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はじめに

　今日日本の中小企業の技術力の高さはとみに
注目されている。特に国際競争力が強いとされ
る自動車やデジタル家電などのハイテク組み立
て産業を支える高度部品、部材産業で世界的に
名の通った中小企業は多い。また、こうした分
野ばかりでなく、ニッチ市場で高い市場シェア
を維持している企業も多い。本稿は中小企業経
営にとって技術とは何か？中小企業が技術水準
を高めるための問題点と方策は？そのときの政
策支援メニューと効果、などを日本の戦後の中
小企業の技術発展のプロセスをレビューしなが
ら明らかにしたい。特に日本における中小企業
が今日高い技術力を持つに至った理由を整理す
る事は今後経済発展を遂げようとしている発展
途上国へ示唆を与えることになる。
　本稿は本来、JICA における発展途上国の政
策担当者を対象にした中小企業政策の研修の
ため、日本の戦後の中小企業政策をレビューし
たテキストの一部として執筆したものである。
ただ、そこでは充分書きこめなかったことも多
く、そのテキスト原稿をベースに大幅に加筆し
たものである。

1． 中小企業にとって、技術とは？

　中小企業にとっての「技術」を考えるとき、
技術を一般的経営技術なども含んだ広義の技術

でとらえるか、自然科学的狭義の生産技術で考
えるかを区別する必要がある。流通業で考えれ
ば、大型小売店やチェーン店の発展の中で、単
独の小売り店舗の経営は困難になっている。こ
こでは経営技術の革新が求められている。経営
技術の向上については日本の中小企業政策の中
でもその重要性は昔から注目されてきた。特に
公的支援機関によって行われてきた企業診断・
指導事業などは、日本の中小企業の経営技術の
底上げに果たした役割りは大きい。
　中小企業にとって生産技術は経営資源の一つ
に過ぎない。マーケッティングや企業会計、法
律事務など経営技術も重要である。生産技術を
持つだけでは企業としての事業経営を健全に継
続させることは出来ない。そのことを理解しつ
つ、しかし本稿では、生産技術に的を絞って議
論する事にしたい。
　生産技術とは、中小企業にとって競争力の源
泉である。コスト、性能、品質、デザインなどで
他社の製品に比較優位に立つには、国内、海外
市場を問わず、他社に勝る高い技術水準を持た
なければならない。問題は中小企業にとって、
その高い技術水準をどのように獲得するかであ
る。
　ところで、中小企業の生産技術の向上を議論
するとき、我々はその国、あるいは産業の発展
段階によって、2つのアプローチを区別する必
要があろう。すなわち、他国や大企業に対して
低い技術水準を高めるというキャッチアップ
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型のアプローチと技術水準が既に先端分野に達
した時、その位置を持続しさらに上の段階に進
めるためのイノベーション型のアプローチであ
る。日本の事例で見ると、長いこと日本は欧米
先進国の技術水準をキャッチアップする努力を
続けてきた。しかし1970年までには、日本企業
の技術水準は先進国のレベルに達し、技術の導
入、消化吸収の時代から独自技術の開発の時代
へと変化している。このキャッチアップ型から
イノベーション型へのアプローチの変化は日本
の中小企業の技術支援政策にも見られる。勿論
今日でも大企業と中小企業には技術水準、技術
開発力に格差があるとされ、大企業へのキャッ
チアップについての支援が継続されているが、
その支援の重点はそれまでの技術水準向上のた
めのものから、技術力を高め自ら技術革新をお
こなう能力を持つ中小企業の育成へと変わって
きている。

1） 日本の中小企業の技術力ー技術水準の比較

のこと

　技術力、技術水準を評価する事は難しい。一
般に日本の中小企業の技術水準は高く、その技
術開発能力も高いとされるが、それをどのよう

に実証するか？他国、あるいは大企業との技術
格差をどうとらえるか、の問題がある。国際比
較には、一つの指標として、輸出入のバンラン
スを業種、製品について比較した、国際競争力
指数がある。勿論貿易は技術だけで決まるもの
ではないが、技術が重要な要因である事は疑い
ない。
　ところで、国際競争力指標は年とともに変化
する。かつて輸出産業であった業種が発展途上
国からの輸入製品に市場を奪われ、輸入産業に
転落する。一方それまで輸入産業であった業種
が輸出産業として成長する。ここでは産業の技
術水準、技術力が国際比較の中で順位を変化さ
せている。産業は競争力を何時も高く維持しよ
うと努力をしているが、その維持は難しい。
　日本の日用雑貨や玩具、軽機械、繊維製品な
どが、戦後高い国際競争力を持っていたこと
は、日本の主要輸出品が戦後長いことそれらに
よって占められていたことからも確認できる。
　下の表を見ると工業製品の輸出額に占める中
小企業比率は1960年には約60％を占めていた。
その後、1973年には33％にまで低下、これは大
企業を中心に海外からの技術導入が進み、産業
が近代化を果たし、近代化を果たした産業の製

工業製品の輸出額に占める中小企業工業製品の比重

年 工業製品の輸出額（単位　10億円）
計 中小企業 大企業 中小企業の比率

1960年 1423 810 615 56.9％
61年 1482 818 664 55.2
62年 1715 923 792 53.8
63年 1899 957 941 50.4
64年 2325 1098 1226 47.2
65年 2962 1322 1640 44.6
66年 3420 1526 1893 44.6
67年 3679 1601 2078 43.5
68年 4571 1892 2679 41.4
69年 5607 2217 3390 39.5
70年 6789 2560 4230 37.7
71年 8223 2917 5306 35.5
72年 8632 2985 5657 34.6
73年 9800 3214 6586 32.8

（「戦後中小企業政策の展開」p40,中小企業研究センター，調査研究報国書No.15, 1976年）
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品輸出が増加してきたことによる。その過程で
輸出構造も軽工業品から鉄鋼、化学、船舶、そ
して機械などに変化している。
　個別の業種で見ると、国際競争力を維持する
事は容易ではないことがわかる。中少企業業種
の代表ともされるアパレルなど繊維製品につい
てみると、かつて日本は高い競争力を誇り大量
の製品が世界市場に輸出されていた。しかし、
円高、国内賃金の上昇、発展途上国の技術水準

の向上などにより、輸入が拡大、1986年には日
本は輸入国へ転落している。この間、1965年の
輸出額は約20億ドル、その後も増加を続け1995
年には90億ドルに達しているが、一方輸入は60
年代は微々たるものであったが、70年代から
上昇を始め、特に1985年以降急増、1995年には
250億ドルに達している。すなわち日本の繊維
製品は国際競争力を維持できず、又国内生産も
大きく減少している。

図1　国際競争力産業間比較（国際競争力指数）

　出典：伊丹敬之　『日本の繊維産業　なぜ、これほど弱くなってしまったのか』NTT出版、2001年

図2　繊維製品輸出品目構成比

　出典：伊丹敬之『日本の繊維産業　なぜ、これほど弱くなってしまったのか』NTT出版、2001年
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　ただもう少し詳しくこの数字を見ると、輸入
は衣料品など完成品が80％を占め、一方輸出
は逆に完成品が10％程度で、織物・糸類といっ
た半製品がほとんどである。つまり繊維製品と
言っても、その競争力には衣料、織物、糸とい
う業種で差があり、日本の繊維産業は織物、糸
の分野では未だ競争力を完全に失ったわけでは
ないと言える。なお、衣料に関しても、単価を
比較すると日本の輸出製品の単価は輸入品の単
価よりはるかに高く、高級製品での競争力を維
持しているように見える。

　この例は、業種によって技術水準は高くて
も、他国が追い上げる中で、競争力を維持する
には不断の努力が必要であることを意味してい
る。ただ、中小企業分野の製品は労働集約的製
品が多く、技術開発の余地が少なく、発展途上
国などの企業の追い上げに対し長く比較優位を
保つことは難しいことも意味している。
　なお、同じ日用品のである文房具を見てみる
と、輸出と輸入から見る国際競争力指数は依然
高く、新製品開発を継続的に行っていることが
わかる。たとえばボールペンでは最近中国から

図3　ボールペンの生産、貿易推移

図4　日本の文具の国別輸出比率の推移
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の輸入が増えているものの、国内市場への輸入
浸透率は低く、輸出額が輸入額を大きく超えて
いる。しかも日本製ボールペンはアメリカ市場
やヨーロッパ市場に輸出され、これら市場では
高級品として扱われ、近年増加しつつある中国
製品との棲み分けに成功している。又衣料産業
が中国などへの生産拠点の移動、生産委託とい
う戦略をとったのにたいし、海外の生産拠点は
少ないと言う違いもある。
　中小企業の製造する製品は多く労働集約的な
ものが多く、汎用品については先進国企業は生
産工程を機械化などによって省力化し人件費を
縮小、競争力を維持しようとするが、それが難
しいとき、生産拠点を海外に移し、あるいは業
種転換を図らざるを得ないことも多い。又価格
での競争を避け、デザインや性能などによる差
別化の努力を図ることになる。
　1970年代に入り、日本の貿易構造は軽工業品
から機械類など高度加工組み立て製品へとそ
の重心を変化させるが、ここでは日本の中小企
業の技術力を見る視点も変えざるを得ない。一
般に日本の加工組立産業は、部品、部材などの
裾野産業の高い技術力によっているとされる。
こうした部材、部品産業は直接的輸出比率は低
いが、それらは完成品に組み込まれ、完成品の

