新古典派経済学者により実行され「投資理論」と呼ば

れる。本報告書では、投資理論を用いわが国の工場敷地面積と立地件数の推移について考

察を加えた。 

4-4 代表的な企業の設備投資動向 

代表的な企業の設備投資動向 

会社四季報データの分析： キャッシュリッチな企業が設備投資を行う傾向が強いとい

う説があるが、この節ではその妥当性について調べた。会社四季報（2009 年 2 集：東洋

経済）から代表的な企業の経営指標を抽

出・整理した。今回の分析した企業は、製

造業における各業種の代表的企業、および

前述の大型設備投資を積極的に行った企業、

およびマザー工場制を導入している企業で

ある。 

図 3 は、設備投資額とキャッシュリッチ

の度合いについて示した散布図である。こ

れを見ると、確かにキャッシュリッチな企

業ほど大きな設備投資をするグループAの

存在が認識できるが、逆に、大きな負債を

抱えても果敢に大型の設備投資を実行する

企業のグループBが存在することが分かる。 

これらの事実は、比較的大きな額の設備投資を継続できる企業は、ある程度売上高を確

保できる大企業であることを示している。さらに、投資時には手持ちのキャッシュだけで

はなく、負債を抱えてでも（すなわち、設備 C/F が負側に大きく振れても）その資金を基

に設備投資を行うことにより利益を確保する戦略を採用していることが分かる。 

図 3 に示した A グループの企業は、東京製鉄、キヤノン、京セラ、資生堂、信越化学、

ファーストリテイリング、パナソニック、ローム、東京エレクトロン、ワコール、村田製

作所、日本特殊陶業、日本ガイシ、リンナイ、ブラザー工業などの企業であることがわか

る。このようなタイプの企業が将来どのように発展していくのか期待して見ていきたい。 
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図 3 設備投資額とキャッシュの豊富さ（現
金同等物－有利子負債）の関係 出典：JATIS
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工場建設の国内回帰について（国内回帰現象という表現は妥当か）： わが国の工場立

地件数は 2002 年を底に 2007 まで増加する傾向が見られた。この現象が工場の「国内回帰」

と呼ばれた。これらの統計を見る限り、製造業全体で海外設備投資の相対的な位置付けは

高まっており、「国内回帰｣の傾向は見られない。このような傾向は、①90 年代以降、長

期にわたり投資を抑制した結果、生産設備の不足感（ビンテージの長期化、設備年齢、設

備の老朽化）が高まりやすい環境にあった。②そうしたもとで、グローバル需要が拡大し

ており、その将来性を意識し、供給体制を整えようとしている、③ＩＴ関連資本財のウエ

イト増加などを背景とした投資サイクルの短期化（需要の多様化に伴う製品サイクルの短

期化）も、投資の下支えに寄与していることを背景にしているという考え方が通説である

（日銀の 2006 年のレビューなど）。ただし、グローバル需要とは、米国サブプライムロー

ンをベースにした金融バブルを意味していたことは 2006 年時点では指摘されていない。 

4-5 わが国の競争力 

図 4 は、競争力を構成す

る基本要素を図示したも

のである。図中の「経営

戦略とマネジメント」の

下位項目に「生産すべき

製品と生産工場・体制と

の位相」を位置づけたが、

筆者らは今回の資本スト

ックや景気循環について

の考察により、設備投資

はタイミングの読みが極めて重要であると認識した。 

わが国の強み： 日本、米国、アジアの製造業の技術力確保（R&D）について比較す

ると、わが国の特徴は、①R&D 部門と生産現場が一体となって進める、②最終製品メー

カーと部品メーカーが一体となって製品開発を進める（自動車産業などに代表される擦り

合わせ型）、③ものづくりの基盤となる中小製造業が存在し、大企業を下支えしているとい

うことを基本スタンスとしている。また、生産現場と研究開発が一体になっており、「中小

企業ハイテク部品業の集積地」が大企業をバックアップしている。このような特徴に加え、

わが国の研究開発～素材とブランド力（製品のアフターサービスなど）に強みを発揮させ、

かつ「すり合わせ型」に新製品を生み出す「アーキテクチャー」のを付加すれば、さらに

強力な競争力がえら得ると考えられる。 
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図 4 企業の競争力の構成要素 
出典：JATIS が作成 
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5. 提言 

5-1 これまでの議論の総括  

本節では、これまで議論してきた内容を総括し、今後のわが国製造業のあり方を提案す

るためのベースとして、現在の資本主義社会の特徴について述べた。経済理論は、新古典

派の経済理論以降もケインズやサミュエルソンなど多くの経済学者がその時代に適合する

理論を展開してきた。また、レーガノミックスやサッチャリズムのように、政策に独自の

経済理論を積極的に導入する現象も見られた。しかし、このような歴史的な経緯を持って

しても、資本主義の原点にあるのは、どのような理論にしても図 2 に示すような企業のシ

ステムである。資本主義社会がこのようなシステムを維持し続ければ、いずれ定常状態に

到達し、全ての人が恩恵を授かり幸せになれるはずである。しかし、近年の経済システム

の特徴は、リーマンショックのように現経済システムを突然破壊するようなことが起る。

これは、金融資本主義が正当な資本主義を蝕んだように、根本原因は「人の欲」にあるか

らである。すなわち、我々の資本主義社会を動かすドライビングフォースは「人の欲」で

あるということであり、ダンピングファクターが「減耗（設備の摩耗による老朽化、商品

の寿命など）」である。このような想定外の現象も考慮したわが国のものづくりの在り方を

次節で提案した。 

5-2 わが国製造業の今後のあり方についての提言 

今後のわが国のものづくりの方向と競争力の強化について提言は以下の通りである。 

①わが国の強みを活かす 、②わが国ものづくりの回復・発展を国策として取り組む、③新

しい製造の形態を創造（ミニマルファブなど）、④新しいビジネスチャンスを掴む（環境型

産業、新しいシステムなど）、⑤グローバルな「市場づくり」目を向ける（内需、新興国市

場を含めて）、⑥研究開発を怠らない（ただし、マーケット調査を重視し、破壊的イノベー

ションに対抗。理工学系の教育を重視。）、⑥横並びの投資を止める（安易な横並びの投資

行動は過剰生産を助長する）、⑦現在の経済状態を成果に把握する（景気は循環する（悲観

論は禁物）。経済理論に基づく戦略的投資を実行する（世界同時金融危機など想定外の危機

にも冷静に対応するために））。⑧人の心・人の欲を理解し利用する（アニマルスピリット

（想定外の事件は、人に起因する ）の存在を理解する）。 

  

       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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