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要旨 

経商連携グローバル COE プログラム・歴史分析班では、これまで近代アジアに形成された商 

品・資源の取引市場を分析し、民間において構築された市場インフラ（制度）と「市場の質」（商 

品の質、情報の質、競争の質）の関係を検討することにより、インフォーマルな組織により「商 

品の質」、「情報の質」が向上した過程を明らかにしてきた。しかし、これまでの成果では、イン 

フォーマルな組織が果たした役割や情報の非対称性が解消された過程の分析に焦点が当てられて 

いたため、政策（政府）の役割、「競争の質」に関する議論は十分に組み込まれていなかった。そ 

こで本稿では、政府が産業、企業に対して強力な介入を行った事例として、戦後日本の石油化学 

工業、金型工業、自動車工業、コンピューター産業の 4 産業に関する研究を取り上げ、政府の役 

割と「競争の質」との関係を検討した。従来の研究によれば、戦後日本の産業政策は業界団体を 

はじめとした中間組織を利用することによって、政策目標、技術などの共有化を図り、競争を促 

進する役割を果たした。しかし、国際市場を考えてみると、戦後日本の産業政策は競争抑制的に 

機能していた側面があり、「競争の質」を考える上で市場の範囲・規模、各国・各地域経済の発展 

状況、時代背景などを考慮に入れることは必要不可欠であると考えられる。 
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戦後日本における産業政策の再検討 

 

 

                         星野 高徳 

（慶應／京都連携グローバルCOE研究員） 

 

1 はじめに 

 経商連携グローバル COE プログラム・歴史分析班では、これまで近代アジアに形成され

た商品・資源の取引市場を分析し、民間において構築された市場インフラ（制度）と「市

場の質」（商品の質、情報の質、競争の質）の関係を検討することにより、インフォーマル

な組織により「商品の質」、「情報の質」が向上した過程を明らかにしてきた1。 

しかし、これまでの成果では、インフォーマルな組織が果たした役割や情報の非対称性

が解消された過程の分析に焦点が当てられていたため、政策（政府）の役割、「競争の質」

に関する議論は十分に組み込まれていなかった。そこで本稿では、政府が産業、企業に対

して強力な介入を行った事例として、戦後日本の産業政策（産業育成政策、産業組織政策、

産業調整政策）2を取り上げ、政府の役割および政府・企業間関係と「市場の質」、とりわけ

「競争の質」との関係を検討する3。 

                                                   
1 慶應義塾大学大学院経済学研究科・商学研究科／京都大学経済研究所連携グローバル

COE プログラム『市場の高質化と市場インフラの総合的設計』歴史分析班編『慶應／京都

連携グローバル COE プログラム歴史分析班 2009 年度成果報告書 市場の質と制度の生成

―近代アジアからみた歴史分析』慶應義塾、2010 年；古田和子・牛島利明「情報・信頼・

市場の質」『社会経済史学』第 76 巻第 3 号（2010 年 11 月）、71～82 頁；瀬戸林政孝「揚

子江中流域の中国棉花取引における不正の発生と解消のメカニズム―20 世紀初頭の水気含

有問題」『社会経済史学』第 76 巻第 3 号、83～99 頁；高橋周「明治後半における不正肥料

問題―新規参入の信頼獲得と農事試験場」『社会経済史学』第 76 巻第 3 号、101～116 頁；

平井健介「1910～30 年代台湾における肥料市場の展開と取引メカニズム」『社会経済史学』

第 76 巻第 3 号、117～135 頁；『慶應義塾大学大学院経済学研究科・商学研究科／京都大学

経済研究所連携グローバル COE プログラム Newsletter』第 16 号（2012 年 9 月）、5 頁。 
2 山本繁綽によれば、産業政策は、①産業の成長を促進させる産業育成政策、②多数の企業