輸出比率を高めており、その技術力は貿易額だ
けでは測りにくいところがある。今日の日本の
主要輸出製品である高度加工品の国際競争力
からその部品の技術力の高さも推定する事が
出来る。またこうした部品、部材産業は、ユー
ザーであるアセンブリー企業とのきめ細かい
連携が必要とされ、アセンブリーメーカーから
の厳しい技術的要求、そしてまた指導なども行
われて、高い技術水準が維持されることとなっ
ているとされる。なお、近年加工組立産業でも
家電製品などは部品のモジュール化、汎用化が
進み、部品部材の基盤的技術はさらに上流の素
材、素材加工技術に移りつつあり、日本の企業
には、特定のグループを離れ、世界中に素材、
部品を供給する例も見られる。
　近年こうした系列グループに属さない、独立
の元気な中小企業の存在が注目をされており、
こうした企業の技術力向上、維持の工夫につい
ても注目する必要がある。
　なお、中小企業庁では2006年から毎年「元気
なモノ作り中小企業300社」を選び公表してい
る。その選定基準はかならずしも明確ではない
が、金型、鋳造、鍛造、メッキなどの基盤産業を
中心に全国各地で活躍している独自性の高い技
術を持つ中小企業を選定したとしている。これ

図5　わが国の輸出品目の構成変化、加工組立産業の発展　　

　　　　　　出典：中小企業庁　『中小企業白書2008年版』
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らの多くは、その製品が国内市場ばかりでなく
世界市場でも高い市場占有率を誇っているもの
が多い。
　
2） 技術の性格の変化のこと

　日本の中小企業の高い技術水準、開発力につ
いては、以上のようにいろいろの観点からの分
析、評価が必要であるが、その技術力の獲得、
技術移転プロセスについては、技術そのものの
最近の変化を考えておく必要がある。
　キャッチアップ型のアプローチとは目標とす
る技術レベルがあり、その水準にどう到達する
かの努力である。それは技術格差のあるところ
で起る技術移転プロセスと言うことになる。
　今日の生産の現場では、その技術のエッセン
スをデジタル化する努力が行われている。かつ
て、人類は道具をいろいろ考案しその作業効率
を高め、さらに機械、新しいエネルギーを開発、
生産工程への人の関与を次第に間接的なもの
としてきた経緯がある。そこでは人の技能、知
識が機械やコンピュータソフトに体化されて行
く。今日、高度な機械を購入し、原材料、部品
を外部から調達できれば機械はコンピュータで
その動作を細かく、正確にコントロールされ、
同じ製品が世界中どこでも生産される。ここで
は生産活動を維持するのに必要なのは、生産技
術そのものではなく、高価な機械を購入する資
金と適切な原材料・部品を調達し、大量生産さ
れた製品を適切な価格で販売する、と言う経営
技術的な側面が重要になってきている。こうし
た場合、生産活動の移転は、しっかりした企業
組織が存在する時は、先端的機械設備の導入に
よって、容易に行われる。
　ただ、こうした生産活動の移転は本来の技術
移転とは異なったものと言わなければならな
い。技術移転の目的は、確かに生産活動の移転
を大きな目標としているが、そこで移植された
生産技術は自立的、継続的に発展するものでな
ければならない。すなわち技術は市場の競争の

なかで常に進歩しなければならない。そのため
には、機械やソフトウエアに体化された技術の
本質に肉薄し、理解すると言う工程が必要とな
る。日本の戦後の技術移転の本質は単なる生産
活動の移転ではなく、技術の本質にせまり、技
術の発展のプロセスを理解し、次の段階は自ら
の手で技術開発を行う能力の獲得を目指すもの
であった。ただ、今日の技術のありよう、世界
の経済活動のグローバル化といった条件を考え
ると、かつて日本が経験した技術移転プロセス
がどこまで通用するかについては、別の考察が
必要と思われる。ここではとりあえず、機械購
入による生産機能の移転については、そこで得
られた高い技術水準は一時的なものであり、そ
の後の技術進歩は自らの力で成し遂げられるよ
うに、技術開発力を整えておかねばならないと
言うことを触れておくこととにする。
　
3） FDI を通じた技術移転、現地への先端技術

の波及の可能性

　企業組織の発達が不十分な時は、外資による
直接投資が最も効率的生産活動移転である可能
性が強い。いずれにしても、先端的技術の場合、
生産活動移転の最良の方策は、ある場合は先端
機械を購入するための設備投資への金融的支援
であり、あるいは直接投資を促進するために如
何に良好な投資環境を作るかと云う事になる。
日本では先端機械の導入については多くの努力
が行われた。近代設備の導入は戦後、各産業の
競争力を高めるための共通的戦略であり、技術
導入のための外貨割当、重要機械の輸入関税免
除、合理化投資への低利融資などの支援が行わ
れた。中小企業に対してもそうした支援がされ
た。しかし、直接投資による生産活動の発展と
言うプロセスは日本の場合はとられなかった。
既に国内に充分発達した企業組織が存在したこ
とで、資本と技術を分離し、技術のみを導入し
た。その場合日本の企業は導入された技術の消
化吸収に努め、多く場合その技術を導入後も独
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自に改良を続け、導入先の企業へ逆輸出すると
いうことも多かった。
　今日発展途上国の経済発展にFDI は不可欠
と考えられている。それは生産技術が民間企業
の所有になるものであり、技術と資本を分離し
て技術だけを導入する事が難しくなっている事
にもよる。FDIを拠点にして、その技術を国内
企業へ拡散させようという試みもありうる。い
わゆる外資に、国内部品会社などを育成させよ
うと政策である。この場合、部品の国産化率の
目標を定め、年を追ってその比率を高める義務
を課すと言った手段もとられる。ただ、直接投
資誘致競争が行われている現在、投資企業に必
要以上の義務を負わせることは投資意欲をそぐ
ことになりかねず、義務化の可否はその国の投
資環境の魅力をもとにした交渉力にかかってい
ることになる。

2． 日本における戦後の中小企業の技
術水準向上のプロセスと技術政策

1） 終戦から1960年代まで

　戦後の日本経済の復興は中小企業から始まっ
たと言ってよい。大企業は戦災による打撃、敗
戦による混乱から生産再開が遅れていた。この
混乱期、中小企業は新たな経済主体として活発
な活動を始めた。中小企業政策を一元的に取り
扱う政府機関、中小企業庁の設立は1948年のこ
とで、この時期主に社会的に弱い立場にある中
小企業を組織化、協業化を図ることによって対
外的交渉力を強化し、又中小企業専門の金融機
関の設立もされた。
　昭和20年代の中小企業への期待は、その輸出
力にあった。極端な外貨不足で、ともかく輸出
振興が大きな政策課題であった。当時大企業の
設備は老朽化し、近代化は急務とされており、
輸出できるものは安い労賃を武器にする日用
雑貨、繊維製品など軽工業品であり、その多く
は中小企業によって製造されていた。逆に言え

