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1 町工場存続の危機―本当に事実なのか?―
訪問前のネガティブなイメージ
「中小企業倒産件数、戦後最大になる見込み」、「町工場の熟練工、路頭に迷う」、「日本
経済を下支えしてきた技術の喪失―連載ʻ中小企業の現状ʼ―」…。電車に乗れば週刊誌
の中吊り広告で、家に帰れば新聞の紙面で、この種の見出しを頻繁に見かける。テレビを
つければ、町工場をテーマにしたドキュメント番組を目にする機会が増え、番組内ではほ
ぼ例外なく現場の悲惨な姿が映し出される。リーマンショック直後のメディアのトレンド
であり、その後掲載数は減ったものの、現在も似たような風潮が続いている。
私が製造業中小企業の訪問調査を本格的に開始したのは、2009 年の秋であった。その
時点における私の専門分野は企業経済分析と経営戦略論であり、中小企業論や産業集積論
は全くの専門外であった｡1 それ以前から中小企業関係の共同研究プロジェクトには参加
していたものの、専門分野との関連からデータを用いた定量分析を担当しており、こと現
場に直接触れる経験に関しては、きわめて乏しいと言わざるをえない状態であった｡2

1

2

今回の調査を行なう以前、私は利益率に関する現象を経営戦略論と企業経済分析の交差領域とし
て研究していた。なお、その研究成果としては、例えば、岸本 (2006, 2007, 2008, 2009)、高橋・
岸本 (2006) などが挙げられる。
具体的には、独立行政法人中小企業基盤整備機構経営支援情報センターにおける平成 20 年度ナ
レッジリサーチ事業のひとつである「規模縮小過程における分業システムの変容に関する調査研
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訪問前、インタビューでの質問項目をあれこれ考える。無知ゆえにマスコミの情報が主
な頼りとなる。「国内の中小企業のダメージの深さはどれほどのものなのか。」「それはど
ういう質問をすれば浮き彫りになりそうか。」
「肝となる悩みや苦しみは、具体的にはどう
いった点に存在しそうか。」…。頭の中では中小企業のネガティブな姿が投影され、浮か
んできた質問は負のニュアンスが含まれたものばかりであった。
先入観と 180°異なる現場との遭遇
ところが、実際に訪問して目にした光景は、頭の中でイメージしていたものとは全く異
なるものであった。
一番初めに訪問した企業 (ここでは A 社と呼ぶことにする) は、長野県諏訪地域に所
在する企業であった。諏訪地域は日本を代表する精密機械産業の集積地である。近年はエ
レクトロニクス関連の仕事も積極的に受け入れている｡3 昔からの交通の要所であり、新
宿からは中央本線の特急に乗れば、乗り換えなし。3 時間弱で到着できる。
2009 年 11 月某日、岡谷駅を降り、タクシーで訪問企業の近くまで向かう。タクシーを
降りた後は、地図を頼りに徒歩で向かう。しかし、なかなか辿り着けない。約束の時間が
迫り、たまらず A 社に電話をかけると、数十メートル離れた場所、路地に面した建物の
玄関から社長の声が聞こえる。先ほどから何度もうろうろとその前を往復していた建物
だ。素人が想像する中小企業の社屋とはあまりにも異なる近代的な建物だったため、気が
つかなかったのである。
その社屋は単に外見の豪華さを追求するものではない。むしろ、建物には、経費削減の
ための知恵がふんだんに詰め込まれている。例えば、建物に内蔵された床暖房やロード
ヒーターには、冬の灯油代を削減する効果がある。普通の企業の 12 分の 1 にまでコスト
を削減できるそうだ。加えて、工場内の温度管理へのメリットもあるらしい。諏訪は冬場
の積雪が多い地域であり、また、精密加工では微妙な室温のブレが加工の精度に影響を与
えるので、これらの効果はバカにならない。
建物以外でも積極的な設備投資の結果を垣間みることができた。併設工場は小規模だ

3

究：大田区中小企業群の最近 10 年の変容を事例として」にナレッジ・アソシエイトとして参加
し、マクロデータ分析を担当した。なお、このプロジェクトの成果については、額田・首藤・岸
本 (2009, 2010)、首藤・額田・岸本 (2009) などを参照されたい。
ここでいう諏訪地域とは、岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村が含まれる一帯
を指す。なお、諏訪地域における中小企業群の実態については、額田・岸本・粂野・松嶋
(2010) を参照されたい。
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が、工場内では最新鋭の工作機械や測定機を何台も見ることができた。A 社は、高精度の
切削加工を中心とした試作・開発・研究に特化している。その一方で、量産工程について
は、1980 年代の時点ですでに社外にスピンオフという形で出し、現在ではスピンオフし
た企業群とその他数社に外注している。たしかに、それらの影響もあるが、それだけはな
いだろう。
社長へのインタビューで特に印象に残ったのは、社長のアイデアの豊富さと実行力、そ
して、生き生きとした姿であった。A 社の製品化と撤退のサイクルは相当速い。コア技術
である高精度の切削加工および加工のキーとなる切削油のノウハウと社長のひらめきを組
み合わせて、様々な製品を矢継ぎ早に開発している。例えば、近年の製品化リストには、
蛍光灯関係の独自部品、消防関係の特殊部品、治具等の加工に留まらず、特殊通信機、切
削油などの自社のオリジナル製品が並ぶ。インタビュー時にはちょうど、他の企業の協力
を得ながら食用油遠心分離機の実用化と販路開拓に携わっていた。そして、遠心分離機の
特徴や事業化できた時の食生活への影響等々について、目を輝かせながら私達に語ってく
れた。このような事業化活動を行う時間に、本業である高精度切削加工における業務や設
備投資を一例とした様々な効率化への工夫考案に費やす時間が加わるのだから、暇を持て
余している素振りなどみじんも感じられない。
あらかじめ用意していた質問リストの出番は、全くなかった。事前に描いていたイメー
ジにも強烈な違和感を抱くようになる。帰り際、ひとつの疑問が脳裏にこびりついて離れ
ない。ちまたで声高に叫ばれている「町工場存続の危機」
。本当に事実なのか。

2 訪問企業間で見られた相違点―業務内容と戦略的打ち手―
諏訪地域の訪問企業
その真偽を確かめる旅が、私の中で始まる。A 社を皮切りに現在まで、私は数十社の中
小企業を訪問してきた。走り始めたばかりではあるが、これまでの訪問を振り返ってみ
る。訪問した企業間では、たしかに相違点も見られた。私の中で印象に残ったのは、業務
内容や経営戦略的な打ち手、そして、企業規模における相違点であった。なお、ここでは
ひとまず、戦略を「どこで、どのような業務活動を行ない、どの競争相手を想定して、ど
の顧客に対して、どのような製品・サービスを提供するか、に関する基本方針」と定義し
ておく。
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諏訪地域では、A 社の他にも数社直接訪問した。間接訪問 (＝共同研究者によるインタ
ビューのテープおこしや訪問メモの閲覧) を含めれば、その数は 20 社程度となる｡4 訪問
した企業の多くは、大括りでみれば精密機械産業に属する企業であった。しかし、より細
かく見れば、その事業内容は A 社と異なる。訪問した企業の中には、例えば、精密板金
加工を中核技術とし、その技術を基に半導体装置、医療機、発電装置、燃料電池、交通管
理システム等の小ロット製品のユニット部品および自社製品へと展開している企業があっ
た。あるいは、鍛造を中核とした量産事業を出発点として液晶製造装置等のファクト
リー・オートメーション事業やロボット開発事業へとより広く多角化している企業なども
存在した。また、それらの企業の規模についても、従業員が数十人の企業もあれば、300
人以上の企業もあり、とまちまちであった。
長岡地域の訪問企業
諏訪地域以外の地域でも訪問調査を進めている。新潟県長岡地域はそのひとつである。
長岡は工作機械産業の集積地である。地域における基幹産業が異なるせいか、長岡と諏訪
では、新規需要獲得のパターンで違いが見られた。諏訪では、上述した事例のように、中
核技術は変えないが、それを転用することで製品を変え (その結果、産業も変え)、新規
顧客を獲得する、というパターンが多く見られた。それに対し、長岡では、中核技術も製
品も変えないで、同じ工作機械という製品を様々な産業の顧客に売ることで、新規顧客を
獲得する、というパターンが多い。
後者のパターンで成功するためには、工作機械という製品によって行なわれる○○とい
う加工が、多数の産業において必要不可欠な工程でなければならない。そして、その○○
加工で他社との差別化を生み出すためには、中核技術が必要となる。長岡地域では、工作
機械が生み出す加工サービスおよび中核技術において細かな棲み分けが行なわれていた。
そして、各中小企業は各々のセグメントで高いシェアを確保していた。例えば、ある企業
はウェットブラストという中核技術を利用することによって、研磨加工による表面処理装
置事業で大きなシェア獲得していた。研磨加工を気体 (圧縮エア) と粒子 (研磨剤) と液
体 (水だけでなく用途に応じて様々) で行なうウェットブラストは、多くの競合他社が採
用するドライブラスト (圧縮エアと粒子のみで行なわれる) に比べて原理的に優れてお
り、それゆえに、細かい研磨剤を利用できたり、同時加工が可能になったり等の利点が生
4

