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研究レポート：長期取引関係が地域内企業の取引関係に及ぼす影響についての一考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

日本の企業間研究では、長期継続的な取引関係は重要なテーマと一つとして取り上げられてき

た。この研究は 90年代後半のものであり、海外生産化が進展し、国内製造業において企業間の取

引関係も大きく変化している現在、このような企業間の長期取引関係も大きく変化していること

が予想される。 

従来の研究では、「長期的」ということをデータ化することが難しいことから実証研究が中心で

あった。しかし今回は取引が継続されている企業群（1993年からではあるが）の分析をおこない、

そこでの業績の向上と取引関係に焦点を当て、帝国データバンク（TDB）の保有する、企業概要デ

ータベース「COSMOS2」（以下、C2データ）を用いて、1993年以降の長野県諏訪地域に立地する機

械金属関連製造業に着目し、長期継続取引の効果について分析を行った。特に今回着目する長期

継続取引は、セイコー・エプソン、オリンパス、三協精機との間のものである。 

1993 年以前についてはデータもなく限界も多い。そこで筆者がこれまで行ってきた実態調査と

つきあわせることで補完を行った。当然ながら今回の結果は、日本全体に当てはまるものではな

いことに留意されたい。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

長期取引は一部産業において負の影響 

 ～1993 年以降、長野県諏訪地域の機械金属関連産業において 

一部の長期取引は負の影響～ 

調査結果(要旨) 
 

1. 1993年以降、長野県諏訪地域の一部機械金属関連産業において、中核大企業との長期的取

引関係は、売上に対して有意に負に作用する。 

一部産業とはいえ、既存研究における長期的取引関係のもたらす影響とは逆の結果。 

 

2. 一部機械金属関連産業において、特定企業との長期取引では長期的取引の売上に対するメ

リットを示した。 

既存研究と整合的な結果。 
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0. はじめに 

日本の企業間研究では、長期継続的な取引関係は重要なテーマと一つとして取り上げられてき

た。たとえば浅沼（1997）では、日本の企業組織における革新的適応のメカニズムとして、長期

継続的取引関係を中心に日本の企業内組織ならびに企業間分業関係に焦点を当て研究されている。

この研究は 90年代後半のものであり海外生産化が進展し、国内製造業において企業間の取引関係

も大きく変化している現在、このような企業間の長期取引関係も大きく変化していることが予想

される。 

このように日本の企業間分業関係・取引関係の研究においては、長期的な取引関係は重要なテ

ーマと一つとして取り上げられてきた。従来の研究では、「長期的」ということをデータ化するこ

とが難しいことから実証研究が中心であった。しかし今回は取引が継続されている企業群（1993

年からではあるが）の分析をおこない、そこでの業績の向上と取引関係に焦点を当て、統計デー

タ分析を用いて長期継続的取引関係の検討をおこなうものである。しかしながら後述するように

93 年以前についてはデータもなく限界も多い。したがって現状を分析しつつも質的な部分を分析

することは不可能である。そこで筆者がこれまで行ってきた実態調査とつきあわせることで、現

時点で長期取引関係が地域の中小企業へ与えてきた影響について分析を進めることにする。 

第Ⅰ部では筆者らが 2009年度からおこなっている、諏訪地域企業群のヒアリング調査に基づく

分析をおこなう。そして第Ⅱ部では TDB のもつデータをもとに、長期的な企業間関係が受注側企

業に影響を与えたのかという視点から分析をおこなう1。まとめではこの 2つの調査結果を踏まえ、

長期的取引関係が日本の地方における中小企業にどのような意味を持っていたのか簡単ではある

                                                
1  TDBの C2データを使用するが、データの制約上、制限があることを先に述べておく。 
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がまとめることにする。なお本稿では対象地域としては長野県諏訪地域に、データ分析の期間は

1993 年以降に限定して長期取引関係の存在とその影響を考察する。当然ながら今回の結果は、日

本全体に当てはまるものではないことに留意されたい。 

結論を先に述べるならば、第Ⅱ部でおこなう統計データ分析では、中核大企業との長期的取引

関係が「有意に負に作用する」という結果が導かれた。つまり長期的取引関係の存在は、中小企

業の業績向上にマイナスの影響を与えている、という結果になったのである。このことは従来考

えられてきた「長期継続的取引関係は企業間にメリットをもたらしている」という結果を覆すだ

けでなく、さらに当該中小企業にデメリットをもたらしているということを示している。しかし

ながら第Ⅰ部で行った実証分析などを踏まえ、高度成長期から安定成長期にかけて、長期継続的

取引関係が地域中小企業の技術力・経営力向上に対し、一定の役割を果たしていたこと、現在で

は外部環境が変化することで長期継続的取引関係の必要とされる部面が減少しており、その結果、

長期継続的取引関係が中小企業にメリットをもたらすものではなくなっていることを示し、まと

めとしたい。 

 

第Ⅰ部：長野県諏訪地域における企業間取引関係の変化 

Ⅰ部では諏訪地域における中核企業と地域中小企業が取り結んでいる地域内取引関係に着目し、

その関係がどのように変化してきたのかを考える。具体的には筆者らがおこなった企業調査をも

とに、企業間取引関係の変化をみてみたい。ここでの結論を先に述べるならば、地域中核企業と

長期的な取引関係は、現在でも続いている企業もいくつか見られるものの、発注側中核企業と受

注側中小企業の双方において、その重要性や比重は高度成長期以降と90年代以降とを比較すると、

それぞれの企業において低くなっていたのである。 

 