ば、日本の産業で国際競争力を持つ産業分野は
中小企業分野であったと言うことである。政府
は、鉄鋼、石油化学、機械などの基幹産業の合
理化、近代化を進めるべく昭和27年（1952）企
業合理化促進法を制定するが、近代的製造設
備、機械は外国から輸入しなければならず、中
小企業が獲得した外貨がそこに投入された。中
小企業においても設備の近代化は必要であっ
たが、政府の財源不足から充分な設備更新の支
援は進まず、むしろ経営合理化のための企業診
断・指導が中心であった。
　1955年になると技術開発のための中小企業へ
の補助金制度が誕生している。中小企業も自ら
技術開発を行う能力を持つことが必要とされる
ようになっている。ただここで興味深いのはそ
の目的が輸出振興のための技術改良支援であっ
たことである。この頃になると日本からの輸
出品は特にアメリカ市場で「安かろう、悪かろ
う。」と言った批判を受けており、それへの対応
が急務とされていた。政府は1952年、輸出品取
締法を制定、さらにその後法律改正を行い、輸
出品の品質、意匠のコピーなどに対する厳しい
輸出前のチェック体制を開始した。またこの輸
出品検査と連動して工業標準法でも検査方法の
規格が定められ、又国内市場ではJISマーク制
度が導入されている。こうした動きは特に当時
の輸出の主体であった日用品、雑貨、繊維製品
に大きな影響を与えた。各業界団体は業界単位
で検査機関を作り輸出前検査をおこなった。そ
れは市場からの厳しい要求に、国、あるいは業
界全体として取り組まなければならないと認識
していたからといえる。こうして、日本の日用
雑貨品の全体的品質は各段に向上し、その後の
「Made in Japan」への高い信頼へとつながるこ
とになっている。
　なお、政府は産業政策として軽工業から重化
学工業への産業構造の高度化を図るべく、業種
別近代化、合理化を促進するため特別立法を用
意した。すなわち機械工業振興臨時措置法、電
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子工業振興臨時措置法が1956年、57年と相次
いで施行された。この政策は鉄鋼業や石油化学
工業の合理化や育成政策と違い、組み立て産
業を対象にしたものであり、幅広い部品産業の
品質、生産性の向上を図ろうとするものであっ
た。そして、それら産業は中小企業が主体を占
める産業でもあったことから、結果的にこれら
政策は業種別の中小企業の技術力向上政策と
いえるものとなった。当時、機械工業、電子工
業は軽工業に比べ、設備の老朽化、採用技術の
遅れ、製品の品質や生産性の低さなどから国際
競争力は低く、又企業規模も零細で多品種少量
生産といった問題をかかえていた。そこで、こ
の振興法では部品毎に業界団体を中心に海外
との技術格差を詳細に検討し、その格差を埋め
るための方策と実現すべき技術水準の目標を
定め、それを近代化計画とし、新鋭設備の設置、
品質管理手法の導入などを計画的に実施する
事とされた。それに対する政府からの各種支援
がされた。
　この法律の施行によって、機械工業や電子工
業の基盤となる部品産業は技術の大幅な底上げ
が図られた。海外技術の導入については、大企
業（アセンブリ企業など）が導入、中小企業は
そこからサブラインセンスを受けることもあっ
た。又中小企業がグループを結成、共同で外国
から先端技術を導入、参加メンバーで利用する
といった例も見られる。
　1960年代、日本の経済は高度経済成長を謳歌
し、又産業の高度化が進み造船、鉄鋼、石油化
学工業などが次第に国際競争力を付け始めてい
た時期であった。又軽工業品もその品質、デザ
イン向上により最も競争力を持っていた時代で
もあった。各産業は海外から先端技術を導入、
又先端機械の輸入、品質管理手法や新しい生産
管理手法などを学んで、急速に近代化をとげ、
欧米諸国へのキャッチアップを果たした。
　ここでは1955年の生産性本部の設立、又中
小企業への技術指導、各種の分析検査、測定な

どの技術サービスを行う地方公共団体が運営
する公設試験研究機関の充実も図られ、それは
中小企業の技術水準を高めることに寄与した。
なお、日本生産性本部は民間機関であるが、ア
メリカにおける近代的品質管理、生産管理技術
の国内への普及、啓蒙に大きな役割りを果たし
た。当初は大企業を中心とした活動であった
が、1957年には中小企業委員会が発足、中小企
業への啓蒙活動も行っている。又公設試験研究
機関の充実は技術関係の企業診断、指導事業の
実施に大きく寄与し、各地方毎の産業の集積状
況に対応したきめ細かい技術指導の体系が出来
上がっている。
　1963年には中小企業近代化促進法が施行され
ている。これは機械工業振興法、電子工業振興
法の経験を踏まえその手法を、他の中小企業業
種に敷衍しようとしたものであり、その後の中
小企業政策の重要な柱となった。
　軽工業における中小企業の国際競争力のピー
クはおそらく1960年代の後半であろう。1970
年代に入ると、大きな環境変化が起ることと
なった。既に1968年日本は世界第2位のGDP 大
国となり、1969年には国際収支の構造的黒字化
が定着した。日本の機械産業、電子産業を含む
重化学工業は国内の旺盛な需要拡大によって生
産能力を増強させ、それは最先端の設備機械へ
の投資を可能とし、次第に国際競争力を付けて
いった。一方、軽工業製品は次第に賃金上昇に
よる人件費の上昇により発展途上国からの追い
上げを受け始め、競争力の向上への努力が続け
られた。
　なお、すでに繊維産業については設備の過
剰、過当競争が問題となり、1955年には繊維工
業設備臨時措置法が施行され、設備の近代化を
進めると同時に過剰設備の廃棄を実施するとい
う対策が採られていたが、国際市場での競争は
はげしく、1967年には特定繊維工業構造改善
臨時措置法に継承された。産業構造の改善は、
当時、機械の更なる更新、過剰設備廃棄、事業
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の集約などを中心に考えられているが、次第に
それでは対応できなくなり、構造転換、事業転
換へと進んでいくことになる。それは1970年代
以降の大きな変化で、それまでの日本の輸出を
支えた軽工業は本格的構造転換を進める時期に
至ったことを象徴している。

2） 1970年代

　1970年代の大きな変化の一つは、技術的には
外国からの先端的技術導入の時代は終わったと
言うことである。海外との技術格差は表面上の
生産技術そのものではなく技術開発力の差に
移っていく。技術開発力を高めることが将来の
日本産業の国際的比較優位性の維持を可能にす
ると言う認識である。1970年に発表された通産
省の「70年代ビジョン」では「知識集約化」と
いう言葉が日本の産業の基本的発展方向として
示された。知識集約化という概念が全ての産業
において追求されるべき方向となった。それは
コスト競争力をつけることから、より付加価値
の高い製品を作り他の製品との差別化をはかろ
うという戦略転換を意味するものである。
　1971年、ニクソンショックの後、為替相場は
1ドル360円から切り上げられ、さらに固定相場
から変動相場制に移行した。この円高は日本の
軽工業製品の輸出競争力を急速に低下させる
こととなった。さらに当時、発展途上国への特
恵関税制度の導入が始り、海外市場ばかりでな
く、国内市場でも発展途上国からの輸入品との
競争が始った。知識集約化による差別化の努力
は、最終消費財としての多くの日用品や軽工業
製品ついては充分に効果を上げたとはいえな
い。それは軽工業製品の多くが技術革新の余地
が少なく、又デザインやブランドの確立による
差別化に日本製品はかならずしも成功してい
なかったことによる。多くの努力が生産性の向
上、生産コストの削減に向けられていた。既に
生産技術の多くは機械に体化され、近代的機械
の導入によって日本製品に充分対抗できる製品

が発展途上国で生産され、海外市場で競合して
いた。このとき日本の軽工業を中心とする中小
企業の対応は国内での生産に見切りをつけ、海
外投資に活路を見出そうとするところも多かっ
た。特に繊維産業についてはその傾向が強く、
1972年から全体として海外投資が急増している
が、その4分の1は繊維産業であった。
　技術力での比較優位の低下は多くの中小企業
に大きな問題を引き起こすことになる。近代化
促進法はその後も何度か改正を続け、法律その
ものは存続するが、近代化の概念は次第に変化
し、企業の集約化、構造改善、さらには業種転
換、新分野への進出を促すと言った方向へ、政
策転換が図られることとなる。国際的競争の中
で全ての産業分野を保持し続けることは出来
ず、比較優位を失った分野を他国に譲っていく
過程である。一方、こうした環境の中で先端技
術をもつ新しいタイプの中小企業の発展がみら
れ、またそれへの期待も高まることとなる。
　もう一つ、1970年代の大きな変化は1973年、
1978年の2度に及ぶ石油危機である。石油価格
は高騰、日本経済の高度成長期は終焉、産業構
造はそれまでのエネルギー多消費の素材型重化
学工業から、省エネルギー型の高度加工組立型
産業への転換を迫られた。つまりリーディング
産業の変化を意味した。このことはこれら高度
加工組立産業を支える部品産業に新たな発展の
機会を与えることとなる。ここでは日本の加工
組み立て産業特有の内製化率の低い系列グルー
プ体制が効果を発揮した。そして次第に系列グ
ループの中小部品会社の技術力の高さが大きく
評価される事となった。
　1975年中小企業庁は技術交流促進事業を創
設、また同年（財）研究開発型企業育成センター
が発足している。それはメカトロニクスなど異
業種、異分野技術の融合による新しい産業分野
の開拓であり、新しい技術革新時代の到来を告
げるものでもあった。そして中小企業にとって
もこれまでのキャッチアップ型からイノベー
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ション型の技術戦略への方向転換の時期が来
たことを意味している。幸い日本の産業は既に
1970年までには世界の先端の技術水準に達して
おり、先端の技術分野の開拓競争に参加する事
が出来た。ただし、そこではそれまでの業界一
丸となって協力し合い、キャッチアップすると
いう姿から、個別企業の意志と努力が重視され
る時代に入ったと云う事も言える。しだいに協
業化、組織化の時代は終りつつあった。

3） 1980年代

　1980年代に入ると技術開発への支援はますま
す重要視されることとなる。それは中小企業に
も、生き残るためには新たな技術分野、市場分
野の開拓を要請するものであった。ここでは特
に苦境にある地場産業に対し、地域資源活用、
地域における産業集積の活用、異分野技術の融
合化、異業種交流や共同研究支援などがおこな
われるようになった。そうした中で昔から中小
企業の集積した産地においても公設試験研究機
関などとの協力による高付加価値商品の開発、
企業化の努力や新しい分野開拓の努力が続けら
れた。1983年には中小企業庁で「地域フロンティ
ア技術開発事業」が始まり、都道府県で業種を
選定し、研究課題を抽出し、公設試験研究機関、
大学と協力して製品開発を行うと言った制度も
動き始めた。又既存の企業の技術革新、新事業
の展開ばかりでなく、新しい起業化を支援する
事となった。
　こうした中、長い歴史を持つ技術改善費補助
金制度に地域産業枠、産業活性化枠、研究開発
型企業枠と言った特別枠が設けられ、中小企業
庁としての技術開発の方向性が示された。また
1985年には「中小企業技術開発促進臨時措置法」
が制定されている。これは中小企業の技術関連
で初めての法律で、ここでは①技術革新の急展
開、需要構造の変化などへの対応のための中小
企業の「技術開発指針」を通産省が定め、②中
小企業者組合が業種計画を作成、都道府県知事

