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装置や部品生産の担い手が国内の
「日本経済は中小企業が
下 請 中 小 企業である。つまり「日
支えている」
本企業の国際競 争 力は、こうした
大企業と中小企業との絶妙な協働
昔からいい古されてきた言葉であ
によって生み出されてきた」と言っ る。日本における企業 数の九十九
てよい。この図式は、健全な下請中 パーセント、従業員数の七十パーセ
小企業の存在があって初めて意義を ント近くを占めるという 統計数値
持つのであるが、実は「下請企業の により説明が為されているが、実は
献 身的な犠牲の上に築かれてきた もっと重要な意味がある。部 品や
のではないか」との懸念が部品や素 素 形材に代 表される、主として人
形材産業における客観的な調査に に体化された「ものづくりのノウハ
より裏付けられてきた。そして、も ウ」が、勝利の方程式の追及によっ
し日本企業がこのまま国際競争激 て大企業から中小企業に移ってし
化の波に晒されたとき、
「勝利の方 まっているという実態である。国際
程式」の妥当性が突然失われるの 的な市場競争の中で日本製品の優
ではないか？つまり「部品や素形材 れた品質の基盤が、部品や素形材
産業における中小企業の体力が疲 におけるものづくりのノウハウにあ
弊して、大企業である親 企業の要 り、それこそが日本製品を差別（差
請 についてい け な く なった と き、 異）化する唯一の要素であることが
次々と廃業に追い込まれ、それと共 浮き彫りにされてきたからである。
に日本製品の競争力も失われてし ところがその基盤が失われつつある
まうのではないか？」との危機感が ことに危 機 感を募らせ、政府とし
急速につのってきたのである。
ても重い腰を上げざるを得なくなっ
たのである。

「 中小 企 業 底 上 げ 戦 略 」
その狙いと展開

「中小企業底上げ戦略」又の名を して製品市 場と無縁ではない。余
「中小企業生産力向上プロジェクト」 裕を失った金融機関による世界レベ
と言 う。今後のわが国の経済成長 ルでの企業選別が待っているからで
を下支えする基盤（人材能力、就 ある。銀行や生保業界と同様、諸
業 機 会、中小企業）の強化・再構 製品の業界においても世界レベルで
築を目的とした「成長力底上げ戦 のＭ＆Ａが展開されるであろうこと
略」の一環であり、現在政府が最も は想像に難くない。飽和した国 内
注力している政策の一つである。平 市場からはもはや利益を生み出す
成十九年二月経済財政諮問会議に ことが出来ず、世界市場を標的に
おいて報告 了承され、その後の閣 した国際競争の場で勝ち抜いていか
議決 定を経て実 行に移されつつあ なければならなくなっているからで
る。
ある。現に「近 年における日本 経
政府の施策というと、現実と遊 済の景気回復は、大企業に先導さ
離した机上の空論のように思われ れた輸出と海外現地生産に支えら
がちであるが、この施策については れてきた」と言っても過言ではない。
着実に産業界への浸透が図られてお その「勝利の方 程式」が日本企業
り、遠からず 末 端下請中小企業へ の特 徴である下請 構造にあること
の影響が出てくると思われるので筆 は、もはや万 民の認めるところと
者なりの解説をしておきたい。
なっている。即ち、工作機械等の機
械装置と部品を海外の現地法人に
本格的グローバル経済の
輸出し、現地の豊富な労働力を使っ
到来
て高品質 低コストの製品を海外
市場に向けて生産 販売するビジ
ネス・モデルであり、そうした機械
･

サブプライム・ローンに端を発し
た世界的レベルでの金融再編成は決

･
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資金調達力の強 技術開発力の強化
生産性の向上
化販売力の向上
題