の利益を確保するために生産や投資を調整する産業組織政策、③産業の衰退期に産業構造

の転換を支援する産業調整政策の 3 つに分類することができる。本稿では、为に産業の始

動期、成長期、成熟期において産業育成政策、産業組織政策が果たした役割を検討する。

山本繁綽『日本型政策の誤算―経済摩擦解消のために』同文舘出版、1993 年、116～117

頁を参照。 
3 本稿の執筆に際しては、COE 連携科目「経済史演習」での議論内容を参考にするととも

に、歴史分析班のスタッフ、学内・学外研究協力者、グローバル COE 研究員から有益なア

ドバイスをいただいた。 
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まず、本 COE プログラムにおける为要な研究対象である「市場の質」、市場インフラ（制

度）に関するこれまでの研究成果を概観しよう。「市場の質」という概念を提示した矢野誠

の研究では、アメリカで制定されたシャーマン法が完全競争市場、単価取引の形成に果た

した役割を示すことによって、独占禁止政策により「競争の質」が向上したことが指摘さ

れている4。また、近年の経済史の研究動向を見てみると、同業組合等の私的組織や裁判所

等の法制度が市場経済の形成に寄与したことが明らかにされてきた5。つまり、従来の研究

は政府の法制度、政策が市場の拡大、取引の円滑化を促進し、市場の高質化がもたらされ

たことを示唆しているといえよう。しかし、政府の政策や同業組合をはじめとした組織は

必ずしも取引の活発化、競争の促進を目的として形成されたわけではなく、政府側、企業

側の様々な利害が反映されたものであったと考えられる6。そのため、政策や組織のベクト

ルが必ずしも市場の高質化に向いていないという前提に立ち、政府の役割および政府・企

業間関係を解明する必要性を指摘できる。 

続いて、政府の役割、とりわけ産業政策に関する研究動向を見てみると、日本の産業政

策に対しては当時の時代を反映して肯定的な見解と否定的な見解の双方が見られる。日本

が高度成長期、安定成長期を謳歌していた時期を念頭に入れたチャーマーズ・ジョンソン、

米倉誠一郎らの研究では、産業政策の果たした役割が肯定的に捉えられているのに対して、

1990 年代の不況期に書かれた三輪芳朗の研究では、産業政策の効果を疑問視する見解が示

されたのである7。この点に関して、猪木武徳は、産業政策は産業の特性や時代背景に影響

を受けるため、近年では、政策の効果はケース・バイ・ケースであるという穏やかな論調

に落ち着いていると指摘している8。 

                                                   
4 矢野誠『「質の時代」のシステム改革―良い市場とは何か？』岩波書店、2005 年、16、

155～158 頁；矢野誠「競争法」同編著『法と経済学―市場の質と日本経済』東京大学出版

会、2007 年、18～33 頁。 
5 岡崎哲二「市場の機能を支える組織」社会経済史学会編『社会経済史学会創立 80 周年記

念 社会経済史学の課題と展望』有斐閣、2012 年、3～16 頁。 
6 中村隆英は为に昭和恐慌期の経済政策を取り上げ、政策決定の際には政治的圧力やイデオ

ロギーの影響を受けやすいため、経済の論理を無視した政策が実行され得ることを指摘し

た。中村隆英『昭和恐慌と経済政策』講談社、1994 年、13～14 頁を参照。 
7 チャーマーズ・ジョンソン著、矢野俊比古監訳『通産省と日本の奇跡』TBS ブリタニカ、

1982 年；米倉誠一郎「政府と企業のダイナミクス：産業政策のソフトな側面―機械工業振

興臨時措置法の金型工業に与えた影響から」『一橋大学研究年報 商学研究』第 33 号（1993

年 8 月）、249～292 頁；三輪芳朗「機械工業振興臨時措置法下の機械工業」同『政府の能

力』有斐閣、1998 年、117～217 頁；三輪芳朗、Ｊ・マーク・ラムザイヤー『産業政策論

の誤解―高度成長の真実』東洋経済新報社、2002 年。 
8 猪木武徳「戦後日本の経済政策」社会経済史学会編『社会経済史学会創立 70 周年記念 社
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また、各国政府の特徴に焦点を当て、政府の経済的な役割を検討した奥野正寛の研究に