1. 諏訪地域工業の現状 

 まず諏訪地域（本稿では諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村の 3 市 2 町 1 村

からなる地域をさす）の現状を前回おこなった調査2を要約し説明する。なお使用しているデータ

は２部で使用されている同じ C2データを用いていることを述べておく。 

1.1. 諏訪地域製造業の中分類別企業数 

図表 1より諏訪地域における機械金属製造業の中分類別企業数をみてみよう 。最も企業数が多

いものは一般機械器具製造業で全体の 30％強を占めている。ついで金属製品製造業、電気機械器

具製造業がおのおの 25％を占めている。かつてこの地域の中で最も事業所数が多く、地域産業の

                                                
2 本稿では TDBとの共同研究 2012-005をもとに要約している。詳しくは同共同研究を参照のこと。 
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特徴といわれていた精密機械・医療機械器具製造業は 12％にとどまっており、「精密」からの転換

が進んでいることがわかる。 

 

中分類名 企業数 構成比率

金属製品製造業 90 26.1%

一般機械器具製造業 108 31.3%

電気機械器具製造業 88 25.5%

輸送用機械器具製造業 17 4.9%

精密機械・医療機械器具製造業 42 12.2%

総計 345 100.0%

図表1 諏訪地域製造業の中分類別企業数

出所：C2データより筆者作成。

注：ここでの中分類は、当該企業の2010年調査時の中分類である  

 

1.2. 従業者規模別比較 

 つぎに諏訪地域の機械金属工業を従業者の規模からみてみよう。図表 2（使用している図表は 3）

は従業者規模別企業数の統計であるが 、県の統計で 4～9名規模の部分が 39％であるのに対し、

TDB のデータは 40％となっている。10～19 名ならびに 20～29 名規模についても県の統計と TDB

のデータとではそれほど大きな違いはみられない。一方、30～299名の規模を見ると、県の統計で

は 20.5％であるのに対し、TDBのデータでは 25％となっている。さらに 300名以上の規模を見る

と、県の統計では 1.0％であるのに対し、TDBのデータは 2.8とほぼ 3倍の数値になっている。こ

のように今回のデータにおいては、従業者規模 30名以上の企業の動き、特に大企業の傾向が強め

に出ていることが予想され、地域の動向をみる場合にはこの点について配慮が必要であろう。 

事業所数 構成比率 企業数 構成比率
1～3人 　注 - 59 18.6%

4～9人 231 39.8% 68 21.4%

10～19人 144 24.8% 67 21.1%

20～29人 80 13.8% 34 10.7%

30～49人 28 8.8%

50～99人 32 10.1%

100～199人 16 5.0%

200～299人 5 1.6%

300～499人 6 1.9%

500人以上 3 0.9%

合計 580 100.0% 318 100.0%

不詳 0 - 27 -

総計 580 100.00% 345 -

図表3　従業者規模別企業数

出所：TDBデータは、C2データより、長野県データは、2010年の『工
業統計調査結果報告書』から筆者作成。

注：県の統計は事業所数である。また、2010年の統計データでは、
従業員数4名以上の事業所が対象となっている。

従業業者数
長野県統計 TDB

119 20.5%

6 1.0%

 

 



                               

            長期取引関係が地域内企業の取引関係に及ぼす影響についての一考察 
 

 

 

 

 

 

  

 
5 

©2014 TEIKOKU DATABANK, LTD. 

 

1.3. 中分類別売り上げ伸び率 

それでは図表 3（使用している図表は 5）から中分類別の売り上げ伸び率をみてみよう。今回の

データではリーマンショックの影響を見るために 2008年で区切ったデータも掲載している。まず

1995－2010 年までの動きを見てみると輸送用機械器具製造業が 128％、ついで精密機械・医療機

械器具製造業が 120％と、リーマンショックが生じた後も売り上げを伸ばしている業種もあること

が読み取れる。一般機械器具製造業ならびに金属製品製造業も 90％台まで回復してきているが電

気機械器具製造業は 79％と苦戦していることもわかる。リーマンショック以前の数値を見てみる

と 1995－2008年ではすべての業種で伸びていた。つまりこの時期、諏訪地域の景気は上向きであ

ったことが読み取れる。 

一方、リーマンショック後の 2008－2010年の数値はすべての業種でダウンしており、リーマン

ショックの影響の大きさがわかる。ただし先にも述べたように 2010年までの数値を通してみてみ

ると、輸送用機械器具製造業と精密機械・医療機械器具製造業では伸びており、リーマンショッ

クの影響をうけながらも好調を維持していた業種が存在していた。ただしこれらの業種はこの地

域では 17％を占めているに過ぎず、地域の主たる業種では苦戦していることがわかる。特にすべ

ての業種が伸びていた1995－2008年においても電気機械器具製造業では他の業種とくらべても伸

び率が低い上に、リーマンショックの影響が大きくでているのである。 

 

中分類名 企業数 構成比率
売上伸び
率(1995～

2010)

売上伸び
率(1995-

2008)

売上伸び
率(2008-
2010)

金属製品製造業 90 26.1% 92.9% 125.6% 75.5%

一般機械器具製造業 108 31.3% 94.0% 139.3% 72.5%

電気機械器具製造業 88 25.5% 79.7% 113.0% 69.5%

輸送用機械器具製造業 17 4.9% 128.1% 181.1% 71.8%

精密機械・医療機械器具製造業 42 12.2% 120.0% 144.0% 77.0%

総計 345 100.0% 94.9% 131.7% 73.0%

注：売上伸び率とは、各年における売上高を除したものである。

図表5 諏訪地域製造業の中分類別企業数と売上伸び率

出所：C2データより筆者作成。

注：中分類別企業数は、2010年調査時の中分類にもとづく。

 

