
（草稿）「入札契約制度改革の方向性を探る－産業の健全な発展をめざして」

東京大学大学院経済学研究科教授 大橋弘

長所があるからこそ利用されている入札契約制度だが、問題点ばかりが俎上に載せられ

ている傾向が見られる。ここでは、入札が持つ望ましい特徴を論じたうえで、現在直面

している問題点を整理し、わが国の実態に即した制度改革について考察を加える。

1. はじめに

昨年 2013 年の日本経済はアベノミクス一色であった。長期に亘るデフレと景気低迷から

の脱却を経済対策の最優先課題として掲げた第 2 次安倍政権は、「大胆な金融政策」・「機動

的な財政政策」・「民間投資を喚起する成長戦略」からなる 3 本の矢を打ち出し、わが国経

済に対する国内外の期待感は大きく高まった。政権発足時から株価は反転上昇、為替も円

安に転じて、輸出企業の業績改善に貢献した。消費者物価指数もプラスに転じ、実質 GDP
も回復傾向を示すなど、マクロ経済指標も今のところ堅調に推移している。

いまや 1000 兆円の政府債務残高を抱えるわが国において、特に注目されるのが第 2 の矢

の行方である。安倍内閣は発足当初から「機動的・弾力的な経済財政運営により景気の底

割れを回避する」との方針を示し、2012 年度補正予算を 13 年度予算と一体なものとして

編成した「15 か月予算」との考えのもと、経済対策に係る財政支出 10 兆 2815 億円とし、

中でも公共事業関連費は 7.7 兆円を超える規模（2 兆 4244 億円（2012 年度補正予算）と 5
兆 2853 億円との和）となった。これにより 2010 年度以来縮減されてきた公共事業予算は

4 年ぶりに増加に転じた。 
さらに今年 4 月に消費税率が 5％から 8％に引き上げられるのに備え、経済への悪影響を

緩和するために 5.5 兆円の経済対策が昨年 12 月に固まった。競争力強化策や復興、防災・

安全対策に加えて、公共インフラの補修など老朽化対策や学校の耐震化、さらに 2020 年の

東京五輪開催決定を受けて 3 大都市圏の環状道路の前倒し整備等が含まれている。経済対

策の効果は、実質 GDP 比概ね 1％、雇用創出 25 万人程度を見込んでいるようだ。「コンク

リートから人へ」を掲げて公共事業費を削減し続けた民主党政権と異なり、安倍内閣では

景気浮揚の観点から戦略的に公共事業を活用しようとする姿勢が見て取れる。

こうした第 2 の矢を初めとする安倍政権の公共事業に対する後押しは、建設産業の需給

状況に大きな変化をもたらしている。つい最近まで建設業では過剰供給体質が問題とされ、

ダンピング対策を強化するために低入札価格調査や最低制限価格を引き上げたり、あるい

は下請や技能労働者への待遇悪化に繋がらないように設計労務単価を引き上げたりする対

策が取られてきた。しかし東日本大震災の復興需要に加え、2012 年 12 月に起きた中央自

動車道笹子トンネルでの天井崩落事故で本格化した社会資本の老朽化対策、そして東京五
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輪の開催決定を受けたインフラ整備の加速によって、建設産業における過剰供給が解消し