A 社を含めた訪問調査に関するより詳しい結果については、額田・岸本・粂野・松嶋 (2010) 第
6 章に記載してあるので、そちらも参照されたい。
140

ものづくり紀行

まれるそうである。
浜松地域の訪問企業
工作機械つながりで言えば、静岡県浜松地域においても、別の打ち手で存続している中
小企業に何社か出会った。そのひとつが、芯なし研削盤に特化している従業員が 50 人に
も満たないメーカーである。この企業は、設計・開発から生産まで一貫して自社で行な
い、主に日系の中小企業に販売しているのだが、驚くべきことに CNC (＝コンピュー
ター数値制御) 装置まで自社開発している。通常、中小工作機械メーカーはこの装置を大
手企業に外注する。CNC 装置は少数の大手企業による寡占業界なので、外注すると、こ
の装置のコストが製品全体のかなりの割合を占めてしまう。裏を返せば、この装置の内製
がこの企業のコスト競争力を支える大きな要因のひとつになっている。
加えて、この企業では、今回の不況へのユニークな対応の話も聞くことができた。リー
マンショック直後の受注が激減した時期をしのぐ策として、自社製品の再生・中古販売を
行なっていたのである。再生販売するための自社製品は、不況に備えて日頃から客先から
下取りしていたそうである。ちなみに再生販売の売上は、この時期の売上の実に 3 割程度
を占めていたそうである。
浜松では、海外展開を生き残りの手段として利用する工作機械企業にも遭遇した。得意
な加工分野およびそのための中核技術を保有する点は、これまで触れてきた企業と同じで
ある。しかし、この企業では、ハイスペックで特注に近い製品を国内で生産するだけでな
く、ロースペックな汎用品にも進出し、それらについては価格で勝負するために中国など
のアジア諸国にて生産している。工作機械産業は、マクロ景気に応じて需要が大きく変動
する産業である。顧客が設備投資を差し控える不況期には、需要は極端に減少する。今回
の不況では、ハイスペックセグメントの主要な顧客である日系企業がこぞって発注量を減
少させた。その一方で、ロースペックセグメントの需要は、急発展する中国を中心に今回
の不況下でも減少はせず、むしろ、堅調に伸びていた。前もって後者のセグメントに進出
していたことによって、全社的な売上の大幅な低下を免れることができたのである。
たしかに、ハイスペックセグメントに特化したままで不況を乗り切る工夫が、ないわけ
ではない。上述した自社製品の再生・中古販売はその一例だろう。だが、規模がある程度
大きくなってしまうと、それらの工夫のみで乗り切ることは困難となる。この企業は従業
員数が 500 人を越えており、中小企業というよりはʻ中の大ʼ企業と呼ぶのが適切な企業
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であった。なお、この企業と同じようなタイプの企業は、長岡地域でも見かけられた。
以上からも類推できるように、浜松地域には数多くの工作機械メーカーが存在する。し
かし、浜松といえば、何といっても輸送用機械産業である。近年、浜松ホトニクスを代表
とする光関係の新産業が伸びつつあり、また、伝統的にヤマハや河合を中心とした楽器産
業も有名ではあるが、やはりホンダ、スズキ、ヤマハ発動機といった日本を代表する二
輪・四輪メーカーの発祥の地である浜松では、依然として主力産業は輸送用機械である。
輸送用機械産業の中小企業においても、生き残りのための打ち手に関して、精密機械産
業や工作機械産業とは異なる傾向が見られた。精密機械産業や工作機械産業では、その具
体的な方法に多少の違いはあれ、新規顧客を獲得することが主流な打ち手となっていた。
それに対して、輸送用機械産業では、新規顧客の獲得が全くないわけではないが、既存顧
客からの発注を堅持する方へより多くの資源やエネルギーを費やす傾向にあるようだ。
後者の打ち手を選択する原因としてよく指摘されるのは、長期的で階層的な取引関係に
基づくサプライヤーシステムの存在である。しかし、そのシステムは、過去においては、
輸送用機械産業だけではなく、電気機械産業や精密機械産業にも存在していた。例えば、
上述した諏訪地域の訪問企業の中には、以前セイコーエプソン等の地元大企業の下請けを
担当していた企業も何社か含まれている。この点を考えると、自動車と精密機械で打ち手
の傾向に違いが見られる、という事実は実に興味深い。
輸送用機械産業の訪問企業についても、いくつか振り返っておこう。浜松では、ある日
系自動車メーカーの 1 次サプライヤーを訪問した。その企業は、顧客を日系セットメー
カー1 社に徹底的に絞り、国内外問わず顧客の工場および研究開発拠点が存在する地域の
大半に、各顧客工場のニーズに対応する自社工場および開発拠点を設置することによっ
て、既存顧客からの発注を堅持していた。顧客である日系セットメーカーは、もちろん、
世界各国に生産拠点をもち、国内にも複数拠点をもつ。しかし、各国によって、より端的
に言えば、国内と海外によって求める役割を変えており、コアとなる研究開発拠点および
マザー工場は依然として国内に存在する。それゆえに、訪問した 1 次サプライヤーの開発
拠点およびマザー工場も国内に残っている。
豊田およびその周辺地域の訪問企業
これと似た戦略をとる 1 次サプライヤーには、もうひとつの日本の自動車産業のメッカ
である豊田においても、何社か出会った。その中には、顧客企業が高級車組立工場を九州
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に設置した際、後を追う形で近接地域に工場を新設し、現在、ミニ本社工場を目指して、
その工場に生産だけでなく試作・開発・購買機能のすべてを移植しようと試みている企業
もあった。工場の移転・新設先は、何も海外だけではないのである。特に自動車産業にお
いては、九州や東北を中心に国内新工場の建設が比較的活発に行なわれている。つまり、
拠点の地域移転による国内活動の存続、という現象が起きているのである。加えて、工場
の新設・移転は、移転先地域に対して、外注等の新規需要も生み出す。ゆえに、その新規
需要によって移転先地域の中小企業の生き残りが可能となる、といったことも考えられう
る。
豊田周辺では、2 次サプライヤーに位置づけられる企業も訪問した。これまで訪問した
企業の中で、最も深くコミットし、特に印象に残っている企業のひとつである。
1970 年代ならいざ知らず、現代の日系自動車産業の 1 次サプライヤーは、規模で言え
ばもはや大企業といった方が適切な存在である。それに対して 2 次サプライヤーは、一般
的に想定される中小企業にマッチする規模であることが多い。今回訪問した企業も従業員
数が約 50 名であった。
この企業のケースを基に類推する限り、1 次サプライヤーと 2 次サプライヤーの間にも
戦略的な打ち手の傾向に違いが見られそうである。既存顧客からの発注堅持を試みる点は
同じである。しかし、その堅持のための打ち手が異なる。2 次サプライヤーでは、1 次サ
プライヤーのように顧客の進出拠点の大半に自社拠点を新設するのではなく、拠点を増や
さずに開発・試作工程における差別化能力の維持に集中することによって、既存顧客から
の発注堅持が試みられていることが多い。
上述したように、多くの日系の自動車メーカーおよび 1 次サプライヤーの開発・試作拠
点は依然として国内に存在する。それゆえに、国内の 2 次サプライヤーは開発・試作の仕
事を要求される水準で提供できれば、それに付随する形で売上の大きな割合を占める量産
の仕事も獲得することができる。(逆もまたしかりで、開発・試作における差別化能力が
なければ、うまみのある量産の仕事は回ってきにくくなる｡) 加えて、2 次サプライヤー
の規模だと、成長ではなく現状維持が目的であれば、今のところ、それらの仕事だけで十
分に目的を満たす売上をあげることができる。
その一方で、2 次サプライヤーの場合、拠点の増大とりわけ海外展開を行なうと、人的
資源、特に設計・試作・量産・営業をまたがってマネージすることができる人材の制約ゆ
えに、開発・試作における差別化能力が失われてしまう場合が多いらしい。
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週に一回程度の頻度で、経営者の携帯のメールに、顧客からある試作品の設計図の画像
が届く。設計図とは言えないようなラフな図の場合もある。その設計図を元に 24 時間以
内に注文を受けるかどうかを返答する。この企業では、このようなやり取りで開発・試作
の仕事の一部を受けている。
注文を受けるか否かは、単につくれるか否かだけではなく、量産の仕事を含めた他の仕
事の進捗状況を含めてコストに見合った形でつくれるかどうか、納期に間に合うかどうか
等を考慮に入れて、総合的に判断しなければならない。納期に間に合わなければ顧客に迷
惑がかかるし、コストがかかれば企業としては採算が取れないからである。それゆえに、
この判断を何度も誤ると、開発・試作の仕事が回ってこなくなる (ひいてはうまみのある
量産の仕事も回されなくなる) 可能性は高い。
この判断を適切に行なうためのカギのひとつが、判断者が設計・試作・量産・営業のす
べての工程に深く携わっている、という点にある。「この部分をこのように設計した場
合、自社の量産ラインの特徴からして、ラインにおける作業の順番を××のように変更す
れば、納期を○○時間ほど短縮できそうだ」、
「自社の量産ラインの作業員や機械が得意な
のは△△のような作業だったな。それを考えると、この部分は●●より□□というように
設計しておけば、コストは減りそうだ」、
「今回の依頼は、どうも我が社では無理だ。それ
を納得してもらうために、顧客の担当者へのメールの返答に、生産の部分で◇◇が理由で
コストが見合わない、という話を少しだけ盛り込んでおこう」。実際の現場ではもっと高
度で複雑な思索が行なわれているのだが、かいつまんで言えば、このような各業務をまた
ぐタイプの思考を行えることが、適切な判断を可能にしている。そして、この種の思索を
張り巡らすことができるようになるためには、判断者がすべての業務にある程度ディープ
にコミットしている必要が出てくる｡5

5

設計・開発・試作・量産・営業等のインタラクションが細かい試作・開発を連続的に行なうため
のカギとなっている点は、セットメーカーおよび 1 次メーカーでも同じである。ただし、2 次サ
プライヤーとセットメーカーおよび 1 次メーカーでは、そのインタラクションの生み出し方にお
いて、やや違いが見られるようである。相互作用を生み出しやすくする工夫は、次の二つに分け
ることができる。ひとつは、一人もしくは少数の人間が複数の工程にコミットする、という分業
の在り方自体の工夫である。もうひとつは、これらの工程を複数の人間による分業で行う体制を
採用するが、その欠点を補うために各工程・各人のインタラクションが起き易くなるような制度
を形成する、という組織的・制度的工夫である。なお、ここでいう制度には、非公式的なものも
含まれる。相違点は、2 次サプライヤーは前者のタイプの工夫に、セットメーカーおよび 1 次サ
プライヤーは後者のタイプの工夫に依存する度合いが高い、という点にある。そして、その大き
な原因は、おそらく企業の規模にあると思われる。なお、セットメーカーのインタラクションに
ついては、松島 (2009) が詳しく議論を行なっているので、そちらを参照してもらいたい。
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だが、そのようなすべての工程に深く携わっている人材は、この規模の企業では少な
い。また、そのような人材は、経営にも深く携わっていることが常である。例えば、この
企業では、このような人材に該当するのは、経営者と経営者の弟の二人のみであった。
仮に海外に生産拠点を新たに設けた場合、海外拠点には経営陣の誰かを派遣しなければ
ならない。しかし、派遣される人材は、この企業で言えば経営者かもしくはその弟しかい
ない。それゆえに、海外拠点新設は必然的に国内の開発・試作能力への大きなダメージを
もたらすことになる。派遣された人材は、当然のことながら、現地のマネジメントの仕事
に負われることになり、その結果、彼は (国内の) 設計・試作・量産・営業活動すべてに
日常的に深く携わることができなくなるからである。
以上のような開発・試作工程における差別化能力維持にまつわる様々な話を、この企業
では伺った。
その他の地域の中小企業に関する噂話
浜松へは東京より東海道新幹線で 2 時間弱。長岡までの所要時間も上越新幹線で同程
度。諏訪への所要時間は先ほど述べた通り。豊田へは名古屋からやや時間がかかるもの
の、私のこれまでの訪問地は、結果的には、東京圏からの距離が似たような地方産業集積
が中心であった。その円より外と内に存在する地域への訪問はこれからの課題であるが、
話を聞く限りユニークなパターンで元気に生き残っている企業がまだまだありそうであ
る。ほんの少しだけ例を挙げておくと、例えば、山形には、法的な意味での企業存続は
1980 年代に大手エレクトロニクスメーカーの傘下に入ることで途絶えたが、開発能力を
自主的に身につけ自主事業を生み出し続けることによって、量産機能の海外移転に端を発
した本社からの度重なる撤退圧力をはねのけ、今でもグループ内で存在感を保ちつづけて
いる製作所があるらしい。あるいは、東京都大田区でも、自ら (新規) 顧客を集積外部か
ら獲得しなければならない状況への変化に対応して、「マーケティング・営業能力や特殊
技術を持つ一部の中規模企業が、これまで外注していた周辺工程を垂直統合することに
よって、生き残りを実現する」というパターンが地域全体のトレンドとなっているそうで
ある｡6

6

7

7

この点の詳しい内容については、額田・首藤・岸本 (2009, 2010)、首藤・額田・岸本 (2009) を
参照のこと。
実際には、本論で例示した以外の中小企業にも何社か訪問している。例えば、埼玉県においても、
本論に掲載した企業と似たようなパターンで長期存続している中小企業に何社か出会った。
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3 存在する共通点―逆境へ立ち向かう意志、様々な創意工夫、長期存続―
ʻ逆境へ立ち向かう意志ʼの強さ
ここまでは、主に相違点に着目して、訪問した企業を振り返ってきた。しかし、現場で
観察されたのは、相違点だけではない。むしろ、より強く印象に残ったのは、共通点の方
である。私が強く感じた共通点は、三つあった。
共通点その 1 はʻ逆境へ立ち向かう意志ʼである。
不況、円高といったものは、企業にとってはどうにもならない外部環境である。しか
し、悲しいことに企業の業績の大部分は、企業側の努力ではなく、むしろ、こういったマ
クロ外部環境に、少なくとも短期的には大きく左右されてしまう｡8 特に、中小企業では
その関係はより厳しいものとなる。マクロ外部環境を天候、企業を家に例えて話せば、大
不況下の中小企業は、暴風に丸裸でさらされた小屋のようなものである。ちょっと気を抜
いただけで、吹き飛ばされてしまう。
そのような現実に直面すれば、「諦めて店をたたむ」という結論に辿り着いたとして
も、全く不思議ではない。むしろ、我々が持つ固定観念からすれば、その方がしっくりと
くる。ところが、私が訪問した企業の経営者の多くは、そうではなかった。家業を守る、
従業員を食べさせていく、反骨精神…。根底にある動機にはいくらかバラエティーがみら
れたが、その背後で共通してみられたのは、直面する逆境を真っ向から受け止め、立ち向
かう意志。さらに言えば、逆境をバネとして利用しようとする力強い意志であった。
ʻ生き残るための様々な創意工夫ʼの存在
その意志は、単なる口先だけの代物ではない。具体的な行動に結びついており、その結
果の一部が現場において垣間見える。共通点その 2 はʻ生き残るための創意工夫ʼである｡
リーマンショック後の国内中小企業では、たしかに、戦後の高度経済成長期やバブル期
あるいは今の中国で見られるような、受注のひっきりなしな舞い込み、納期に間に合わせ
るための目が回るような慌ただしさ、といった類いの活気が感じられることは極端に少な
かった。しかし、その代わりに目の中に飛び込んできたのは、経営者から現場の従業員ま