 

1.4. 小括 

以上のように市町村別・業種別に売り上げ伸び率を見てきたが、このデータからいえることの

一つは、下諏訪町を除き 1995年以降売り上げ伸び率が最も高かった業種は、この地域では中心的

な産業といわれてきた精密機械器具製造業や電気機械器具製造業ではなく、事業所数も少ない輸

送用機械器具製造業であったということ、機械金属産業の事業所が多い諏訪地域といえども景気
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回復情況においては、同一業種、同一方向とはいえず、地域によって変動に対する動きが異なっ

ているということであろう。 

このように諏訪地域の主たる産業は、精密機械から電気機械へと変化し、そして近年では輸送

用機械の比重が高くなっていた。つまり諏訪地域では地域を牽引する主たる産業が変化している

ことが読みとれる。 

これまで見てきたように諏訪地域では代表的な産業が変化してきているが、このような変化を

可能としたのはどのようなメカニズムであろうか。筆者は、まず地域内に需要をもたらしてきた

中核大企業での生産内容が変化したこと、そして地域内中小企業もその変化に対応したことによ

ることであると考えている。以下では中核的な大企業と中小企業とに分けて考えてみたい。 

 

2. 地域中核大企業の存在と行動3 

諏訪に存在する中核大企業の特徴には様々なものがあるが、ここでは地域内中小企業との取引

関係に関わる部分について検討しよう。中小企業との取引関係に関わる諏訪地域中核企業の特徴

として、生産内容の変化、早期におこなわれた地域外進出・海外進出をあげることができる。以

下ではこの２点とそこから派生する影響をみてみよう。 

2.1. 国内および海外市場の拡大と分業構造の形成 

 朝鮮特需をきっかけに始まった日本の高度成長期は、諏訪の精密工業も発展させていった。1954

年には長野県の時計産業が愛知・東京についで全国第 3 位になり、諏訪の精密産業の名を全国に

とどろかせるようになったのである。また時計産業は国内生産のみならず輸出の花形産業となっ

ていった4。諏訪の精密工業は、当初から海外市場を念頭において拡大していったといえる5。 

このように諏訪の精密産業は、内需のみならず輸出でも拡大していった。これらを担っていた

のが、後にエプソンとなる諏訪精工舎（以下エプソン）、三協精機製作所（現日本電産三協、以下

三協精機）、オリンパス光学工業（現オリンパス、以下オリンパス）など疎開企業や地元企業に端

を発する地域中核企業であった。これらの中核企業が拡大成長を遂げてゆくのである（以下、本

稿ではこれらの企業を中核大企業として記述する）。 

これら中核大企業を中心に、地域に叢生した中小零細企業を下請企業として活用する分業構造

が形成されてゆく6。高度成長期初期にはこれら中核企業は成長し中核大企業となってゆくが、こ

れらの大企業を頂点としたピラミッド分業構造が構築され、地域内に複数存在する状態で地域集

                                                
3 この章は岸本・粂野（近刊）『中小企業の空洞化適応』、同友館 の粂野執筆部分をもとにまとめている。 
4 南信日日新聞 1955年 6月 11日 
5 時計のほかにも GHQ向けのオルゴールやカメラなど諏訪の精密産業製品はこの時期、輸出向けが多くみられた。 
6 後に諏訪精工舎と合併しエプソンとなる大和工業は、昭和 17年から諏訪精工舎の下請をしていたが、創業当初、

地域の内職を組織して生産をおこなっていた。 
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積が形成されていったのである7。 

 

