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そトを構成する各項目がどのように変化するか︑つまり単位当
りコストのどへイビアを検討してみよう︒

〇ないし八〇％をしめている︒つぎに生産高の変化につれてコ

資材コストの割合が︑他の叫般機械工共に比して高いことであ
る︒もっともこの比率は会社間で大きな差異があるが︑大体六

自動車工業の仙つの特徴ほ︑総コスト中にしめる外注部品
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自動車工業における大規模生産の経済
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最近世界の自動車生産は過剰の時代に入り︑市場争奪戦が激
しさを増しっつある︒各国の自動車企業は競ってコ︑スト切下げ
をはかり︑競争戦において優位に立とうとしている︒長期的にみ
ればコスト切下げのカギは大畠生産紅あるといわれる︒自動車
工業においてはとくに大規模生産の経済が広汎に作用するから
である︒
大規模生産の経済については︑すでに理論的には多くの研究
でいないようである︒マタシー︑ジルバーストソ共著﹁自動車

がおこなわれているが︑実証的な分析はこれまであまりなされ
︵1︶

工英諭﹂は︑この分野匿おける墓誌な労作である︒本稿は︑両
氏の併発の中でとぐ紅白劫蕗工英匿髄ける大規模生産の経済匿
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てに
あ

る︒可変間接コストーその約四分の血は間接労働コストからな

三

大規模生産の経済

規格化製品の生産高規模が増大するにつれてコストは二つの

︵A︶

固定コストほ生産高が増加すれば低下する︒要するに塾産高の

主要方法で低下せしめることができる︒その第一の方法ほ機械

技術的最適

の増加につれて低下するが︑劃定の標準盈紅おいて安定する︒

り︑その他燃料︑動力︑維持コストなどをふくむ1ほ︑生産高

増加につれて資材直接労働コストは不変であるが︑可変間接

ップすることである︒多くの特殊目的機械は自動車の特定部分

の特殊作業をおこなうため︑自動車のその部分のデザインがか

化の増大であり︑特殊目的機械を採用して作業をスピードりア

わったときにはスクラップ化されねばならない︒したがってそ

コストおよび同定コストはわずかながら低下する．ぁけである︒

めていないから右の結論は生産高変化にともなうコスト変動の

もっとも固定コストの中には﹁開発支出および特殊工具﹂を含

れらほ恐らく二︑三年という短期間内で償却をおわらねばなら

バッチ生産方式が流れ生産方式にかわることである︒流れ生産

生産高規模の変化につれて生産技術のかわる第二の方式は︑

ず︑大量生産の下でのみはじめて採用することかできる︒

大きさを幾分低評価している︒
ここで大鼓生産の経済の基本的特徴の岬つを確認することが
額である︒しかし二股大鼓生産が開始されると固定コストは総

せ︑工場の叫部から他部へ運搬する浪費的作業を削除し︑さら

方式を採用することによって必要な作業ストック鼓を減少さ

できる︒すなわち何も生産していない段階でほ固定コストほ巨
コスト申で比較的小部分をしめるにすぎず︑可変コストのみが

つぎに以上のような方法転よってコストを切下げる場合に限

に機械処理の可能性を増加せしめる︒

重要となってくる︒五年ごとの新モデルの採用およびそのため
の巨額の資本設備にげんわくされて山般にほ固定コストの比重
を過大評価しがちである︒しかしこれは事実に反し︑イギリス

かについて検討したい︒この際注意しておかねばならぬことは

最適鼠が定数でなくて技術の変化につれてかわる変数であるこ

界があるかどうか︑又もしあるとすればその最適塁はいかはど

とである︒自動車製造技術の発展ととも紅最適鼠ほ上昇してき

大量生産自動車企業における固定コストの割合は︑せいぜい劇
ほさして重要でほないが︑能力の四〇％以下の生産風見において

たし︑将来も上界し続けるであろう︒それ以外鱒も最適短夜作

○〜則五％にすぎない︒このように継続且崩において固定コスト

は死垂となるであろう︒これにたいして可変コストの変化ほ重

用するものとして作業のタイプがあげられる︒たとえば二工場

八叫

要であり︑可変コストの叫○％の上昇は︑生産高の三三∴三％

︵五四九︶

の低下と同じ作用を総コストにおよばすことが示されている︒
自動車工業における大規模生産の経済
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八二

ンベアが採用された結果︑T型革の生産コストは︑五年間に五

︵五五〇︶

〇％低下したといわれる︒
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つB機械から成るとすれば︑・最適規模は五〇︑．〇〇〇であり︑