8

この点については、岸本 (2007, 2008, 2009) で定量的な分析を行なっているので、そちらを参照
されたい。
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でそれぞれの立場から、生き残るための術をあの手この手と考え、それを試したり実行し
たりするためにあくせく働いている姿であった。
前節で長々と述べてきた経営戦略的な打ち手は、まさにその一例である。「中核技術を
利用して新しい顧客を探す」、
「そうではなく中核技術によって既存顧客の堅持を試みる」
、
「既存顧客を堅持するにしてもその手段として海外展開を利用する」…。たしかに、具体
的な戦略的な打ち手の内容には、違いがある。しかし、どれもʻ生き残るための創意工
夫ʼのひとつであることには変わりない。環境の悪化に対して何もせずに手をこまねいて
いるのではなく、新しい環境に適応するための基本方針をしっかりと考えているのであ
る。そして、その試行錯誤の結果として生まれてきたのが、戦略的な打ち手なのである。
オペレーションでは、ʻ生き残るための創意工夫ʼがさらにはっきりと顕れる。戦略が
「どこで、どのような業務活動を行ない、どの競争相手を想定して、どの顧客に対して、
どのような製品・サービスを提供するか、に関する基本方針」であるのに対し、オペレー
ションとは「戦略を遂行するための日々の業務活動・ルーチン」のことを指す。さしあた
りここではそのように定義しておこう。
訪問した中小企業においては、オペレーション効率改善面での創意工夫も多々見られ
た。最初の訪問企業 A 社において設備投資による効率改善が色々と観察された点につい
ては、先に述べた通りである。そのようなタイプの改善は、他の企業でも行なわれてい
た。例えば、A 社訪問以降も、試作・開発のために最新鋭の工作機械や測定機を入れてい
る企業には、数多く出会った。あるいは、お買い得な中古の機械を購入して効率性を高め
る、といったパターンも見られた。また、設備による改善だけでなく、仕事のやり方や配
置の変更等の人による生産性の改善も、多くの企業で様々な形で行なわれていた。紙幅の
関係上、最も心に残った例をひとつだけ紹介しておく。
前節でも登場した豊田周辺にある 2 次サプライヤーの企業で見られた工夫である。この
企業は、プレスによって自動車の部品の一部分を生産している企業だが、試作・開発能力
を保有・蓄積するために、金型の設計と製作も自社で行なっている。
プレスとは、金属の型で材料をプッシュすることによって、材料を製品に仕上げていく
加工方法である。この企業の量産工程はプレスによって行われている。そして、そのプレ
ス工程は、複数のプレス機をつなげる形で成り立っている。例えば、プレス機 A がプレ
スによる形状変化作業 1 と 2 を担当し、プレス機 B が形状変化作業 3、4、5 を担当す
る。A と B の間には半製品を A から B へと移動する作業や、移動した半製品を機械へ

147

岸本

太一

セッティングする作業がある。その作業については、一部は自動化されているが、大半は
人が担当する。その機械→人→機械→…のプロセスを経て、徐々に完成品 (＝部品の一部
分) の形状になっていく。なお、ここの工場には新旧大小のプレス機が何十台と存在し、
ラインも複数ある。
この企業では、そのようなプロセスを、つまり、各機械に担当させる形状変化作業と各
人に担当させるつなぎの作業およびそれらのつなぎ方を、日常的に変更していた。私はこ
の企業に 2 度ほど訪問させてもらったが、もちろん、1 回目と 2 回目とでは、同じプレス
機が担当する作業も、プレス機とプレス機をつなぐ作業も変わっていた。
すでに述べたように、日系自動車メーカーの試作・開発ペースはきわめて速い。それは
「部品面の試作・開発の一翼を担う 2 次サプライヤーにおいては、生産する部品が頻繁に
変わる」ということを意味する。同じ部品の同じ部分でも、似て非なる形状のものを作成
しなければならないからである。プレス工程におけるプロセスの日常的な変更は、機械お
よび人と作業のマッチングを高めることを通じて、同じものを生産する場合の生産性を高
めるだけではない。そのような連続的な試作・開発を納期とコストに見合う形で実現する
ための工夫、にもなっているのである。
おそらく、諏訪の A 社とその他の訪問企業の間には、戦略的な打ち手の面だけでな
く、オペレーション効率改善面にも違いがあるに違いない。そして、後者に着目しなかっ
た原因は、観察者である私の関心や知識による部分が大きいのだろう。だが、仮にそのよ
うな違いはあったとしても、「どれもʻ生き残りのための創意工夫ʼであり、そのような
創意工夫が活発に行なわれている」という結論は、オペレーション効率の観点から見た場
合においても変わらない。
ʻボランチ型ʼの意志、ʻいぶし銀的ʼな創意工夫
ʻ逆境に立ち向かう意志ʼとʻ生き残りのための創意工夫ʼ
。1 社目の訪問後「町工場存
続の危機」というフレーズに違和感を覚えた根拠は、突き詰めてみれば、この二点にあっ
た。その違和感は、企業訪問を重ねれば重ねるほど、さらに強まっている。私にとって実
質初めての中小企業訪問であった A 社訪問は、非常に衝撃的であり印象に残る経験で
あった。しかし、それが今印象に残っているのは、単に初めての経験だったからではな
い。また、ʻレアなʼ成功ケースだったからでもない。共通点が浮き彫りに出ているとい
う意味でʻ象徴的なʼ事例だったからなのである。

148

ものづくり紀行

だが、そこで、ふと次のことを思い出す。「うちなんてたいしたことありませんよ。
細々と生きているだけです」、
「うちの企業には、そんな戦略や改善といった大層なものは
ありませんよ」…。今回の一連の中小企業経営者へのインタビューで、何度も耳にしたコ
メントである。そのコメントから「強い意志と創意工夫が、本当に訪問企業に見られる共
通点なのか」を考え直す。
もし、意志や創意工夫という言葉の定義が形容表現によって行なわれるのならば、国内
製造業中小企業では、それらが見られることはあまりない、という結論に落ち着くのだろ
う。たしかに、国内ものづくり中小企業で多く見られる意志は、いわゆる企業家精神と
いったものとは違う。また、創意工夫についても、大企業の経営改革やベンチャー企業が
急成長する時にみられるようなドラスティックで派手な打ち手は見られないからである。
だが、はたしてそれでよいのだろうか。例えば、サッカーの世界において、花形のフォ
ワードだけが活躍しても勝てないように、経済の世界でも、大きく拡大する企業がいる一
方で、影で逆境を跳ね返して同じ規模で生き残る企業が支えとしていなければ、全体とし
ては成長できない。一方、目的達成のためには、派手な打ち手だけでなく、地味で愚直な
打ち手も不可欠である。また、ʻフォワード型ʼの意志を持ちʻ花形的ʼな創意工夫を生
み出すことの方が、ʻボランチ (＝守備的ミッドフィルダー) 型ʼの意志を持ちʻいぶし
銀的ʼな創意工夫を生み出すことより、圧倒的に難易度が高い、ということもない。どち
らもそれぞれ別の難しさが存在する｡9
訪問企業で頻繁に見られたのは、形容するならば、ʻボランチ型ʼの意志であり、ʻいぶ
し銀的ʼな創意工夫であった。元来、名詞を形容表現で定義することは、おかしなことで
ある。意志と創意工夫をその言葉通りの意味で捉えれば、やはり、その二つは訪問した企
業で見られた共通点であったと言える。

4 ʻ長期存続ʼが持つ意味―度重なる逆境の克服、経験蓄積の大きな影響―
もうひとつの共通点ʻ長期存続ʼ
訪問記録を整理する中で興味を掻き立てられた共通点は、上記の二点以外にもうひとつ

9

ボランチとはサッカーのポジションのひとつであり、別名、守備的ミッドフィルダーである。ボ
ランチは守備の要であると同時に、時には積極的に攻撃に参加する。日本の企業経済においての
中小企業群のポジションは、サッカーでいうボランチを類推させる。
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あった。それは各企業のʻ歴史の長さʼ、つまり、
ʻ長期存続ʼである。
戦前、高度経済成長期、80 年代前半…。訪問した各企業の創業年には、たしかに、ば
らつきが存在した。だが、存続年数で見ると、ほとんどの企業は、創業してから 30 年以
上の企業であった。ちなみに、前節までに具体例として紹介した企業においては、この条
件に該当しない企業が 2 社ほどあった。しかし、それら 2 社も創業 25 年を越える。ちま
たでは、
「企業の寿命は 30 年」という話をよく聞く。その話を踏まえて言えば、私の訪問
リストのほとんどの企業は、ʻ長期存続ʼと呼んでもよいような企業であったと言える。
度重なる逆境とその克服
ʻ長期存続ʼ企業であることは、国内における (中小) 企業の現象を考える上で、二つ
の大きな意味を持ちそうだ。
ひとつは、
「度重なる逆境を克服してきた」という意味である。
国内の中小企業が逆境に直面したのは、何も今回が初めてではない。国内需要と為替
レートという製造業の企業業績を左右する二大マクロ要因だけみても、存続の危機が叫ば
れる逆境は、1970 年以降何度も存在する｡10 国内需要と為替レートの推移の大まかなトレ
ンドは、すでに常識に近いことではあるが、一応、図 1 によって簡単にハイライトしてお
こう。(なお、国内需要と為替レートの歴史的推移および企業の業績と行動への影響につ
いて確認する必要のない方は、この部分を読み飛ばし、★印 (p. 154) の部分へと進んで
頂きたい｡)
実質 GDP 成長率は、国の経済成長率および景気の代理変数としてよく用いられる指標
である。ここでいう内需成長率寄与度とは、その実質 GDP 成長率から成長率への輸出寄
与度を差し引いた値のことを指す。国内需要の成長率のおおまかなトレンドは、この指標
によって見ることができる。
1970 年以降、内需成長率寄与度においては、それ以降過去の水準に戻らないような急
落、つまり、元のレベルに回復をしないようなショックは、今回のリーマンショックを含
めれば 3 回あった。なお、水準の低下をもたらさない短期的な景気の悪化を含めれば、も
ちろん逆境の数はさらに増える。
1 回目のショックは、いわゆる第 1 次オイルショックの時期に起きた。内需成長率寄与
度は、それ以前は平均すれば 7％前後で推移していたが、1972 年度から 1974 年度にかけ
10

企業業績を左右するマクロ環境要因は、もちろん、それ以外にも存在する。石油輸入価格など
がその一例である。
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図1

内需成長率寄与度、対ドル為替レート、輸出寄与度の推移
内需成長率寄与度
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輸出寄与度

-4
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注) 暦年ではなく、年度ベースの値。内需成長率寄与度は実質ベースで、内需成長率寄与度＝GDP 成長
率−輸出寄与度で計算した。対ドル為替レートは、年度平均。年度平均は月次平均レート 12 ヶ月分
を単純平均することで計算した。
出所) 内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算年報」、Federal Reserve Bank of St. Louis ホームページ
より作成

て 8.7％から−2％に急落し、その後は回復するものの 6％を越えることは一度もない。
2 度目のショックは、バブル崩壊期に起きている。第 1 次オイルショック以降内需成長
率寄与度は 2–6％の間で推移していたが、1990 年度 (＝5.5％) から急落し、1993 年度に
は、−0.4％を記録する。そして、その後は 1996 年度 (＝2.2％) にかろうじて 2％を上回
るものの、2％を上回るのはその一回きりである。
そして、3 度目のショックとなるのが、今回のリーマンショックである。内需成長率寄
与度は 2007 年度から 2008 年度にかけて 0.3％から−2.2％へと低下し、2009 年度も−0.9％
とマイナスから回復していない。
ただし、リーマンショックを 3 度目にカウントするのは、早計かもしれない。今後も景
気がプラス成長に戻らないということは常識的には考え難いからである。また、絶対値を
見る限り、今回のショックは 1 度目や 2 度目に比べて、低下幅が小さい。それゆえに、内
需の影響のみを考えリーマンショックを見た場合「戦後最大のショック」と主張してしま
うと、言い過ぎに聞こえる。
一方、為替レートにおける元のレベルに戻らないようなショックは、4 回を数える。
1 度目は、いわゆるニクソンショック期である。変動為替相場制への移行に伴い、為替
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レートは 1 ドル 360 円から 1973 年度には 274 円にまで急騰している。
2 度目のショックは、1970 年代後半に起きている。1 度目のショック以降 1 ドル 200 円
台後半で安定していた為替レートは、1976 年度から 1978 年度にかけて 292 円から 200 円
まで急上昇し、それ以降は 250 円より円安になることはない。
3 度目のショックは、有名なプラザ合意直後の時期である。1985 年度から 1987 年度に
かけて円は 1 ドル 221 円から 138 円にまで切り上がり、以後、200 円台に戻ることは皆無
である。
そして、4 度目のショックが今回の円高となる。2008 年度の年平均為替レートが 1 ドル
100 円であったのに対し、2009 年度は 93 円とついに 100 円を突破する。しかも、円高は
現在進行中であり、最近では 1 ドル 80 円を上回った。
なお、3 度目と 4 度目のショックの間においては、短期の急激な変動はなかったが、ボ
ディーブローのような緩やかな円高傾向にあった点も付記しておこう。目立たないが、
1987 年度 (＝138 円) から 2000 年度 (＝100 円) にかけて、円は 40 円弱も切り上がって
いる。
国内需要の低迷が国内企業の業績に負の影響を与える点については、説明の必要はない
であろう。一方、円高は、二つのルートでマイナスの影響を与える。
ひとつは、輸出における価格競争力の低下を通じたルートである。例えば、1 ドル 200
円から 100 円になると製品の円建てでの販売価格を変えなければ、ドル建ての販売価格は
2 倍になってしまう。円高は、基本的に海外市場での日本企業と (地元企業を含めた) 海
外企業の競争において、ハンデキャップの意味合いを持つのである。
もうひとつは、顧客企業による機能の海外移転を通じた影響である。ハンデを課せられ
た企業の中からは、当然のことながら、ハンデを打ち消すような対策を打つ企業が出てく
る。その対策のひとつが、機能の海外移転である。製造業においては、この対策は生産機
能を中心に行なわれることが多く、また、その効果も大きい。だが、この対策の実行活発
化は、国内で活動する企業に対しては、特に中小企業にとっては、マイナスの影響を与え
る可能性が高い。多くの製造業中小企業にとって、主な顧客は日系製造業大企業である。
仮に、顧客である彼らが生産機能や開発機能を海外に移転した場合、発注先を現地企業に
切り替えられる恐れが出てくるし、たとえ、取引を堅守できたとしても、国内で活動して
いる限り、顧客との取引は国内取引から輸出に変わる可能性が高く、そうなると第 1 の
ルートを通じてマイナスの影響を被るからである。もちろん、顧客とともに海外に出ると
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図2

