特集テーマのね らい③中堅 ・中小企業の挑戦

]は

じめ に

中蝶 ・中小企業 にとって 「
寄 らば大個 の陰Jで ,大 企

しか し,昨 今 は中堅 ・中小企業 とはいえ,み ずか らが積
極的 に情報収集 や情報発信 を行わなければならない時代

業 の傘下 にあって受身の経営を続 けていれば安泰だ った

である。規模が小 さ く人員 も限 られてい る中堅 ・中小企
業 にとっては,イ ンターネ ットの活用 とい うのは重要な

時代 か ら,銀 行の貸 し渋 りや系ダ」
の見直 し ・安 い海外製

戦略 と考 えられる。特 に,異 業種交流グループやた学官

品の進出など,取 り巻 く環境 は厳 しさを増 してい る。
L中
そこで, これか らの中堅 ・
小企業のあ り方を 「自立J

連携 を通 じて単なる情報の収集 だけでな く,「自社 の既存
技術 の向上Jや 「
新製品の開発J「新たな受注先 の確保」

と「
連携Jを キー ワー ドに,逆 風 のなかで新 たな活路 を
目指 して挑戦す る中堅 ・中小企業 について各社 の取 り組

などの成果 も報告 されて い る。 しか し,実 際 には単 にホ
ームペ ー ジを作成 しただけとい うケースが多 い。そ こで

みを通 して考 えてみた い。

実際 に連携 によって成果 を上げてい る期 ヽを通 して,成

2「

自立 」 とは

近年大企業 は下計企業選定 の際 に,従 来 の系列車視 か
ら,「
短納サ
明へ の対応能力 「
品質保証能力J「
技術開発能力J

功要因を考 えてみた。
4 中

堅 ・中小企 業 の挑戦

以上のような観点か ら, 6つ の事例 をとりあげた。最

「
企画提案能力Jを 重視する方 向へ変わ っている。 それ

初の 4つ は,そ れぞれの企業が置 かれている立場 をひ と

らをうけて,「
特定親企業 へ の依存度低下J「
市場直結型製

つひ とつ克服 しなが ら真の意味での 自立 をめざす中堅 ・

品開発 による脱 ド話 け ￨と いった経営戦略が必要 とされ

中小企業 である。 これ らの企業 の共通点 は,や は リトッ

て きてい る。 これ らはすなわち,今 までの受身的 な取 り

プマ ネジメ ン トが明確なポ リシー を持 ってい る ことであ

組 みか らの 自立 を意味 してい る。従来 の 自立 とい う考 え
方では,「
他 の企業 が取 り組 めない特殊技術 を持 つ ことに

る。取 り組 みの方向性 はそれぞれ異 なってい るが,地 道
な努力 の積 み重ねが長 い意味で 「
勝 ち」 につながるとい

よってとガ1化す るJと い うものが中心 であった。 しか し,
・
この ような 「
す
」ち上げ花火J的 な ものは一過性 で,商 売

うことを示唆 しているよ うに思われる。後半 の 2つ は,
昨今脚光 をあびてい るネッ トー ワー クを用 いた企業関連

になるとわかると大企業が参入 してす ぐに過当競争 とな
り,多 /rLな
投資を行 って新技術 を開発 して も回収 できな
い まま大企業 に利益 だけをllkら
れるとい うケース も多 い。

携 の動 1であ る。2つ は規模 も目的 も異なってい るが,

'1で ある。

そ こで,単 なる新技術 だけに煩 った 自立 ではな く,生 産

(1)論 壇

の整備キ」青報化 といった地道な努力 によって真の自
体行」
立 を志 向 してい る企業 を特案 してみた。
3「

連携」とは

グローバ リゼー ションが進展 し,需 要動向の変化や技

成果 の とが らない中小企業 の連機 にお ける貴 重な成功事

ここでは,実 際 に日本 の中堅 ・中小企業 を相 当数廻 ら
れ長年 にわたって指導 されてきた橋本久義先生 に,現 状
分析 とこれか らについて書 いていただいた。「
納期 と胡t質
要求 をきちん と守 る中堅 ・中小企業 が これだけ集積 して
い る国 は世界 の どこに もないJと い う言葉が これか らの

術単新 が半 いテンポで進むなか, これ らの環境変化 に応
じて中堅 ・中小企業が生 き残 ってい くためには,ネ ッ ト

あ りかたを示 している。
確)ケ ース ・スタデ ィ

ワー クを首
印Uした経営が有効 と考 えられる。従来,新 し
ー
いマ ケ ッ トの情報収集や取 り弓 き先の確保 とい うのは,

①明エグループ
明エ グループは,配 線器機製造 ・販売 および酉じ
電盤製
)99年
造販売 を行 う合計 5社 によって構成 されてい る。
5

の大企業 にお任せ とい うスタイルが主流であった。
系ダ」
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「