が認定すれば補助金、融資が受けられるとされ
るもので業種別に技術開発のロードマップを作
り今後の技術開発の重点分野を明確にして研究
開発の方向を誘導しようとするものであると言
える。いずれにしても中小企業が自ら技術革新
を起こすことが生き伸びるために必要であり、
又あたらしい技術革新時代に入りつつある時そ
の機会を活用した中小企業の誕生、発展を促そ
うとする政策といえた。そして時代はさらに情
報通信技術革命、又経済グローバル化の時代に
入っていく。
　ここで日本産業は再び大きな環境変化に見舞
われる。1985年のプラザ合意、その後の急速な
円高の進行である。この時の円高の進行は1971
年の時のそれとは比べ物にならない激しいも
のであった。この円高の進行によって産業、企
業は大きく選別されることとなった。政府は円
高によって大きな影響を受けた中小企業業種や
産地に対し事業転換を行うよう指導し、またそ
のための支援を行った。もはや生き残れる企業
はその業種の中でも特殊な技術、製品を持つと
ころに限られると言う厳しい選別がおこってい
た。政府は基礎研究に力を入れると共に技術の
複合化による新分野の開拓、ハードの技術ばか
りでなくデザインの高度化などの支援策を打ち
出している。特に1988年には異分野の中小企業
の知識融合による新分野開拓を促すための「融
合化法」が施行されている。時代は新しい事業
分野を開拓する事に重点を置くことを要請し始
めた。それは多くの産業が旧来の市場で競争力
を失い新しい分野を切り開かなければならない
と言う状況に追い込まれていたからで、それは
個々の企業にとっても同様であった。又新しい
アイデアを持つ個人にとっては起業化のための
各種支援制度が整い始め、新しい事業を起こす
チャンスともなった。
　もう一つの方向は、産業集積の活用と言う発
想である。日本には古くから続く特定業種の集
積する産地が多く存在し、産地のいろいろの産
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業支援機能を活用してあたらしい商品開発や新
分野への進出の事例が見られていたが、それを
体系化し、支援しようとするものである。たと
えば、金属洋食器で1960年代世界市場を席捲し
た燕・三条では主力の洋食器の高級化を進める
一方、その生産工程で使われる多様な基盤的金
属加工技術を組み合わせ、他の金属製品、ある
いは他の金属を使った製品の開発に成功してい
る。そうした産業集積のポテンシャルの見直し
は、シリコンバレーの発展モデルからも注目さ
れ、スラスター計画につながっていく。1997年
「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」
が施行されている。

4） 1990年代から現在へ

　1990年代、日本はバブル経済の破裂で長い不
況、停滞の時代に入った。国内市場は低迷し、
多くの企業が海外に工場を移した。産業の空洞
化が叫ばれ、中小企業への期待は新しい産業分
野の創造、日本経済に新しいダイナミズムを
呼び起こすことに変わった。中小企業政策も基
本的考え方を変える時期に来ていた。全国一律
に、中小企業を政府が指導していくというそれ
までの基本姿勢を改める必要があるとした。
　1997年技術改善費補助金はその名称を実に
30年ぶりに「創造的技術研究開発補助金」へと
変えた。「技術を改善」するという考えかたから
「新しい技術を創造する」ための補助金になっ
た。また、この頃から研究開発の成果を事業化
に結び付けるための施策が考えられることと
なった。それは中小企業の廃業率が出生率を上
回り、日本経済のダイナミズムが失われつつあ
ることへの懸念、そのためには新たな事業を育
てなければならないとする認識が強まっていた
からでもある。1995年には中小企業の創造的
活動促進法が施行されたが、これは創業5年未
満の若い、しかも研究開発に熱心な企業の事業
化支援を行おうとするもので、研究費補助のほ
か、研究成果を事業化するための金融、保険、

税制上の支援も含んだ総合的アプローチをしよ
うとしている。
　こうした中小企業政策の変化は1999年の中
小企業基本法の改正に集約されることとなっ
た。ここでは従来の、大企業と中小企業という
二重構造の格差是正、中小企業を社会的弱者と
し、その救済という社会政策的立場を改め、中
小企業の多様で活力ある成長可能性を発展させ
ることを基本的政策理念とした。そして中小企
業をわが国経済の基盤的ダイナミズムの源泉と
し、政策スタンスを「独立した中小企業者の自
主的努力」を前提とし、意欲ある企業を重点的
に支援する事に移した。
　今日日本の製造業は多くの分野で世界で最も
競争力を持つと評価されている。わが国の製造
業の強みについてはいろいろの分析がなされて
いるが、高度部材産業の集積とそれを支える基
盤技術を持つ中小企業の存在があること、また
高度部材、基盤技術が集積し、それのネットワー
クをつうじて現場レベルで迅速、高度に摺り合
わせが行われる環境があることなどが指摘され
ている。こうした中で政府は中小企業新事業活
動促進法を公布施行した。これは先にふれた中
小企業の創造的事業活動促進法（1995年）、新事
業創出促進法（1999年）、中小企業経営革新支援
法の3法を統合したもので、ますます、研究開
発とその成果の事業化を支援する政策の整備へ
の意気込みが示されているように思われる。特
に研究開発に関しては、中小企業技術革新制度
（SBIR）が設けられ、中小企業に関する公的な
研究開発の補助金制度を指定し、指定リストに
載った制度の成果を利用して事業化する場合に
は融資や特許料の軽減措置が受けられるといっ
た連携政策を盛り込んでもいる。それはこれま
でそれぞれ独立した政策であった研究開発、市
場ニーズとのマッチング支援、事業化のための
資金支援、地域活性化、ベンチャー支援と言った
政策を相互に連携させようと言う意図がある。
　中小企業庁はこうした中で、2005年「新産業
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創造戦略2005」を策定、7つの戦略分野（燃料
電池、情報家電、ロボット、コンテンツ、保健
福祉、環境エネルギー、ビジネス支援）を選定、
それぞれについて関連の重要技術要素・分野に
分解しそれぞれの開発目標を定める作業をお
こなっている。そして、技術政策の今後の課題
としては川上、川下間の効果的情報の共有を促
し、又中小企業の人材育成、基盤技術の次世代
への継承を円滑に進め、又知的財産権の保護活
用を支援する事としている。この戦略方針から
2006年には「中小企業のものづくり基盤技術の
高度化に関する法律」、又2007年には「中小企
業地域資源活用促進法」が施行されている。
　これまでの長い不況のなかでも、日本の自動
車、半導体製造装置、ロボットなど加工組立産
業の技術力は高く、これら産業を支える部品部
材産業の品質、性能のよさが世界的に評価され
るようになった。近年日本の産業の競争力の強
さの象徴として「ものづくり」という言葉がブー
ムとなっている。ただ「ものづくり」ブームは
日本の「ものづくり」の技術体系の特殊性と少
子化高齢化社会の到来の中で、如何にその社会
システムと技術を次世代に継承していくかが重
要な問題として浮上している。

　以上日本における戦後の中小企業に関する
技術発展とそれに関連する中小企業技術政策の
変化をたどってきた。この経験から言えること
は、日本の中小企業はその経済の発展、環境の
変化に積極的に対応してきたこと。そのことが
今も高い国際競争力を持っている要因と考える
ことが出来る。そして、中小企業の技術政策も、
その環境変化に対応し、変化してきていること
に注目する必要がある。　

3． 日本の中小企業の技術力向上のた
めの主要要因

　前節で見たように日本の中小企業の技術力を

高める方策は時代によって、また業種によって
異なっている。そこには企業自身による努力、
あるいは民間部門による支援体制、そして政府
による中小企業政策としての指導、支援策など
が影響を与えている。ここでは日本の中小企業
の技術水準向上に影響を与えた政府による中小
企業技術政策、及びその政策以外の民間システ
ム、企業の努力について整理してみる。