よれば、戦後の日本は他国と比較して各省庁の官僚が政策決定の際に大きな影響力を持ち、

管轄権が比較的分離していたため、産業政策を通じたミクロ的な企業戦略のコーディネー

ションが有効に機能した9。ただし、他方で政府の管轄権が集中していたアメリカや中国、

韓国、台湾などでは、ミクロ的な企業戦略のコーディネーションではなく、市場メカニズ

ムの維持、マクロ的な資源配分のコーディネーションが有効に機能したと指摘されている。

つまり、産業、時代、社会によって産業政策に対する評価や有効に機能する政策に相違が

見られるため、政府の役割を明らかにするためには、各産業の特性、時代背景を考慮に入

れる必要性を指摘できる。 

 

2 各産業における産業政策 

こうした政府の役割、産業政策に対する研究動向を踏まえ、本節では、石油化学工業、

金型工業、自動車工業、コンピューター産業の 4 産業に関する研究を検討することにより、

戦後日本における産業政策が各産業の発展、競争関係に与えた影響を明らかにする。 

 

（1）石油化学工業 

 石油化学工業に関しては、1953 年以降、石油化学国産化を実現するため、通産省は関連

産業に関する「合成繊維産業育成対策」、「酢酸繊維工業育成対策」、「合成樹脂工業の育成

について」を相次いで決定するとともに、1955 年 7 月に「石油化学工業の育成対策」を省

議決定した。この育成対策に基づき、第 1 期計画では、三井化学、三菱油化、住友化学、

日本石油化学の 4 社がエチレン・センターとして認可され、1959 年からは石油化学工業へ

の参入競争が激化した。その結果、第 2 期計画では、先発 4 社の生産設備増設が認められ

るとともに、東燃石油化学、大協和石油化学、丸善石油化学、出光石油化学、化成水島の

後発 5 社もエチレン・センターとして認可を受けた10。 

しかし、1960 年代になると、他産業とともに企業規模、生産単位規模が小さく、過当競

争の状況にあることが問題視されるようになった。そのため、1963 年 3 月には「特定産業

                                                                                                                                                     

会経済史学の課題と展望』有斐閣、2002 年、315～319 頁。 
9 奥野（藤原）正寛「政府・企業関係の比較制度分析に向けて」青木昌彦・金瀅基・奥野（藤

原）正寛編『東アジアの経済発展と政府の役割』日本経済評論社、1997 年、409～445 頁。 
10 橘川武郎「日本における企業集団、業界団体および政府―石油化学工業の場合」『経営史

学』第 26 巻第 3 号（1991 年 10 月）、4～8 頁。 
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振興臨時措置法案」（特振法）の通産省最終案がまとめられ、規模の経済性の追求による国

