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1．はじめに

本稿は、ものづくり中小企業がいかにネット

ワークにかかわっていくか（これをネットワー

キングとする）という主体的・能動的・動態的

な視点から、中小企業のネットワーキングの実

際とその意味について考察をすることを目的と

する。ここでいうものづくり中小企業とは、と

くに機械金属業種に属する中小企業を念頭に

置いている。

企業などの諸組織のネットワークという場

合、本稿ではこのネットワークを、西口編著

（2003）に依拠し、「共通目的のために、『組織』

の境界を越えて、公式・非公式を問わず、メン

バーシップが限られた中で、意識的に調整され

た2人以上の人間の活動や諸力の体系である」

とする（西口編著, 2003, p.9）。本稿は、中小企

業のネットワーキングを取扱うが、これを先の

定義に基づき言い換えると、2つ以上の企業が

活動や諸力を融合させながら、共通目的のため

に企業組織の境界を越えて意識的に調整して

いく動態的なプロセスをみていくことになる。

このようなネットワーキングを基本的な視座と

しながら、さらに本稿では、次の諸点（相互に

関連している）に注目していく。

第1に、企業など諸組織間のネットワーク形

成の目的である。ネットワークが形成されてい

るのは、それはネットワークを構成する諸組織
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間の共通目的が達成されているからである。こ

の共通目的がどのようなものであり、どのよう

に達成されていくかといった共通目的達成にか

かるプロセスに注目する。

第2に、企業など諸組織間のネットワークの

成果である。ネットワークの共通目的の達成は、

ネットワークそれ自体の成果であるが、その成

果がどのようにして成し遂げられていくかとい

う点である。このことは、ネットワークを構成

する当事者がネットワーク内でいかにして各々

の活動や諸力を融合させていくかという点、さ

らにそのプロセスにおいていかに自らの成果を

享受していくかという点（Gulati, 1998；Kogut, 

2000；西口編著, 2003；関, 2011a）に区別する

ことができる。

第3に、企業など諸組織間のネットワークの

進化である。ネットワーク内における共通目的

の達成は、共通の便益の享受とみることができ

るが（Dyer and Singh, 1998）、共通の便益の

享受だけでなく、ネットワークを構成する当事

者にとっての個々の便益の享受がともに必要不

可欠であり、この両者のバランスがネットワー

クの安定性にとって重要であるという見方があ

る（Dyer et al., 2008）。つまり、このバランス

を維持していくために、諸組織間のネットワー

クは絶えず動態的に進化していくことになる

（Gulati, 1998）。メンバーシップは限られている

が、その構成は諸目的の達成のために必要の限

りにおいて絶えず変化することになる。

これら3つの視点を基に、本稿では、ものづ

くり中小企業の（を中心とした）ネットワーキ

ングについて検討していく。以下の構成は次の

とおりである。第2節では、研究方法としての

ケース・スタディと、データとなるケース選定

の方法と理由について説明する。第3節では、

ケースとして兵庫県下のものづくり中小企業の

ネットワークであるアドック神戸をとりあげる。

第4節では、ネットワーキングにかかるいくつ

かの視点を基に、ケースについて若干の検討を

行い、発見事実を述べる。第5節は小結である。

2．研究方法とデータ

本稿では、ものづくり中小企業にとってのネ

ットワーキングの実際とその意味について考察

をすることを目的とするが、そのためには、企

業を中心としたネットワークの形成・持続・発

展のプロセスをまずは具体的に描き出す必要が

あろう。こうした時間軸をともなったプロセス

の描出にあたっては、ケース・スタディが研究

方法として有効であろう。ケース・スタディは、

複雑性やプロセスを深く掘り下げて調べる場合

や、あるいはあまり知られていない現象などを

調べる場合に有効であると考えられている

（Marshall and Rossman, 1999, p.57）。ケースの

数が少なくとも、そこで描出される記述は説明

力が 高いことが 知られている（Flyvbjerg, 

2006）。

また、本研究では、意味解釈法を採用する。

意味解釈法は、具体的物事の記述から、その

本質に迫る社会学の研究アプローチである（今

田編著, 2000；藤本, 2005）。インタビューによ

って得ることのできた質的データを慎重に解釈

することをつうじて、その含意を導出する。企

業を中心としたネットワークにかんするケース

を深く詳述していくにあたっては、企業経営者

やその他関係者への絶え間ないインタビュー調
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査などが必要となる。本稿では、インタビュー

