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［要約］ 

日本経済の成熟化、グローバリゼーション、ＩＴ化の進展、ヴァーチャル市場の登場、

地球環境問題の深刻化など中小企業を取り巻く環境は、昨今大規模かつ急激に変化してい

る。特に機械産業周辺においては、こうした環境変化が、ＩＴ化等技術面のパラダイム・

シフトを通じて過激に進行しており、早急に産業レベルでの構造改善が求められることが

本調査研究において明らかになった。特に、国家財政も苦しい状況にある今日、市場経済

化の中、かつてのような社会政策的見地からの手厚い政策的支援は期待できない。また、

経済環境の変化は、中小機械産業のみならず、すべての経済主体に対して迅速かつ抜本的

な対応を求めるものであり、成熟経済下では投入できる資源は 大限効率的に用いること

が求められる。産業構造全体としての効率化のため、個々の企業レベルにおける淘汰は避

けえない。とはいえ、そうした厳しい環境の下でも大企業に伍して国際的に活躍中の中小

企業も少なからず認められ、これまでとは比べようもない桁違いの改善努力が求められる

としても、中小機械企業にとって存立可能な分野が今後とも消滅することはない。 
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（序 章） 

日本における中小企業は、2004 年現在、事業所数にして 566 万（全事業所数の 99.2％）､

従業員数にして 4,118 万人（全従業員数の 79.4％）と､その国家経済に占めるウェイトはき

わめて大きい。加えて、「日本経済の活力の源」とも言われるように、その「小回りの良さ」

が産業経済全体の柔軟性保持に大きく貢献し、また、国民経済ないし地域経済を支えるも

のとして、あるいは、国民に商品やサービスを運ぶ「血管」としての役割を果たすなど、

その国民経済的な評価はきわめて高い。製造業に限ってみても、中小企業は、2004 年現在、

事業所数にして 57 万（全事業所数の 99.4％）､従業員数にして 746 万人（全従業員数の

75.0％）という高いウェイトを占めるとともに、下請部品生産構造を形成し「日本産業の

強み」の源泉ともなっている。 

 さらに、近年に入ってからは、こうした静態的な重要性だけではなく、より動態的な役

割を担うようになっている。すなわち、従来は、「景気のバッファー」として、好景気時に

は活気を呈しながら不景気時には衰退ないし消滅するものが多かったとされるが、1990 年

以降の動向を見るかぎり、中小企業の占めるシェアが好景気時に低下し不景気時に上昇す

るというこれまでの通説とは逆の現象が見られる。具体的には、1990 年から 2004 年までの

製造業全体、機械工業（一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造

業、精密機械器具製造業の合計、以下同じ）、関連産業（製鉄業、非鉄金属製造業、金属製

品製造業の合計、以下同じ）における付加価値額の対前年比と中小企業シェアの対前年比

の相関は、いずれにおいても逆相関となっている（相関係数は、製造業全体で－0.37、機

械工業で－0.04、関連産業で－0.62）。 

 ところで、一般に社会的弱者のごとく見られている中小企業も、中には大企業より高い

収益率を誇り、あるいは、急成長を遂げているものも多い。また、それらは、決していわ

ゆるベンチャー企業として一括りできるものではなく、それぞれ異なる特徴を持ちながら、

極めて多種多様な分野で多様な活動を続けている。なお、そうした多数の中小企業が存在

する理由は、① 技術的特性等からして本来は大企業が占めるべき分野（ⅰ 未だ幼稚産業

ないし幼稚企業段階にある場合、ⅱ 市場が未発達な場合、ⅲ 過当競争によって成育が阻

害されている場合）、② もともと中小企業が占めるべき分野（ⅰ 技術的特性のあるもの、

ⅱ 地域性のあるもの）に整理できる。 

 一方、中小企業は共通して、① 個別企業の抱える問題点（ⅰ 資金調達力不足、ⅱ 技術

開発力の弱さ、ⅲ 設備の老朽化、ⅳ 経営管理力の低さ、ⅴ 人材不足、ⅵ 情報不足、ⅶ 収

益力の低さ、ⅷ 賃金や福祉水準の低さ、ⅸ 取引条件面での不利等からくる経営の不安定

性、ⅹ 一部業種で環境汚染、災害発生など外部性への配慮不足など）や② 構造的問題点
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（ⅰ 下請ないし系列取引等に見られる買い手・売り手独占や不公正競争の存在、ⅱ 小規