際競争力の強化が目指された。ただし、この法案は石油化学工業などから想定される規模

の経済性の必要性を機械工業、自動車工業にまで拡大して一般化しようとしたために、産

業界は法案の成立に積極的ではなく、結局、法案は審議未了で不通過となった11。 

そこで、特振法の成立に期待していた石油化学工業では、1964 年 12 月にその代替案と

して官民協調による石油化学協調懇談会が設置され、合成繊維、紙パルプ産業とともに投

資調整が行われた12。具体的には、1967 年 6 月の第 7 回石油化学協調懇談会において、エ

チレン製造設備の最低設備規模を年産 30 万トンと設定し、高い参入基準を打ち出すことに

よって、企業間の提携、後発企業の退出を促進するという方法が採られた。この 30 万トン

基準が設定された結果、当初は三井化学、三菱油化、住友化学、日本石油化学の先発 4 社

のみが認可され、後発企業は不認可となったのである13。 

しかし、1968 年後半から石油化学工業に対する需要が増加すると、通産省と先発各社に

よる投資为体の集約化という当初の目的は後退し、後発各社の参入を認めるに至った。需

要が増加する中、後発企業は通産省の予想を超えた積極的な投資行動を実現したため、通

産省は後発各社の参入を妨げる根拠がなくなり、1969 年 6 月の第 9 回石油化学協調懇談会

を契機として多数の後発企業に対して認可を与えたのである14。 

以上の経緯で多数の企業がエチレン・センターとしての認可を受けると、1972 年に設備

過剰の問題が発生したため、不況カルテルを通じた協調関係の構築により設備過剰の回避

が試みられた。しかし、カルテルによる協調行動を継続していくためには、特定の企業に

対して完全に投資を禁止することはできず、順次各社に投資を認めていくことにより、ア

ウトサイダーの発生を防止する必要が生じた。その結果、需要が減尐に転じた後も追加的

な設備投資を順次認めざるを得ない事態に陥り、設備過剰のさらなる増幅が問題とされる

ようになった15。 

                                                   
11 呂寅満「1960 年代前半の産業政策―『特振法』構想と通産省の国際競争力認識」武田晴

人編『高度成長期の日本経済―高成長実現の条件は何か』有斐閣、2011 年、144～148 頁。 
12 呂「1960 年代前半の産業政策」、167 頁。 
13 平野創「石油化学産業における設備投資調整―エチレン年産 30 万トン基準の制定と運

用」『経営史学』43 巻 1 号（2008 年 6 月）、35～36、47 頁。 
14 平野「石油化学産業における設備投資調整」、44～46 頁；橘川「日本における企業集団、

業界団体および政府」、23 頁。 
15 平野創「石油化学工業における投資調整と設備過剰の深化―不況カルテル締結後の投資

活動とその帰結（1972～85 年）」『社会経済史学』第 77 巻第 1 号（2011 年 5 月）、68～70

頁；橋本規之「高度成長期日本の産業政策と設備投資調整―エチレン 30 万トン基準再考」
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このように、石油化学工業では、1960 年代前半から行われた過当競争の防止や業界再編

成が失敗し、カルテル組織と激しい競争関係が併存した。政府が業界団体を通じて政策目

標や情報の共有を図ると、各企業はその情報に基づいて戦略を立てることが可能になった

ため、多数の企業が「同質的な戦略」に基づく競争を展開し、短期間に国際競争力を向上

させる効果をもたらしたのである16。ただし、石油化学工業に対する需要が後退した後も、

需要増大の時期と同様の設備投資が認められたため、設備過剰は深刻化し、過剰な競争、

設備稼働率の低下による国際競争力の低下が問題視されるようになったといえよう。 

 

（2）金型工業 

 1950 年代の金型工業は中小・零細性を特徴としていたため、1955 年 6 月に第 1 回精密

金型合理化促進懇談会が開催され、「機械工業振興臨時措置法」（機振法）の対象業界の指

定を受けることを目的として、業界の組織化が進められた17。その後、1956 年 6 月に機振

法が施行されると、金型工業をはじめとした機械工業では中小零細企業の育成が重視され

た。通産省は部品メーカーの内部化による総合的な機械工業を育成するのではなく、中小

企業を独立した形で育成することを目指したのである18。 

 金型工業に対する産業政策の特徴としては、業界団体を通じて政府と多数の中小企業が

情報の共有・伝達を行っていたことが挙げられる。多数の中小企業から成り立っていた金

型工業を高度化し、発展させていくためには、政策の目標、発展の方向性についての情報

を共有することが重要であった。そこで、通産省は 1957 年に結成された日本金型工業会を

通じて金型工業の実態把握の調査を進め、上意下達の産業政策ではなく、政府と企業の間

で双方向の情報交換を行うことによって、必要な情報を蓄積していく政策を採用したので

ある19。 

 その結果、各企業は経営面、技術面の双方に関する情報を獲得することが可能になった。

まず、経営面に関しては、日本開発銀行（以後、開銀と表記）から融資を受けるために、

                                                                                                                                                     

『歴史と経済』第 52 巻第 2 号（2010 年 1 月）、41～44 頁。 
16 橘川「日本における企業集団、業界団体および政府」、18～23 頁。 
17 田口直樹『産業技術競争力と金型産業』ミネルヴァ書房、2011 年、138～141 頁。 
18 米倉「政府と企業のダイナミクス」、250～251 頁。 
19 田口『産業技術競争力と金型産業』、139 頁；米倉「政府と企業のダイナミクス」、268