2.2. 中核大企業における製品の特徴 

製造面から中核大企業をみてみると次のような特徴を持っていることが分かる。第一に生産内

容の変化が大きいことである。第二は当初から海外市場を念頭において生産をしていること、そ

して海外拠点に関しても早期に展開していることである。 

生産内容の変化についてみてみよう。まずエプソンであるが疎開企業であった時代から時計生

産を行っていたが、戦後、諏訪精工舎となった時期は腕時計生産が主流であった。その後、1963

年にプリンティングタイマー、1964年にポータブル高精度水晶時計、1968年にはデジタルプリン

ター、1971年にはウォッチ用 CMOS IC、1977年には会計事務専用コンピューターなど、主体とな

る製品を変化させていたのである8。 

それでは三協精機はどうであろうか。1950 年にオルゴールの量産体制を確立すると、その後は

8ミリカメラ・映写機やタイムスイッチ・マイクロモータの生産を開始する。それ以降、テープレ

コーダーやＮＣ付き切削機、マイクロディスクドライブやステッピングモータなどの新分野にも

進出し、めまぐるしく生産内容を変化させているのである9。 

このように当時の中核大企業は多様な製品の生産を行っていたこと、そしてその変化は短期間

におこなわれ、変化の激しい生産であったことが分かる。 

第二の特徴としては、当初から海外市場を念頭においた生産、および海外拠点に関しても早期

に展開していることである。三協精機においては創業のスタートが GHQ 向けのオルゴールと輸出

用オルゴールであった。1957年にはニューヨーク駐在事務所開設している。そして 1970年香港駐

在事務所を、1978年シンガポール株式会社を設立している10。 

エプソンにおいては時計が輸出されていたことは前に述べたが、生産拠点の展開も早期にスタ

ートさせている。まず 1968年には腕時計ケース製造をおこなう生産拠点をシンガポールに、1974

年には香港にウォッチムーブメントの組み立て拠点を設立している。その後、1976 年には同じく

香港にプリンターの生産拠点を、1985 年にはアメリカオレゴン州に生産会社を設立している11。

このように中核大企業において生産内容の変化が大きいこと、海外市場を念頭においた生産なら

びに 60年代後半から行われた海外展開は、次節で述べるように取引関係を持つ地域の下請中小企

業へも影響を与えることになる。 

                                                
7 大和工業だけでなく、三協精機やオリンパスも同様に地域の中小企業を下請企業として活用していた。 
8 エプソン HPより 
9 三協精機 HPより。オリンパスも体温計、顕微鏡、カメラ、内視鏡等の生産を行っていた。 
10 三協精機 HPより 
11 エプソン HPより 
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2.3. 中核大企業が地域中小企業に与えた影響 

2.3.1. 生産内容の激しい変化 

前述したように地域の需要を生み出していた中核大企業は、生産内容を大きく変化させながら

外部環境の変化に対応していた。そしてこれらの変化への対応に対して、中核大企業は地域内の

中小企業を使用することで対応してきたのである。具体的に中核大企業はコア部分に特化する一

方、周辺部分に関しては、地域中小企業に任せることが多かった。これにより中核企業はコア部

分に生産ならびに設備投資にも集中することができたのである。それと同時に量的な生産に関し

ても外注を使用するので、短期間で対応可能となった。中小企業を外注として使用することで、

外部環境変化に対応することについては中小企業側のデメリットを指摘する論調が多い。しかし

ながら結果的ではあるものの、大企業の行動に対応することで中小企業側においても企業の成長

を獲得することが可能になると同時に、管理技術の向上や新技術の導入なども可能になったとも

見ることができる。 

2.3.2. 早期からの地域外進出・海外進出 

諏訪の中核大企業は日本国内の企業に先駆ける形で海外展開を行っていた。前述したようにエ

プソンは 1968 年にはすでに海外進出をおこなっていた。三協精機においても 70 年代には海外で

生産を行うと同時に国内組立工場も諏訪地域から隣接する上伊那地域へ移転させている12。 

このような早期からの地域外進出・海外進出は、当然ながら地域内企業への需要を減少させる

ことになる。この需要の減少は、諏訪地域に存在する外注中小企業にとって、コストダウン要求

などの圧力や新事業を展開させる圧力となった。ここで注意しなければならないのは、前述した

生産の激しい変化と同様に、地域外進出・海外進出も当該企業にとってマイナス要因だけをもた

らすものではなかったということである。後述するようにこれらの影響により、地域内中小企業

は結果的ではあるが、管理技術の向上や他地域への展開を促進されることになり、企業としての

競争力を身につけ始めるのである。 

 

3. 地域中小企業における取引関係の変化 

 これまで見てきた中核大企業の行動変化に、対応することでもたらされた地域中小企業の行動

変化を、調査企業の事例を参考にみてみたい13。 

 

3.1. 現在でも中核大企業と密接な関係を持つ企業 

まず中核大企業と密接な関係を持ち、現在も取引関係を維持している企業事例を見てみよう。

                                                
12 80年代における池田正孝氏の一連の研究を参照のこと。 
13 詳しくは、岸本・粂野、前掲書を参照のこと。 
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諏訪の A工業は、創業して以来、現在まで 40年以上、中核大企業である B社と取引関係を持つ企

業である。業務内容は精密プレスと半導体実装である。この半導体実装に関しては、B社の新分野

参入に際し開始された事業である。B社の新分野での生産において半導体実装は周辺加工であるた

め、当初から外注を考えていたという。そこで B 社は自社の外注グループの中から A 工業を選別

し、社内での研修も含めて A 工業の従業員の指導・育成をおこない、発注を続けることで外注と

して育成していったのである。このように A 工業は半導体実装という新規事業を受け入れるに当

たって、B社から技術指導も含めた仕事の配慮を受けていたのである。 

その後 A 工業は、この半導体実装技術を用いて他社へ営業を行い、他の大企業から受注の獲得

に成功している。このように現在、自社のコア技術となっている半導体実装技術も、元をただせ

ば地域中核企業との取引関係の中で獲得し、自社技術まで発展させたのである。 

 