国内法人売上高、現地法人売上高、海外売上高比率 (製造業）
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注) 暦年ではなく、年度ベースの値。国内法人売上高と現地法人売上高は名目ベース。海外売上高比率＝
現地法人売上高／(国内法人売上高＋現地法人売上高)×100
出所) 財務総合政策研究所「法人企業統計年報」、経済産業省「海外事業活動基本調査」

いう手もあるが、規模の小さい企業になるほど、その手を採用することは現実的には難し
い。
機能の海外移転は、円高対策にだけでなく、輸出と同様、国内需要低迷に対する対策に
もなりうる。そのせいかプラザ合意以降、日本製造業は着実に機能の海外移転を進めてき
ている。言い換えれば、この面からも国内製造業企業の活動環境は、年々厳しくなってい
るのである。図 2 で分かる通り、製造業の海外売上高比率は、リーマンショック以降はや
や停滞しているものの、それまでは一貫して上昇しており、2007 年度には 19％に達して
いる。すでに日本製造業企業の売上の 5 分の 1 が現地法人による売上なのである。また、
国内法人売上高と現地法人売上高の合計が日本企業の全売上高であることを踏まえれば、
図 2 より、90 年代以降の売上の伸びの牽引役は明らかに現地法人の売上高であった、と
言えるだろう。
他方、図 1 からは、国内法人の売上高 (および付加価値額) についても、バブル崩壊以
降外需への、つまり、輸出への依存度を高めていった点が推測できる。輸出寄与度とは、
上述した通り実質 GDP 成長率に対する輸出の寄与度であるが、さしあたりここでは輸出
需要の成長度合いのトレンドを見る指標と考えておいて差し支えない。輸出寄与度は、
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リーマンショック以前までは、短期的な変動はあるものの、一定の成長率 (＝0–2％あた
り) をキープしてきている。しかし、内需成長率寄与度の方が度重なるショックを通じて
水準を低下することによって、相対的に輸出への依存度が高まっているのである。特にバ
ブル崩壊以降は、内需と輸出の GDP 成長率への寄与度が同じ水準になっており、2000 年
代以降は、むしろ輸出の寄与度の方が高くなっている。
今回の不況の特徴は、輸出への依存度が高まった状態での内需低迷と円高のダブルパン
チ、という点にある。内需低迷と円高が同時に起きた時期は、たしかに、過去にも何度か
あった。しかし、ここまで輸出依存度が高い状態での経験は初めてである。輸出寄与度も
2008 年度 (＝−1.9％) と 2009 年度 (＝−1.5％) は、立て続けに初めてマイナス 1.5％を越
えた。内需の影響のみ見るとそれほどでもなさそうな今回の不況が、戦後最大の不況と言
われるゆえんは、ここにあるのかもしれない。
★
以上、話が回りくどくなってしまったが、要は「1970 年代以降、国内製造業 (中小)
企業にとって逆境と言える状況は、過去何度も存在した」ということと、「長期存続して
いるということは、裏を返せば、それらの逆境をことごとく克服してきたことを意味す
る」ということを言いたかったわけである。そして、これらのことが、次のような形で二
つ目の意味につながっていく。
経験蓄積の大きな影響
国内における (中小) 企業現象に関連するテーマを考える上で、ʻ長期存続ʼ企業であ
ることが持つ二つ目の意味は、「過去の (逆境克服の) 経験を通じた蓄積が、現在のアク
ションに大きな影響を与えている」という点にある。
企業行動は独立では起きない。その時の行動は、過去の自らの行動の結果に制約を受
け、方向づけられていく。そして、その制約や方向づけの圧力の素となる経験は、活動期
間が長くなればなるほど、より深く蓄積されていく。当たり前だが忘れがちな真理であ
る。
その真理は、今回の逆境克服にも当然当てはまるだろう。中でも過去の度重なる逆境に
おける行動およびその行動を通じた経験の影響は、特に大きいと思われる。人は似たよう
な経験から学んだことを応用する傾向にあり、また、企業において転換となるような大き
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な意思決定は、逆境期に発想されることが多いからである。
この観点から図 1 (および図 2) を眺め直してみると面白い。それらの図が、この真理
を象徴するグラフのように見えてくる。内需と為替 (およびそれらの対策として付随的に
生み出される国際分業)。国内企業を取り巻くこれらのマクロ環境は、どちらも一時的な
悪化ではない。どちらの要因も、この 40 年間、「一時的な急低下→急低下前までの水準に
戻らず」というプロセスを繰り返しながら、長期的には悪化の一途を辿っているのであ
る。出発点 (1970 年度) と終着点 (2009 年度) をとって見比べれば、内需成長率寄与度
は 7.2％と−0.9％、為替レートは 1 ドル 360 円から 93 円。とてつもない環境の悪化であ
る。もし、この環境悪化が一気に来てしまっていたなら、事例で挙げた中小企業は、おそ
らくどこも存続できなかっただろう。長い年月を通じた経験およびそれに伴う知恵と能力
の蓄積が存在したからこそ、今回の逆境でも生き残ることができたのであろう。
数年前、私は国内需要、為替レート、石油輸入価格という三つのマクロ環境要因に着目
して、「日本企業の ROA (＝総資産利益率) 水準の長期的な低下」という現象の解明を試
みていた。博士論文もそのテーマで書いた｡11 それゆえに、このグラフは私にとっては何
度も見ているグラフであった。だが、訪問調査というスパイスを加えると、そのなじみの
深いグラフにまた別の新たな味わいが出てくる。データの解釈の源は、そのデータ自体に
ではなく、別の事実にある。そのことを強く認識させられる瞬間であった。
もちろん、経験にはプラスの影響を与えるものだけでなく、マイナスの影響を与えるも
のもあるだろう。今回の不況を乗り切るための行動および過去の経験による行動が近い未
来の崩壊を促す可能性は、十分にありうる。もしかしたら、訪問企業の中にそのような企
業が潜伏しているのかもしれない。だが、そのことを考慮したとしても、「少なくとも現
時点までは長期存続している」ということが事実であることに変わりはない。
企業経済全体で見れば、逆境を乗り切るパターンは二つある。ひとつは、新しいベン
チャー企業が古い企業に取って代わるというパターンであり、もうひとつは、同じ企業が
活動を変えるというパターンである。新陳代謝型と長期存続型の本質的な違いは、各企業
の経験蓄積の深さにある。それゆえに、それらの経験が逆境克服への一連の行動に与える
影響の大きさもまた、両型の本質的な違いとなる。ʻ長期存続ʼの二つ目の意味にこだわ
る理由は、この点にある。

11

岸本 (2008)。
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5 データによる新たな発見―ʻ零細企業’の激減、ʻ中企業’の存続―
ʻ中企業ʼの定義
現場訪問は、データ分析だけでは得ることのできない様々な情報を与えてくれる。しか
し、訪問調査はまた、データ分析を主戦場とする研究者に対して、次の疑問を促しもす
る。
「見てきた現象は、はたして一般的な現象なのか」と。
「国内の中小企業群において、訪問した企業のように今回の不況を乗り切った企業は、
多数派なのか。」
「生き残っている中小企業の多くは、ベンチャー企業ではなく、長期存続
企業なのか。
」
帰京後、早速サンプル数を確保できる手段によって、それらを確認する作業を始める。
そちらが元々のホームグラウンドなので、とっかかりは苦にならない。結果は、いくつか
の修正は必要であるものの、私の予想を裏切らないものでもあった。
確認は複数のデータ調査によって行なった。先に結果から言うと、それらの分析を通じ
て得られた示唆は、「今回の不況を含めて長期的に生き残っているのは、中小企業ではな
くʻ中企業ʼ」「訪問企業は、中小企業ではなくʻ中企業ʼと狭く括り直せば、マジョリ
ティー」というものであった。
中小企業基本法では、かいつまんで言えば、製造業においては、常用従業者数 300 人以
下の企業のことを中小企業と呼び、20 人以下の事業者を小規模企業者と呼ぶ。小規模企
業者は、世間的には零細企業と呼ばれることも多い。その定義に関連づけた場合、本論で
いうʻ中企業ʼとは、中小企業から零細企業を除き、ʻ中の大ʼ企業を加えた企業のこと
を指す。
ʻ中の大ʼ企業とは、従業者数は 200 人を越えるが、所謂大企業ではない企業の
ことを指す。したがって、
ʻ中の大ʼ企業の大半は、従業者数 300 人を越えるだろう。例
えば、今回紹介した企業で言えば、自動車産業の 1 次サプライヤーや生き残りに海外展開
を利用した浜松地域の工作機械メーカーがʻ中の大ʼ企業に該当する。その一方で、従業
者数が 200 人未満の企業をʻ中の小ʼ企業と呼ぶことにする｡12 (以上の議論をまとめた
のが、表 1)13
12

ʻ中企業ʼを、従業員数 200 人を境界にʻ中の小ʼとʻ中の大ʼに分類した理由は、マネジメン
ト手法の違いにある。現場への訪問調査では、この規模を境にマネジメントのやり方が本質的に
変わる、という話を何度も聞く機会があった。
13
ちなみに本論が主張するʻ中企業ʼという概念は、これまでの研究で言われてきたʻ中堅企
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表1

本論におけるʻ中企業ʼ
、ʻ中の小ʼ企業、
ʻ中の大ʼ企業の定義―中小企業

基本法における定義と比較して―

20–199 人

小規模企業者

零細企業
ʻ中の小ʼ企業

200–299 人
300 人–

本論における定義

（大企業）

ʻ中の大ʼ企業
＆大企業

中企業
＆大企業

1–19 人

中小企業基本法における定義

中小企業

企業の常用従業者数

注）カギ括弧の部分については、未確認。ʻ中の大ʼ企業とは、常用従業者数 200 人を越えるが、所謂
大企業ではない企業を指す。

マクロの視点から見たリーマン前後の存続実態
確認その 1 は、マクロデータである『工業統計表』によって行った。(なお、結論のみ
に興味がある方は、本項の「①：□□〜」、「②：△△〜」 と記載されている部分のみ読
み、次項 『焦点の当て方で変化する「町工場存続の危機」の真偽』 へと進んで頂きた
い｡)
表 2 ではリーマンショック前後の国内製造業の従業者数 4 人以上の事業所を対象とした
事業所数の推移を、表 3 では 1 事業所あたりの平均出荷額を、事業所規模別に分類して表
わしている。表 2 と表 3 は図 1 および図 2 とは違い、調査期間が年度ベースではなく暦年
ベースであるので、2008 年には今回の不況の影響がそれほど含まれない｡14 また、調査は
企業単位ではなく、事業所単位で行なわれているが、大きなトレンドは見て取れるだろ
う。
表 2 を見て、最初に目につくのは「①：全体として、国内製造業の事業所は、思った

ほど減少していない」という点であろう。
2008 年から 2009 年にかけて、従業者数 4 人以上の国内製造業事業所数は、全体で

14

業ʼという概念よりかなり広い。既存研究で主張されてきたʻ中堅企業ʼの主な対象は、例えば、
創業期のソニーなどのような、所謂「大企業予備軍」であった企業である。したがって、本論が
主張するʻ中の小ʼ企業は対象とされていない。ʻ中堅企業ʼではなくʻ中企業ʼという概念を
わざわざ使用した理由のひとつはこの点にある。なお、ʻ中堅企業ʼについては、中村 (1993)
で詳しく議論されているので、そちらを参照されたい。
念のために 2007 年のデータを採り、2007 年と 2008 年を比較してみたが、その結果を見る限り、
そのように考えて問題ないと思われる。ちなみに、2007 年の国内製造業の従業者数 4 人以上の
全事業所の合計事業所数および合計製造品出荷額と 2008 年のそれらの値には、大きな差はみら
れなかった。
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国内製造業における事業所規模別各層の「事業所数」