～273、288～289 頁；橋本寿朗「政府・業界団体・企業の関係―機械工業振興臨時措置法

を事例として」同『戦後日本経済の成長構造―企業システムと産業政策の分析』有斐閣、

2001 年、242～243 頁；宇沢弘文・武田晴人編『日本の政策金融』Ⅰ巻、東京大学出版会、

2009 年、7～8 頁。 
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帳簿の整理、事業計画、返済計画といった経営の基本的な部分を根本的に解決することが

必要になった。中小企業が中心であった金型工業にとって、開銀融資は市中銀行からの協

調融資を引き込む「呼び水効果」をもたらしただけでなく、企業の財務改善を中心とした

経営力の向上という効果も有していたのである20。 

 技術面に関しては、耐用年数や JIS 規格といった基準値が示され、企業にとっての目標

値が明らかにされた。こうした技術面の基準を達成させるため、開銀は融資に際して厳し

い技術審査や技術指導、設備に関するアドバイスを行い、各企業における技術の向上を促

進した21。 

加えて、通産省や業界団体は海外から収集した情報を伝播する役割も担った。例えば、

金型工業会は通産省の JETRO の活動を通じて海外の業界調査・市場調査を実施し、海外で

獲得した技術情報を工業会の月報、講習会、研究会等を通じて会員である企業に伝播した

のである22。 

こうした業界団体を通じて情報を共有化する事例は機振法助成対象外の企業においても

見られた。中小零細企業が大勢を占めていた東京地区のプラスチック用金型製造業者は日

本金型工業会には参加しなかったものの、1958 年 2 月に関東プラスチック金型組合を結成

することにより、技術や設備についての情報を共有したのである23。 

このように、金型工業では、業界団体を通じた情報交換により、多数の中小企業が必要

な情報を獲得することが可能になり、中小メーカー間の合理的な分業関係、競争的な産業

構造が形成されるに至ったのである。 

 

（3）自動車工業 

 1950 年代において、通産省は機械工業、とりわけ自動車部品工業や工作機械工業の育成

とともに、自動車工業を戦略産業として育成する方針を固め、保護・育成策と業界再編策

により同産業における国際競争力の強化を推進した。 

 保護・育成策としては、保護関税の実施、海外メーカーの対内投資規制、政府系金融機

関の低利資金融資、各種免税措置、所要技術導入の認可が行われ、海外メーカーを排除し

                                                   
20 米倉「政府と企業のダイナミクス」、274～275、280～282 頁。 
21 米倉「政府と企業のダイナミクス」、282 頁。 
22 米倉「政府と企業のダイナミクス」、284～285 頁。 
23 平山勉「高度成長期前半における金型製造業の設備投資動向―プラスチック用金型製造

業を事例として」『歴史と経済』第 50 巻第 1 号（2007 年 10 月）、18～24 頁。 



7 

 