3.2. 自立化し専門メーカー化した企業 

その一方で、中核大企業の変化に嫌気が差し、自立化を図った企業も存在する。戦後すぐに設

立された切削加工企業であるC工業は、地域中核企業との取引の中で大きな需要の変化を経験し、

それをきっかけに取引関係を変化させた。1970年代当時、メインの得意先は D社で、そこからカ

メラとテープレコーダーの部品を受注し加工していた。それらの加工だけで売り上げ全体の 8 割

を占めるような取引関係であった。ところが 77年に D社が両方の製品から撤退をすることを決定

し、それまで受注していた仕事が激減する。この経験をきっかけに、C工業は特定企業との取引に

依存しないことに決める。そのために新たに営業を設け、他地域展開を行っていった。その際、C

工業はコア技術を用いて提案型の営業を他地域企業に行うことで受注獲得に成功したのである。

この提案型の営業により、他地域の一眼レフ用カメラ部品を作るメーカーからの受注を獲得する

ことができた。その後、ハードディスクの部品をつくるシンガポールの企業とも取引を開始し、

特定企業との取引比率を下げ、複数企業と分散的な取引関係を構築してゆくのである。 

ここで取り上げた２つのケースは今回の調査企業の中でも両極端のものといえる。つまり創業

当初から中核大企業と取引関係を持ち、中核大企業の変化とともに自社も拡大し、現在でも取引

関係を維持している企業と、当初は中核大企業との関係の中で成長して行くも、自企業がコア技

術を獲得し、専門企業として一定レベルの企業になった時点で中核大企業から依存度を下げ、新

たな取引関係を自ら探し始めた企業である。調査企業を全体的に見てみると、この他の企業はこ

の 2 つの中間に存在していたといえる。つまり諏訪の中小企業の多くは、創業当初において中核

大企業との取引関係の中で、技術力や経営力を身につけ、その後、外部環境変化の中で中核大企

業との取引関係を減らし、新たな取引先を見つける企業や、獲得した技術で新分野へ参入する企

業、受注を獲得するために地域外へ展開する企業などが出てきたのである。 
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第Ⅱ部 データ分析編 

4. エプソン・オリンパス・三協精機が地域企業の売上と利益に与える影響 

4.1. データ 

TDBの C2データ（1993年～2012年）をもとに、諏訪地域（諏訪市、岡谷市、芽野市、諏訪郡）

に本社を持つ企業のパネルデータ（unbalanced）を生成し、TDBの産業中分類が機械金属関連産業

に該当する分類に絞りデータを抽出し、（33-鉄鋼業、非鉄金属製造業、34-金属製品製造業、35-

一般機械器具製造業、36-電気機械器具製造業、37-輸送用機械器具製造業、38-精密機械・医療器

械器具製造業）データ分析で使用する。 

C2データの主要販売先上位 5位にセイコー・エプソン、オリンパス、三協精機が入っている企

業をそれぞれ、セイコーダミー、オリンパスダミー、三協精機ダミーを作成、またこれら 3 社の

いずれかを主要販売先としていた場合 3社ダミーを作成した。なお、1993年から 2012年の企業数

は 886社、標本数は計 1万 956件である。 

 

4.2. 推定方法 

これら主要販売先の存在が、企業の業績にどのような影響を与えるのか、ダイナミックパネル

データ分析を行う。なお今回、主要販売先ダミーは外生変数として扱う。以下が今回の推定で用

いる誘導形の推定式である。 

 1式 

 

 2式 

 

 3式 

 

 4式 
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 5式 

 

 6式 

 

 

4.3. 記述統計量 

記述統計量の結果、約 16％の企業がセイコー・エプソンを主要販売先としており、約 8％の企

業がオリンパスを主要販売先に、約 5％の企業が三協精機を主要販売先、約 24％の企業がこれら 3

社のいずれかを主要販売先としていることが明らかになった。 

変数 標本数 平均 標準偏差 最小値 最大値
対数資本金 10,956 8.881 2.212 0 17.79
対数従業員数 10,956 2.474 1.377 0 9.511
対数売上高 10,956 5.227 1.592 0 13.89
税引き後利益（千円） 10,956 7782.044 1447157 -112,000,000 31,100,000
セイコー・エプソン長期取引ダミー 10,956 0.163 0.369 0 1
オリンパス長期取引ダミー 10,956 0.083 0.276 0 1
三協精機長期取引ダミー 10,956 0.048 0.215 0 1
三社取引ダミー 10,956 0.243 0.429 0 1  

図表 6  COSMOS2 データ記述統計量 

 

4.4. 売上高推定結果 

被説明変数を売上とした場合、ハウスマン検定、F検定などの結果固定効果モデルが採択された。

また、全ての推定結果において従業員数と資本金が有意に正に作用することが明らかになった。 

次に年ダミーであるが、2012年を基準とした場合、1式から 3式の全ての推定結果において 1993

年から 2009 年まで全ての年で有意に正に作用しており、失われた 20 年の影響とデフレの影響が

観測されている。そして主要販売先ダミーと年ダミーの交差項である。その結果、1 式では 2000

年以降 2012年までの幾つかの年において、セイコー・エプソンを主要販売先とした企業において

は有意に正に作用することが明らかになった。また、3式においても 2001年から 2003年までの 3

年間において、 セイコー・エプソンを主要販売先とした企業においては有意に正に作用すること
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が明らかになった。 

オリンパスについても同様に、1 式、3 式から 1999 年以降のいくつかの年において、主要販売

先とした企業が有意に正に作用することが明らかになった。三協精機については 1 式と 3 式の結

果、2003年までのいくつかの年において、有意に正に作用することが、2005年以降においてはい

くつかの年において有意に負に作用することが明らかになった。三社のいずれかを主要販売先に

持つダミーの効果としては、2式の結果いくつかの年において有意に正に作用することが明らかに

なった。 

中分類毎の効果としては 3式の結果、鉄鋼業、非鉄金属製造業(中分類 33）の企業においてセイ

コー・エプソン・オリンパス・三協精機が主要販売先にあると多くの年において、有意に負に作

用することが明らかになった。金属製品製造業（中分類 34）においても、2001年から 2003年の 3

年間において、セイコー・エプソン・オリンパス・三協精機が主要販売先にあると有意に負に作

用することが明らかになった。輸送用機械器具製造業（中分類 37）においては、セイコー・エプ

ソン・オリンパス・三協精機を主要販売先とすることが、2002 年までのいくつかの年において有

意に負に、2005 年以降の年においては殆どの年において有意に正に作用することが明らかになっ

た。 
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対数従業員数 0.537*** 対数従業員数 0.538*** 対数従業員数 0.535***
(18.84) (18.9) (18.79)