の推移（2008–2009 年）
単位：100 事業所
事業所規模＼年

2008 年

従業者数 4–19 人

2009 年

1,872 （72％）

1,649 （71％）

従業者数 20–299 人

724 （28％）

672 （29％）

従業者数 300 人以上

35 （1.3％）

32 （1.4％）

2,631 （100％）

2,352 （100％）

従業者数 4 人以上合計

注）カッコ内は従業者数 4 人以上の全事業所合計値に占める比率。2009 年
のデータは確報ではなく、速報。
出所）『工業統計表 産業編』より筆者作成

表 3

国内製造業における事業所規模別各層の「1 事業所あ

たり平均出荷額」の推移（2008–2009 年）
単位：100 万円
事業所規模＼年

2008 年

2009 年

123

115

従業者数 20–299 人

1,879

1,670

従業者数 300 人以上

50,663

41,193

1,276

1,117

従業者数 4–19 人

従業者数 4 人以上合計

注）2009 年のデータは確報ではなく、速報。
出所）『工業統計表 産業編』より筆者作成

27,800 事業所ほど減少している。このように減少数でみると、かなり減少しているように
感じるかもしれない。だが、減少率でみてみると、実際にはそれほど大幅な減少は起きて
いない、ということがわかる。2009 年の従業者数 4 人以上の事業所数合計値は、2008 年
の値の 89％にあたる。つまり、10 社のうち 9 社近くが、少なくとも短期的にはリーマン
ショックを乗り越えているのである。
ただし、今回のデータには、従業者数 1–3 人規模の事業所が含まれていない。した
がって、この表のファインディングだけでリーマン前後の国内における総事業所数推移の
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傾向を結論づけるのは、早計であろう｡15
次に着目する点は、「②：減少した事業所の大多数は、零細企業であった」という点で
あろう。
従業者数 4–19 人層は零細企業層の一部であるが、この層の事業所数は、2008 年から
2009 年の 1 年で 22,300 事業所減っている。この層の減少数が、従業者数 4 人以上の事業
所の合計減少数 (＝27,800) の実に 8 割を占めているのである。
ただし、その主な原因はこの層の事業所数が元々多い点にある。事業所数で見た場合、
従業者数 4–19 人層の値が従業者数 4 人以上の合計値に占める割合は、2008 年の時点では
71％と、かなり高い。そして、2009 年における割合も 70％と、それほど変化していな
い。つまり、比率で見た減少の度合いは他の層とそれほど変わらないのである。

「③：ʻ中企業ʼの数は、思ったほど減少していない」。
その一方で、
今回の不況前後で、
ʻ中企業ʼ層と大企業層は、たしかに減少はしている。表 2 のカテ
ゴリーで言えば、事業所数 20 人以上のカテゴリーが本論で言う ‘中企業’ 層と大企業層
に該当することになる。2008 年から 2009 年における従業者数 20–299 人層と従業者数
300 人以上層は、それぞれ 5,200 事業所、300 事業所ほど減少している。当たり前だが、
すべてのʻ中企業ʼが存続しているわけではないのである。しかし、減少した数自体は、
零細企業層に比べて、圧倒的に少ない。20–299 人層と 300 人以上層の減少数が同時期の
4 人以上の事業所の合計減少数 (＝27,800) に占める割合は、それぞれ 19％と 1％であ
る。二つの層を合計しても全減少数の 2 割にも達しないのである。
中でも特に「④：ʻ中の小ʼ企業の事業所数や業績面での健闘」が光る。
まず、事業所の減少数が、他の層に比べて相対的に少ない。2008 年から 2009 年にかけ
て、20–299 人の従業者数 4 人以上の事業所数合計に占める割合が、28％から 29％へと増
加している。
ただし、減少はしていなくても業績は悪化している可能性がある｡16 しかし、各規模層
の 1 事業所あたりの平均出荷額を見る限り (表 3)、少なくともʻ中の小ʼ企業において

15

16

1980 年以降、『工業統計表』では、従業者数 1–3 人規模層に属する事業所の調査は、末尾が 0、
3、5、8 の年にしか行なわれていない。それらの事業所のデータが表 2 と表 3 で含まれていない
のは、そのためである。
業績を測る指標としては、売上高の他に付加価値額や利益額等も考えられるが、今回は受注の
量がどの程度変化したのかを中心に観察したかったこと、および、統計データの制約を理由に、
売上高を選択した。受注量は、景気の急激な悪化、つまり、ショックが起きた時に企業存続がで
きるか否かを大きく左右する基礎ファクターである。
159

岸本

太一

は、想像するほどの業績悪化は起きていない。
『工業統計表』における製造品出荷額等とは、財務会計で言えば、売上高に近い項目で
ある。たしかに、300 人以上の層においては、1 事業所あたりの平均出荷額は、やや激し
く低下している。2008 年から 2009 年にかけて 94 億 6,900 万円ほど減少している。この減
少額は、同規模層における 2008 年の 1 事業所あたり平均出荷額 (＝506 億 6,300 万円) の
19％にあたる。しかし、その一方で、20–299 人規模層の平均出荷額のこの一年の減少額
は 2 億 900 万円ほどであり、同じく 2008 年の 1 事業所あたり平均出荷額 (＝18 億 7,900
万円) との比較で言えば、11％しか減少していない。ここでもʻ中の小ʼ企業層の健闘が
見て取れるのである｡17
焦点の当て方で変化する「町工場存続の危機」の真偽
以上のリーマンショック前後を対象にしたマクロデータ分析を終えた後、次の三つのこ
とを思い出す。
ひとつ目は、日本の中小企業に存在する好業績沈黙の文化、である。日本では、好業績
な中小企業は、多くを語りたがらない。訪問先でも、リーマンショック直後に史上最高益
を叩き出した企業に何社かであったが、その多くで「内緒にしておいてくれ」と頼まれ
た。国内の中小企業全体の実態把握を行う場合、浅いケーススタディーだけだと最もポジ
ティブな部分を見過ごしがちとなる原因は、この点にあるのかもしれない。
二つ目は、マスコミが調査訪問に行く地域、である。テレビで映し出される企業は、東
京都大田区の企業が多いのである。大田区は地域全体の競争力において零細企業層へ依存
する度合いが他の集積に比べて相対的に高い地域であり、また、その零細企業層の競争優
位の源泉が企業の内部要因ではなく外部の構造的な要因が原因で 90 年代あたりから崩壊
しつつある、と言われてきている｡18
17

18

19

19

つまり、大田区は零細企業に焦点がいきやすい地

ちなみに、1 事業所あたりの平均出荷額に関しては、4–19 人層においても、それほど大きく減
少していない。2008 年から 2009 年にかけて同規模層の平均出荷額は、800 万円しか減少してい
ない。この原因は、この層の平均出荷額がもともと少ない点にもあるが、おそらく、それだけで
はない。減少率を確認すると、そう推測できる。2009 年における同規模層の平均出荷額 (＝1 億
1,500 万円) は、2008 年の値 (＝1 億 2,300 万円) の 93％にのぼる。つまり、1 年間で 7％しか減
少していないのである。
この点についての詳しい議論は、これまでの研究のレビューを含めて、岸本 (2010) を参照の
こと。
だからといって、大田区に元気な中小企業が存在しないわけではない。事例紹介の部分ですで
に述べたように、大田区でもマーケティング・営業能力および特殊技術を持ち、積極的に周辺工
程を垂直統合している中規模の企業が、数多く見られる。この点については、額田・首藤・岸本
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域なのである。
三つ目は、私の訪問企業リストに含まれている企業の規模、である。前述した定義で言
えば、実はその大半がʻ中企業ʼに該当する企業だったのである｡20 それは、言い方を変
えれば、中小企業という括りでは、広すぎることを意味する。身の丈に合っていない服で
は、見栄えが悪くなるだけでなく、真実がスルリと抜けていく場合が多い。前節では、訪
問調査で得た事実によって、見慣れたグラフの新たな解釈を見いだすことができたが、今
度はその逆であった。データで得た事実によって、訪問調査記録に新たな意味を見いだす
ことができたのである。訪問調査とデータ分析の補完関係は、訪問調査からの一方通行で
はなく、双方向でしかもダイナミックな関係にある。その点を強く感じる瞬間であった。
三つのことを思い出すことによって、さらに次のことを考える。
「もしかしたら、「町工
場存続の危機」の真偽を左右するカギは、「町工場」という言葉の解釈が握っているので
はないか」と。
仮に、「町工場」という言葉を「中小企業基本法でいう、中小企業」と解釈すれば、マ
スコミが主張していることは間違いではない、と言えるだろう。国内製造業中小企業の中
で、零細企業は数の上では圧倒的な多数派であり、たしかに、法律上の中小企業は、予想
したほどではないにしても、全体として数多く消滅しているからである。
ところが、「町工場」の定義を「本論でいうʻ中企業ʼ」とすると、その真偽の雲行き
は、とたんに怪しくなる。たしかに、ʻ中企業ʼの数も減少はしている。しかし、その数
はそれほど多くないし、また、残った企業の業績もそれほど悪くはないからである。
後者の定義にもそれなりの理屈は存在する。たしかに、企業数の上ではʻ中企業ʼは零
細企業に比べて圧倒的に少ない。しかし、国内全体の売上高への貢献度で見れば、その関
係は逆転するからである。この意味で「町工場」を「本論でいうʻ中企業ʼ」とする定義
は、数より売上の貢献度に重きをおいた定義であると言える。したがって、どちらの定義
が適切なのか、という議論をこれ以上行うことは、非生産的であり、ナンセンスだろう。

20

(2009, 2010) を参照のこと。
実は、第 1 節で紹介した A 社の従業員数は、A 社単体で見た場合、一ケタである (この点につ
いては、額田・岸本・粂野・松嶋 (2010) p. 4 を参照)。しかし、A 社は研究・開発・試作に特
化した企業であり、量産工程に関しては特定の企業数社に依頼している。そして、それらの企業
の大半は、A 社との間に資本関係はないものの、100％A 社からの受注で成り立っている A 社専
属の下請企業である。したがって、マネジメントの観点から見た場合、A 社の規模は、A 社にそ
れらの専属下請企業を足し合わせて見ることが適切であると思われる。専属下請企業には従業員
数 20 人を越える企業も含まれていた。それゆえ、本論では、A 社を零細企業ではなく、中企業
(より正確に言えば、中の小企業) にカテゴライズされる企業と見なした。
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だが、ひとつ言えることがある。それは、本論でいうʻ中企業ʼという定義で見ると、
国内製造業中小企業の明るい側面に光が当て易くなる、ということである。マスコミが映
し出すネガティブな側面と本論が映し出そうとしているポジティブな側面。どちらも国内
中小企業全体の「一部だが、かなりの割合を占める部分」の事実に光を当てている。だ
が、もし、どちらもそのような意味で真実であるならば、もう少しポジティブな側面が世
間的に注目されてもよい気がするし、どちらかと言えば明るい部分を解明してみたい。個
人的にはそのような感想を抱く。
繰り返されてきた存続のトレンド
関心は、「今回の不況では、どの程度の中小企業が生き残ることができたのか。規模別
各層でその違いは存在したのか」から「今回の不況と過去の度重なる不況では、その傾向
に違いはあるのか」へと移る。『工業統計表』からは、後者の把握のヒントとなるような
データも入手することができる。(先程と同じく、結論のみに関心のある方は、「⑤：◇

◇〜」「⑥：××〜」の部分のみ読み、次項『国内活動におけるʻ中企業ʼのプレゼンス
の相対的上昇』へと進んで頂きたい。)
表 4 では 1970 年から 2008 年までの国内製造業全事業所を対象とした事業所数の推移
を、表 5 では 1 事業所あたりの平均出荷額を、それぞれ規模別各層に分類して表わしてい
る。なお、表 4 と表 5 では、表 1 および表 2 とは違い、従業者数 1–3 人層の事業所が対
象に含まれているので、注意してもらいたい。