た国内メーカーによる市場の形成を図った。 

 他方、業界再編策としては、1955 年における「国民車育成要綱案」の発表、1961 年の「グ

ループ化構想」が挙げられる。「国民車育成要綱案」では、①4 人乗り、②価格 25 万円程度、

③排気量 350～500cc、④車量 400kg、⑤最高時速 100km 以上という条件を満たす乗用車

を各メーカーに試作させ、その結果最優良車と認定された車種を試作したメーカーに各種

助成を与え、その車種の量産化を図ることが目的とされた。また、「グループ化構想」にお

いては、自動車業界を乗用車量産グループ、特殊車両グループ、ミニカーグループに集約

することを目指し、メーカー数の集約化による規模の経済性の実現を図った24。 

 しかし、以上の業界再編策は、各メーカーの反対、合併・提携の不調により実現せず、

後発企業、新規参入企業を含めた多数のメーカーによる競争関係が形成された。こうした

業界全体の底上げが進んだ背景には、自動車工業に対する時限的な保護政策の存在があっ

たといえる。近い将来における保護政策の撤廃を前提としたため、各メーカーの最大の関

心事は貿易・資本の自由化実施までにいかに自社の「組織能力」を拡充・強化するのかと

いう点であった。したがって、海外メーカーとの競争を強く意識していたトヨタ、日産の 2

社は投資資金の蓄積を目的として、極端な価格競争を避けたため、2 社と比較して「組織能

力」の务る中・下位メーカーの存続・成長、ダイハツ、本田などの乗用車市場への新規参

入が可能になり、自動車工業の競争的な産業構造が形成されたのである25。 

 また、こうしたトヨタ、日産以外の後発企業は排ガス規制の基準等を達成するために積

極的に技術面の改良を行った。排ガス規制基準の達成に関して、本田、鈴木自動車、三菱

自動車はトヨタ、日産に先行し、欧米諸国に先駆けて排気ガス対策についての技術を蓄積

していた。そのため、オイルショック後に省エネルギー対策を講じる必要に迫られた際も、

いち早く対応することが可能になり、日本自動車工業の国際競争力向上に貢献したのであ

る26。 

 このように、自動車工業では、海外へのキャッチアップを図る先発企業とそれに追いつ

                                                   
24 宇田川勝・安部悦生「企業と政府―ザ・サード・ハンド」森川英正・米倉誠一郎編『日

本経営史 5 高度成長を超え』岩波書店、1995 年、265～266 頁；武藤博道「自動車産業」

小宮隆太郎・奥野正寛・鈴村興太郎編『日本の産業政策』東京大学出版会、1984 年、283

～285 頁。 
25 宇田川・安部「企業と政府」、267～268 頁；伊丹敬之・加護野忠男・小林孝雄・榊原清

則・伊藤元重『競争と革新―自動車産業の企業成長』東洋経済新報社、1988 年、174～187

頁；武藤「自動車産業」、291～292 頁。 
26 武藤「自動車産業」、289～290 頁 
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くことを目的とする後発企業が技術開発、市場シェアの拡大の面で「同質的な戦略」に基

づいた競争を展開した。各企業は基礎技術の開発や設備投資、経営戦略の面では、同様の

行動を取り、単純な棲み分けは困難な状況であったため、製品化、品質管理、省エネルギ

ー対策の面で競争することにより、国際競争力を高めることに成功したのである27。 

 

（4）コンピューター産業 

 コンピューター産業に対する育成政策が開始された当初、先発企業としての日本 IBM の

存在と、IBMにキャッチアップを挑んだ国内の 6社という構造が同産業の特徴であった28。

そのため、通産省は幼稚産業であった国内のコンピューター産業を保護・育成する政策を

開始した。1957 年 6 月の「電子工業振興臨時措置法」（電振法）施行を契機として、コン

ピューター産業は 1958 年 3 月に「鉱工業技術試験研究補助金」の対象となり、1961 年に

は開銀の特別融資および企業合理化促進法の適用による特別償却の対象にも指定された29。 

 また、コンピューター産業では、1949 年制定の「外国為替及び外国貿易管理法」（外為法）

による輸入制限と 1950 年制定の「外資に関する法律」（外資法）による直接投資規制に基

づいて、外国製コンピューターおよび外国資本から国内市場を遮断する政策が行われた。

IBM というガリバー企業の存在を考慮に入れると、輸入制限と資本規制は国内コンピュー

ター産業が幼稚段階にあった時期には不可欠の保護政策として考えられ、1975 年まで継続

されたのである30。 

 続いて、通産省は 1961 年に国内メーカー7 社の共同出資によるレンタル代行機関として

日本電子計算機株式会社（JECC）を設立し、国内メーカーの育成を図った。JECC の設立

とそれを通じた資金融資はそれまで IBMにより行われていたコンピューターのレンタル販

売を国内メーカー中心に行うことを可能にし、海外メーカーにとっての参入障壁となった31。 

 さらに、1970 年に IBM が LSI（Large Scale Integration・大規模集積回路）を基本ハー

                                                   
27 伊丹・加護野・小林・榊原・伊藤『競争と革新』、256 頁；宇田川・安部「企業と政府」、

269～271 頁。 
28 中村清司「産業政策とコンピューター産業」森川英正編『ビジネスマンのための戦後経

営史入門―財閥解体から国際化まで』日本経済新聞社、1992 年、200～201 頁。 
29 中村「産業政策とコンピューター産業」、212 頁。 
30 中村「産業政策とコンピューター産業」、202～203 頁；宇田川・安部「企業と政府」、247