模企業の乱立による過当競争の発生、ⅲ 不況期における倒産が社会的不安を醸成し、景気

後退を加速、ⅳ 中小企業の保有する資源が必ずしも 大限効率的に活用されていない、ⅴ 

中小企業相互間の有機的連携不足のため産業インフラとしての役割が不十分、ⅵ 「少産多

死」現象により有効競争力としての役割が十分発揮できないこと、ⅶ 産地の衰退など地域

経済に対する貢献の弱体化など）を抱えており、その克服が、即、これから取り組むべき

多様な課題への対応そのものということになる。 

（第１章） 

機械産業における中小企業は、事業所数で機械産業全体の 97.6％、従業員数で 55.6％、

付加価値額で 38.4％となっている。これに機械産業と関連の深い鉄鋼・非鉄金属・金属製

品を加えると、事業所数で 98.2％、従業員数で 61.5％、付加価値額で 44.1％に達する。こ

れを業種ごとに詳しく見ると、一般機械器具製造業では事業所数で 98.9％、従業員数で

72.1％、付加価値額で 63.2％、電気機械器具製造業では事業所数で 97.6％、従業員数で

62.0％、付加価値額で 44.3％、情報通信機械器具製造業では事業所数で 94.1％、従業員数

で 44.2％、付加価値額で 27.2％、電子部品・デバイス製造業では事業所数で 94.0％、従業

員数で 45.4％、付加価値額で 24.8％、輸送用機械器具製造業では事業所数で 96.4％、従業

員数で 40.2％、付加価値額で 23.4％、精密機械器具製造業では事業所数で 98.3％、従業員

数で 69.2％、付加価値額で 55.4％、鉄鋼業では事業所数で 98.0％、従業員数で 61.2％、付

加価値額で 40.1％、非鉄金属製造業では事業所数で 97.6％、従業員数で 67.7％、付加価値

額で 58.0％、金属製品製造業では事業所数で 99.7％、従業員数で 90.4％、付加価値額で

85.6％と、鉄鋼業以外ではかなりのウェイトを占めており、特に一般機械器具製造業および

金属製品製造業では全製造業における中小企業のウェイト（事業所数で 98.8％、従業員数

で 72.1％、付加価値額で 56.6％）をも全項目で上回っている。 

 元より機械関連産業には、巨大な装置を必要としたり多額の運転資金を要するために大

企業に有利な分野が多い。にもかかわらず、このように同産業において中小企業が高い役

割を果たしている理由は、同産業に内在する特質（ⅰ 組立産業性、ⅱ 設備の汎用性、ⅲ 需

要変動の激しさ、ⅳ 技術集約性、ⅴ 作業環境の多様性、ⅵ 量産化に伴う単価の下落など）

にあるものと思われる。実際、中小企業が現に活躍してきたのは、主としてⅰ 多品種少量

生産分野、ⅱ 小資本・低技術分野、ⅲ 需要変動の大きな分野、ⅳ 限定的な地域市場を対

象とする分野、ⅴ 陳腐化した分野などだった。 

そこで、部門別に中小企業の実態を見ると、まず素材部門の中核を占める鉄鋼および非
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鉄金属製造業では、付加価値額における中小企業のシェアは概して大したことはないが、