「⑤：上で観察された①–④の傾向は、何も今回のリーマンショック前後の時期でのみ
見られるものではなかった。実は、国内製造業全体の事業所数が減少に転じた 1980 年代
後半から一貫して見られる傾向であった」。①から順に確認していこう。
まず、全体の事業所数の推移から。国内製造業の事業所総数は、1985 年を境に右肩上
がりの増加から一貫した減少へと転じている。1985 年に国内全体で 728,900 存在した事業
所は、2008 年には 442,600 事業所とピーク時の実に 6 割弱にまで減少している。もしかし
たら、国内の企業活動環境は、内需低迷、円高、そして、それらによって誘発される機能
の海外移転という負の三重奏が奏でられる時期に突入することによって初めて、選別が起
こるレベルにまで本格的に厳しくなったのかもしれない。80 年代中盤は、2 度目の円高
ショックが起きた時期であった。また、機能の海外移転という円高対策が本格的に開始さ
れる時期でもあった。内需低迷についてはバブルによってやや先延ばしにされるが、それ
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表4

国内製造業における事業所規模別各層の「事業所数」の推移（1970–2008 年）
単位：100 事業所

事業所規模＼年

1970 年

1975 年

1980 年

1985 年

従業者数 1–3 人

2,233（38％）

3,055（42％）

3,053（42％）

3,108（41％）

従業者数 4–19 人

2,884（49％）

3,460（47％）

3,362（46％）

3,381（45％）

従業者数 20–299 人

768（13％）

807（11％）

896（12％）

967（13％）

従業者数 300 人以上

39（0.7％）

38（0.5％）

35（0.5％）

38（0.5％）

5,924（100％）

7,360（100％）

7,346（100％）

7,494（100％）

合計
事業所規模＼年

1990 年

1995 年

2000 年

2005 年

2008 年

従業者数 1–3 人

2,929（40％）

2,667（41％）

2,483（42％）

1,921（41％）

1,795（41％）

従業者数 4–19 人

3,305（45％）

2,901（44％）

2,544（43％）

2,005（43％）

1,872（43％）

従業者数 20–299 人

1,016（14％）

939（14％）

836（14％）

730（16％）

724（16％）

38（0.5％）

37（0.6％）

34（0.6％）

32（0.7％）

35（0.8％）

7,289（100％）

6,544（100％）

5,897（100％）

4,688（100％）

4,426（100％）

従業者数 300 人以上
合計

注）カッコ内は全事業所合計値に占める比率
出所）『工業統計表 産業編』より筆者作成

でも数年後にはバブル崩壊という 2 度目のショックが到来している (図 1、図 2)。
ただし、長期的なスパンではなく、ショック前後という短期間で見た場合、やはり、企
業の減少は思ったほど激しくない、と言えるかもしれない。1985 年から 2008 の期間で全
体の事業所数が最も減少したのは 2000 年から 2005 年の時期であった。国内製造業の事業
所総数は、この 5 年間で 120,900 事業所ほど減少している。平均すると 1 年で 24,200 事業
所程度の減少である。ただ、現実的には 5 年間毎年同じレベルで減少したのではなく、環
境が短期的に悪化した時期に集中的に減少した、と予想される。したがって、減少率を計
算する場合、その点を考慮に入れる必要がある。内需成長率寄与度と為替レートで見る限
り、この期間において短期的に環境が悪化しているのは、IT バブルが崩壊した 2001 年と
2002 年の 2 年間である (図 1)｡21 しかし、その 2 年間で上記の減少のすべてが起きたと
仮定して減少率を計算してみても、2 年間の総事業所数の減少率は 20％ (＝120,900÷
589,700) であった。リーマン前後１年の 11％と比べてもそれほど大きな違いはないので
ある。なお、この過去の環境悪化期における減少度を踏まえると、リーマン直後の減少が
それほど特殊でない、ということが理解できよう。また、逆に長期的な蓄積の恐ろしさも

21

最も激しい減少が、水準低下をもたらすようなショック期ではなく、短期的な悪化の時期に起
きている点も興味深い。ただ、この点については、紙幅の関係上、今回は触れないことにする。
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再確認させられる。「塵も積もれば…」ではないが、ショックが複数回重なれば、一回一
回の減少率がそれほど大きくなくても、20 余年間 (1985–2008 年) の長期スパンでみれ
ば、4 割の減少となってしまうのである。
表 4 からは、②と③がリーマン前後だけではなく長期的な傾向である、という点も読み
取れる。
1985 年から 2008 年までの期間で、従業者数 1–3 人規模層の事業所数は 131,300 事業所
ほど、4–9 人規模層の事業所数は 150,900 事業所ほど、それぞれ減少している。これらの
減少数は、同時期における全事業所の減少数 (＝309,400 事業所) の、それぞれ 42％、
49％にあたる。このことより、1980 年代後半以降における国内製造業事業所の長期的な
減少トレンドを形成した主役も零細企業層であった、と言ってよいであろう。
ただし、減少数においてこれらの規模層が全体の大半を占める原因は、やはり、元々事
業所数全体に占める割合が多い点にある。例えば、1985 年における 1–3 人層および 4–9
人層の事業所数が全事業所数に占める割合は、41％と 45％と圧倒的なプレゼンスを占め
る。そして、そのプレゼンスは 2008 年においても、41％と 43％とそれほど変化はない。
他方、中企業以上の規模層 (≒20 人以上の規模層) の減少数は、長期的なトレンドに
おいても、それほどでもない。この点については、零細企業層のファインディングから消
去法的に言えるが、一応、推移を記載しておくと、1985 年から 2008 年における 20–299
人層と 300 人以上の層の事業所減少数は、それぞれ 24,300 事業所 (96,700 事業所から
72,400 事業所へ推移)、300 事業所 (3,800 事業所から 3,500 事業所へ推移) であった。
一方、「⑥：④については、より長期的な視点で見た場合、「ʻ中の小ʼ企業の健闘」か

ら「ʻ中ʼ(および大) 企業の健闘」へと書き換わる」。
まず、各規模層の事業所数が全事業所数に占める割合を見てみると、1985 年から 2008
年にかけて、20–299 人層 (13％から 16％へと推移) においてだけでなく、300 人以上の
層 (0.5％から 0.8％へと推移) においても、増加傾向が見られる。
1 事業所あたりの平均出荷額 (表 5) においても、書き換えを支持する結果が見て取れ
る。
『工業統計表』では、2007 年に製造品出荷額等の計上方法を変更したために 2005 年
と 2008 年ではデータの連続性が失われてしまう。それゆえに、1985 年から 2005 年の推
移によって代替するが、その時期における 1–3 人層、4–19 人層、20–299 人層、そして、
300 人以上の層の 1 事業所あたりの平均出荷額の増加は、それぞれ 200 万円 (1,000 万円
から 1,200 万円へ推移)、2,400 万円 (8,500 万円から 1 億 800 万円へ推移)、6 億 1,700 万
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表5

国内製造業における事業所規模別各層の「1 事業所あたり平均出荷額」の推移

（1970–2008 年）
単位：100 万円
事業所規模＼年

1970 年

1975 年

従業者数 1–3 人

3

従業者数 4–19 人

27

従業者数 20–299 人
従業者数 300 人以上
合計

事業所規模＼年

1980 年

1985 年

29

8

10

46

73

85

329

592

943

1,090

8,947

16,139

29,351

34,880

117

173

292

358

1990 年

1995 年

2000 年

2005 年

2008 年
（参考）

従業者数 1–3 人

13

13

13

12

13

従業者数 4–19 人

105

104

106

108

123

従業者数 20–299 人

1,306

1,353

1,515

1,707

1,949

従業者数 300 人以上

40,615

40,165

43,345

46,118

50,663

449

473

515

636

768

合計

注）統計側の変更により 2005 年と 2008 年の間のデータには連続性はない。ゆえに、2008 年の値は参考値。
出所）『工業統計表 産業編』より筆者作成

円 (10 億 9,000 万円から 17 億 700 万円へ推移)、112 億 3,700 万円 (348 億 8,000 万円から
461 億 1,800 万円へ推移) と、予想通り増加絶対額では大規模層が圧倒的に勝利するが、
それだけではない。期間中の増加比率で見ても、1–3 人層が 19％、4–19 人層が 28％、
20–299 人層が 57％、300 人以上の層が 32％と、20–200 人層がダントツの 1 位であるだけ
でなく、300 人以上の層が 2 位に食い込んでいるのである｡22
国内活動におけるʻ企業ʼのプレゼンスの相対的上昇
以上の一連のマクロ分析結果から示唆されかつ重要なことが、もうひとつある。それ
は、「1985 年以降、国内製造業活動におけるʻ中企業ʼのプレゼンスが、序々に大きく
なっており、それらの活動が日系企業全体の成長の一端を支えている。」という点であ
る。
1980 年代中盤以降、零細企業の数はどんどん減少していった。その一方で、海外への
機能移転という対策も、日本企業全体として積極的に行なわれてきた。対策実行の先発隊
22

なお、増加額と絶対額の推移の額のつじつまが若干合っていない原因は、四捨五入の計算方法
による。
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は、おそらく大企業であったと思われる。もちろん、海外への機能転換を行なった企業の
一部には、中小企業も含まれるだろう。また、機能移転を実行したからといって、国内の
活動をすべてたたむわけではないから、大企業の活動は国内にも依然として残ってはいる
だろう。しかし、大きなトレンドとして、国内における製造業活動の担い手が、年々相対
的にʻ中企業ʼにシフトしつつあるのは、ほぼ間違えないだろう。
そして、そのʻ中企業ʼを主な担い手とした国内活動が、日系製造業全体が成長するた
めに不可欠な要素となっている点も、また事実であろう。前々節では、「日系製造業全体
の売上高の成長が、1990 年代以降も国内の横ばい維持に現地法人の売上の増加が重なる
形で続いている姿」を確認した (図 2)。別の見方をすれば、それは国内の売上高維持が
なければ、全体の成長はなかったことを意味する。
しかも、売上の量的確保の難易度が上昇する中で維持されてきた点が、特筆に値する。
国内売上高維持は、単なる現状維持では不可能である。すでに述べたように、機能の海外
移転は、国内で活動する企業への需要を減少させるからである。つまり、1980 年代以降
も、国内製造業においては、ʻ中企業ʼを中心に何らかの新しい需要創造が活発に行なわ
れていた、と演繹的に言えるのである。無論、顧客が海外に機能を移転したとしても、取
引は継続されることもある。例えば、第 2 節で紹介した豊田周辺の自動車産業の 2 次サプ
ライヤーのケースが、その典型例である。しかし、そのようなケースがあるということ
は、取引が断絶されるケースがゼロになる、ということを意味しない。また、取引関係が
維持される場合においても、新しい需要創造が同じ顧客を相手にする中で起きている可能
性も高い。この点についても先ほどの 2 次サプライヤーの例が象徴例となっている。同じ
顧客に納入する製品・部品は、たとえ名前は同じでも、その形状や機能は細かく連続的に
変化している。そして、そのような変化を生み出す能力が、現地サプライヤーに需要を奪
われないための必要条件のひとつになっている。
長期存続ʻ中企業ʼが群発している可能性
データに基づく企業経済分析の特徴は、顕微鏡と映像機器とマーカーを用いて多数の細
胞群を分析することに例えると、分かり易い｡23
訪問調査から『工業統計表』によるマクロレベルの分析への移行は、顕微鏡の倍率を一
気に下げる作業であった。そのシフトの結果、フォーカスを当てていた細胞の詳細情報が
23

この比喩は、あくまで説明のための作り話である。実際の細胞分析がこのように行なわれてい
るかどうかは、不明である。
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失われる代わりに、今までは視野に入ってこなかった細胞を見ることができるようにな
り、プレパラート全体の細胞の数と大きさを把握することができるようになった。
しかし、『工業統計表』にも、「サンプルである個々の企業の動きが、トレースできな
い」という弱点がある。その弱点は、記録のための映像機器にカメラを選択し、なおかつ
マーカーを利用しないで、細胞群の時系列的な動きを分析する時に生まれる弱点、に似て
いる。研究対象である細胞群は、個々の細胞が分裂と消滅を繰り返し、群全体としてダイ
ナミックに変化する。だが、手元には、オートタイマーによるスナップショットの写真し
かなく、また、個々の細胞にはマーキングもしていない。それゆえに、写真を見比べた時
に、「この細胞は、前の写真のどの細胞に該当するのか。どの細胞から分裂して生まれた
ものなのか。どの細胞が消滅してしまったのか。
」を把握できないのである。
サンプルトレース不能という弱点は、本論の議論においては、次の問題を引き起こす。
それは、「各企業の存続年数が把握できない」という問題と「各企業の規模階層間のモビ
リティーが把握できない」という問題である。そして、それらの問題の未解決は、「訪問
調査した企業で見られたʻ長期存続ʼという三つ目の共通点が、国内ものづくりʻ中企
業ʼ全体の傾向であるかどうか」を把握する上で、致命傷である。
先の一連の訪問調査は、実は、その弱点を補う調査にもなっている。訪問調査は、例え
ていうならば、倍率は高いが、自動で対象を追う機能をレンズにビルドインした顕微鏡を
利用し、その映像をビデオカメラによって撮影する、という観察方法だからである。ビデ
オによる撮影記録は、主に従業員の記憶という名のテープに保管されている。また、顕微
鏡側にトレース機能が備わっているために、マーカーはいらない。
しかし、これまで行なった訪問調査の数だけでは、サンプル数があまりにも心もとな
い。ゆえに、ここでは、あるマーカー付きのサンプルデータを分析することによって、補
足しておこう。
現在私が所属している東京大学ものづくり経営研究センターでは、面白いプロジェクト
を行なっている。プロジェクトメンバーの一人が 30 年前 (＝1979–1980 年) に訪問調査
した 28 社の企業を再調査する、というプロジェクトである。この 28 社は、過去に調査し
た時点、すなわち 30 年前の時点においては、すべて浜松地域を中心とした静岡県中遠・
西遠工業地区に本社を構えていた企業である｡24
24