たように見える。資材価格や人件費の高騰で、自治体が発注者として設定した予定価格で

は入札が成立しないことから、予定価格を大幅に引き上げて再入札を実施したり、さらに

は入札を見合わせたりする自治体が出てきている。 
例えば、東京都が予定している築地中央卸売市場の移転計画では、入札が成立しなかっ

たことから予定価格を 6 割増の約 400 億円引き上げて再入札を行う予定であると昨年暮れ

に報道された。全国の公共工事で不調（応札をする者がいないために入札を終了させるこ

と）・不落（全ての応札者が提示した入札額が予定価格を上回るために落札者が決まらない

こと）が増えているようだ。 
つい最近まで公共工事におけるダンピング受注が大きな政策課題であったことを思うと、

この間における建設業を取り巻く経済環境の劇的な変化には驚くばかりである。しかしこ

うした環境に目を取られて、建設業の産業構造問題がもはや過去のものとなったと考える

のは、事態の本質を見誤っているといえるだろう。表面的には活況を呈しているように見

える業界だが、その陰では若手人材が不足し、地域インフラを支える基盤が確保できない

懸念がでるなど、建設産業の根幹を揺るがす事態が着実に進行している。今求められるの

は、経済環境の変化でダンピング受注になったり、入札不調・不落になったりと大きく揺

れ動く入札契約をその制度のあり方そのものから見直し、持続可能な方向へと改革してい

くことであろう。公共事業のようなインフラ整備が、その時々の経済環境に影響を受けて

いては、百年の計に立った国土形成とそれを支える人材を育成することはできないからで

ある。そして建設投資が上向いている今がそうした制度改革の議論をする絶好の機会であ

る。 
本稿の構成は以下のとおりである。第 2 章では入札が持つ望ましい特徴について論じる。

第 3 章ではわが国の公共工事調達における入札契約制度の変遷を俯瞰し、その問題点につ

いて論じる。第 4 章では、前章の議論を踏まえて、入札契約制度の改革の方向性について

議論する。最後に入札契約制度に多様性という視点が重要である点を指摘してまとめとす

る。 
 
 

2. 入札の効能 
国や地方自治体などの公共部門は、実に様々な財やサービスを調達している。政府調達

がその国の経済に与える影響はきわめて大きい。OECD（経済開発機構）加盟国において

は GDP（国内総生産）の 8～15％、発展途上国ではそれを上回る割合で政府調達がなされ

ている。世界銀行や国連などの国際機関による調達も含めれば、公共部門による調達は世

界的に莫大な額に上ると言われている 1。 
公共調達は入札（オークション）で行われるのが原則である。その理由の１つは、入札

1 Hiroshi Ohashi (2009) 
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は調達過程における透明性が比較的高い制度と考えられているからである。さらに調達す

る財やサービスについて、発注者よりも受注者の方が情報を持っている場合に、入札を適
．

切にデザイン
．．．．．．

（設計）
．．．．

する
．．

ことによって、良いものをより安く調達する VFM（Value for 
Money）の観点から、入札は発注者にとって望ましい調達方式となりえる。 

この点を明らかにするために、混雑空港における発着枠（スロット）配分を取り上げて

みよう。混雑空港（わが国では例えば羽田空港）では、その空港への離発着を希望する航

空会社の発着枠数への需要が、空港が有する供給量を超過していることから、自由に航空

会社の離発着を許すことができず、何らかの方法で発着枠を配分する必要がある。仮に発

着枠数以上に航空会社が離発着をするようになれば、混雑空港における航空管制の処理能

力を超えてしまうために、旅客や空港周辺住民の安全性に関わる深刻な事故を引き起こす

可能性があるからである。わが国では、国土交通省がときに 2有識者の意見を聞きながら、

航空会社から対価を徴収することなく混雑空港の発着枠配分を行っている。当然、この配

分方法には国土交通省の判断の入る余地が大きく、配分結果に対して航空会社から抗議が

寄せられることもある 3。 
発着枠の配分方法を入札によって行うことにすると、発注者が自らの意思で恣意的に落

札者を決めることができないことから、説明責任の点で透明性が高まる。さらに入札によ

って、その発着枠から最大限の利益を稼ぎだす見込みのある企業が、他の応札企業の入札

額よりも高い額で入札を行い落札することになる。結果として発注者は最も効率的に利活

用できる企業に最大の落札額で発着枠を配分することができる。これは発注者の財政を支

援することになるばかりでなく、もっとも高い価値を認める企業に発着枠を配分すること

ができるという点で、社会的にも望ましい効果を生む。経済学者が中心となって混雑空港

の発着枠に対して入札の導入を提言する理由がここにある。また同様の理由で、放送・通

信の電波帯域の配分に入札を用いることが主張されることが多い。もっとも上の傍点
．．

にて

強調したように、入札が適切にデザインされないと、透明性や競争性、さらには説明責任

の観点からも入札がうまく機能しないことになる。その点をわが国の公共工事調達につい

て論じるのが本稿の目的でもある。 
 
 

3. わが国の公共工事調達における入札契約制度改革の評価 

2 正確には、国内線については有識者会議の場を使って配分の透明性を高めている。国際線

については国土交通省の判断根拠は公開されていない。 
3 今春運用開始の羽田国際線発着枠の配分において、国土交通省は 2013 年 10 月 2 日に

ANA11 便に対して日本航空 5 便という傾斜配分を行うと発表した。これに対して日本航空

は国土交通大臣及び航空局長に対して羽田空港国際線発着枠の配分に対する是正等の申し

入れを行っている。

（http://press.jal.co.jp/ja/bw_uploads/MjAxMzEwMDRfSkdOMTMxMjhfiUiTY4vzjWCN
kY3bkPyUrZKFmGeCzJR6laqCyZHOgreC6ZClkLOTmYLMkFyCtZP8guqCyYLCgqKC
xF+TWZV0LnBkZg.pdf） 
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3.1． 一般競争入札の適用拡大と問題点 
わが国では会計法により、国および地方自治体の公共工事の契約は、原則として一般競