頁。 
31 中村「産業政策とコンピューター産業」、203、213～215 頁；宇田川・安部「企業と政

府」、247 頁；新庄浩二「コンピュータ産業」小宮隆太郎・奥野正寛・鈴村興太郎編『日本

の産業政策』東京大学出版会、1984 年、307 頁。 
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ドウェアとすることを発表すると、国内メーカーは早急に対応する必要に迫られた。1971

年 4 月に通産省は電振法に代わって「特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法」（機

電法）を制定し、同年 11 月に「電子計算機等開発促進費補助金制度」を創設した。その後、

1976 年には「次世代電子計算用大規模集積回路開発促進費補助金制度」（超 LSI 補助金）

が創設され、国内メーカーは新機種共同開発への補助金を獲得するために相互に提携関係

を結び、超 LSI 技術研究組合を結成した32。 

同組合結成の目的は、半導体自体の開発ではなく、その基礎技術や周辺技術の開発にあ

り、各企業は同組合で開発された技術を基に製品化の面で激しく競争した。つまり、基礎

技術の面では、研究組合の活動を通して各企業は協力したが、製品化や販売の面では激し

い競争が展開されたのである33。 

 このように、コンピューター産業では、政府の保護・育成策、政府・企業間の情報の共

有により、業界全体で基礎技術が向上した。そのため、国内メーカーは同様の基礎技術に

基づいた「同質的な戦略」を採用したが、製品化や販売の面では激しい競争を展開した。

つまり、研究組合を通じた技術面の協力関係は必ずしも競争を排除したわけではなく、む

しろ多数の国内企業による競争を活発化させる役割を果たしたといえる。 

 

3 おわりに 

 以上見てきたように、戦後日本の産業政策は業界団体をはじめとした中間組織を利用す

ることによって、政策目標、技術などの共有化を図り、競争を促進する役割を果たした。

つまり、先発企業だけでなく、後発企業、新規参入企業も必要な情報を獲得できるように

することにより、産業政策は独占化・寡占化を防止する機能を果たしたのである。 

 ただし、各産業を詳細に見てみると、産業間で政府・企業間関係や中間組織の役割に相

違が見られた。規模の経済性を追求するために業界の再編成が目指された石油化学工業、

自動車工業では、業界団体を通じた情報の共有や保護・育成政策に基づいて、国際競争力

の向上を図る先発企業とそれらに追いつこうとする後発企業が同様の設備投資、技術開発

を行うことにより、業界全体で「同質的な戦略」に基づく競争が展開された。他方、中小

零細企業が大多数を占めていた金型工業では、産業をまとめる上で業界団体が重要な役割

                                                   
32 新庄「コンピュータ産業」、309～312 頁；中村「産業政策とコンピューター産業」、220

～221 頁。 
33 宇田川・安部「企業と政府」、279～280 頁。 
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を果たし、業界団体を通じて政府と企業が双方向的に情報を交換することによって、政策