が二五︑000の能力をもつA機械と五〇︑000の能力をも

○︑000以下の能力をもつ他工場にたいしてコスト上で優位

最低A機械二台とB機械叫台を必要とする︒かかる工場は五
にたつが︑それ以上の能刀をもつ他工場にたいしてコスト上の
不利な立場にはたたない︒すなわち設備の重複は︑単挽コスト

れる︒
つぎ軋鋳造工程に移るならば︑組立工樺についでの結論と同
じものが妥当する︒組立工程におけるように労働力は重要であ
り︑設備はレール︑コンベアおよび熔鉱炉など山般目的のもの
である︒きわめて多数の鋳造所の現存は︑それ自体規模の経済
があまり重要でないことを示している︒イギりノズ日動津工業の
みにたいして鋳物を供給する二〇以上の鋳造工場があり︑大自
動車会社の申ではヴオタブール社のみがそれ白身の鋳造所をも

ば乗用薄の工場コストの三分の二以上が組立工辞にあるといわ

〜二〇％をしめる︒さらに小組立工程の全コストが追加されれ

ストの約五％のみを占めるにすぎないが︑エ場コヌ∴−の約二五

備の非特殊性紅よるものである︒
組立工程は︑乗用車製造工程の中できわめて重要な地位をし
めるので︑重大な結果をもたらす︒最終組立ては乗用車の総コ

要するに乗用車組立て匿おける流れ生産方式の採用は︑きわ
めて大きな節約をもたらす︒組立技術をもっとも能率的に使用
するためには年産六万台を必要とする︒それ以上の高い生産量
においてもおそらく二僧の利益があるが︑約一〇万台を限界と
して規模の経済は消失する︒このように最適規模が比較的小さ
いのは︑製品の複酪さ︑直接労働の重要性およびほとんどの設

さて自動車工業における最適規模を考える場合にはH鋳造︑

にたいして何等の作用ももたないわけである︒

出工作︑臼圧延および姻組立ての四つの基礎的生産工程のそれ
ぞれについて検討しなけれほならない︒まず自動婁の最終組立
工場ほ︑比較的小規模経営であり︑大会社においては何倍にも
重役されている︒アメリカのジェネラル石モータース社は二
をもち︑工場の平均能力は年間約山○万台である︒イギリスの

三︑フォードおよびクライスラー杜ほおのおの叫五の組立工場

らく年間山○万台近くの乗用蚤を生産していることは確実であ

大乗用達組立工場もきわめて能率的技術を採用しており︑おそ
る︒
このように最適が比較的低いことほ︑組立過程における大規
模生産の経済が重要でないことな意味しない︒バッチ生産から
らすからである︒この節約の規模匿ついてほフォード邑励東金

完全頼械化の流れ生産への変化は︑きわめて大きな節約をもた
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く年産二〇万台と推定される︒これにたいし特殊目的設備であ

