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１．ごあいさつ  

れた国が中東と日本という

だけでこんなにも運命が違

うのは悲しいことです。一

人でも命を落とす子がいな

くなるように心から願って

います。 
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２．未来の日本のものづくり、中小企業の取るべき戦略 

 

   

モノづくり通信第 2７号は、製造業を取り巻く環境の変化と、弊社の考える中小企業の戦略についてお伝えします。

新年あけましておめでとうございます。元旦は近

所をランニングして初日の出を拝みました。天気が

良く、最高の初日の出でした。今年も皆さんにとっ

て良い年でありますようお祈りいたします。 

暖かい部屋で記事を書きながら、世界各地にいる

暖も取れず、食べものも不自由し、学校に行けない

子供たちのことを思い心が痛みます。その子が生ま 

(1) 日本の産業発展の歴史 

私は⾼度成⻑期に育ったため、昔は作

れば売れた良き時代と思っていました。

しかし歴史を振り返ると、企業経営はど

の時代も大変でした 

 

【明治維新から敗戦まで】 

工作機械や金属加工技術が未熟で、金属

を加工できれば受注がありました。重要

な顧客は軍で、仕様や設計、生産量は軍が

決定・統制しました。需要や価格を考えな

くて良い反面、企業は市場やコストを無

視しがちでした。 

 

【敗戦から⾼度成⻑期】 

朝鮮戦争特需で戦後の不況から立ち直っ

たものの、その反動減による不況があり、

また激しい労働争議もありました。その

後も東京オリンピック後の不況、円高不

況などで倒産した企業も少なくありませ

んでした。 

例えばオートバイは、多くのメーカー

が林立し、最盛期は 120 社あったものが

4 社にまで減少しました。 

 

【石油ショックからバブル崩壊】 

石油ショックで海運市場は大幅に縮小、

その後の円高もあり造船業界は苦しい

時代が続きました。また円高は繊維など

労働集約型の産業に大きなダメージを

与えました。  

作る能⼒が求められた時代

様々な機械を作る、部品加⼯能⼒があれば何でも

製造した時代
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図 1 日本の産業の歴史 

いつものランコース 

での初日の出 
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(3) 高付加価値のものづくりが必要 

今後、日本のものづくり企業が取るべき道は、価

格以外の価値を持った魅力ある製品や他社が実現

できない機能や性能の実現です。 

世界でトップシェアを

取り高収益な日本企業に

は、電子制御編機（世界シ

ェア 60%）の島精機製作

所（営業利益率 24.9%）、

メモリテスタ（世界シェ

ア 60%）のアドバンテス

ト（営業利益率 30%）、エ

ンジン計測器（世界シェ

ア 80%）の堀場製作所（営

業利益率 18.9%）などが

あります。 

一方イノベーションだけでは高付加価値を持続

できません。セイコーはクォーツ腕時計を開発しま

したが、安価な香港製や台湾製時計に市場を奪われ

てしまいました。対して、スイスのスウォッチは、 

(2) 歴史的な転換点を迎えた今日 

今日、日本に起きている変化は、前記のような好不

況のサイクルではありません。高品質な製品を生産・

輸出するという従来のモデルが崩壊する歴史的な転

換点です。 

⾼度成⻑期の日本は環境に恵まれていました。高

度な製品を開発・製造できる国は、アメリカ、ヨーロ

ッパの先進国と日本以外になく、日本は１億人を超

える人口と低賃金で優秀な労働力がありました。ア

メリカなどの購買力の高い市場もありました。 

しかし良質な工業製品を量産できる国は、1990 年

代に韓国、台湾、香港、シンガポールの新興工業国

(NICs)が台頭し、さらに中国、ブラジル、ロシア、イ

ンドの BRICs が日本のライバルとなりました。 

BRICs は合わせて 28 億人の人口があり、市場と

しても大きな存在感を持っています。この新興国の

需要増加により、中間所得層向けの低価格製品の巨

大な市場が生れました。 

人件費の高い日本は、労働集約型の製品では競争

力を維持できなくなりました。かといって先進国向

けの製品は、新興国のニーズに合いません。 

一方デジタル技術の進歩により、大企業でなけれ

ばできなかった製品が、新興国の零細企業で製造で

きるようになりました。中国のスマートフォンメー

カーは 2012 年末の時点ですでに 377 社もありま

す。こうして新興国製の安価な製品が身の回りにあ

ふれるようになっています。 

日本に奪われた時計市場を

奪回するため斬新で安価な

時計で市場に参入しました

が、その後、オメガ、ラドー、

チソなどの高級ブランドを

傘下に収め、売上は急成⻑を

遂げています。 

 