争入札に依らなければならないとされる。しかし例外的に指名競争入札や随意契約も行う

ことができるとされ、わが国の以前の公共工事は、例外的な入札方式によって調達が行わ

れることが多かった。こうした調達方法が大きく変わったのが、水門設備工事にかかる入

札談合事件（2007 年、以下「事件」）であろう。この事件は、官製談合防止法に基づく公正

取引委員会からの改善措置要求にて明らかになったものであり、国土交通省各地方整備局

が発注する水門設備工事に関して、複数の同省職員（当時）が工事の発注前に事業者と交

渉を持ったことが指摘された。これにより事件に関わった元職員 5 名に対して計 7 億 8 千

万円の損害賠償請求がなされた。事件当時において、随意契約や指名競争入札の案件が多

くみられたことから、入札契約制度改革の一環として随意契約や指名競争入札の件数を削

減することが目標とされ、代わりに一般競争入札の適用が拡大されることになった。 
一般競争入札の適用拡大は、透明性の確保以外の側面を持っていた。それは建設産業に

おける過剰供給体質の解消である。建設産業の過剰供給を適正規模に持っていくための一

つのツールとして、一般競争入札の適用拡大による市場競争原理の活用が有効と考えられ

た。 
市場競争の活性化を通じて、良いものをより安く調達する VFM が達成されるばかりでな

く、生産効率性に基づく淘汰・選別を通じて、産業構造が自然に適正化されることが期待

される。この考え方自体は、他産業の経験に照らしてみても決して誤ったものではない。

企業の淘汰・選別は市場における価格競争によって引き起こされる。一般に需要に対して

供給が過剰であれば、価格が下落することによって需給調整が図られることになる。建設

産業においては、それが低価格入札によるダンピング受注となって現れることになった。

仕事を取るために赤字を覚悟でダンピング受注を行っても、そうした受注を継続して行う

ことは不可能であり、いずれはダンピング受注をする企業は市場からの退出を余儀なくさ

れるはずである。そうした企業の退出を通じて建設産業の過剰供給は解消され、適正な産

業構造に近づいていくと見込まれた。しかしその後の建設業就業者数の減少は建設投資額

の減と比較して緩慢であり、建設市場規模の縮小に産業構造の再編が追い付いていない現

状が明らかになった。さらには一般競争入札の拡大による建設業就業者数の減少は地方の

中堅規模の建設企業で顕著であることが明らかになり、以下で述べるように地域のインフ

ラ保全の確保に対する懸念が高まることになった。 
 
そもそも同じ品質の財・サービスが低い入札額で落札されるのであれば、発注者として

一般競争入札は望ましいことである。しかし建設業は単品・受注生産であるとともに、そ

の成果物の品質評価を行うことが必ずしも容易でない。成果物の不具合はすぐに表れるの

ではなく、時間を経て表れてくることも多いからだ。一般競争入札の導入をきっかけにし

たダンピング受注は、VFM のメリット以上に品質確保に対する懸念を発注者に持たせるこ
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とになった 4。 
こうした懸念は、2005 年に施工された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（いわ