対数資本金 0.0939*** 対数資本金 0.0936*** 対数資本金 0.0947***
(4.412) (4.412) (4.395)

1993ダミー 0.208*** 1993ダミー 0.199*** 1993ダミー 0.200***
(5.027) (4.728) (4.719)

1994ダミー 0.161*** 1994ダミー 0.156*** 1994ダミー 0.157***
(4.139) (3.917) (3.925)

1995ダミー 0.171*** 1995ダミー 0.169*** 1995ダミー 0.171***
(4.516) (4.404) (4.401)

1996ダミー 0.172*** 1996ダミー 0.168*** 1996ダミー 0.169*** d33all1995 -0.346**
(4.736) (4.541) (4.544) (-2.506)

1997ダミー 0.233*** 1997ダミー 0.229*** 1997ダミー 0.231*** d33all1996 -0.349***
(6.84) (6.603) (6.597) (-3.002)

1998ダミー 0.270*** 1998ダミー 0.270*** 1998ダミー 0.272*** d33all1997 -0.227*
(8.034) (7.88) (7.849) (-1.757)

1999ダミー 0.204*** 1999ダミー 0.207*** 1999ダミー 0.208*** d33all1998 -0.372***
(6.444) (6.448) (6.423) (-3.427)

2000ダミー 0.192*** 2000ダミー 0.195*** 2000ダミー 0.195*** d33all1999 -0.743***
(6.164) (6.115) (6.082) (-4.008)

2001ダミー 0.237*** 2001ダミー 0.241*** 2001ダミー 0.242*** d33all2000 -0.502***
(7.761) (7.757) (7.712) (-5.835)

2002ダミー 0.148*** 2002ダミー 0.155*** 2002ダミー 0.156*** d33all2001 -0.551***
(4.885) (5.034) (5.013) (-5.022)

2003ダミー 0.0623** 2003ダミー 0.0653** 2003ダミー 0.0663** d33all2002 -0.768***
(2.121) (2.187) (2.199) (-5.989)

2004ダミー 0.134*** 2004ダミー 0.132*** 2004ダミー 0.134*** d33all2003 -0.564***
(4.797) (4.659) (4.668) (-5.347)

2005ダミー 0.177*** 2005ダミー 0.173*** 2005ダミー 0.175*** d33all2004 -0.281***
(6.479) (6.283) (6.295) (-2.935)

2006ダミー 0.159*** 2006ダミー 0.160*** 2006ダミー 0.159*** d33all2007 -0.326**
(6.076) (6.015) (5.956) (-2.111)

2007ダミー 0.188*** 2007ダミー 0.188*** 2007ダミー 0.188*** d33all2009 -0.319**
(7.546) (7.458) (7.405) (-2.3)

2008ダミー 0.205*** 2008ダミー 0.206*** 2008ダミー 0.206*** d33all2012 -0.264*
(8.844) (8.754) (8.703) (-1.798)

2009ダミー 0.0831*** 2009ダミー 0.0832*** 2009ダミー 0.0834*** d34all2001 -0.216**
(3.821) (3.788) (3.767) (-2.049)

2010ダミー -0.0961*** 2010ダミー -0.0984*** 2010ダミー -0.0985*** d34all2002 -0.281***
(-4.427) (-4.493) (4.462) (-2.64)

2011ダミー -0.00213 2011ダミー -0.00263 2011ダミー -0.0024 d34all2003 -0.188*
(-0.11) (-0.134) (0.122) (-1.827)

2012ダミー Omitted 2012ダミー Omitted 2012ダミー Omitted d37all1995 -1.194***
(-7.663)

seiko2001 0.121** all1996 0.0819* seiko2001 0.203*** d37all1998 -0.324***
(2.487) (1.793) (2.584) (-3.075)

seiko2004 0.111** all2001 0.0729* seiko2002 0.205** d37all1999 -0.405**
(2.322) (1.796) (2.314) (-2.156)

seiko2005 0.146*** all2004 0.0923** seiko2003 0.167** d37all2000 -0.260*
(2.663) (2.398) (2.108) (-1.668)

seiko2006 0.116** all2005 0.109** olympus1999 0.186** d37all2002 -0.351***
(2.196) (2.455) (2.576) (-2.872)

seiko2007 0.140** all2006 0.0840* olympus2000 0.195*** d37all2005 0.322**
(2.539) (1.779) (2.673) (2.257)

seiko2012 0.125* all2007 0.103** olympus2001 0.139* d37all2006 0.355**
(1.954) (2.049) (1.808) (2.047)

olympus1999 0.172*** sankyo2000 0.115* d37all2007 0.509**
(2.594) (1.716) (2.539)

olympus2000 0.158** sankyo2001 0.148* d37all2008 0.551**
(2.432) (1.862) (2.289)

olympus2004 0.103* sankyo2002 0.203** d37all2009 0.519*
(1.859) (2.303) (1.925)

olympus2005 0.132* sankyo2003 0.159** d37all2010 0.637**
(1.916) (2.087) (2.103)

sankyo2005 -0.107** sankyo2006 -0.330* d37all2011 0.710***
(-2.293) (-1.751) (4.361)

sankyo2006 -0.268** sankyo2011 -0.346* d37all2012 0.615**
(-2.079) (-1.825) (2.456)

