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研究報告



競争力とは何か

•藤本隆宏は、「その企業が提供する製品群ないし個別製品が、
既存の顧客を満足させ、かつ潜在的な顧客を購買へと誘引する
力のこと」と定義

•藤本は生産管理における競争力の切り口として品質・コスト・
納期の３つを挙げている。端的にいえば「良い品を」「安く」
「短納期で」ということ。製造物責任の観点からは販売後のメ
ンテナンスを加えてもよいだろう
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競争力向上策の捉え方
～内需伸び悩みとアジア諸国の経済発展に対して
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同一製品市場にとどまる イノベーション プロダクト（既存製品改良の場合）
（その企業に プロセス（生産性向上など）
とって「新しい」 組織
もの） マーケティング

新しい製品市場に進出 新事業展開

国際化 生産の海外展開 コスト低減
主力納入先海外拠点への部品供給

販売の海外展開 海外需要者への製品・部品供給

ＩＴ化 部署間・企業間の情報連携
ＩＴを上記手段に役立てる ＩｏＴ（モノのインターネット）

AIの利用

本セミナーは点線内を、ＩＴ化を中心にカバーします



１．新事業展開による競争力向上

•中小製造業では事業の絞り込みが有効である一方、製品にはラ
イフサイクル（導入期、成長期、成熟期、衰退期）が存在する。
企業の長期的な存続のために新事業展開は重要

•新事業に市場にインパクトのあるイノベーションが付随しなく
ても、その企業にとって新しい製品・プロセス・組織変化があ
り、それが企業価値を高めるのであれば競争力向上につながる

•経営資源が限られる中小製造業では、多角化（主力事業に軸足
を置きつつ他分野に進出）とともに、事業転換（主力事業を転
換）も選択肢となる
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中小製造業の新事業展開の動向
～商工中金・商工総合研究所（2019）『2018年度 第9回中小機械・金属工業の
構造変化に関する実態調査』より

•新分野進出企業の７割は社内に専門部署を設置して対応

•進出企業の割合（検討中を含む）は徐々に低下

• 2012年の調査では環境関連や医療福祉関連が関心を集めたが、
直近2018年調査では現行事業の近接分野への進出が目立つ

•航空機・電気自動車・自動運転・ロボットなど先端分野も近接
業界からの進出が多い。技術力に自信のある企業が目立つのも
特徴
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意図せざる新事業展開

•ライフサイクル上、衰退期に入った製品の部品を主に製造する
場合やコスト競争力の観点から国内生産を打ち切る場合など、
中小製造業では主力納入先の変更を余儀なくされるケースは頻
繁に起こり得る

•主力納入先が変われば納入する部品も変化する。同種の部品で
も仕様や材料が異なる場合が多い

•このような場合、主力納入先が変わることは意図せずに新しい
事業を展開することと同じ意味を持つ

•現時点での得意技術の延長線上の新分野進出につながることが
多い
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中小製造業にとっての新事業展開

•中小製造業が経営環境の変化に対応することは生き残りのため
に不可欠だが、戦略的・組織的な対応となる「多角化」「事業
転換」がすべてではない

•経営資源の制約や経営リスクを考慮すれば、「意図せざる新事
業展開」も有力なルートである

•「意図せざる新事業展開」を推進するうえで、環境変化への高
い感度、柔軟な経営判断、応用性の高い技術力は必須。ＩＴ、
ＩｏＴはそれを推進する効果的な手段である
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２．国際化による競争力向上

•製造業の国際化の中心的手段は輸出（間接輸出・直接輸出）と
海外生産で、補完的手段として海外企業との業務提携（生産・
販売委託等）がある

•中小製造業の国際化は通常、間接輸出（商社経由等）→直接輸
出（自社で輸出手続き）→海外現地法人による海外生産という
段階を経て進展する

•近年では海外現地法人を設立して海外生産を行う形が国際化の
中心的な課題であり、海外生産を中心に議論を進める
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生産の海外展開は拡大鈍化へ
～商工中金・商工総合研究所（2019）『2018年度 第9回中小機械・金属工業の
構造変化に関する実態調査』より

•中小製造業では、1990年代以降改革・開放路線を推進した中国
への展開が中心

•当初は海外生産移転した主力納入先への部品供給と生産コスト
削減が大きな目的であった

•中小製造業の海外生産比率は1990年代は右肩上がりで上昇した
が、2000年代以降は頭打ち（次頁）。近年では一部で中国撤退
の動きも

•中国の生産コスト上昇でベトナム等への関心が高まる

→海外生産を拡大することが条件抜きに推奨される状況ではなく
なった
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海外生産比率は頭打ち
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海外生産の有無