ここでいう静岡県中遠・西遠工業地区とは、具体的には、現在の浜松市、磐田市、掛川市、袋
井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、森町、新居町を含めた地域のことを指す。ちなみ
に、1980 年から現在にかけて、これらの市においては、市町村合併が多数起きている。1980 年
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実は、訪問調査の紹介で登場した浜松地域の企業は、すべてこの 28 社に含まれる企業
であった。最終的には、この 28 社のうち現在存続している企業すべてに対して訪問調査
を行なう予定であるが、今のところまだ実現していない。ただし、その代わりに、過去の
訪問調査記録およびホームページ等の公表資料に基づいた導入的な調査については、進ん
でいる。その結果の一部を掲載したのが、表 6 である。(この調査についても結論のみに
興味のある方は、読み飛ばし★★ (p. 170) の部分へと進んで頂きたい｡)
このトレース調査のサンプルは、28 社と少ない。また、サンプルが所属する産業も調
査対象地域の特性ゆえに、輸送用機械、一般機械、鋳鍛造等に偏っている。それゆえに、
厳密には日本の縮図と見なすことはできない。しかも、調査対象年は、30 年前 (＝1979
年 or 1980 年) と現在 (2009 年 or 2010 年) の 2 年である。言うならば、マーカーはつい
ているが、オートタイマーの時間は長過ぎるし、写真の枚数も少なすぎる観察である。だ
が、得られるものはゼロではない。何らかのヒントは与えてくれると思われるし、実際い
くつかの興味深い情報を獲得することができた。
最初に目がいくのは、存続企業の数であろう。なお、ここで確認したいのは、国内で活
動が行なわれ続けているかどうかなので、仮にこの 30 年の間に買収や合併および名称変
更が行なわれたとしても、活動自体が続いていれば、その企業を存続企業と見なすことに
する。
驚くべきことに、なんと 28 社中 27 社が現在も存続しているのである。しかも、存続し
ている企業のすべてが、現在も国内に工場を保有している。国内製造業の長期存続率の高
さを示唆する結果である。
次に 30 年前の規模階層における分布についてだが、『工業統計表』で見た国内全体の分
布と比べると、相対的に本論の言うʻ中企業ʼへと、中でもʻ中の小ʼ企業に偏った分布
となっている。まず、30 年前の時点で従業者数 1–19 人層に属する企業はゼロである。ま
た、20–299 人層に所属する企業が 19 社と全体の 7 割弱を占めるが、300 人以上の層に該
当する企業も 9 社 (32％) と案外多い。ただし、確認したところ、それらの 9 社は所謂大
企業ではなかった｡25 つまり、サンプル 28 社は 28 社とも、本論のいうʻ中企業ʼなので
ある。したがって、このデータによって規模階層の移動を分析する場合、国内製造業全体

25

時点における市町村名については、三菱総合研究所 (1980) p. 20 を参照のこと。
規模階層のカテゴライズは、本論の言う零細企業、ʻ中の小ʼ企業、ʻ中の大ʼ企業および大企
業、という形での分類も可能であるが、『工業統計表』データの分析結果との接合性を考慮し、
今回は表 6 の形で行なった。
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表6

30 年前（＝1979 年 or 1980 年）に調査が行われた静岡県中遠・西遠工業地域に

所在する企業の存続実態、30 年前と現在（＝2009 年 or 2010 年）の規模、および規
模の推移
（1） サンプル数

（2） 存続企業数

28

27/28 （96％）

（3） 現在国内工場保有企業数
27/27 （100％）

（4） 30 年前 （＝1979 年 or 1980 年） の規模階層
「1–19 人」層

「20–299 人」層

「300 人以上」層

不明

0/28 （0％）

19/28 （68％）

9/28 （32％）

0/28 （0％）

（5） 現在 （＝2009 年 or 2010 年） の規模階層
「1–19 人」層

「20–299 人」層

「300 人以上」層

不明

倒産

0/27 （0％）

14/27 （52％）

12/27 （44％）

1/27 （3％）

1/27 （3％）

（6a) 階層の移動：（「20–299 人」層→「●●」層）
「1–19 人」層

「20–299 人」層

「300 人以上」層

不明

倒産

0/19 （0％）

11/19 （58％）

6/19 （32％）

1/19 （5％）

1/19 （5％）

（6b） 階層の移動 （「300 人以上」層→「●●」層）
「1–19 人」層

「20–299 人」層

「300 人以上」層

不明

倒産

0/9 （0％）

3/9 （33％）

6/9 （67％）

0/9 （0％）

0/9 （0％）

注）ナンバーが記載されたカーソルの下の値は、次の質問の答えが記載されている。
（1）調査サンプルの数は?
（2）現在まで倒産せずに存続している企業の数は?（買収・合併・名称変更した企業を含む）
（3）存続している企業のうち現在も国内に工場を保有している企業の数は?
（4）従業員数で見た場合、30 年前、サンプル企業の規模はどのように分布していたか?
（5）従業員数で見た場合、現在、存続しているサンプル企業の規模はどのように分布しているか?
（6）従業員数で見た場合、この 30 年間で各サンプルの規模はどのように変化したのか?
（a）30 年前「20–299 人」層に属していた企業は、現在どの階層に移動したか? その分布は?
（b）30 年前「300 人–」層に属していた企業は、現在どの階層に移動したか? その分布は?
（2）–（6）の答えが記載されているカーソルの数字 ○○／□□（△△％）について
□□＝質問の対象となっている企業の数
○○＝うち質問の答えに該当する企業の数
△△＝○○÷□□×100
調査企業に関するより詳しい情報は、本稿末尾にある付表 1 を参照のこと
出所）付表 1 を基に筆者が作成

のモビリティー傾向ではなく、ʻ中企業ʼに限定した傾向の代替分析、という位置づけで
行なった方が適切であると思われる。
実際に階層移動の分析を行なってみたところ、次の 2 点の着目すべき結果が見られた。
ひとつは、
「20 人から 299 人層と 300 人以上の層の間では、案外活発にモビリティーが
起きている」という点である。
たしかに、階層移動していない企業の数が最も多い。30 年前の時点で 20–299 人層に属
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していた企業は 19 社ほどあったが、それら 19 社のうち 11 社 (58％) は、現在において
も 20–299 人層のままである。この傾向は、300 人以上の層でも同じである。30 年前の時
点で 300 人以上の層に所属していた企業は 9 社ほどあったが、それら 9 社のうち 6 社
(67％) は、やはり現在でも 300 人以上の層に属している。
だが、この二つの階層間で移動している企業の数が案外存在するのも、また事実であ
る。30 年前は 20–299 人層に属していた企業で現在は 300 人以上に移動している企業は、
6 社 (32％) ほど存在する。他方、30 年前は 300 人以上の層に属していた企業で現在は
20–299 人層に移動している企業も 3 社 (33％) ほど存在する。つまり、
ʻ中企業ʼ以上の
二つの階層間では、上方移動も下方移動も共に 3 割程度見られたのである。
ただし、上記の移動はあくまでもʻ中企業ʼ内階層間移動である。それに対し、
「ʻ中企
業ʼから零細企業への移動は、全く見られなかった」。これが二つ目の着目すべき点であ
る。30 年前に 300 人以上の層に属していた企業群だけでなく、20–299 人層に所属してい
た企業群においても、現在 1–19 人層へと移動した企業は、1 社も存在しない。
もしかしたら、零細企業層と中企業層の間には、セーフティーネットが張られているの
かもしれない。今回の分析のサンプルには、零細企業は含まれていなかった。したがっ
て、ネットをすり抜けて上るケース、つまり、零細企業が中企業へと上方移動するケース
は、調べてみれば、案外頻繁に起こっているのかもしれない。しかし、一度、中企業に
なってしまうと、元にはきわめて戻りづらい。体が小さい時にはネットをすり抜けられた
が、自らの体が大きくなってしまうと、倒産という名の空中爆発でも起こさない限り、落
下した時にネットに引っかかりやすくなるのである。そのようなことを想起させる結果で
ある。
★★
『工業統計表』分析からは、「⑤：今回のリーマンショックを含め、1985 年以降」にお
いて、「①：国内製造業の総事業所数は、思ったほど減少しておらず」、「②：減少した事
業所の大多数は、零細企業であり」、「③：ʻ中企業ʼの数は、思ったほど減少していな
い」
。そして、「④＋⑥：
ʻ中企業ʼ（特にʻ中の小ʼ企業）層が、数や業績の上で健闘して
いる」という結果が得られた。それらの解釈に対して、28 社のサンプル分析が与える示
唆は、二つある。ひとつは、「A：国内製造業の事業所が、特にʻ中企業ʼの数が思った
ほど減少していないのは、多産多死で産が死を上回った結果ではなく、既存企業の生存率
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が高い結果に負う部分が大きい」という示唆である。もうひとつは、「B：ʻ中企業ʼ層が
数や業績の上での健闘している原因は、たしかに、零細企業が成長しʻ中企業層ʼへと上
方移動した点にある可能性も否定できないが、元来ʻ中企業ʼであった企業の多くが長期
存続した点にもあり、また、後者の貢献も案外大きい。
」という示唆である。
長々とデータによる確認を行なってきたが、結局の所、私が確認したかった問いと導き
だされた答えのエッセンスは、一言で言えば、次の通りである。
(問い) 国内製造業において、長期存続している中小企業は群発しているのか。
(答え) 零細企業層ではなく、ʻ中企業ʼ層においては、群発している可能性が高い。