標本数 10956 標本数 10956 標本数 10956
企業数 886 企業数 886 企業数 886
決定係数 0.335 決定係数 0.332 決定係数 0.346
F検定 (0) F検定 (0) F検定 (0)
ハウスマン検定 (0) ハウスマン検定 (0) ハウスマン検定 (0)

(1) (2) (3)

括弧内はロバストt値、検定は括弧内p値。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。定数項は割愛、ダミーや交差項は有意
な結果のみ掲載。

被説明変数：　対数売上高

 

図表 7 売上高推定結果 
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4.5. 税引き後利益推定結果 

 被説明変数を税引き後利益にした場合、ハウスマン検定、F検定の結果、プーリングモデルが

採択された。 

4式から 6式が主な推定結果であるが、被説明変数を売上にした場合に比べて、有意な結果を多

くは得られなかった。また、作用する方向が年によって様々であり、セイコー・エプソン・オリ

ンパス・三協精機を主要販売先とすることが安定的な効果をもたらさない可能性が示唆される。 

 

対数従業員数 687.8 対数従業員数 1289 対数従業員数 609.7
(0.219) (0.416) (0.188)

対数資本金 -230.8 対数資本金 -766.8 対数資本金 38.56
(-0.137) (-0.457) (0.023)

seiko1995 1.197e+06** all1995 917,775* seiko2002 -3.151e+06***
(2.108) (1.753) (-2.65)

seiko1996 -1.258e+06*** all1996 -917,649** seiko2004 2.945e+06**
(-2.626) (-2.222) (2.274)

seiko2002 -2.118e+06*** all2002 -393,084* olympus1996 2.262e+06*
(-4.935) (-1.911) (1.707)

seiko2003 1.986e+06*** all2003 498,122** olympus1997 -3.427e+06***
(4.161) (2.136) (-2.726)

olympus1998 1.124e+06* olympus2003 -4.175e+06***
(1.715) (-2.925)

olympus2000 -2.236e+06*** sankyo1998 -2.196e+06**
(-3.561) (-2.059)

sankyo2003 -3.227e+06**
(-1.97)

sankyo2004 3.280e+06**
(2.2)

d34all2003 2.922e+06*
(1.71)

d34all2004 -2.821e+06*
(-1.919)

d35all1998 3.292e+06***
(2.98)

d35all2002 3.030e+06*
(1.706)

d35all2004 -3.123e+06*
(-1.922)

d36all1999 2.742e+06*
(1.893)

d36all2003 4.173e+06**
(2.489)

d36all2004 -2.823e+06**
(-2.201)

標本数 10956 標本数 10956 標本数 10956
企業数 886 企業数 886 企業数 886
決定係数 0.116 決定係数 0.065 決定係数 0.248
F検定 (1) F検定 (1) F検定 (1)
ハウスマン検定 (1) ハウスマン検定 (1) ハウスマン検定 (1)
括弧内はロバストt値、検定は括弧内p値。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。定数項は割愛、ダミー
や交差項は有意な結果のみ掲載。

(4) (5) (6)
被説明変数：　純利益

 

図表 8 純利益推定結果 
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5. まとめにかえて 

5.1. 長期的取引関係と現在の諏訪地域中小企業 

Ⅱ部のデータ分析において、中核大企業との長期的取引関係が「有意に負に作用する」という

結果が出ていた。つまり長期的取引関係の存在は、中小企業の利益にマイナスの影響を与えた、

という結果になったのである。 

なぜ長期的取引関係が、中小企業の利益を引き下げる方向で作用したのであろうか。 

まず考えられるのは、取引をしている大企業との取引関係が現在でも高い比率を占めているた

めに、大企業との取引量の低下が利益の低下をもたらした、ということであろう。諏訪地域の大

企業は 90年代以降、こぞって売り上げを減少していた。第Ⅰ部でみたように、90年代以降、地域

の主要産業であった電気器械産業の売り上げが減少し、リーマンショック後も回復していなかっ

た。このことは中核大企業において海外生産部分が増え、国内での生産部分が縮小していること

を間接的ではあるが示していた。この影響が長期取引関係をしている中小企業に表れたと考えら

れる。このことは別の見方をすると、長期取引関係を持つ地域の中小企業は大企業から自立して

おらず、大企業の売上高の減少が自社の売上高の減少に直結した企業が多く存在しているという

ことを示している可能性がある。つまり長期継続取引関係の強い中小企業は自立化が進んでいな

いと見ることもできる。しかしながら今回のデータ分析からは取引量に関しては見ることができ

ない。そこで自立化を進めている中小企業の動向を見てみよう。 

今回の事例である C 工業では、発注側企業の生産内容変化に伴い需要が激減したものの、取引

先を変えることで変化を乗り切ってきた。つまり特定企業に依存することなく独立メーカー化を

進めており、自立化をはかっていったといえる。C工業の売り上げは、リーマン後は落ちていてい

たものの比較的安定的に推移していた。この自立化が進んだ企業において中核大企業の影響が少

なかった事例を考えると、逆説的ではあるが、長期的取引関係が当該企業の自立化に影響を与え

ると同時に、中核大企業との長期的取引関係部分の減少による売上の影響を強く受けたというこ

とができるかもしれない。 

 

5.2. 長期取引関係と集積の形成 

長期的取引関係は、現在の地域中小企業にとって、データ上では、マイナスの影響をもたらし

ていた。それでは長期的取引関係は地域企業にとってメリットのないものであったのであろうか。 

前述したように高度成長期や安定成長期において、長期取引関係を前提とした中核大企業と中

小企業との取引は双方の企業にさまざまなメリットをもたらしていた。中小企業側には技術力向

上や経営力を身に着けるきっかけやチャンスとなった点において、また大企業においては自社の

得意分野に資源を集中させることが可能となり、新たな産業分野へと変化させることができたと
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いえる。 