調査によって質的データを収集し、この質的デ

ータを解釈しながら（藤本, 2005）、記述を深掘

りしていくことにする。

本稿でとりあげるケースは、兵庫県中小企業

家同友会（以下、兵庫同友会）を母体とするア

ドック神戸である。中小企業家同友会は、中小

企業の経営者を会員とする非政府系の任意団

体であり、よい経営者になろう、よい会社をつ

くろう、よい経営環境をつくろう、という3つ

の目的を掲げ、さまざまな活動を推進している1。

また中小企業家同友会は、日本全国都道府県

の各地に事務局を有しており、全国で約45,000

の会員から構成される（2014年7月末現在）。

兵庫同友会は、この中小企業家同友会の兵庫

県下の組織であり、約1,400の会員を有する

（2014年7月末現在）。後にみるアドック神戸は、

兵庫同友会の会員企業から構成されているいく

つかの連携組織のうちの1つ（ものづくりの連

携組織）である2。

アドック神戸は、1995年の阪神・淡路大震

災の被災をきっかけとし、翌年の1996年に誕

生した製造部会を発端としている。その後、

2010年度からメンバーチェンジとともに新生ア

ドック神戸へと生まれ変わり、それ以降、もの

づくり中小企業としてのさまざまな経営課題を

直視し、その解決に向けて取組んできた。アド

ック神戸の2010年度までの取組経過について

は、拙著（関, 2011a）で詳述しているため、本

稿での記述は一部にとどまる。本稿は、アドッ

ク神戸設立以降の経過も一部含むが、おもに

2010年度以降の（新生）アドック神戸の発展

経過をとりあげて考察を行う。

質的データは、アドック神戸会員企業の経営

者およびアドック神戸事務局に対して実施して

きた幾度にわたるインタビュー調査によって取

集した。これらの詳細については、一部の記載

になるが、以下の表を参照されたい（表）。また、

これらインタビュー調査のほかに、筆者はこれ

まで2010年度からアドック神戸のアドバイザ

ーとして定期的に開催される運営委員会や年に

1度開催される総会など出席させていただき、

参画企業の経営者の皆様と意見を交わせてい

ただいてきた。本稿の記述は、そこでの意見交

換などによって聞きえた情報も参考にしている。

本稿のケースとして、アドック神戸をとりあ

げるのには、次の理由がある。第1に、上述の

ようにアドック神戸は母体となる製造部会が

1996年に設立されて以降、2014年で18年が経

過している。中小企業のネットワークは、日本

国内でも多く形成されてきたが、任意団体とし

ては長い歴史があり、ネットワーキングのプロ

セスを描き出すのに適している。第2に、プロ

セスを描き出すためにも、ケースの厚い記述が

必要となるが、筆者は、アドック神戸ならびに

その母体となる兵庫同友会とも関係を深耕させ

てきており、必要なインタビュー調査を十分に

行うことができる環境にある。第3に、アドッ

ク神戸のケースは、設立以来、震災復興の象

徴として新聞報道でも紹介されてきたし、さら

には後述するようにアドック神戸内のプロジェ

クトチームの1つが新連携制度に認定されたこ

ともあり、比較的多くの雑誌媒体でとりあげら

れてきたが（池田, 2006；望月, 2005など）、そ
１ 中小企業家同友会については、拙著（関, 2011a）およびSEKI（2011）が詳しい。
２ 兵庫同友会には、アドック神戸のほか、ワット神戸、チームIT神戸などといったネットワークがある。
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の紹介のされ方が一側面的な部分があることは

否定できず、さらにその後の展開についてしっ

かりとしたフォローアップがされていない。

以上の理由から、中小企業のネットワークの

進化の観察とその記録という観点からも、本稿

の考察のケースとしてアドック神戸が適切であ

ると考える。

3．ケース ―アドック神戸の発展 1996
～ 2014年―

3-1．アドック神戸1.0

兵庫県経済は、阪神・播磨地域における鉄

鋼業を中心とした重化学工業の比重が全国でも

高い地域として知られる。当該地域には、大企

業の分工場、子会社、関連会社だけでなく、大

企業の傘下に多くの下請中小企業が存立して

おり、阪神・播磨地域には複数の大企業を頂点

とした山脈構造型の産業集積（渡辺, 1997）が

形成されている。

阪神・播磨地域の中核都市が神戸市である

が、1995年1月の阪神・淡路大震災に直面し、

神戸経済は深刻な被害を受けた。こうしたなか、

中小企業の経営者団体である兵庫同友会は、

日にち 時間 対象
2008年11月18日 17：30 ～ 18：00 IH社
2009年2月5日 16：15 ～ 16：45 HS鉄工
2012年12月20日 15：30 ～ 17：30