ゆる「品確法」）に基づく総合評価方式の適用によって解消されるはずであった。総合評価

方式とは、価格だけでなく品質も考慮することによって、費用対効果に見合った効果的・

効率的な調達方式であり、ダンピング受注に対する対策としても有効であるとの認識が当

時あった。品質も併せて評価することによって、価格の次元における競争の程度が緩和さ

れるだろうと見込まれていたのである。 

しかしこの方式が導入されてほぼ 7 年が経過する中で、総合評価方式は当初の目的を果

たせないことが明らかになった 5。価格以外の要素点（いわゆる技術評価点）についての過

去の評価事例が情報公開などを通じて蓄積される中で、事業者（特に大手）は事例を勉強

して入札に臨むようになってきたことから、技術評価点に差がつかなくなってきたのであ

る。技術評価点に差がつかなければ、落札はおおむね価格評価点で決まることから、総合

評価方式が価格のみの競争と何ら変わらなくなる。調達担当者が技術点の算定で多大な事

務負担を負いながら、結果として価格のみの競争となっている現状を生み出している。 

このように水門談合事件から適用拡大がなされてきた（価格のみの競争を主とする）一

般競争入札は、産業構造の再編に効果的に寄与することなく、品質確保に対する不安を発

注者に抱かせたまま今日に至っている。そして品質確保の問題が現在大きく危惧されてい

るのが、地域のインフラ保全においてである。 
 
3.2． 一般競争入札の拡大と地域のインフラ保全 
一般競争入札の適用拡大は、主に地方において大きな負の効果をもたらしている。具体

的には地域のインフラを支える担い手の不足・劣化である。 
建設業の重要な役割の一つに、地域における災害対応がある。豪雨や地震などの災害時

において、機械や人材が現地にあって直ちに活動を開始できること、そして地域の地理に

詳しいことは地元建設業の強みである。他方で、地方圏において従業員 10 人以上の建設業

の数が減少しており、また 1999 年以降には、建設業者の建設機械の保有台数も減少傾向に

ある。地元現場における災害対応を担える安定した経営基盤と人材を確保する建設業者が

減少し続けているのだ。地元における災害対応を担える安定した経営基盤と人材を確保す

る建設業者をどのように各地域で維持していくのかは、発注者にとって大きな課題である。 
この点が極めて深刻な問題として顕在化したと筆者が感じるのは、2013 年 3 月に国土交

通省が発表した「高知県内における入札談合事案に関する調査報告書」6（以下「報告書」

4 ここで注意すべきは、ダンピングが低品質を生み出す可能性はあるものの、ダンピングが

なければ必ず高品質の成果物になるとも限らない点である。ダンピングをしなくても、企

業が成果物の生産過程で手を抜くことによってコスト削減を図ろうとすれば、低品質の成

果物が生み出されることになる。 
5 この点の評価については大橋（2012）を参照のこと。 
6 http://www.mlit.go.jp/common/000990843.pdf 
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という）を目にした時である 7。この報告書は、2012 年 10 月に公正取引委員会から入札談

合等関与行為防止法に基づく改善措置要求が行われたことに対して、事案の調査結果と再

発防止策とをまとめたものだ。報告書では、四国地方整備局以外の、本件事案とは関わり

のない地方局各事務所の所長・副所長に対しても調査を行っている。その調査の中で「談

合は、地域雇用の維持、事業量の公平な配分など社会的機能を果たす必要悪だとの認識が

ありますか」の問いかけを行っているが、回答者 601 名の 8.8%が「ある」と答えたとして

いる。この点に対して、違法性に関する研修が足りないという見方が大勢を占めていたよ

うだ。しかしアンケートが記名式でなされ、国発注者を巻き込んだ談合事件に関連した調

査であることを知りながら、こうした回答が寄せられた点にもっと注意が払われるべきだ

ろう。つまり現状の一般競争入札を柱とする公共調達制度では、地域のインフラ保全を地

元建設業者に頼りながら続けていくことが難しいという現場担当者の苦悩が率直に示され

ていると感じる。 
一般競争入札に表れるような経済の市場化・自由化が進むと、ユニバーサル・サービス

の維持がきわめて難しくなるというのは経験則的にもよく知られている。わが国でも、例

えば航空分野の自由化が進むにつれて離島航空路線の維持が難しくなり、補助金を上積み

して交付しない限り航空会社は離島路線を飛ばさなくなった。電気通信サービスでは、離

島・過疎地域における通信通話のサービス提供は、市場化から切り離したユニバーサル基

金をもとに運営されている。また最近では医師の偏在による地域医療の崩壊が指摘される

ことが多いが、この発端になっているのは医師臨床研修制度の導入によって、研修医が自

らの判断で自由に研修先を選ぶことができるようになったところにあると言われている。 
入札への参加や不参加を事業者自らの意思で判断できる一般競争入札制度では、儲かる

入札にしか参加せず、儲からない地域のインフラ保全には参加をしない。こうしたインフ

ラ保全を行わせるインセンティブを総合評価方式の評価点に導入しようとしても、3.1 で述

べたように価格点でひっくり返されることが多いばかりか、インフラ保全を行うインセン

ティブとしてそもそも十分な配点がなされているのかについても疑問が残る。これが今日

の入札契約制度を改革する必要があると思われる大きな理由である。 
 
 