広く機械産業一般に需要の存在する磨棒鋼やアルミ再生地金のように、比較的小規模な企

業が高いウェイトを占めているものも散見される。次いで、部品加工部門は、機械関連産

業の中で も中小企業が幅広く活躍している領域であるが、特に金属製品製造業は比較的

小規模な企業の占めるシェアが高くなっており、機械部品の多品種少量生産性に起因する

ものと考えられる。ただし、新規参入が容易で過当競争を引き起こしやすく、かつ、下請

企業となっているものが多く取引面で不利な立場に置かれている。同様に、部品生産部門

は、部品加工部門に次いで中小企業のウェイトが高い領域である。ただし、加工工程と比

べて独自の技術・製品を持つ企業も多く、独立部品メーカーあるいは自社製品を有する完

成品メーカーへと成長するものもある。一方、完成品部門は、製品開発力・販売力・資金

調達力などすべての点にわたって大企業が有利な業種が多く、一般には中小企業のシェア

はさほど大きくないが、一般機械や精密機械のような投資財のウェイトが高い業種では比

較的規模の小さな企業が活躍している。 

ところで、日本経済の強み、あるいは、それを代表する機械関連産業の競争力の源泉と

して、下請部品生産構造がある。事実、日本型発展を模索してきた後発国の多くは、この

点に着目して何とか自国内にも下請部品生産構造を移植しようとしてきた。 

そこで、下請部品生産構造の現状、存在意義および問題点について概観すると、近年、

企業間の系列ないし親子関係が薄まってきてはいるが、製造業に属する企業の大半は、未

だに何らかの形で上場企業を頂点とする重層構造の下に組み込まれている。また、その形

態には、ⅰ 工作機械やミシンのような組立メーカーの下に第一次下請－第二次下請－第三

次下請と段階的に幾重にもぶら下がったピラミッド型、ⅱ オーディオ機器のように幅広く

独立部品メーカーが存在し、組立メーカーがそれを市場で購入する水平分業型、ⅲ 自動車

やカラーテレビのようなⅰ、ⅱ両者の折衷型、ⅳ 近年増大している上下関係が希薄で、相

互に受発注を行なっているスクランブル型、ⅴ さらに親子・系列関係が希薄となり、複数

の発注企業と複数の受注企業との間で多面的な取引が行なわれているネット（メッシュ）

型など様々な類型が見られる。なお、その社会的に見たメリットとしては、ａ 資本の原始

蓄積が不十分な時代に広く散在する小資本を活用、ｂ 雇用機会の創出、ｃ 景気変動の吸

収、ｄ 社会的インフラとして新規参入企業への部品・技術の供給などが挙げられるが、反

面、ａ 地位が不安定なこと、ｂ 親企業による買い叩き、低工賃、ｃ 支払い遅延、ｄ 不

況期における受注の激減ないし消滅、ｅ 設備の老朽化、専用設備不足、ｆ 工程間のアン

バランス、ｇ 作業環境の劣悪、労災の多発、ｈ 低賃金、ｉ 自前の経営管理能力の欠如な

ど多数の問題点も抱えている。 
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（第２章） 

機械関連産業における中小企業の今後の展望を見定めるためには、それが今日のように

国家経済において重要な地位を占めるに至った史的過程を振り返ることが肝要である。 

高度成長期と言われた 1955 年から 1975 年までの間に、日本の国内総生産は 4.5 倍と急