下請中小企業
製品組立、販売

部品・素形材生産

行った結果、数々の注目すべき事実
が明らかになってきたのである。一
例を示すと、
「下請企業の貴重なノ
ウハウである金型図面が親企業を通
じて無償で現地法人の手に渡ってい
た。
」
「モデル・チェンジによって増
加する鋳型や金型・補用部品の保
管を無償で下請企業にさせていた。
」
「補給品を量産品と同じ単価で供給

課

のノウハウ
ルの構築

基盤技術

大企業
機能分担

ビジネス・モデ ものづくり

で平成十九年十二月から二十年三
月にかけて、素形材、自動車部品、
産業機械等の関係団体における会
員企業を対象にアンケートとヒアリ
ングによる詳細な取引慣行調査を

協働的下請構造による ｢勝利の方程式」

下請疲弊の原因は
取引慣行にあり
最近（平成十七年度）における
生産企業の規模別売上高経常利益
率をみると、資本 金十億円以上の
大企業では平均五パーセント、一億
円未満が二パーセント、一千万円未
満は〇・七パーセントである。即ち
規模が小さくなるにつれて利 益率
が少なくなっており、しかも大企業
の利 益率が年々増 加する中にあっ
て、規模別の格差も拡大する傾向
にある。そのことは「本来平等であ
るべき一連の下請構造による協働の
成果物が、発注元である大企業に
厚く、受注側である下請中小企業
に薄くなっており、末端の下請企業
にまで成果が伝播されていない」こ
とを示している。そして二パーセン
ト未満の利益率では、ものづくり基
盤を支える研究開発や設備投資を
行うことは難しいと見做されるので
ある。こうした利 益率の格 差が何
故生じたかと言えば、
「経営力の差」
といった固有の要素もあるかもしれ
ないが、
「親企業と下請企業との不
平等な取引慣行という客観的な環
境条件によるところが大きいのでは
ないか」との仮説が持たれた。そこ

させていた。
」
「一方で軽量化を求め
ながら、従量単価を適用していた。
」
「Ｊ ＩＴ生産に伴う運送費の増加を
無償で下請企業に負担させていた。
」
等々、数え上げればきりが無い程で
ある。その他、
「季節協力金等の名
目で一律に下請代金の減額が行われ
ていた」など明らかな下請虐めと見
做される取引慣行も指摘されたの
である。

下請取引適正化の施策
そこで政府の採った施策は、
「下
請取引の適正化」である。法的な
根拠については従来の
「独占禁止法」
ならびにその特別法としての「下請
代金支払遅延防止法」があり、従
来も公正取引委員会や中小企業庁
によって抜き打ち調査による違反の
摘発、違反企業に対する警告や改
善勧告を行ってきたものの、具体的
な取引慣行を取り上げ、それについ
て見解を示すことまでは行ってこな
かった。それでは取引慣行そのもの
を改めることは出来ないとの判断か
ら、各 業界団 体を巻き込んで、そ
れぞれの業界特有の具体的取引慣
行についてのガイドラインを策定す
ることにしたのである。現在そうし
たガイドラインが十業種について作

成されており、そこには、前述した
調査結果を踏まえて、
「現状と問題
点」
「現在行われている改善事例（ベ
ストプラクティス）
」
「考えうる望ま
しい取引」が具体的に盛り込まれ
ている。このガイドラインの普及を
図ることで取引慣行の是正を図って
いこうとの狙いである。

先ずは親企業との話し合いと
発注書面の作成から

それでは、各企業はこのガイドラ
インをどのように利用すればよいの
だろうか。親 企業、下請 企業どち
らからでもよい、先ずは業界団体と
してガイドラインが示されたことを
契機に、自分達の具体的な取引の
あり方について両者で十分な協議を
行うことである。その際、
「片方の
犠牲による利益の調整」ではなく、
「中長期的視点から双方に利益をも
たらす取引慣行を創出する」こと
が望ましい。そして協議した結果を
必ず発注書面に記載して残すこと
である。発注書面の交付が法 令で
義 務 付けられており、その実施を
担保するためにも必要だからであ
る。

（中小企業診断士 新井将平）
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