このように高度成長期や安定成長期において、長期取引関係は双方の企業にメリットをもたら

してきたといえる。また長期取引関係がなくなるという「きっかけ」が、結果的であったにせよ、

当該企業の自立化を進め地域外取引関係を促進させたという点も、地域外からの需要を地域にも

たらし、地域を支えてきたことも考える必要があろう。 

 

5.3. 変動への対応力と取引関係 

第Ⅰ部で述べてきたように、高度成長期以降の外部環境に対して、諏訪の中核大企業は生産内

容を変化させて対応していった。その変化は生産内容の変化のみならず、生産分業体制をも変え

ることで様々な外部環境変化にも対応してゆく。その結果、中核大企業で生産する主たる製品内

容が変化し、地域を牽引する産業も変わっていったのである。 

地域産業の転換を可能にさせたのは、中核大企業による生産内容の変化だけではない。この変

化に対し地域の大半を占める中小企業は、中核大企業の生産内容変化に対応するだけでなく、C

工業の事例からもわかるように、他企業そして他産業の企業へと取引をはじめるなど、利益を得

られる仕組みを転換させた。 

このように中核大企業と中小企業、それぞれが外部環境変化に対応していった結果として、地

域を牽引する産業が変わっていったといえる。それではなぜ中核大企業のみならず資本の少ない

地域中小企業が、生産内容の変化や地域外受注を伴う生産体制の変化へ対応できたのであろうか。

筆者らは地域中核大企業と取引関係の中で、中小企業側に技術力やそれらを活用する経営力が蓄

積され、それらを自社のノウハウとして、他社や他産業の企業との取引を行う際に活用すること

ができたからであると考えている。 

まず中小企業における技術力の向上について事例を元にみてみよう。今回取り上げた A 工業の

コア技術の一つである表面実装技術は、もともと自社の技術として持っていたものではなかった。

８０年代に中核大企業である B社との取引関係を前提に、B社からおこなわれた技術指導や従業員

の育成を通じて獲得したものである。また C 工業は、創業当初、中核大企業である D 社との取引

を行うことで自社のコア技術である切削加工技術を磨いていった。このコア技術を活かすことで、

他地域の企業や他の産業分野の企業と取引を始めることができたのである。 

それでは経営力はどうであろうか。C工業のケースの場合では中核大企業である D社からの需要

の減少が、他地域への展開のきっかけとなっていた。つまり需要の減少は受注がなくなるという

直接的な影響だけではなく、地域外から需要を獲得するきっかけにもなっていたのである。地域

外からの需要を獲得することは、何らかの差別化要因が必要となる。C工業の場合はコア技術を基

にした営業力であった。自社のコア技術を用いた提案型の営業ノウハウを蓄積することで、他地
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域企業や他産業の企業から受注を獲得し、今日まで事業を継続してきたのである。このように技

術力だけでなく営業力も獲得することで、企業として総合的な経営力を高めていったといえる。 

 

5.4. 対応力の形成と長期的取引関係 

このような地域中小企業における変化への対応力、つまり技術力・営業力は、前述したように

中核大企業との取引関係の中でもたらされたものであった。Aの場合は B社との関係のなかで行わ

れた技術指導や人材の育成がもとになっていた。このような密接な関係によって、新たな技術が A

工業にもたらされたのである。 前項で見てきたように、諏訪地域の中小企業における８０年代

までの新技術導入に関わる設備投資や人的交流は、その後におこなわれる受発注関係や企業行動

を前提としておこなわれていた。ここで取り上げた事例は稀なケースかもしれない。しかしなが

ら、その場限りの短期的な取引関係とは異なるロジックで、双方の企業が行動していたというケ

ースが少なからず存在し、特別な行動として地域企業に認識されてはいなかった14。つまりこの地

域では一定期間後に予想される利益を念頭に置いて、現在の活動をおこなう企業がある程度存在

し、それは当時の中小企業の行動原理となっていたのである。 

一定期間後の取引関係を念頭において行動することは、一定期間の取引関係を維持すること、

すなわち長期的取引関係が前提となり、短期的な取引関係とは異なるルールの元で15、現在の企業

行動が規制されているといえる。つまり双方に関連を持つような新技術を導入する場合など、人

材や新規投資が必要とされる部分においては、長期的な取引関係が前提となって、中核大企業も

中小企業も行動していたといえる。 

これらの行動は、高度成長期および安定成長期という、大量生産大量消費を前提としていた時

期において日本各地で見られていた。しかしながらその後、大量生産部分が海外生産化されるよ

うになり、同時に地域集積も成熟するという状況においては、それまで発揮していたような長期

的取引関係のメリット部分は消滅し、今回のデータ分析で見られたように、中小企業の利益に対

し「負の影響」が現れるようになったと考えられる。 

今回の論文では、中核大企業との長期的取引関係が、中小企業の利益獲得に有意に負に作用す

るという結果について、ヒアリング等の実証研究を踏まえて説明をおこなった。これまで優位に

正に働いてきたであろう事象がなぜ負に作用したのか、その条件等に関しては今後の検討課題と

したい。 

 

                                                
14 岸本・粂野 前掲書参照。 
15 もちろん機会主義的行動等も考えられるが、本稿は理論的な検討をおこなうことを目的としていないのでここ

では捨象する。 
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