速な伸びを示し、その中でも特に製造業は 8.7 倍と主導的な役割を演じたが、とりわけ機械

工業は 32.5 倍、関連産業は 13.7 倍という驚異的な伸びを示した。また、機械工業は、その

揺籃期とも言える 1955 年から 1960 年までの５年間に、3.8 倍という他に例を見ない急激

な成長を見せた（同時期の国内総生産は 1.5 倍、製造業は 1.8 倍、関連産業は 2.0 倍）。こ

の時期、日本経済ないし機械工業の急速な発展の中で自らも成長機会に恵まれた機械関連

産業の中小企業は、経営指標で見ても大幅に改善し社会問題視されていた大企業との格差

もかなり縮小した。ただし、さしたる技術も不要で参入障壁も低い中小企業分野では、「過

当競争」も常態化し、倒産などの社会摩擦を発生させる一方、新規参入による活力も生み

出し、一部では大企業をも凌ぐ技術等を保有する中小企業群を作り出した。 

成熟期に入った 1980 年代を境に明確な伸び率の低下が認められ、80 年代における国内

総生産の伸びは 1.4 倍強、製造業全体の伸びは 1.6 倍、機械工業の伸びは 2.2 倍にとどまっ

た。とりわけ機械工業に並ぶ急激な伸びを示していた鉄鋼業・非鉄金属製造業および金属

製品製造業という関連産業は、1.2 倍と国内総生産の伸びをも下回る低い伸び率を示した。

これは、いわゆる「軽薄短小」化の中で、「重厚長大」の素材部門を中心とする関連産業が

失速したことを意味しよう。個別産業としては、情報化ないしＩＣ化に伴う高付加価値型

加工組立産品や国民の所得増を反映した家電新製品の伸びが特に著しく、1970 年から 90

年にかけての年平均伸び率は、前者に属する産業用ロボットで 30.0％、コンピュータで

16.8％、後者に属するＶＴＲで 30.9％、エアコンで 15.3％に達した。その点、自動車や工

作機械は、絶対額こそ大きかったが、それぞれ 4.9％、7.0％の伸び率にすぎなかった。付

加価値額ベースでは、1980 年から 90 年までに機械関連産業は、36 兆円から 65 兆円へと

1.80 倍の伸びを示しており、全製造業平均の伸び 1.67 倍をかなり上回った。この時期、機

械関連中小企業の付加価値額も、16 兆円から 28 兆円へと機械関連産業全体と同じ 1.80 倍

の伸びを示しており、全製造業平均の伸び 1.64 倍を大きく上回った。この間、機械組立産

業が比較的堅調だったのに対して、素材部門である関連産業が低迷していた様子が窺える

が、その中にあって素材部門の中小企業は相対的に健闘しており大幅にシェアを拡大した。 

1990 年代の国内総生産は、バブル崩壊後も 97 年までは緩やかながら増大を続け 91 年の

479 兆円（実質：1995 年価格）から 97 年には 8.5％増の 520 兆円（同）となった。これに

対して、製造業は 91 年の 118 兆円（同）から 94 年には 2.3％減の 110 兆円（同）、機械工
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業は 91 年の 44 兆円（同）から 94 年には 1.7％減の 38 兆円（同）まで落ち込み、製造業、