(4) これからの中小企業が取るべき戦略 

従来、中小企業も含めて製造業が利益を上げるた

めには、製造工程のムダをなくし、１秒でも早く、

１個でも多く生産することが重要でした。 

現実には休む間もなく機械を動かしているのに

儲からない会社があります。一方のんびり作業して

も利益が出ている会社もあります。 

この違いは何でしょうか？ 

違いは、取引相手が儲かっているかどうかです。

では儲かっている会社と取引するにはどうしたら 

良いでしょうか。 

それには他社にない技術や提案力が必要です。 

そう言ったら、ある経営者の方に言われました。 

「そうはいっても、設計もいない下請けの部品屋だ

から、言われたものを作ることしかできない」 

 

現状はそうだと思います。 

では、どうしたら儲かる仕事を取れるようになるの

でしょうか。 

図４ セイコーとスウォッチグループの比較 

 

所 図 2 ＶＷの不正を発見した

堀場製作所の計測器 

図３ スウォッチ 
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３．組織に逆らうことで生れた発見 

 
研究者がやりたいテーマを会社がやらせてくれな

いことがあります。ＶＨＳはビクターの高野鎭雄氏

が本社に認められず、こっそり行った研究から生ま

れました。ある商品も、組織に反抗した一人の男に

より生まれました。デュポン社でテフロンの研究チ

ームだったウィルバート・Ｌ・ゴアは、テフロン製品

の研究の継続を希望したが、聞き入れられませんで

した。そこで４５歳でデュポン社を退社し、自らテ

フロンの電線事業を起こしました。 

1960 年代エレクトロ

ニクスの発展と共にテ

フロンコーティングさ

れた電線の需要は順調

に伸び、事業は成功しま

した。その後ゴアの⻑男

ボブが会社に入りまし

た。彼は、父親譲りの好

奇心から、テフロンが 

高収益を実現する中小企業へ転換するための

プロセスを以下に示します。 

 

【現状の仕事で利益を上げる】 

製品別の原価を明らかにし、赤字製品は、コスト

ダウン、値上げ、打ち切りなどの対策を行いま

す。原価に基づいて価格を決定し、粘り強く交渉

することで適正価格での受注を目指します。 

 

【提案型受注できる体制を構築する】 

顧客の要望を聞き出し、複数工程の一貫生産や

部品の一体化などの提案を行います。「発注者の

困りごとを解決する」という視点で行います。 

 

【設備の更新や新技術の開発】 

デジタル技術の進歩により、熟練者しかできな

かった製品が機械でできるようになってきまし

た。必要であれば新たな設備を導入し、徹底的に

使いこなし、設備の能力以上を引き出します。そ

して他社でできないものを実現します。 

 

【自社の特徴をＰＲし顧客を増やす】 

１社だけとの取引では価格交渉は容易ではあり

ません。そこで取引先を増やし、無理な要求は断

るようにします。前述の開発や提案を行い、求め

られる取引先になります。多くの企業は「複数工

程の集約」、「多品種少量生産対応」、「短納期」な

どの特徴があれば取引したいと考えています。 

 

【高収益中小企業】 

こちらから提案した仕事は、価格の主導権を

取れます。また「今までできない形状や機能を実

現した」、「３個の部品を１個にした」、「工程を大

幅に減らした」などは顧客にもメリットがあり

Win-Winの関係になります。また独自技術を持

ち開発を行うことで優秀な人材が集まります。 

 