4. 入札契約制度の方向性 
限られた財源のなかで最適な公共サービスが提供されるためには、公共サービスの実施

主体の切磋琢磨・創意工夫を促すことを通じて、質の向上とコストの軽減を図れるような

調達の仕組みが求められる。 

公共調達の根本的な問題は、発注者に良いものを安く調達する誘因が民間企業による調

達と比較して働きにくい点にある。民間企業の場合は、調達費用の削減は利益率の向上に

直結することから、VFM の向上につながる調達に対して担当者を（昇給等の形で）報いる

7 この記述については大橋（2013）も参照のこと。 
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ことが当然と考えられるが、公的部門においては VFM の向上が報奨の対象になっていない

ことが多い。これまでの公的部門における発注は、VFM を向上させることを発注担当者の

誘因付けとしておらず、逆に発注裁量を制約し、規則に厳密に則った入札を行うことが発

注者には要請されている。こうした入札方式の典型が価格のみによる一般競争入札である。

最低価格自動落札方式には、発注者が知恵を絞って良いものを調達しようにもそうした意

欲を発揮する余地は乏しい。調達交渉の過程で賢く買い、あるいは品質や施工方法につい

て随時提案を行って結果的に良い品質を安く調達しようということは、この入札制度では

考慮されていない。 

ここで 1990 年代にハーバード大学公共政策大学院にいた Steven Kelman 教授が、アメ

リカの連邦調達制度の改革に携わった経験を参考にすることができる 8。Kelman 教授は、

発注者の裁量権を大幅に拡大することで、良いものを安く調達することに成功したといわ

れている。例えば、過去の調達において、ある業者がメンテナンスのときに連絡をしても

なかなか来ないなどといった経験は、調達の際になかなか数字に落とせない部分である。

Kelman 教授はそのような受注者の過去のパフォーマンスを評価し、次回の発注に反映でき

るように裁量権を拡大した。すると発注の手続きが大きく短縮して、なおかつ発注者が調

達価格を下げることに対して積極的にやる気を持って取り組むようになったと言われる。

Value を調達する際には、発注者の裁量を生かすことが、発注者のやる気を発揮させ、専門

性の向上にもつながることになるのだ。 
この点を論じる際に、わが国では総合評価方式において「最も優れた」技術提案を行っ

た企業が選定されていない点を問題意識として取り上げて議論する傾向がある。しかし

Kelman 教授が提起している論点は、「最も優れた」技術を調達することを目的にしたもの

ではない。そもそも「最も優れた」技術が調達されるべきかどうかは、VFM の観点から判

断されるべき論点であり、技術のみに選定を特化した調達は、「技術で勝って事業で負ける」

との揶揄の二の舞を、公共調達において生み出すことにもなりかねない。重要な点は、VFM
を判断できる公共調達のエキスパートを育てること、そうした人材が育つための誘因付け

を発注機関の中に制度化する点にある。 
またわが国では、入札談合等の問題が発生するその都度、公共調達に対して形式的な対

処療法が取られてきた。例えば随意契約や指名競争入札の件数を形式的に削減することや、

一般競争入札の割合を増やすことなどである。しかし前章でもふれたように、除雪や災害

時の応急復旧等といった地域におけるインフラ保全は、その供給が途絶えることが地元住

民の安心・安全を大きく脅かすことになり、競争的な調達にはそもそもなじみにくい。地

域のインフラ保全は、地元企業が共同で総括原価方式のようなコスト・プラス・フィーで

の調達を可能にすることで、確実かつ継続的な業務履行を促すことが望ましいといえるだ

ろう。安定した予算の確保・工事発注は、建設企業に長期的な経営見通しを与え、経営強

化・雇用拡大のインセンティブを与えるものであり、地域の活性化、若年層の地域定着に

8 金本良嗣（2005）。Steven Kelman (1990)も参考になる。 
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も中長期的に資することになると思われる。 
なお東日本大震災後の電力システム改革をきっかけとして、総括原価方式に対する風当

たりが強いが、インフラ保全のような長期継続的な業務には総括原価方式によって販管費

などの固定費を安定的にまかなうやり方が経済的・効率的であるように思われる。国・地

方自治体などの発注者がしっかり査定をするなかで総括原価方式が用いられれば、過大な

支払いがなされる懸念は薄らぎ、現在の一般競争入札における不調・不落による大幅な予

定価格の引き上げや、入札の延期・中止によるインフラ保全の遅延を防ぐことも可能であ

るからだ。 
 
 