機械工業が共に、バブル崩壊前の水準に回復したのは 96 年のことだった。その後、日本経

済は再度後退基調に入り、バブル崩壊後も減少することのなかった国内総生産も 98 年には

前年比 0.9％減の 516 兆円（同）まで落ち込み、2000 年になって 531 兆円（同）と成長路

線に回帰した。また、製造業も 97 年の 124 兆円（同）から 98 年には 6％減の 116 兆円（同）

とバブル崩壊直後の 92 年の水準まで後退し、やはり 2000 年になって 127 兆円（同）へと

増大した。これに対して、機械工業は 97 年の 50 兆円（同）から 98 年の 4.4％減の 48 兆

円（同）と減少したものの、99 年には 51 兆円（同）と逸早く回復基調となり、2000 年に

は前年比 12.8％増の 58 兆円（同）と驚異的な増大を見せた。ここから、国内総生産や製造

業で見るかぎりは、バブル崩壊直後よりも 90 年代末の方が大きかった低迷も、機械工業で

はバブル崩壊の影響の方がはるかに大きかったことが読み取れる。なお、関連産業は、91

年の 15.5 兆円（同）から 94 年には 7.1％減の 14.3 兆円（同）へと落ち込んだ後、97 年に

いったんは 15.7 兆円（同）まで回復したものの、99 年には 5.9％減の 13.2 兆円（同）と

94 年水準をも大きく割り込み、2000 年になっても 14 兆円（同）までしか回復せず、2001

年以降は再び後退傾向に陥っていることから、循環的問題というよりは構造的な要因が濃

いと思われる。その間、機械関連産業の中小企業のシェアは、どの分野においても、景

気後退期には増大し回復期には低下していることが認められる。特に、関連産業では、

97 年以降に中小企業が大きくシェアを伸ばしたことが分かる。 

 「失われた 10 年」の後、日本経済は 2000 年以降急速に回復基調となり、国内総生産は

2000 年から 05 年の間に 501.2 兆円（実質：2000 年連鎖価格）から 532.5 兆円（同）と 6.2％

増、製造業は 111.3 兆円（同）から 118.6 兆円（同）とほぼ同水準の 6.6％増となった。た

だし、国内総生産が一貫して増大を示す中で、製造業は 01 年 105.2 兆円（同）、02 年 103.2

兆円（同）といったん減少した後反転したものであり、2000 年以降直ちに回復に向かった

というわけではない。機械工業も、付加価値額ベースで見ると、2000 年の 44.1 兆円から

01 年には 40.7 兆円といったんは落ち込みを見せたものの、その後驚異的な回復を見せ 05

年には 60.7 兆円と 2000 年対比で 37.6％増と躍進を遂げた。対して、関連産業は、2000 年

の 13.4 兆円から 04 年には 10.9 兆円まで一貫して減少を続け、05 年になってようやく 11.6

兆円と反転を見せたものの、2000 年対比では 19.4％減と低迷した。この間、2000 年以降

04 年までの中小企業のシェアは、全製造業では 56，57％台で推移した後に 04 年になって

51.7％へと大きく低下したのに対して、関連産業では 64～66％台、機械工業でも 2001 年

にいったん 40％ラインを超えた以外は 37，38％台と比較的安定して推移した。 

ここで、機械関連産業における中小企業にとって枢要な地位を占める下請部品生産構造
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についても史的過程を概観しておくと、元々は問屋制家内工業、すなわち問屋の下で家内

労働者が工賃を受けて働いていたものが⇒やがて大製造企業の下に零細企業がぶら下がる

形に変化し⇒それらの企業群の成長の結果、元の下請企業が第一次下請となり、さらにそ

の下に第二次・第三次以下の下請企業群がぶら下がるという今も一部で見られるピラミッ

ド構造が形成された。⇒次いで、組立企業が親企業であるケースの多い機械工業などでは、

親の組立企業の下にぶら下がった加工企業の中から機能部品を請け負うところが発生し、

⇒それらが独立部品企業へと成長した結果、一部に水平的分業も見かけられるようになっ

た。⇒分業形態の国際化と機能部品における技術力重視が進むと、それまでの相対的に規

模の大きな企業から相対的に規模の小さな企業への発注という流れに変化が生じ、発注の

流れの一部が逆流するようになり、⇒さらに、ＯＥＭやネット取引の増大によって、一部

業種では、これまでの系列内ないし特定・長期固定的取引の色彩が薄くなり、昨今では取

引形態そのものが錯綜したネット（メッシュ）型へと進化している。こうした史的弁証法

的結果として成立した日本の下請部品生産構造は、人為的に短期日で移植することは不可

能であり、日本型発展を模索してきた後発国の多くもその移植に失敗している。換言すれ

ば、日本経済さらには機械関連産業にとっては、この下請部品生産構造を状況に応じて改

良しつつ、いかに活用していくかが、グローバル化の下で今後生き残る重要な鍵だとも言

えよう。 

（第３章） 

現時の環境変化は多面的であり、それら同士の相互作用まで考慮すると、それらを個別

に検討しただけでは十分な対応策を考出することはできない。したがって、予め中小機械

関連産業が直面している環境変化を網羅してみると、① 日本経済の成熟化、② 少子高齢

化、③ 市場経済主義の台頭、④ ＩＴ化、⑤ ネット化、⑥ 後発国の台頭、⑦ グローバリ

ゼーション、⑧ ローカリゼーション、⑨ 地球環境問題、⑩ 知財化、⑪ 多価値化、⑫ 社

会的責任論などとなる。ここでは、そのうちの主要なものを個別に検討している。 

第一に日本経済の成熟化は、経験則によれば近代化した国はいずれは成長が鈍化／停滞

する。すなわち、成熟期に入った日本経済にとってゼロ成長は史的必然であるから、自今

為すべきことはゼロ成長社会へ向けてのソフト・ランディングであり、先進国追随期に日

本に発生した無数の歪みを是正することである。機械関連産業の中小企業においても、こ

うした厳しい現実を正確に認識し、過去の成長経済の下で採ってきた経営方針とは決別し、

これからのゼロ成長経済に合った経営方針を採用すべきである。ただし、総体として成長

機会が消滅するということと、個々の企業の成長機会の喪失とは別物である。例えば、こ
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れまで大企業が占めてきた分野が生産縮小過程で中小企業分野に回ってくるなど機会増大