1） 技術移転政策

　既に述べたように、中小企業技術政策の内
容はその産業の発展段階、他国との競争関係に
よって変化する。終戦直後から1970年までの
25年間は、日本の産業にとっては欧米先進国の
技術水準に追いつくための技術移転、あるいは
キャッチアップの時代であった。海外情報を的
確にとらえそれを導入、消化吸収するというの
が基本的パターンである。又軽工業など輸出競
争力を持つ輸出産業も、市場の要求に応えるべ
く品質向上などの努力を行った。そしてその技
術の情報源は多く海外にあり、それは文献、海
外視察、技術導入や機械の輸入と言う形で海外
からもたらされた。特に先端の機械設備の輸
入、又新製品、新生産プロセスの導入は最も重
要な技術移転のチャンネルであった。ただし、
中小企業の場合は個々の企業では海外から高価
な技術を導入することはむずかしかった。そこ
では公的機関を通じた技術指導やアドバイスを
受ける仕組みが作られた。又同業企業による技
術導入、普及の協力体制の構築がすすめられ、
さらに国は法律に基づき中小企業業種毎に近代
化の計画を作りその中で徹底した技術格差の分
析とその格差を埋める方策を検討させ、実施の
ための支援を行っている。さらにこの時代、未
だ機械は今日ほど自動化されておらず、その手
動操作に習熟する事は生産活動にとって最重要
課題であった。そこには購入した機械、設備を
如何にうまく使いこなすかと言う技術者や現場
従業員に課せられた任務があり、日本には幸い
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にしてものづくりにこだわる職人気質の従業員
の存在がそうした技術移転をスムーズに成功さ
せたところがある。
　ここでは特に①診断・指導制度と公設試験研
究機関（公設試）のこと　②外国市場からのク
レームに対応するための輸出検査法とJISのこ
と　③業種別の技術水準向上のための施策とし
ての機械工業振興臨時措置法（機振法）、中小企
業近代化措置法（近促法）について述べる。
① 診断・指導制度と公設試のこと

　戦後の中小企業政策の大きな柱の一つに、中
小企業に対し公的機関が経営診断を行い、その
結果を踏まえて経営、設備など改善のためのア
ドバイス、指導を行うと言う制度がある。既に
戦前に生産の科学的管理方式の導入などでその
萌芽はみられるが、特に戦後1948年「中小企業
対策要綱」が閣議決定され、その中でわが国の
経済の再建と中小企業の発展のため、技術、経
営の合理化が必要とされ、その対策として診断
制度の確立が提案された。そして中小企業庁が
通産省に設置されると、地方通産局、都道府県、
5大市により中小企業診断制度が発足した。こ
れは企業に対する経営診断を行い、改善のため
の指導を行うもので、当初は経理、財務管理の
他、工場については生産管理、特に資材購入、
生産技術の面での指導がされた。この診断・指
導は個々の企業の要望に基づく個別企業診断か
ら始った。ちなみに1950年において個別企業へ
の科学的管理方法の導入に関する診断は年間1
万件を超えていたといい、そのことは当時個々
の企業の、新しい経営管理技術への関心の深さ
を示すとともに、この制度の影響の広さ、深さ
も意味している。なお、1952年には巡回指導制
度も創設されている。
　その後、診断・指導制度は個別企業診断の他
に、特に業界、産地など個々の企業の診断指導

では解決できない問題のため、集団診断指導が
行われるようになった。また、中小企業近代化
促進法に基づく高度化資金、近代化資金の貸付
には集団診断が条件とされている。　
　1963年中小企業基本法の制定と同時に中小企
業指導法が制定され、企業診断、指導が法律で
規定されると共に指導員の育成、情報資料の収
集供給のための「日本中小企業指導センター」
が設立され、指導員のための各種研修コースが
作られ、又、指導員の登録制度も導入された。
診断指導はその後もその活動を拡大、中小企業
指導センターは中小企業振興事業団の指導事
業、さらに中小企業大学校となっていく。なお、
診断、指導事業は都道府県など、地方自治体に
その業務がゆだねられているが、国からの補助
金が供与されている。
　診断指導の内容は上に見たように企業経営の
全般に亘る幅広いものである。そのうち特に技
術関係については都道府県などの自治体の持つ
公設試験研究機関の果たした役割りは大きい。
　公設試験研究機関は国の研究所とは異なり、
より地域の産業のニーズに密着した試験研究を
行う機関であり、工業系、農林水産系、環境保
護系などに分類がされ1997年現在、都道府県が
設置したもの543件、政令指定都市が設置した
もの32件、その他市町村が設置したものを加え
600以上、研究者数は2003年で3170 1名になる。
（なお、工業系は171件、職員数は7000人になる
と言う。）
　公設試では農林水産系の機関がもっとも整備
が早く、1880年頃から次第に設置され1900年
までにはほとんどの府県に設置された。工業系
は1901年「府県郡市工業試験場及び府県郡工業
講習所規定」が発表され、その設置が促進され
た。昭和初期（1925年）にはほとんどの府県に
設置されている。このことは公設試が戦前の日

――――――――――――――――――――
1 平成4年版の科学技術白書では平成3年における研究関係従事者数が25275名とある。3170名という数字は少
なすぎるように思われる。
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本において近代的技術を全国に普及するための
手段として各地域の技術情報の指導普及セン
ターとしての役割りを担っていたといえる。こ
こでは地元の企業との密接な関係が築かれ、日
常的な技術相談、また地場産業のかかえる技術
的問題の解決に役割をはたしていた。又地元の
有力者による寄付で設立されたものもあり、こ
うした歴史的背景を持つ公設試験研究機関は戦
後の復興期、そして発展期にも地域の産業のか
かえる問題へのアドバイザーとしての役割が期
待されていたことは容易に想像できよう。
　戦後の復興期は新しい技術情報の供給源とし
て、又材料分析や測定などのサービスや個々の
中小企業では持てないような高価な分析器など
を利用することもでき、地域中小企業の技術水
準の底上げに大きな役割を担った。それは国の
中小企業技術政策の実施に当たって、公設試験
研究機関がその現場の担い手であることが期待
されてもいた。なお国は公設試の設備投資など
に補助を行い、その機能充実を支援してきた。
　1980年代にはいるとキャッチアップの時期は
過ぎ、当然公設試験研究機関の役割りにも変化
が起こっている。今日公設試に期待されている
のは従来の技術指導やアドバイスと言ったこと
から、地域産業の技術の高度化、新しい市場分
野の開発、又先端的な研究開発を行いその成果
をもとにベンチャー企業を立ち上げると言った
ことに移ってきている。ここでは地元企業との
共同研究、又大学、国立研究所などとの連携に
よる地域産業の技術高度化のための研究などが
行われている。
　現在の機能を見ると依頼試験は49万件と
1985年から2000年まで低下傾向にあったが最
近の2005年時点では上昇傾向にある。設備利用
は12万件とこれは1985年以来上昇している。一
方技術指導では個別の技術指導件数が増加、又
技術相談件数も29万件と増加が続いている。こ
れまでの公設試験研究機関は地域の中小企業に
とって、技術的問題が生じた時の相談相手であ

り、又新しい技術情報のソース、指導してくれ
る指導者であった。しかし、先端的技術が地域
の中小企業にも求められるようになると、公設
試験研究機関自体の変革も迫られることとなっ
ている。特に先端技術研究開発を地方の公設試
がどこまでやるべきかの判断は難しいところ
がある。大学や国の研究所との重複の問題もあ
り、他研究機関との連携や公設試同士の広域連
携も必要とされている。また依頼試験、分析調
査なども民間分析機関との競合が始っており、
この面での見直しも迫られている。しかしなが
ら、公設試験研究機関の戦後日本の地域中小企
業の技術水準向上に与えた影響は大きかったこ
とは疑いない。
② 外国市場からのクレームに対応するための

輸出検査法とJIS制度のこと

　すでに見たように、日本の戦後の経済復興は
中小企業が生産する軽工業品のアメリカ市場へ
の輸出によって支えられた。その外貨収入が大
企業、重化学工業の復興、発展を支えていた。
しかし、輸出市場での良好な評価を定着させる
ための努力が戦後官民協力してとられたことを
注目しなければならない。
　日本は戦前既に繊維製品、日用雑貨、ミシン
など軽機械では世界で一流の競争力をもち、輸
出産業として育っていた。戦後それらの産業が
戦後の自由貿易体制の中で輸出産業として復活
することとなったのは日本にとって幸いであっ
た。ただ戦後の混乱期、国内市場は縮小し、一
斉に米国市場に向けて日本製軽工業品が輸出さ
れた。それらのうちには充分技術力を持つもの
もあったが、粗製乱造による低品質のもの、又
海外製品のデザインをコピーしたものなども散
見され、このことは1950年代初めには米国の消
費者、競合製造者からの強い批判を受けること
となった。日本政府はそれに対し輸出品取締法
を制定、輸出品の品質検査制度を導入した。し
かし、当初は検査を受けることは任意とされて、
効果は上がらず、依然として海外からのクレー
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ムは絶えなかった。そこで政府は1957年、同法
を改め輸出検査法とし、政府の定めた輸出品に
ついては政府の認定した検査機関での輸出前全
数検査を義務付けた。この措置により粗悪品に
ついての苦情は全く姿を消し、逆に日本製品の
品質の良さが評価されることとなった。なおこ
の時の検査方法はJISによって定められている。
最も厳しい時期、時計、カメラ、繊維製品、雑貨
等軽工業品を中心に400以上の品目が輸出検査
の対象となった。またデザインについても同様
でデザイン模倣問題への苦情に対し、輸出デザ
イン検査法を定め、1959年施行する一方、日本
独自のデザイン開発を支援する事としている。
　終戦から1950年にかけて日本の輸出品の主
流は中小企業の製造する軽工業品であった。そ
のため輸出検査法が日本の中小企業に与えた影
響は非常に大きかった。政府によって選定され
た商品を製造する企業は業界単位で検査セン
ターを作り検査体制を整えると共に業界協力し
て品質管理体制の確立に取り組むこととなっ
た。この場合公設試験研究機関あるいは診断指
導制度が寄与したことは想像に難くない。又こ
の頃民間でも科学的品質管理に対する関心が高
まり、1950年民間団体として日本生産性本部が
設立された。毎年数多くの海外視察団が派遣さ
れ、米国の新しい品質管理手法の情報がもたら
され、それは国内での報告会、セミナーなどに
よって広く情報提供されることとなった。生産
性本部の活動は戦後日本の品質管理を含めた生
産性向上運動に大きな役割りを果たした。
　一方国内市場の品質管理体制についてはJIS
マークの導入が特に日用品メーカーに大きな影
響を持った。工業標準とはもともと公共事業や
官公庁における調達の合理化を図る目的で定
められた制度で、日本では1921年日本標準規格
（JES）が制定されている。戦後、産業の復興、国
民生活の向上を目指して商工省に標準部が設置
され工業標準規格の議論がされる事となった。
　1947年民間貿易が再開、輸出品の品質向上を