の確保が必要である︒その最適規模は組立工程におけると同じ

割引される︒しかしながらアメリカ自動車会社がヨーロッパ自

る最適蕊が圧延部門についでのみ妥当することによって大い紅

はこの数字から程遠い︒しかしこのハンディキャップは︑かか

産約二〇〇万合であるが︑ヨーロッパ自動諺会社の年間鐘産高

以上述べたよう

る大型部分品の工作機械−たとえばシカシダー・ブロック＝ラ

動車会社にたいして生産規模が大きいために相当の利益をえて

高価な鋳造設備を能面的に操兼せしめるため匠は最低生産量

仙○万台紅すぎないか

イン1の最適は年産約五〇万台である︒イギリスではもっとも
ら︑かかる設備を使用することは困難である︒

人気のあるモデルの乗用番でさえ年産

企業規模の経済

れほ劇っには各自動車会社がコスト資料を公表するのを嫌うこ

よぼすかを考察すること腰非常に困難であるとされている︒そ

従来︑生産鹿の増加が単劇企業のコ一ストにいかなる作用をお

︵B︶

いることは否定すべくもない︒

圧延工場における規模の経済ほさらに大きく︑年産叫00万
大きく︑したがって組立設備および鋳造設備の大きな重複と工

と︑第二にはコストと生産蛍の関係な追求すること︑つまり長

ムロを限界とする︒これほその他の生産工程における最適よりも

て年産一〇万台までは規模の経済はすべでの部門匿おいで大き

ある︒

期平均コスト曲線を発見することが困難であることによるので

作設備の若干の重複が必要である︒長期コスト⁚カーブ紅おい
いが︑特に組立工程で大きい︒これを超えて塾産短が増加する

マクレーおよびシルバーストンほ︑あるイギリス大自動車会

とき大規模の経済は主として工作および圧延工程から生ずる︒

この経済は工作工程でほ五〇万台で中止し︑最後に大圧延工場

れほ両氏の﹁山般的条件の下で年産〟○ガムロから二〇万台︑三

社紅よって提供された資料をもと紅して分析を進めている︒そ

〇万台および四〇万台へ自動車生産高が増大した場合︑単位コ

でほほゞ年産二〇〇万台で先細りとなる︒もちろん前述したよ

ストにたいする効果はいかなるものか﹂という間に応じて作成

う匹最適豊漁静態概念ではなく︑技術および製品変更紅よって
スピード‖アップを可能にし︑最適生産水準を増大せしめた︒

この資料によれば︑この範囲の生産高において企業の期待し

されたもので次表のとおりである︒

変化する▼︒オートメーションほ︑工作および圧延経営の異常な

最後に乗用車製造業者が︑普通外部から購入する部分品の生

うる規模の経済は︑控え目なものである︒すなわち生産高を山

産の最適について言ロ⊥ておこう︒最適東薩各部分品ごとに興

○万台から二〇万台へ二倍化することによって総単位コスイは

八三

っているが︑規格化された主要部品においては︑規模の経済ほ

︵五五二︶

年産五〇万単位が限度と思われる︒
自動革工業における大規模生産の経済
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八％低下する粧すぎず︑

さらに二〇万台から四〇
％の低下がみられるにす

万台への倍化によって五

場単位コスト︵総コスト

ぎない︒これにたいし工

は低下が大き

から資材コストを差引い
たもの︶

く︑一〇万台から四〇万

ストの七〇％以上を外部

問のかかる差異は︑総コ

単位工場コストの節約の

総単政コストの節約と

とが示されている︒

四分の血だけ低下するこ

台に生産虫が増加すれば

（捻コスt・マイナス・資材）

70

第三ヤ五巻 第四骨

単位コスト（指数）

92

である︒しかし

その動きほ決して

︵五五二︶

八四

様なものではなく︑年産一〇万台から二〇

方台への生産高の増加は︑四〇％の投資の増加だけでよいが︑

痢脚

二〇万台から四〇万台への生産高の増加は︑七〇％の投資増加

を必要とする︒単位あたり固定コストも劇○万ムロから二〇万台
への増加紅さいしては急激に低下するが︑三〇万台から四〇万
台への増加においてほ 定である︒単位当り直接労働コスト
は︑機械化がより高い水準に達することによって減少する︒他
方単倖当り可変間接コストは︑種々の傾向が相殺されて規模の

増大とは無関係に一定にとどまる︒
以上の資料から示されたような規模の経済の評価は︑実際よ
り大きくないであろう︒たとえば︑オースチン︑ルノー祉の報
曽では︑∵卜⊥アンスファー∵マレソなどの新設備が非常に大きく
単椋あたりコストを引下げることを示している︒イギリスにお
いて差当り規模の経済が問題となるのは︑主として工作工程で
ある︒すなわちイギリスにおいて組立工程における故適規模
は︑すでに実現しているし︑大圧延工程における最適規模な実

自助各処造工菓脇読要員会﹂

︵2atざna−Ad已sOry

COunCi−

現するには程遠いところから︑工作工程がもっとも重視される
購入資材コストがしめる
こと︑およびその規模の経済が小さいことから生ずるわ
のけ
でで
あある︒したがって前表は高において拡張に必要な資本
る︒とくに半成部品および原料の供給業者においてはを
︑過
大小
規評
模価しているかもしれないが︑他面オートメーンヨンが
直接労働コストの節約をもたらす効果を控え目に評価している
の経済は比較的早くその作用をやめる︒
であ
前表転示した給固定投資と単位当り固定一般コストに
おろ
けう
る︒
れ資
よ拡
り小さい段階での規模の経済についての推定が﹁全国
変化ほ︑大敵亜蕗の典型を示している︒すなわち多額のこ投

総固定投資（指数）

100
100
100
100
労 働（直接）

100

100，000
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数
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fOr tFe
によ

ってなされ

五万台から叫○万台への生産高の増加は︑単位あたり鵬五〜二

ている︒それによれば︑流れ生産方式を採用する企業において
〇％の節約をもたらすことを示している︒この数字は前表の示

すものよりかなり急激であるが︑それはこの段階では組立工程
その他﹁エコノミスト﹂は︑アメリカの資料をもとにして単

から規模の経済の生ずる余地が残されているためと思われる︒
位コストほよりゆるやかな率においてでほあるが︑四〇万台を

工業規模の経済

匿とって将来の拡張から大

︵C︶

ている︒

曲線の型およびHその生産高の中日動車工業に割当られる割

工業規模の経済とは︑ここでは自動車生産高の増大につれて
それに資材り部品を提供する工兼の規模拡大にともなう経済を
意味する︒この節約の程度は︑つぎの三つの要因紅よって決定
される︒すなわら川資材供給企業の最初の規模︑㈱そのコスト