となりうる場合もある。また、出生率の低下による少子高齢化および労働力人口の減少の

下、今後の日本経済にとって労働生産性向上が不可欠となるが、すでに多くの企業・産業

は技術的限界に挑みつつ努力を続けてきており、そのいっそうの引上げには困難が付きま

とう。しかし、労働生産性の絶対値を見ると、産業・業種間格差は極めて大きく全部門平

均を 100 とした場合の標準偏差は 358.5 となっており、労働生産性向上のためには、個々

の企業内での改善努力よりも、低生産性部門から高生産性部門への産業構造転換が必要か

つ十分条件となる。それは、労働集約的部門の大半に対して苦渋の決断を求めることを意

味する。他方、多価値は多種多様な新規需要ないし個需を発生させ、小回りの利く中小企

業に対して多くの起業機会をもたらすものとして、むしろ前向きに捉えることもできる。 

第二にグローバリゼーションは、途上国や後発国の台頭の中で、全世界的な市場経済主

義の流れがモノ→カネ→ヒトへと進み、域内自由協定締結が活発化するなど、全面的様相

に突入した。中小機械関連企業も、当然、こうしたの影響を受けることになる。例えば、

1999 年以降、「取引先の海外移転等」を中小製造業の 34.0％が、「海外製品との競合による

販売量の減少」を 51.6％が経験している。とはいえ、一言で「グローバリゼーションの影

響」と言っても、必ずしもそうした受動的な側面だけではなく、積極的な海外展開や海外

企業との補完関係の構築など能動的な側面も見受けられ、その多様な実態それぞれについ

て正確に認識することが先決である。また、 近における機械工業の設備投資の動向を見

ると、輸送用機械器具ではアジア向け対外投資が急進しているものの、電気・情報通信機

械器具や一般・精密機械器具では国内向け投資がアジア向け投資よりも高い伸びを示し、

ひところのアジア向け投資熱が見直され国内への回帰が始まっているように見受けられる。 

第三に IT 化は、その意味が、かつての情報処理のコンピュータ化というハード面から、

よりソフト面さらにはネットワークへと進化している。特に、現代の IT 化を代表するユビ

キタスは、一方でほとんど総ての電気器具が IC 組込み型となり、他方で携帯電話に代表さ

れる移動通信手段あるいはネット化によって、はじめて現実のものとなつた。にもかかわ

らず、中小企業の IT 化の実施状況は、自社ホームページでは 59.6％、モバイル機器では

16.8％、社内ネットワークでは 59.6％となっており、いずれも 2000 年の数値（それぞれ

31.1％、8.7％、53.9％）を上回っているものの、若者の多くが知りたいことを携帯で検索

し、互いに意思疎通を図るようになった現在、単に顧客サービス面ではなく人材確保さら

には社内における意思疎通の円滑化の面からも低すぎると言わざるをえない。また、中小

企業における電子商取引の実施状況は、「既に実施済み」が企業向け販売で 14.1％、同購買

で 8.4％、消費者向け販売で 7.9％とあまり進んでおらず、その理由としては、投資効果の



 9

不透明性、人材不足、セキュリティ面での不安、投資費用負担などが挙げられる。ただし、

機械関連においては電子商取引が比較的に進んでおり、輸送用機械では企業間販売で

26.4％、企業間購買で 15.5％が実施済み、電気機械では企業間販売で 33.6％、電子部品・

デバイスでは企業間販売で 27.7％、鉄鋼では企業間販売で 27.4％、非鉄金属では企業間販

売で 24.6％が実施済みであり、これら業種が下請構造をとるため親企業等からの要請が強

いためと推定される。 

第四に地球環境・資源制約問題は、社会の成熟に伴う人々の価値観の多様化と相俟って、

今や与件化しており、社会的責任論としての環境経営や省エネ・CO２削減は、EU 基準な

どをはじめ企業経営者に対して厳しく対応を迫るようになるとともに、逆にこうした問題

に真摯に取り組む企業に対する社会的・市場における評価が高くなった。ただし、地球環

境・資源制約問題は、単に温暖化とか原油だけではなく、前者は広域的な廃棄物問題や環

境ホルモン問題、後者はレアメタルからバイオ資源の石油代替エネルギー転用による食糧

問題への波及など多方面に及んでいる。また、これらは、そのどの一つ取ってみても中小