図り海外における信用を獲得するため、輸出検
査制度を確立するため輸出検査の基準として検
査規格が定められた。1949年には工業標準化法
が制定され、ここでは日本工業規格（JIS）の制
定、JISに適合する商品、加工技術についての
JISマーク表示の許可、行政機関内におけるJIS
の尊重のこと、が定められている。
　JISマークの認定に当たっては、製品そのも
のの規格を審査するだけでなくその生産工場に
おける生産品質管理、設備などの審査も行い、
その規格を満足する能力を持つかどうかが審
査された。JISマーク表示については約1500品
目が選定されている。これら品目は当初、製品
の品質の向上、生産の合理化、取引の単純化と
公正化を促進、国際競争力を高めること、また
中小企業の技術向上を促進することとされた。
特に中小企業にとってはJISマークを付与した
製品は、一般消費者にとっては国がその品質を
認定したものであることから販売上大きなメ
リットとなり、JISマーク取得に大きな関心が
払われることとなった。たとえば日本の文房具
類の品質向上にJISマークの果たした役割は大
きかった。又消費者団体も消費者保護の観点か
ら積極的にJISの規格制定作業に参画している。
消費者保護については1965年頃から品質ばか
りでなく安全、衛生、さらに公害、環境などと
言った問題も重視されるようになり、JISの内
容が適宜改定されている。なおJISマークの取
得に当たっては、日本規格協会などを通じ中小
企業への技術指導が活発に行われた。
　ここで取り上げた輸出検査法、JISマークは
中小企業の製造にかかわる製品の品質向上に
大きく寄与したが、その仕組みは、まず消費者
の要請により法律が制定され、厳しいハードル
（基準）が設けられる。国はその基準に合致して
いるかどうかを検査し、基準を超えていれば、
認定品とする。認定品は国がその品質の良さを
認めたことになり、そのことが販売上大きな
メリットを見返りにもたらす、というものであ
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る。ここには日本の中小企業の、法律の遵守精
神、又市場からの求めに積極的に応えようとす
るチャレンジ精神がある。そうした日本的社会
環境がこうした仕組みを効果的なものとしてい
ると云う事ができよう。
③ 業種別の近代化計画の実施と業界全体の底

上げ―機械工業振興臨時措置法の場合

　戦後の日本産業の近代化の過程で、法律で業
種を定めその業種の近代化計画を策定し、実施
を支援すると言う体系は大きな意味を持ってい
たとされる。既に述べたように、戦後業種別の
近代化を促進するための法律は1956年の機械
工業振興臨時措置法、翌年の電子工業振興臨時
措置法、そして1963年の中小企業近代化促進法
などを上げることが出来る。前2者は中小企業
を対象としたものではないが、幅広く部品産業
が業種指定され、今日の日本の機械産業、電子
産業の基盤となる裾野産業の近代化、技術水準
の向上に大きく寄与したとされている。
　なお、近促法は基本的には機振法の仕組みを
中小企業の業種一般に応用したもので、その法
体系はほぼ同じである。機振法では業種が選定
された後、産官学の有識者からなる委員会で、
海外との技術格差が詳細に分析され、その格差
を埋めるための計画が作られ、その計画を政府
が認定し、投資減税、特別償却の適用、低利融
資の斡旋などによる支援がえられることとなっ
ている。
　ここで重要なのは計画の策定過程で、ユー
ザーも含め活発な情報交換と議論があり、ここ
では海外の製品の買取と分解、分析と言ったリ
バースエンジニアリングの手法も度々とられ
た。そして、その計画策定過程で、その計画の
実施が業界近代化のために必要だという意識が
業界内で共有されることとなり、それが計画実
施をスムーズにするところがあった。
　機振法では18の重要機械産業が選定された
が、自動車部品産業はそのうちのひとつであっ
た。通産省に特別委員会が設けられ42の部品に

ついて近代化計画が策定された。ここでは生産
コストの低減、品質の向上、老朽設備の更新、
生産品目の絞り込み、大量生産方式の導入、特
定部品への専業化などの計画が策定され、実施
された。たとえば、鋳物産業の場合は近代化5
カ年計画が国立機械工業試験所の研究者を委員
長とする委員会で策定され、通産省から承認さ
れている。この計画は近代化の目標として先端
的工作機械の導入、生産能力の拡大などが明確
にされている。
　1963年には中小企業近代化促進法が制定され
た。近促法でも業種指定、実態調査、近代化計
画の策定、実施の支援と言う体系を持っている。
すでに1960年に中小企業業種別振興法が施行さ
れていたが、その後継法にあたるものであり、
助成措置が強化されている。近促法は長く中小
企業に関する重要な政策として活用されてきた
が、施工後5年で指定業種は102業種、全中小企
業に占める事業所数の比率は41％、出荷ベース
では31％をカバー、さらに1985年までに194業
種が指定されている。ここではほぼ網羅的に中
小企業業種が取り上げられ、その近代化のため
の努力がされたことを物語っている。ただ全て
の指定業種でその施策が高い効果を上げたわけ
ではない。近代化計画の内容や目標がはっきり
しなかったり、共同事業や事業転換をする計画
ではかならずしも実行が伴わない事例も見え始
めた。中小企業政策は近代化政策から構造改善、
事業転換、そして新事業創出へと変化、ようや
く1999年になって中小企業近代化促進法は実に
36年に及ぶ役割りを終え、廃止された。
　機振法の例は日本の産業政策の一つの典型を
示すもので、それは個別の業種を対象に具体的
な改革案をその業種に関係する多くの人が参
加し、議論をし、策定すると言う方法である。
産業政策には業種を問わず、横断的な支援メ
ニューとして金融、税制などがあるが、現実に
は産業は業種によってさまざまな特徴、特殊事
情をかかえており、その特殊事情をどこまで勘
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案できるか、議論のあるところであるが、特に
キャッチアップの時代、具体的な近代化目標を
決めるためには業種別アプローチが不可欠のと
ころがあると考えられる。

2） 技術革新の時代

　1970年代までに日本産業のキャッチアップの
時代は終った。むしろ発展途上国からの追い上
げが激しくなった。又他の先進国との競合もあ
り、自ら新しい市場分野を開拓していく時代に
入った。知識集約化、技術立国と言ったキャッ
チフレーズが産業政策の基本にすえられること
となった。ここでは既存技術の改良ばかりでな
く、革新的新技術の開発が求められる。中小企
業政策にも変化が生じた。中小企業は今では技
術革新を生み出す主体と考えられ、革新的中小
企業、研究開発型中小企業の支援、又新しい技
術のシーズを持つ人の起業化を支援するための
大学発ベンチャー支援などの政策メニューが整
えられていった。
　中小企業に技術革新を促す手法として、研究
開発費用の補助、異業種交流など既存の技術分
野を横断的に連携させ、新しい技術革新の芽を

見つけようとする試み、又既存の産業集積の産
業活動を支える多様な機能を再構築して新しい
産業分野を創造しようとするクラスター計画や
ハイテクベンチャーの企業化支援などが行われ
てきている。そうした中、特に1990年代以降、
自動車、工作機械、ロボットなどの加工組立産
業や液晶ディスプレー、半導体製造に関係する
素材や製造装置について日本の国際競争力は
一段と高まり、しかもそれらの産業を支える部
材・部品会社で、非常に高度な技術を持ち、世
界でも大きなシェアを持つ中小企業の存在が注
目されはじめている。
① 中小企業の研究開発活動への補助制度