5. 入札契約制度の多様化 
標準的な経済学の教科書に登場する企業は、どれも同じ生産・費用構造を持っている（「企

業は同質である」といわれる）と仮定される。この仮定の下で、市場競争のメカニズムに

おいて生産効率性の高いものが生き残り、悪いものが淘汰されるというプロセスが説明さ

れる。この説明は市場メカニズムの帰結としては正しいが、その背景に置かれている仮定

は厳密には現実と食い違っている。つまり現実では、生産・費用構造において企業は異質

であり、生産性の最も優れた企業だけが市場で生き残るわけではなく、生産性が劣る企業

でも市場で立派に活動しているのである。 
他方でわが国の入札契約制度や建設産業政策は、規模や地域・業種等の外形的な要件に

属する企業はみな同質であることを前提として形成されてきた。例えば会計法に基づき、

入札では予定価格を作ることとされており、通常の工法を用いて発注者が定めた仕様どお

りのものを建設すると仮定した場合に必要となる経費を基準に予定価格が積算されている。

しかしその経費は資材価格や労務単価はその時々の需給に応じて事業者ごとに変化するこ

とを考えると、歳出予算の限度内において契約をするための上限として予定価格を用いて、

この値から一円でも上回る入札額でも無効とするという考え方は、事業者の事業収益構造

における異質性を無視しており、経済学的に合理的とは言い難い側面がある。 
3.1 でも述べたように、IT 技術の発達・普及に伴う専用ソフトの利用や情報公開の進展に

伴って、事業者は同種･類似工事の予定価格を相当程度の確度を以って事前に類推し、その

内訳を事前にかなりの正確さで再現できるようになっている。こうした事業者と発注者と

の間の情報の非対称性が薄れている中で、会計法に基づく予定価格の上限拘束性は、健全

な調達を進めていくうえで深刻な障害となりつつある。まず予定価格を事前に正確に類推

しうる状況においては、事業者同士が談合しさえすれば、予定価格の直下で札入れをする

ことができることから、談合の誘因を高めかねない危険性をはらんでいる。入札競争メカ

ニズムが働いている状態であっても、予定価格から低入札価格や最低制限価格が類推され

ることから、受注の確実な確保を目指す事業者がいれば、採算を度外視して低入札価格や

最低制限価格をぎりぎり上回る入札をすることになる。 
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いずれにしても予定価格の上限拘束性があるもとで、その積算内訳が再現できるという

ことは、事業者が自らの事業活動に見合った積算意欲を失わせることになる。積算内訳が

実質的に開示されたもとでの予定価格の上限拘束性は、談合を促すか「過当な」競争を促

すか、どちらにしても健全な競争環境を著しく損なわれることになりかねない。 
現状の落札制度では、採算性がある案件は低入札（あるいはそれに近い落札）となり、

どの事業者も採算が合わなければ入札不調となるという、極端な状況が生まれてしまう。

低入札を防ぐために、低入札価格や最低制限価格を引き上げ、あるいは総合評価において

技術点のつけ方を変えるなどという制度変更が幾度となく繰り返されてきたが、こうした

対応は、問題の根本的な解決になっているようには見えない。予算管理・執行の仕組みと

調達制度とを切り分けることで、建設産業の発展に資する方向性を見出すべきだ。 
また規模や地域などで外形的・形式的に課してきた要件を見直し、同一規模・同一業種・

同一地域に属する企業であっても、それらの企業は互いにその収益・コスト構造に違いを

持っている、という現実的な視点を持つことが大切である 9。同一規模・同一業種・同一地

域に属する企業は同質であると仮定することは、画一的な政策を全国一律に実行する上で

有効な考え方だっただろう。しかし現実には、企業は互いにその収益・コスト構造に違い

を持っており、同一規模・同一業種に属する企業の状況も各地域で大きく異なっているの

であれば、そうした誤った現実認識に基づく制度は産業の健全な発展を歪めることにもな

りかねない。 
これまで画一的に線引きをして政策を行ってきた思考回路を変更し、個々の事業者の異

質性に注目した分権的な政策のあり方を模索していく必要があるのではないか。そうした

「個」の異質性に注目することは、産業の健全な発展を促すうえで重要な視点であるとと

もに、いまの時代の要請でもあろう。 
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