（資料）商工中金・商工総合研究所「中小期機械・金属工業の構造変化に関する実態調査」
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海外生産の変質～事業活動の現地化
•進出当初の納入先（国内主力納入先の海外現地法人が多い）へ
の売上依存度が低下

→系列外の企業（特に日系）との取引拡大を図る

•部品・原材料調達先は現地地場企業中心に（次頁）

→調達先は自分で見つけなければならない

⇒販売先・調達先とも現地法人自身が獲得する必要性が高まり、
生産管理にとどまらない現地での主体的な経営行動が求められる。
これから進出する企業の場合、事業継続へのハードルは高くなっ
ている
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素材・部品の調達は地場企業中心に
海外生産拠点での素材・部品の調達先について

（資料）商工中金・商工総合研究所「中小期機械・金属工業の構造変化に関する実態調査」
（注）今後は５年後（2023年）程度を想定
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今後の海外生産のあり方
•海外生産にあたっては、進出時の主力納入先・調達先が今後も
あてにできるとは限らないという前提に立って、現地の環境変
化に柔軟に対応できる経営体制を整えておくことが不可欠

•海外現地法人運営のハードルが上がる一方、日本と海外との技
術水準の差は依然として存在する。国内で事業を継続するメ
リットを追求できる余地は相対的に高まっている

→海外進出を行う企業はこれまで以上の準備と覚悟が必要な時代
に。中小企業支援機関は企業の海外事業を遂行する人材の育成と
現地の経営情報提供により一層注力すべき
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３．ＩＴによる競争力向上
•新事業展開、国際化、品質・生産性の向上（本セミナーでは割愛
します）と異なり競争力を直接向上させる戦略ではない。むしろ
上記戦略を行いやすくするための「手段」である

•基本インフラ（ＰＣ、インターネット、モバイル通信機器等）は
中小製造業に概ね普及。それが担当・部署内のタコツボ的な情報
活用にとどまるか、部署間・社内全体の有機的な情報統合ができ
るかが問われている（情報統合している企業ではシステムを統合、
もしくは新たな統合システム（ERP※対応）を導入）

•活用対象の広がりから、セキュリティ確保の重要性が一層高まる

•ＩＴの先端技術としてＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータが注目される。
なかでもＩoＴは実用段階に入り企業の関心も高い（次頁）
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ＩｏＴやＡＩへの企業の関心は高い
ＩＴ活用手段（2018年調査、複数回答）

（資料）商工中金・商工総合研究所「中小期機械・金属工業の構造変化に関する実態調査」
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ＩＴ・ＩｏＴ対応と競争力
•前掲『2018年度 第9回中小機械・金属工業の構造変化に関す
る実態調査』によると、ＩＴに取り組んでいる中小製造業ほど
競争力が高い

•ＩＴ利用度が高いほど技術、納期対応、保守サービスで競争力
が高まる傾向がある（以上次頁）

•ＩＴの利用目的と競争力の関係では、生産技術面、内部管理面、
販売面など多方面にわたりＩＴ利用が競争力向上につながる。
見える化やモニタリング等、ＩoＴにつながる目的も競争力向
上への効果が大きい

→ＩoＴ利用のメリットや導入にあたっての留意点は神田社長の
ご講演で詳しく言及されます
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ＩＴに取り組む企業ほど競争力が高い

IT利用度別競争力のある企業の割合

利用度高 62.4% 31.6% 55.6% 54.7%
利用度中 52.4% *** 32.0% 50.1% 42.0% ***
利用度低 50.4% *** 34.3% 48.0% ** 43.7% ***

（資料）江口政宏（2019）『中小機械・金属工業の競争力の源泉に関する計量分析
　　　　―「第９回中小機械・金属工業の構造変化に関する実態調査」より―』
（注1）利用度高はIT利用目的数9～20、利用度中は同5～8、利用度低は同1～4の企業
（注2）数値は各項目で国内同業他社を「上回る」「やや上回る」と回答した企業の割合
（注3）***は利用度高との間に1％水準、**は5％水準で有意な差がみられる項目

技術（品質を含む）
(n=726)

コスト対応力
(n=843)

納期対応力
(n=842)

保守等アフターサービ
ス(n=795)
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