　中小企業にとっても研究開発の必要性は今日
広く認識されている。それは競争力ある製品を
作り、又、他社では作れない製品を作るために
も必要である。しかし、中小企業の研究開発の
取り組みは大企業に比べ、充分とはいえない。
1994年の「科学技術研究調査」（内閣府）の数字
によれば。製造業全体の研究開発費のうち中小
企業の負担分はわずか6.2％に過ぎないとされ、
ほとんどが大企業によってなされていることが
解る。ただ、下図に寄れば、製造業は大企業と

図6　売上高に占める自社研究開発費の割合－大企業と中小企業の比較

　　　　　出典：中小企業庁　『中小企業白書2008年版』
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の間に差があるが、情報通信業では、絶対比率
は低いものの、大企業より中企業のほうが研究
開発比率は高いことが知られる。
　中小企業における研究開発実施に当たっての
問題としては人材と資金の確保とされ、そのた
めには外部との連携によって、それらの問題を
解決しているところがある。又研究開発活動を
直接的に支援する手法として研究費を補助する
制度がある。日本においてはかならずしも公的
資金による研究助成の額は大きくないことが知
られている。　中小企業者の研究開発活動を支
援する補助金制度は戦後暫くたった1958年に設
立されている。これは個々の中小企業が行う自
主的な研究開発活動を支援するもので研究費の
4分の3から2分の1が補助金として支給された。
　当時中小企業に期待されていたのは、輸出市
場むけの製品改良で、「中小企業輸出振興技術
研究費補助金」と呼ばれていた。その制度はそ
の後1964年には輸出振興以外の研究開発も支
援できるよう「中小企業輸出振興等技術改善費
補助金」と改称された。ただここでも、その主
旨は輸出振興で有り続けた。また技術改善とい
う名称は、革新的技術開発は中小企業に期待さ
れていなかったように思われる。
　その後この補助金は1966年「中小企業技術改
善費補助金」と名称が変更され、輸出振興とい
う目的がはずれ、一般的技術開発活動への支援
制度となった。中小企業への研究費補助の制度
は今日も継続しているが、時代とともにそのね
らいには変化が見られる。すなわち地域産業振
興（1980年）、共同研究支援（1982年）、省力化技
術、国民生活基盤強化技術、研究開発型企業支
援（1990年）、下請け企業（1992年）、創造的中
小企業振興（1995年）などを特に支援するため
の枠が設けられてきた。又技術改善にとどまら
ず革新的な技術開発については1983年「地域フ
ロンティア技術開発事業」が創設され、技術改
善費補助金自体の名称が「創造技術研究開発補
助金」となり、より革新的技術開発への支援が

明確にされている。ここでは国立研究所、大学、
公設試験研究機関との共同研究も期待されてい
る。こうした名称変更のタイミングはおそらく
実態の変化より遅れていることを思わせるとこ
ろがあるが、日本の中小企業の技術レベルは既
に大企業と比較しても遜色なく、それがニッチ
な分野であっても先端的な技術の開発を行うま
でになっていることがわかる。
　以上の中小企業に直接研究費を補助する制度
の他に、新技術を企業化するときの低利融資制
度（1959年中小企業金融公庫による「新技術企
業化融資斡旋制度」）、また公設試験研究機関の
試験設備の充実のための「技術指導費補助金の
交付」（1958年）、「開放試験施設費補助金の交付」
（1964年）など国による公設試験研究機関の施
設やサービス充実への支援が続けられている。
　なお、1990年代の大きな変化として、研究開
発費への補助制度による成果を具体的な事業化
につなぐ努力が行われていることである。2章
で述べたように、1995年の中小企業創造的事業
活動促進法、2005年の中小企業新事業活動促進
法、そして2006年の中小企業モノ作り高度化法
といった一連の法律は研究開発ばかりでなく、
その成果を如何に現実の経済活動につなげてい
くかを検討し、その仕組みを用意しようとした
ものである。研究内容は先端的なもの、そして
それは経済効果を持たなければならず、事業化
へのあらゆる支援をしようという意気込みが感
じられる。そして、いまや支援対象は自らリス
クを冒し飛躍し発展しようという積極的企業と
なっている。
② 中小企業による先端的革新技術開発への期

待と新たな支援の枠組み

　中小企業への技術開発活動への期待は当初は
輸出振興のための商品改良といったところから
出発し、次第に技術レベルの向上、又海外との
競争激化の元で技術開発の目標も高度なもの
が求められることとなっていることは既に述
べた。その一つの変革点となったのは1985年の
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「中小企業技術開発促進臨時措置法」の施行で
ある。これは中小企業関係の技術開発に関する
始めての法律で中小企業における技術開発の重
要性を認識し、体系的支援策の構築が図られた
と言う意味で重要である。ここでは技術革新の
急展開、需要構造の変化などに対応するため、
中小企業に対する「技術開発指針」を通産省が
定め、それをもとに中小企業者、業界組合が事
業計画を作成、都道府県知事が認定し、補助金、
融資などの支援が得られるというものである。
この頃、「全国異業種交流協議会」の発足、「地
域システム技術開発事業」の創設など、中小企
業における先端的技術開発をより計画的、効果
的に促進しようとする動きが見られる。その後
異業種交流事業は研究活動がますますインター
ディシプリナリになることに対応して活発化し
ている。
　なお、中小企業による技術革新への期待はま
さに高度加工産業を支える高度部材産業にむけ
られているところがある。1990年後半、日本で
は高度部材を生産する中小企業の技術力の高さ
が注目され、その技術を維持し、さらに高度化
することが考えられた。そしてそれは2006年「中
小企業ものづくり基盤技術高度化に関する法
律」としてまとめられた。ここでは7つの重要
産業分野について今後3－5年で必要とされる
市場ニーズを予測して、その実現のために必要
となる特定の基盤技術20分野を選定し、川上と
川下のマッチングをしながら研究開発を支援し
ようとするものである。業種別と言う日本の産
業政策で取られた伝統的アプローチから離れ、
むしろ基盤的技術を技術要素に分類してそうし
た技術を持つ企業の研究活動を支援しようとす
るもので、そこには業界全体の底上げと言う思
想は見られない。既に業界全体の技術レベルが
上がっている今、さらに高い技術力を持とうと
する意欲ある企業を引き上げようという政策態
度の変化が見られる。又ここでは技術開発の主
体は大企業も中小企業も同列となっている。

③ ベンチャー企業育成とクラスター構築計画

　こうした変化の中で、新しい革新的アイデア
を持つ個人が起業化をしようとする時、それを
支援しようとする政策も現れる。ベンチャー支
援には幾度かのブームがあり、その一つは1983
年、円高不況で苦しむ地域の活性化のために、
地域における新分野開発、ベンチャー育成が
図られた。このときは新事業育成のためにイン
キュベーターの設置などの措置がとられた。そ
の時のベンチャーの主体は特に明示されてはい
なかった。その後1990年代、アメリカにおける
情報革命の進行とそれに伴う大学が中核となっ
た多数のベンチャー企業の発生発展は世界に
刺激を与え、日本においても折からのバブル不
況の中で新たな経済活性化の手段として期待
されることとなった。そして大学発ベンチャー
支援事業が始った。1998年大学等技術移転促
進（TLO）法が制定された。又2002年には「3年
間で1000社創業」計画が経済産業省から発表さ
れ、ベンチャー支援政策の整備がされた。2007
年9月の「平成18年度大学発ベンチャーに関す
る基礎調査報告書」（経産省）によれば、2002年
の1000社操業計画は達成され、その後も順調に
創業は増加、2007年3月末で1590社となり、そ
の経済効果は直接的なもので売り上げ2800億
円、雇用1万8千人、間接効果も含めると5200億
円、3万7000人の雇用効果があったという。又
事業の内容はバイオが39.5％、ITソフトウエア
が30.2％、機械製造が18％などとなっている。
　一方、クラスター計画に見られるように特定
地域への既存の産業集積、あるいは新たな産業
集積を形成し、その中で産業活動の機能を再構
築し新しい市場分野を生み出そうとする試み
も活発に行われている。産業クラスター計画は
地域に集積した産業支援機能を活用し、産官学
のネットワークを形成し新事業を生み出す事業
環境を整備することをめざし2001年度から始
められている。産業クラスター計画はかならず
しも中小企業対策ではなく、幅広い産業技術政
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策、地域産業政策ととらえるべきであり、新事
業化、イノベーション政策を柱とし、それぞれ
の地域は自らの地域の比較優位性を勘案し技術
分野を絞り込み、その技術分野で技術革新の拠
点となることをめざしている。逆に言えば日本
の産業技術政策にとって今や中小企業の技術政
策、そして地域政策を抜きには考えられないと
ころに来ていると云うことも意味していよう。
　産業クラスター計画は、既に第一期を終え、
2006年から5年間の第二期計画に入っている。
第一期は2001－2005年で立ち上げの時期、第二
期は2006－2010年で成長期、そして第3期2011
－2020年を自立的発展期ととらえている。第2
期の目標は全国で4万件以上の新事業、新産業
を創造する事としている。2008年3月現在全国
18地域でプロジェクトが進行中で、ここでは
10000社を超える中堅中小企業、290の大学が
参加している。
　
3） 日本の中小企業の技術力の源泉