品の割合は叫○〜二〇％にすぎないから工業規模の経済は比較

鉄鋼兼や化学工業の場合︑自動車工業にたいして供給する製

合︑がこれである︒

り価格比較紅基礎をおき︑さらに販売ならびにその他の非技術

なかった︒このエコノ︑＼＼ストの結論ほ︑異った製品岬ポンド当

こえても下降し続けることを示し︑規模の経済の限界を明示し

的規模の経済ならび紅製品間の利潤マージンの差異も考慮して

えば連続広巾ストリップこ︑＼ルなどの新技術の採用紅よって節

的小さいであろう︒しかし︑自動車工菜の需要増加の結果︑たと

︑約しうるかもしれない︒しかし部分品工業の現在の経営規模を
研究することが︑より重要であろう︒

いるから︑技術的規模の経済が約鵬00万台で消失するという
結論と矛属するものでほない︒
結論的紅いえは︑企業の長期平均総コストの変化はつぎのよ

︵五五三︶

八五

ぅなものでぁる︒予想どおり企業規模の経済は︑拡張の初期の
自動車工業の拡大は︑たしかに自動車企業にたいして利益を
段階で濾非常に大きく︑年産千台から五万台への生産増加によ もたらすものと思われる︒それを推定することほきわめてむつ
ってコストほ大体四〇％低下する︒一〇万台へと生産畠が増加
か
し
いが︑大まか紅いえば自動車工業全体が四倍紅拡張すれ
すれぼ叫五％︑二〇万台への生産増加はさらに仙○％のコスト
ば
︑
少くとも五分の血ないし四分の叫だけコストを引下げう
の節約をもたらす︒四〇万台への飛躍は︑さらに五％の節約を
る
︒イギリス自動車工業のこのような飛躍は︑当分期待できな
追加し︑これを超えての拡張ほ¶屑の利益をもたらすが︑はゞ
いが︑年産二〇〇万台はあまり遠くない将来に明瞭な可能性が
叫00万台で先細りとなる︒このことは︑人気のあるモデルの ある︒これは大体生産高を現在の水準から二倍紅することを意
味し︑さきの四倍化からの利益の半分以上をもたらすであろ
はとんどが年産五〜叫○万台にすぎないイギリス大自動車会社

白勒車工発における大規模生産の経済
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望ましくないわけである︒さらに販売的最適を考慮すれは︑大

八六

企業は購入および販売の両面において生産高こ軍規当り支出を

︵五五四︶

う︒控え目に推定しても劃五％程度のコストの引下げは実現し
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うると思われる︒

経営的および販売的最適の三つの観点を総合すれば︑大企業の

経営的非能率を考慮してもなおかつ技摘的最適と販売的最適が

節約できるから中小企業よりも有利である︒要するに技術的︑

非常に大きいので大企業が圧倒的に有利である︒したがって今

自動車工業における規模の経済を論ずる場合逸することので
品改番および生産方法の改普紅ともなう節約である︒今日では

きないのは﹁技術的進歩の経済﹂である︒これは技術革新︑製
巨大会社のみが長期的技術進歩を維持するに必要な莫大な研究

む

す

び

れのあることも忘れてはならない︒

と開発計画を企てることができる︒しかし他面において巨大会 後自動車工業において水平的ならびに垂直的統合を積極的浸押
社の成立によって血班争が衰退すれば技術的進歩が停滞するおそ し進める必要がある︒

四

以上述べた亡とから自動車工業の生産コストについて三つの
の絵コスト申での固定コストの割合は比較的小さく︑二〇％以

重要な事実が明らかにされた︒第﹂紅短期において自動車会社

に大きな経済があり︑現在の技術水準において企業にとって年

下であること
産一〇〇万台まで節約が可能であること︑第三に全自動車工業
が拡張し︑イギリス乗用車生産規模が現在の年産叫00万台か
ら二〇〇万台へと二倍になれば︑乗用車仙台当りコストは約二
−般に生産の最適規模匿おいて技術的最適は︑経営的最適よ

五％だけ低下すること︑の三点である︒

らは

りも大きい︒つまり大規模生産は技術的観点からは望ましいけ