6 ʻガラパゴスʼこそ特上の題材―いざ創造的研究の旅へ―
国内で見られるもうひとつのʻガラパゴスʼ現象
「南米エクアドル沖 1,000 キロの太平洋の中に、ガラパゴス諸島という火山性群島があ
る。赤道直下で、近くに大きな陸地がまったくなく、その孤絶した、しかも厳しい自然環
境がゾウガメなどの特異な進化を育み、この群島にしか見られない固有種が多い。
そのガラパゴス諸島と日本が似ている、という話がここ数年、よく語られるようになっ
てきた。日本市場という、嗜好や品質にうるさい、しかもある程度の経済水準の顧客が多
い「世界でも稀な」場に適応するように企業が製品開発を続けると、あたかもガラパゴス
ゾウガメと同じように、他の市場とは隔絶した製品の進化をしてしまう、というのであ
る。
」(伊丹, 2010)
データによる確認の作業を終えた後、ふとこの話を思い出し、次のことを考える。日本
をガラパゴスに比喩する話は、製品進化の分野で生まれた話である。しかし、その話はも
のづくりʻ中企業ʼ進化論にも該当するのではないだろうか。
内需低迷、円高、それに伴う海外への機能移転の進展。日本国内における製造業企業の
経済環境は、年々厳しくなってきている。環境が長期持続的にここまで悪化した国は、古
今東西見渡しても稀である。
にもかかわらず、日本では、多くのものづくりʻ中企業ʼが長期存続・成長し、今でも
国内にて活動を続けている。厳しい長期的な環境悪化の中で、長期存続ʻ中規模ʼ企業が
ここまで群発している国もまた、歴史上存在していない。現時点において歴史上ナンバーワ
ンの先進経済大国であるアメリカにおいてさえ、このような現象は起きていないのである｡
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様々な種で進化が見られる点もʻガラパゴスʼと類似している。ガラパゴス諸島で、固
有種が見られる生物は、ゾウガメだけではない。アホウドリ種ではガラパゴスアホウド
リ、イグアナ種ではガラパゴスリクイグアナ、さらに同じイグアナ種でもガラパゴスウミ
イグアナ、と様々な種で固有種が見られ、それぞれ特異な進化を辿っている。そして、そ
れは日本国内のものづくりʻ中企業ʼにおいても、同様である。今回訪問した企業リスト
の中だけで考えても、所属産業は精密機械、エレクトロニクス機器、工作機械、輸送用機
械と複数あり、同じ産業内でも取扱う製品・部品を見れば違いは多々見られ、企業の規模
においても、1 次サプライヤー、2 次サプライヤーと、違いが見られた。また、それぞれ
の企業でʻ生き残りのための工夫ʼに違いが観察できた。この点は、すでに述べた通りで
ある。どうも企業では、創業時の所属産業や業務内容、あるいは、(中企業の中での) 規
模分類が、生物で言う種に該当しているようである。
さらに、継承・連続性という観点においても、共通点は存在する。生物は、遺伝による
継承を利用して、長い時間をかけて進化していく。ひとつの世代で完結することはない。
企業でも同じである。企業の中で活動する従業員 (特に経営者) が、前の世代の従業員と
次の世代の従業員の活動期間が重なりつつ、しかし、いずれは交替することによって、企
業が長期存続し、進化していくのである。この共通点の存在ゆえにʻガラパゴスʼの話
は、製品よりʻ中企業ʼの進化の方が当てはまりがよい、と感じさえする。製品進化で
は、この継承や連続性といった話にやや欠けるからである。
実は、国内ではʻガラパゴスʼ現象が、もうひとつ存在するのである。しかも、ものづ
くりʻ中企業ʼの話は、製品の話とは違い、ポジティブな話である。
ʻガラパゴスʼは特上の題材なり
生物学者チャールズ・ダーウィンが『進化論』の着想をガラパゴス諸島における調査か
ら得た、という話はあまりにも有名である。どうも学者というものは、自己の問題意識を
象徴的に表す現実に出会うと、理論構築の歯車が急速に回り始めるようである。そして、
直面する現実が世界中あるいは歴史上他には存在しないユニークなものであると、その現
実をもとに構築された理論は、エポックメイキング的なものとなるようである。
それは、おそらく生物学のような自然科学に限定された話ではない。社会科学にも当て
はまる確率は高い。経済学で言えば、アルバート・ハーシュマンの低開発国の発展をテー
マとした『経済発展の戦略』が、この可能性を示唆するひとつの例になっているもしれな
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い。同著で彼が提示した不均衡成長論は、均衡成長論が主流であった当時の開発経済学に
おいてターニングポイントとなった理論である｡26 ハーシュマンは、中南米の低開発国に
おける政府のアドバイザリーもしくはコンサルタントの経験をもとに、この理論を書い
た。中南米で彼が直面した現象は、まさしく、彼の問題意識を浮き彫りにする現象であっ
た。そして、その現実は、先進国における経済成長の理論の前提が全く当てはまらない現
実であった。そのように同著では記載されている。
つまり、ʻガラパゴスʼ現象とは、画期的な理論誕生の可能性を大いに秘めている特上
のネタを提供する現象なのである。特に、対象が生物であれ企業であれ、進化論に関連す
るテーマであれば、その期待はさらに高まりそうである。
現在、私は同僚や後輩と共に企業進化論の古典とも言うべきエディス・ペンローズの
『企業成長の理論』を輪読している。同著で彼女は、関連多角化による拡張が企業進化の
本質的現象である、と主張する｡27 なお、彼女の言う多角化には垂直統合や活動の地理的
な拡張も含まれており、関連性という言葉には事後的な関連性の構築も含まれる。ペン
ローズの理論は、もちろん日本を題材にして構築されたものではない。しかし、日本の大
企業の企業成長は、彼女の理論によってきわめて説得的に説明できる。また、戦略論にお
いては、日系大企業を観察する現実に選び、ペンローズの議論を発展させる形で構築され
た理論も存在する｡28
そのような背景からも容易に想像できるように、たしかに、国内ものづくりʻ中企業ʼ
のʻガラパゴスʼ現象の中には、ペンローズの理論やこれまでの日本大企業を題材に構築
した戦略論によって説明できる部分はある。だが、同時に、当てはまらない部分も存在す
る。企業の目的についての仮定は、その最たる例であろう。ペンローズや既存の戦略論の
学者は「利潤の最大化」を企業の目的と仮定して、理論の構築を行なっている。しかし、
私が現場で見た国内ものづくりʻ中企業ʼの目的は、どうもそれだけではない。「従業員
(家族) の雇用の確保」および「企業 (家業) の存続」といった目的も強く存在するよう
に見受けられた。特にʻ中の小ʼ企業では、「利潤最大化」よりこれらの目的を優先して
いることを感じさせるコメントに、数多く遭遇した。また、「長期存続と成長がトレード
オフとなる状況に、これまで何度も直面してきた」という話も何度も伺った。そのひとつ
が、第 2 節で紹介した豊田周辺地域に所在する自動車 2 次サプライヤーにおける海外展開
26
27
28

詳しい内容については、Hirschman (1958) を参照されたい。
より詳しい内容については、Penrose (1959) を参照のこと。
例えば、伊丹 (2003) の第 2 版である伊丹 (1984) がそれに当たる。
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と国内開発能力維持のトレードオフの話であった。やはり、(日本製造業の)ʻ中企業ʼと
大企業は同じ企業という生き物でも、種がやや異なるのであろう。
いざ創造的研究の旅へ
ダーウィンやハーシュマンにとって、ガラパゴスや中南米は母国ではなかった。その一
方で、日本の経営学者にとってʻ中企業ʼ版ʻガラパゴスʼは母国で起きている現象であ
る。出かける手間は格段に小さい。
ところが、なぜか中小企業論においては、わざわざ手間をかけ、海外に調査に向かうト
レンドが少なからず存在する。そして、その傾向は年々強まっているようだ。1990 年代
まで国内の産業集積や地場産業を調査していた著名な研究者が、こぞって島を発ち、東ア
ジア大陸に向かっていく。経済成長率という引力は、実務の世界よりむしろ学術的な世界
において強く働いているのだろうか。もしかしたら、実務の世界より学術の世界の方が空
洞化の恐れが大きいのかもしれない。
今、企業版ʻガラパゴスʼがブラインドスポットとなっている。身近な宝の島の発見に
心が躍る。追加調査のインセンティブはさらに上昇する。
「長期存続ものづくりʻ中企業ʼの群発」という現象を解明するためには、最低でも次
の二つの課題には取り組まねばならない。
ひとつは、さらなる実態把握である。たしかに今回のパイロット調査によって、氷山の
一角は見えてきた。しかし、「日本という孤島に、どのような種がいるのか」、「各種は、
この数十年間どのような行動を採ってきたのか」
、そして、「各種の行動には、どのような
相違点と共通点が見られるのか」を把握するためには、訪問調査のケースの数もひとつひ
とつのケースの把握の深さもまだまだ足りない。また、データ分析も『工業統計表』や
たった 28 社のサンプル調査だけでは不十分であることは否めない。
もうひとつは、把握した実態の抽象化である。「国内製造業においては、なぜ多くの
ʻ中企業ʼが存続することができたのか」、「その論理にはどのようなパターンが存在する
のか」、
「そのパターンを浮き彫りにするような本質的な概念フレームワークとは、どのよ
うなものか」、「また、それらの論理成立の背後には、どういった前提が置かれているの
か」…。把握した実態を抽象化する作業とは、そういった作業であり、そして、それらの
作業は理論構築する上で不可欠な作業である。加えて、理論構築は、把握した事実をより
深い解釈にするためにも不可欠である。理論 (中でも自ら構築した理論) は、事実を把握
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するための眼鏡の機能を備えているからである。ところが、こちらの方は、氷山の先端さ
え海上に出てきていないのが、現状である。本論では、起こっていること、起こったこと
の「何が」には触れているが、
「なぜ」には全く触れていない。
ただ、どちらの課題においても、キーポイントはʻ細かなステップを踏むことʼにあり
そうだ。
人は「一回のなぜ」で答えが出る現象には、長期的には興味を持たない。「なぜ→答え
→なぜ→答え」と掘り下げなければ腑に落ちた解にたどり着くことができない現象だから
こそ、不思議に思い、興味を抱くのである。ʻガラパゴスʼは、「日本国内のものづくり
ʻ中企業ʼは、○○という行動を取ったからこそ長期存続できた。」「存続成功の原因は、
××という特徴にあった。」というようなワンステップの論理で解明できるような生半可
な現象ではない。
そして、長期存続・進化という現象の場合、その複数の論理を読み解く作業の多くは、
必然的に歴史をひも解く作業となるだろう。繰り返しになるが、進化とは、一時点の突然
変異ではなく、細かな過去の行動と現在の行動の積み重ねによって長期的に起こっていく
現象だからである。そして、その歴史をひも解くためには、当然のことながら、各時点で
起こった事実をこと細かく把握しておく必要があるだろう。ところが、これまでのとこ
ろ、訪問調査をした企業の歴史にしても、国内全体のトレンドに関するヒストリーにして
も、あまりにラフなステップでしか把握ができていない。
作業は、まだまだ山のように残っている。だが、その作業を達成した時の見返りは恐ろ
しく大きい。「国内における長期存続ものづくりʻ中企業ʼの群発」の「なぜ」を解明す
ることは、学術的な貢献に留まらない。実際に国内製造業ʻ中企業ʼという現場で働く
人々への貢献につながるポテンシャルも持っているからである。
「要するに自分たちがこれまで長い間行ってきたことは、どのようなことであり、どう
いった意味を持つのか」
、「それは、どのような論理で、長期間の生き残りにつながってい
たのか」…。たしかに、これらをハイライトすることは、「これからどうやって生きてい
けば良いのか」、
「そのためにはどのような手を打つべきなのか」等を考える際に、直接的
な形では役に立たないかもしれない。しかし、いつの世のどんな活動においても、己の過
去を理解することは、これからのことを考える際のヒントにはなりうる。だからこそ、人
間の言葉にはʻ省みるʼという単語が存在する。過去と現在、そして、未来は、この意味
でもつながっている。象牙の塔で創られた話もささいなヒントぐらいには、なれそうだ。
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30 年前（＝1979 年 or 1980 年）に調査が行われた静岡県中遠・西遠工業地域に所

在する企業の存続実態、現在（＝2009 年 or 2010 年）における国内工場の有無、およ
び 30 年前と現在の規模（※バックデータ）

サンプルNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

存続の有無（2010年時点）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

国内工場の有無

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

過去の従業員数（人）

1200 360 876 840 172 470 127

63

276 312 293 107

現在の従業員数（人）

784

90 1800 1498 1077 205

？

276 318 208 117

サンプルNo.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

存続の有無（2010年時点）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

国内工場の有無

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

30年前の従業員数

108 225 187 300 200 396 135

30

120 189

74

274 340 130

現在の従業員数（2009or10年時点）

334 220 310 229 450 600 185

40

81

34

150 1215 100

90

389

14
○
○

52

220
346

注）サンプルナンバー26 と 28 の現在の従業員数はおよその人数。
サンプルナンバー2 の現在の従業員数は 2006 年時点の値。
サンプルナンバー24 と 25 の現在の従業員数は 2007 年時点の値。
サンプルナンバー8 の現在の従業員数は不明。
存続の有無の判断についてだが、30 年間の間に買収や合併および名称変更が行なわれたとしても、活動
自体が続いていれば、その企業は存続していると見なしている。
出所）30 年前の訪問調査記録、各社ホームページ等のウェブ情報より筆者作成

そのような大志を胸に秘め、今日も訪問の旅に出る。調査に向かう列車の中で、隣の席
の男性が新聞を読んでいる。「町工場存続の危機」という類いの見出しを再び見かける。
その見出しは、最近手に入れたʻ実態調査 09 年・10 年ʼという名の眼鏡をかけると、
「ものづくりʻ中企業ʼ今回も健在」という文字に化けていく。その効果で思わずニヤリ
としてしまう。変化した見出しの解明を終着点とする現実世界と理論世界の往復運動の旅
は、始まったばかりである。
二時間後、創造的研究の旅が、現場の世界を入り口にして、再開される。
＊追記―読者の皆様へ―
現在私は「国内に見られる長期存続ʻ中企業ʼの群発現象の解明」をテーマに、研究活動を行
なっております。また、東京大学ものづくり経営研究センターでは、藤本隆宏教授をリーダーとし
て「国内長期存続中小企業研究プロジェクト (仮称)」を、2010 年度より進めております。現時点
の主な調査対象は浜松市を中心とした静岡県中遠・西遠工業地域のʻ中企業ʼですが、ゆくゆくは
全国展開したいと考えております。
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本論の問題意識に関心を持って頂けた場合は、ご連絡頂けますと、幸いです。私達は訪問調査を
主要なリサーチメソッドとして採用しておりますので、研究者の方はもちろんのこと、実務家の
方々 (ex.：企業の方々、行政法人や金融機関等の支援機関の方々…) のコンタクトも歓迎いたし
ます。
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