　これまで日本の中小企業の技術水準、技術力
を高めるための支援政策について述べてきたが
実はこうした政策の効果が今日の日本の中小企
業の技術水準、技術力の高さにどのくらい寄与
しているかの定量的評価はされていない。技術
力が高いとされる企業へのインタビューでその
技術力の高さの源泉を尋ねても政策支援を評価
する事は少ない。これは政府からの支援によっ
て今の自分があると言うことを認めたがらず、
むしろ自分の努力が第一としたい心情が働いて
いることもありえよう。現実には多くの成功企
業は実にうまく政府の支援策を利用している。
成功している中小企業は高い情報ネットワーク
を持ち、そのネットワークを使って利用できる
ものは徹底的に利用しているところが多い。
　しかし、それも含めて企業自身の大きな努力
がある事は疑いなく、ここでは企業自身あるい
は民間独自の技術力向上の仕組みを整理してみ
る。

① 業界団体、事業組合、系列グループのこと

　日本の戦後の産業発展プロセスで非常に特徴
的なことは業界団体の存在である。欧米でも業
界団体は存在するが、その多くは政治的ロビー
活動を目的に結成されており、日本のように業
界が共通の問題を討議し、その解決のために共
同で事業を行うことは少ないように思われる。
日本の場合は、業界団体を通じて産業政策が実
施されてきたことが、業界団体の存在意義を大
きくし、又業界内での共通問題の議論、共同の
アクションを実行することに馴れていたところ
が大きい。先に見たJISや輸出検査法、又近促法
等全て業界団体が重要な政策実施機関として登
場し、又政策決定過程においても彼等の参加が
あり、それが産業政策の内容の実効性を高めて
きた。
　日本の産業の業界団体、特に中小企業の場
合、協業組合が作られることが多いが、地域毎
に同業組合がつくられ、それらは全国レベルで
の全国組合連合会を作り、それぞれの段階で国
や地方自治体との窓口となり、情報を収集し
共有する団体となっている。その数はおそらく
1000は超えると思われる。こうした地方から全
国にいたるネットワークは日本の場合新しい政
策、市場などの情報伝達の手段となり、業界を
まとめる効果を持っている。
　こうした業界団体のほかに日本の加工組み立
て産業には系列グループと言う特殊な企業組織
が存在する。特に自動車産業に典型的に見られ
る。日本のアセンブリー企業は部品の内製率が
欧米メーカーに比較して低く、外部購入比率が
高い。しかし、特定の部品企業との関係は強く、
部品会社とアセンブリー会社の長期で、緊密な
取引関係が維持されている。この構造は1950－
60年代の高度成長期、多くの部品を内製するた
めの資本力が充分でなかったアセンブリーメー
カーが、特定の部品を外部から購入することと
し、自らの投資負担を軽くし、しかし、その購
入先と長期的取引関係を維持する形態を作り出
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したとされる。しかし結果的にはこの方式は多
くの専業部品メーカーを育成し、それぞれの部
品の品質を高め、又コストを下げ、日本の自動
車産業の強さの源泉になったとされる。この場
合、アセンブリーメーカーと系列部品メーカー
との間にはたとえば、新モデルの開発時の部品
開発について協力し、品質や納期管理を向上す
るため、徹底的指導が行われてきた。又大企業
であるアセンブリーメーカーは海外から導入
して得た技術を系列の部品会社にサブライセン
スするといったことも日常的に行われてきてい
る。ここではアセンブリーメーカーからの技術
指導、技術移転が系列部品企業間で行われ、次
第に部品会社の技術力を高め、その専門部品部
門で他を圧する高い技術力を持つ企業に育って
行くという現象を見ることが出来る。日本の機
械産業はアセンブリーメーカー、部品メーカー
が相互に刺激しあいながら、共に技術力を高め
ていったように考えられる。こうしたユーザー
とサプライヤーの長期取引関係を基にした先端
技術の共有化が日本の中小部品会社、いわゆる
裾野産業を育てる上で大きな効果を持っていた
とされる。勿論、機振法による自動車部品産業
の近代化計画の策定実施に見られるように政策

的枠組みによって行われることもあるが、それ
以外にも民間独自の技術交流、技術移転、共同
研究等の機会が多く持たれていたことは注目し
ておく必要がある。こうした仕組みがうまく機
能するかどうかは、おそらくそれぞれの国情に
左右されると考えられるが、日本の事例は参考
にするに値しよう。
　1996年の中小企業白書によれば、1987年の工
業実態基本調査で約7万8千社と言う中小企業
のうち、55.9％が下請け中小企業であるという。
このうち特に自動車・家電をはじめとする加工
組立産業においてその比率は高い。ただ下請け
化の傾向は1971－81にかけてはほとんどの業
種でその比率を高めているが、1987年以降は低
下傾向にあるとしている。
② 中小企業の協業化の効果

　中小企業の協業化により参加企業が、それぞ
れ技術力を高めたという事例も散見される。中
小企業の組織化、協業化の促進は日本の中小企
業政策の大きな柱の一つであるが、そうした動
きは特に政策的な指導、支持がなくても民間
独自に行われている。たとえば、鋳造技術では
1950年代、革新的技術といわれたシェルモー
ルド法で、その例が見られる。すなわち26の中

図7　下請け企業と親会社との技術交流

　　　　　出典：中小企業庁　『中小企業白書2008年版』
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小企業が1956年日本シェルモールド協会を設
立、海外から基本特許を取得、会員会社にその
特許権のサブライセンスを行い、その技術の日
本における普及を図った。この協会はその後メ
ンバー数を5年で300社に増やしたという。メ
ンバー企業は互いに競争相手であるが、その基
盤技術は一社による専有を認めず、メンバー企
業が共有しその技術を皆が使用できることを前
提として競争が行われる。こうした例は、政府
の指導、あるいはユーザーメーカーの要望に基
づいていたかもしれないが、業界全体の技術水
準を高めるには大きな効果が有ったと考えられ
る。
　中小企業による自然な協力関係は産業が集積
している地域でよく見られる。それらは地域で
組合を作っている場合も有るが、自然発生的に
地域内分業が発生し、地域内での連携が緊密に
行われ、対外的な競争優位を持つことがある。
東京の大田区には中小製造業が約5000社（2005
年時点）も集積している。彼等は自己の加工技
術に特化、技術力を高め、水平分業しユーザー
の要望に応じたネットワークを組み、地域全体
として競争力を持っている。こうした既存産業
集積は大田区以外にも全国に存在しており、そ
こでは地方自治体と連携して地域の産業活性化
に努めているところが多い。
③ イノバティブな中小企業像

　最後に個々のイノバティブな中小企業につい
てふれる事にする。今日日本にはある特定の狭
い分野ではあるがその分野で世界一流の技術
力を持ち、その製品が世界市場で高いシェアを
持つ中小企業が多く存在し、そのことが注目さ
れている。それら企業は特定の大企業の系列グ
ループに属さず、世界中にユーザーをもち、世
界市場で高い評価を得ている。
　これら企業の発展プロセスを見てみると、い
くつかの特徴が見られる。先ず、特定技術分野
への経営資源の絞込み、そしてその事業にこだ
わり、事業を継続していくこと。また、顧客（市

場）の厳しい要求に対し、あきらめず常に挑戦
する態度が見られる。中小企業であるので、何
より経営者の経営理念の影響は大きいが、大学
ベンチャーなどのケースと違い、社長はかな
らずしも天才的技術者というわけではない。た
だ、経営者は独自に外部に多くの人的ネット
ワークを持ち、そのネットワークを最大限活用
している。中小企業では組織内に多くの人材を
かかえることは出来ない。そのことは外部から
の知識の吸収、外部の支援プログラムの活用に
は熱心である理由となる。ある場合は大学、あ
る場合は政府、ある場合は外部のコンサルタン
ト、税理士といった人々とのコンタクトが経営
者の経営判断に利用されている。又中小企業は
小さい組織であり、逆に言えば従業員一人ひと
りの個性を見極め、その能力を引き出すことが
出来なければならない。幸いにして、良い経営
者に恵まれた企業はその企業文化を守り、又そ
の製品、技術を守り、改良を加え、新しい飛躍
につなげている。こうした企業には必ずその社
長の経営理念に賛同する、技術にこだわる職人
的従業員がおり、企業活動を支えている。こう
した事例を見ると中小企業の技術政策とはこう
した人が活動しやすいような環境を創ること、
又そうした人の活動を支援するサービス体系を
用意する事が重要であるように思われる。
　
　いずれにせよ、日本社会における中小企業の
技術水準の高さは、日本の一般消費者も含めた
ユーザーの品質へのこだわり、新しい物への強
い関心、市場競争の激しさなどによって、自然
に育てられてきたところもある。そして今、日
本の最大の問題は少子高齢化、消費活動の縮小
などで、これまで日本の中小企業の技術を高く
維持してきた社会基盤が変化しつつあること
である。こうした状況の中で次の世代への技術
の継承、人材育成が大きな政策課題となってい
る。
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