月には配線器機製造 ・
販売 のグループ 5社 でIS09001を 取
得 してい る。 しか し,顧 客 か らの納期短縮要求,同 業者
間における価格競争 の激化 などを受 けて,グ ルー プ全体
で 「コス トJ「納則Jに 関する質的向上 に努 めてい る。ア
プローチ方法 は大変オー ン ドックスであるが,地 道な努

能力 に頼 らない,新 しいアプ ローテによる連携 の姿が見
える。 ここでは,強 烈な リーダシップの必要性 が感 じら
■る。
オ
⑥ 「ラ ッシュすみだJ
東京都墨田区の町工場 49社で構成 されたグルー プ 「ラ

力の底力が うかが える事例である。

ッシュすみだJに よるネ ッ トワー クを用 いた協業事例 で

②カネハツ食品

ある。 ここで は,共 同受注を主 な 目的 として,い ままで

この朝 ヽでは,佃 煮の製造販売 をスター トとして現在
は全国各地 のスーパ ーマーケッ トや コンビニエンスス ト

個別 に対応 してきた中小企業 が,大 手企業 に頼 らない独

アと直結 した製造 ・販売 を行 ってい る企業 の情幸財ヒヘ の

活動 を紹介 して いる。 ここで述べ られてい るように,ま

取 り組 みをまとめてある。食品流通 の分野 では,消 費者
ニーズの多様化や,賞 味期限の問題 でいかに短時間で消

ず お互 いの技術 ・技能 を相互理解 し, レベ ル を合 わせ る

費者 の手 に製品を屈 けるかは,単 に製造 の合理化 だけで
なく物流 も含 めた リー ドタイム短縮 が重要 である。 ここ
では,中 堅 ・中小企業 とい えども積極的 に情報化 を推進
し,流 通 まで も含 めた全体 の コン トロールが必要性な こ
とが示 されてい る。

自の営業活動 と生産の協業化 によって生 き残 りを賭 けた

努力 のなかで共同受注 に対す る速帯責任 を育 ててい る。
「
誰 かがやって くれて,そ れにおい しい ところだ けのっ
かろうJと い う連携 が数多 く失敗 してい るなか,貴 重な
成功事例 で ある。
5 「 縁の下 」 か らの脱却

この事例 では,食 品用パ ッケー ジを製作す る会社 とし

最近の中堅 ・中小企業 の景気動向をみると,業 種業態
による格差 ではな く同一業種 の企業間格差 が拡大 し,い

て,飽 食 の時代 を背景 に,多 品種化 ・少 ロ ッ ト化 ・低価

わゆる二極化が激 しくなってい る。厳 しい経営環境 にあ

格化 に短納期で対応できる生産の しくみづ くりについて

っても売 り上げを伸 ばしている製造業 は,「品質競争力の
強化Jや 「自社製品 ・
技術 への需要増加J「新製品の開発J

③富士特殊紙業

まとめてい る。 ここで も,短 納期 を実現するためのイ ン
ターネッ トの利用や生産工程 のオ ンライ ン化な ど,情 報
化投資 によって生 き残 りをか けた取 り組 みが まとめられ
てい る。

など,い わゆる質的競争力 の強化 に成功 してい る企業 で
ある。
高度成長 の過程 で中小企業 と大企業の格差が拡大 し,

④ クライムN C D

従来 は中小企業 を弱者 として とらえることが多 かった。
ー タの製作

しか し,経 済 が取 り巻 く環境 が変化す るなか,中 小企業

を主 とするいわゆるファブ レスエ場である。従来,職 人

の もつ機敏性 や柔軟性 が新 たな競争力 として注 目されて

芸 といわれて きた金型産業 に対 して,独 特 のポ リシー と

いる。単 に規模 の大 きさだけで,勝 ち負 けが決 まる時代

先見性 で新 しい分野 を開拓 してきた。 ものづ くりの新 し

は終わ ってい る。

い姿が示 されてい る軸 ヽである。
TAMA産 業活性化 脇議会J
⑤ 「

今回の特集 を通 じて,従 来 の規模 による企業の序列 に
よって 「
を担ってきた中堅 ・中小企業 の
縁 の下Jの 役営」

この事例 では地域 の水平統合組織 を利用 し,異 業種 ・
産学官の連機 によって 「
地域 としての新産業倉」
出力Jを

変化 が,新 たな製造業 の清 性化 につながると感 じられた

クライムNCDは ,金 型用のCAD/CAMデ

らと期待する。

育 てていこうとう取 り組 みである。
参加規模 も512団体 と
ナ レッジマネ ジメン トJ
大きく,規 模 の利益 を活用 した 「
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