機械関連産業界にとって軽視することのできないものばかりである。 

第五に下請生産構造の変化については、日本経済の成熟化に伴う構造変革やグローバリ

ゼーションの進行の中で、大企業にとっての系列の維持や国内生産のメリットが薄れ、そ

れ自身の存在そのものが希薄化し、1981 年には 65.5％に達していた下請企業の比率が、

1998 年には 47.9％まで激減している。また、その変化の具体的内容は、①発注元の下請外

注先に対する要請が、資本関係や系列関係とか事業所の近接性ではなく、品質・コスト・

納期に関するものが圧倒的に多くなっていること、②従来の系列内における位置や経営力

の違いが、一方で従来の系列にこだわらない受注・市場拡大の機会をもたらしているもの

の、好調とはいえない下請企業間でも業績に大きな開きが生じていること、③吸収合併、

外資の参入、階層内上下関係の変化など下請企業同士の再編成が進み、グローバリゼーシ

ョンの下で国際的な視点からの取組みが必要となっている反面、日本の組立てメーカーが

欧米の部品企業との取引など新規取引先の開拓に概して慎重で中長期の継続的協力体制を

重視しているという両面への対応が求められていることの三点に集約できる。 

（第４章） 

多様な分野で多様な活動をしている中小企業には、単に弱点だけではなく、むしろ今日

のような構造変動の時代には、大企業にはない長所もある。したがって、機械関連産業の

中小企業は、現下の環境激変に対して、その長所を 大限発揮することが期待される。 

例えば、 も積極的な対応としては新規分野進出や海外展開が考えられるが、その場合、
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も考慮すべき点は、いつになったら採算に乗るようになるかである。そこで、「黒字化す

る見込み」に関する当初計画と現実とのズレについて見ると、計画がより長期のものほど

見込みと実績の乖離が大きいことが分かる。一方、新分野進出で失敗し撤退した案件では、

投資金額が年商に占めるウェイトが高いほど撤退時期を見誤っているという結果が出てい

る。したがって、いきなり全面展開するのではなく、当初は身の丈に合った投資から始め

るべきである。すなわち、新規分野進出とか海外展開といった企業の存亡に関わるような

行動を起こす前には、十分なフィーズィビリティ・スタディを積み、予め周到な準備をし

てから段階的に実行に移すことが求められる。 

ところで、史的過程あるいは生産性さらには新産業創造戦略における予測からは、基礎

化学製品製造業、機械器具製造業、卸小売業、電信・電話業、社会保険・社会福祉業、物

品賃貸業、ビル管理・警備等のその他の事業所サービス業、不動産業、ソフトウェア、コ

ンテンツ、環境、文化、金融・投資など、これからの日本経済産業構造を担っていく有望

な分野が幾つか浮かんでくる。機械関連産業の中小企業としては、それ自体有望分野に属

する機械関連産業としての一員として、あるいは、他の有望分野への投資財供給者として

需要先の将来性に着目し今後の方向性を見定めることが肝要である。 

いずれにしても、機械関連中小企業が将来に向けた舵取りをするに当たっては、自ら有

する長所を 大限活かすべきであることには変わりがない。そこで、中小企業が有する長

所を整理すると、概ねⅰ 小回りが利くこと、ⅱ 経営資源の特定分野への集中投入、ⅲ 経

営者の決断さえあれば迅速な行動が取れること、ⅳ 現場の考えがトップに容易に伝わるた

め生産ラインの改善や顧客からの要望などについて組織全体で共有できること、ⅴ 家族的

経営による強度の信頼関係を醸成させ、かつ、意思決定・伝達がスムースに行なわれるこ

となどとなる。ただし、これらは、ある意味で諸刃の刃であり、その扱いを誤れば逆に弱

点に転じるおそれが強いことを忘れてはならない。また、事例などから得られた教訓とし

ては、中小企業が将来の有望分野へと進出する場合には、ⅰ既存事業との関連、必要とす

る人材の有無など進出先の選定、ⅱ予見可能なところから段階的計画の策定、ⅲ当面は身

の丈に合った規模での資金投資額の決定、ⅳ 評価システムの整備について十分に意識して

おくべきだということが分かる。 
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