図５ 中小企業の高収益化戦略 

図６ 

ウィルバート・Ｌ・ゴア氏 

 

 

【このような取組は高コスト体質になる】 

実は、このような取組は間接費を押し上げ、高コス

ト体質になります。簡単な部品であれば数人の零細

企業が古い設備で製造した方が安くできます。しか

し、こういった部品は、今後海外の部品メーカーと

の価格競争に勝てなくなります。「顧客に選ばれる

ためには、どこに自社の価値があり、付加価値を生

み出すのか」という戦略が重要になってきます。 



                             モノづくり通信 V0l. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．編集後記 

 

イスラエルの攻撃で負傷し病院に運ばれたパレ

スチナの３歳の子供が言いました。「天国に行った

ら、神様に言いつけてやるから」数時間後、その子

は息を引き取りました。今６歳の自分の息子を見て

「あの子にはなかった時間」のことを思います。 

あの子は天国で神様に文句を言えたでしょうか。 

本ニュースレターが不要な方はお手数ですが 

下記通信欄に、お名前又は社名と｢不要｣とご記入の

上、FAXして頂くか、メールにて不要とお知らせく

ださい。 

通信欄 

最後まで読んで頂きありがとうございました。 

 

株式会社アイリンク 代表取締役 照井清一 

〒444-0202 愛知県岡崎市宮地町馬場 17-1 

TEL 0564-55-5661  FAX 0564-52-5364 

URL : http://www.spiral.ilink-corp.co.jp 

Email: terui@ilink-corp.co.jp 

Facebook：https://www.facebook.com/se.terui 

メルマガ  

http://spiral.ilink-corp.co.jp/malmag.html 

 

 

経営環境の変化や経営事例などを学ぶ勉強会「未

来戦略ワークショップ」1月は「失敗事例に学ぶ、

なぜ、あの企業が破たんしたのか」盤石な財務体質

でも倒産したトーハツ、財務内容が悪く倒産しかけ

たホンダとの違いからから学びます。この勉強会は

どなたでも参加できます。詳細は以下にあります。 

http://ilink-corp.co.jp/1669.html 

日時 1月 17 日(日) 9:30〜12:00 

場所 刈谷市総合文化センター アイリス 

（中央生涯学習センター）501講義室 

刈谷駅南口 徒歩３分 

参加費 500円 

前日までに、ＦＡＸ、電話(0564-55-5661) 

又はメール(terui@ilink-corp.co.jp)でお願いします。 

画期的な用途がありました。 

1971 年ボブは家族とスキー旅行に出かけまし

た。休憩の際、旅行メンバーの医師 ベン・アイズ

マンに、ボブはテフロンの切れ端を見せて、どんな

ものとも化学反応を起こさないテフロンの特性を

話しました。アイズマンは直ちにこのフィルムを豚

に植えてみようと考えました。当時、世界中の医師

たちが、人体が拒否反応を起こさない物質を探して

いました。数週間後、興奮したアイズマンがボブに

電話しました。実験は成功し豚はテフロンの管を 

拒否しなかったの

です。それから多く

の人々がテフロン

を血管や靭帯に埋

め、多くの人の命が

救われました。 

４．未来戦略ワークショップ「戦略とは何か、戦略と戦術について考える」 
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ケーブルリボンに加工できるなら、フィルムにもで

きると考えました。しかし何度テフロンを加熱し慎

重に伸ばしても薄くなる前に切れてしまいました。

ある日癇癪を起こしたボブが力任せに引っ張ると 

テフロンは思いもよらぬ

⻑さに伸びました。こう

してできたフィルムは、

空気や水蒸気は通すが水

を通さない「呼吸する布」

でした。「ゴアテックス」

と名付けられたこのフィ

ルムは、テント、スキーウ

ェア、靴など多くの製品

に使われています。しか

しこのフィルムはもっと 

会社名                 お名前                         

TEL                                  FAX                                    

未来戦略ワークショップ参加申し込み FAX  0564-52-5364 

 
 

図７ ゴアテックス 
図８ ゴアテックス製人造血管 