目標、基礎技術などに関する情報が共有されるという特徴を有していた。また、コンピュ

ーター産業では、先発企業としての IBMの存在が国内メーカーにとっての目標となり、IBM

へのキャッチアップと国際競争力の向上を実現するため、超 LSI 技術研究組合等を通じた

基礎技術の面での協力関係と製品化、販売面での競争関係が併存する産業構造が形成され

たのである。 

 また、戦後日本における競争関係は「仕切られた競争」と称され、日本の産業政策は国

際市場では必ずしも競争促進的に作用したわけではなかったことにも注意が必要である。

確かに日本国内だけを見れば、各企業が情報を共有することにより、基礎技術力のある多

数の企業の間で競争メカニズムが働いていたと考えられる。しかし、国内における産業発

展、競争の促進を可能にした背景には、外国企業に対する参入制約があり、国際市場を考

えてみると、戦後日本の産業政策は競争抑制的に機能していた側面があったといえる34。つ

まり、「競争の質」を考える上で市場の範囲・規模を考慮に入れることは必要不可欠であり、

国際市場との関係から日本の産業政策が各産業の競争関係に与えた影響を再検討する必要

性を指摘できる。 

 ただし、現代の国際市場のみに焦点を当てて、「市場の質」の向上について議論するだけ

では不十分である。例えば、同じ日本の事例でも、アメリカへのキャッチアップを図って

いた高度成長期と世界有数の先進国となった現代においては、産業政策の有効性、政策が

「市場の質」に与える影響に相違があると考えられる。つまり、高度成長期においては、

政策目標、発展の方向性が明確であったのに対して、先進国となった安定成長期以降は各

産業の方向性が見えにくく、「市場の質」に寄与する戦略が不明瞭になったのである。その

ため、市場の範囲・規模だけではなく、各国・各地域経済の発展状況、時代背景などの諸

要素を考慮に入れ、多様な事例研究から政策の効果を判断する必要がある。 

 以上の課題を検討する上で看過できない研究対象と考えられるのが、NIES、ASEAN、

中国などのアジア諸国である。これらの国々は貿易の自由化や外資の導入に基づいた経済

成長を実現してきており、国内産業の保護・育成策が重要な役割を果たした日本とは対照

的であった35。こうした相違が生じた要因としては、経済状況や技術水準に加え、奥野が指

                                                   
34 村上泰亮『新中間大衆の時代』中央公論社、1984 年、104～105 頁。 
35 太田辰幸『アジア経済発展の軌跡―政治制度と産業政策の役割』文眞堂、2003 年、98

～112、181～204 頁；藤森英男編『アジア諸国の産業政策』アジア経済研究所、1990 年；
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摘した政策決定プロセスの相違が挙げられる。そこで、今後はアジア諸国における経済発

展の状況や各国の統治機構、政策決定プロセスが経済政策、産業政策に与えた影響を考察

する必要性を指摘できる。 

 また、戦後日本における産業政策の有効性を高めた環境要因、政策の優位性を喪失させ

た環境要因も看過できない。まず、産業政策の有効性を高めた環境要因としては、世界銀

行からの融資、指導が自動車工業、鉄鋼業などの発展に重要な役割を果たしたことが挙げ

られる。世界銀行がこうした役割を果たした背景には、共産为義の拡大を防ぐために日本

を防波堤として利用しようとする米国の政策的意図があった36。つまり、共産为義の拡大に

伴う冷戦の発生は朝鮮戦争特需という形で日本の経済発展に影響を及ぼしただけでなく、

世界銀行の介入を促すことにより経済発展を助長した側面もあったのである。 

 他方、産業政策の優位性を喪失させた環境要因としては、1980 年代における為替相場の

変動が挙げられる。1985 年 9 月のプラザ合意に基づいて急激に円高が進行したため、それ

まで順調だった輸出産業への打撃が懸念されたのである。結果的に、J カーブ効果のために

輸出額は短期的には上昇したものの、円高の進行により日本企業は海外に生産拠点を移転

する必要に迫られたため、国内産業の空洞化が発生した。こうした為替相場の変動、国内

経済の変化は、低金利政策により国内で過剰になった資金が海外への投資や投機的な経済

活動に利用される契機となり、その後のバブル経済と平成不況の一因になったと考えられ

る37。したがって、戦後日本における産業政策を評価する際には、政府と企業の動向、相互

関係に加え、国際情勢や為替相場、世界銀行をはじめとした国際機関、海外移転した多国

籍企業の動向についても検討し、これらの変化が国内の経済、産業に与えた影響を明らか

にする必要があろう。 
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