KB工業
2013年8月9日 13：00 ～ 14：30
2012年5月24日 16：00 ～ 17：45

MG精機
2013年8月9日 15：00 ～ 16：30
2008年11月18日 16：00 ～ 18：30

NP社

2012年5月10日 15：00 ～ 16：30
2012年5月29日 16：45 ～ 18：00
2012年7月4日 18：15 ～ 20：00
2012年7月6日 18：00 ～ 20：00
2013年6月5日 16：00 ～ 18：00
2012年5月17日 16：30 ～ 18：00 OK製作所
2013年8月9日 11：00 ～ 12：00 ON社
2009年3月2日 17：00 ～ 17：30 SS金属
2009年3月2日 16：30 ～ 17：00 SW精密
2013年8月9日 9：00 ～ 10：30 TB電産
2012年5月29日 16：45 ～ 18：00

TWテック
2012年7月6日 18：00 ～ 20：00
2009年2月5日 15：45 ～ 16：15 WK工業
2012年5月29日 16：45 ～ 18：00

事務局
2012年7月6日 18：00 ～ 20：00

表　インタビュー記録の概要（一部）

出所：筆者作成
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震災直後から、会員企業の存続維持を図ってい

くことを重要課題とし、震災からの復興を目指

すべく、経営者同士の交流活動で培ってきた信

頼関係を軸に助け合った。「どこの工場も電気

は止まり機械は倒れ壊滅的な状態になる。とこ

ろが同友会の会員企業の復興は早かった。電

気屋さんも機械屋さんも助け合い、あれでネッ

トワークが重要な経営資源であることに皆が気

づいた」との指摘もある3。そして1996年に製

造部会を30社の会員企業で設立し、製造業で

できることを模索し始めた。

製造部会では、おもに次の3つの活動が行わ

れた。第1に、ものづくり中小企業との交流で

ある。具体的には、東京都大田区の同友会会員

企業や、東京都墨田区のラッシュすみだと交流

し、中小企業のネットワークのあり方について

学習を行った。第2に、産学連携の現状の学習

である。具体的には、関西のいくつかの理工系

大学を訪問し、新製品開発と市場開拓をテーマ

に、大学の研究者やさらには新製品開発に取組

む企業経営者を招き、幾度にわたって勉強会を

開催した。第3に、製造部会会員企業の工場訪

問である。1997年から製造部会に参画してい

るすべての会員企業の工場を互いに訪問し合

い、1998年から2 ～ 4社での自主的なグループ

による共同開発と共同受注の実践が始まった

（兵庫県中小企業家同友会, 2000, p.53）。これら

の活動を3年間続けて実施した。

その後製造部会は、1999年12月の年次総会

のときに、アドック神戸と名称を変更した。こ

れには企業間のネットワークを新たな段階に発

展させるねらいがあった。アドック神戸の初代

会長には、HD工業が就任した4。HD工業は、

研究開発型の企業であったこともあり、アドッ

ク神戸では引き続き数多くの共同受注・共同開

発に取組むようになった。こうしてアドック神

戸は、ネットワークを単なる情報交換・学習の

場から、共同事業の場への性格を強めていくこ

とになった。このときから、アドック神戸の運

営委員会に兵庫県や神戸市、大学などといった

さまざまな機関からメンバーが参画するように

なり、中小企業を主体とした産学官ネットワー

クへと広がりを持つようになった。

アドック神戸として取組んだ共同受注・共同

開発の第1号案件は、新産業創造研究機構

（NIRO）から受注したクッキングオイル回収装

置の試作機であった。この取組は、最終的には

赤字で失敗に終わったが、アドック神戸の活動

展開において、次の2点で重要な意味をもつこ

ととなった。1つは、利益先行の発想の転換で

ある。中小企業のなかには、ネットワークを組

めばすぐに売上や利益につながると考えている

ところも少なくない。そうではなく、赤字覚悟

で取組むことが必要であるということをアドッ

ク神戸会員企業間で共有化した。もう1つは、

共同受注の運営体制の整備である。共同受注

したものの製造責任の所在が不明確であった。

そこで打診があった案件に対して、総会で選出

した運営委員会が、案件の核となる主幹事会

社を決定し、この主幹事会社が製品の製造に

直接かかわる企業を指名するようにした。

その後、アドック神戸内で共同受注・共同開

発のためのプロジェクトチームが立ち上がるこ

ととなった。その例の1つは、医薬品分包機で
３ 森合政輝「アドック神戸、14年の活動を振り返って」
４ その後、MG精機がアドック神戸の会長（二代目）に就任した。
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あった。これは2000年から取組んだアメリカ

市場向けの案件であり、TWテックが主幹事会

社をつとめた。その後、この事業がTWテック

の中核となるまで成長した。その後、2002年

から受注だけでなく、共同開発も行っていこう

という機運が高まり、近隣の大学医学部の協力

を得ながら、ウィルス殺滅装置の開発を進めて

いくこととなった。この案件は当時のアドック

神戸会長であったMG精機をプロジェクトリー

ダーとし、2003年に特許を申請、さらに2005

年には新連携支援施策の案件として認定され

た。このようにアドック神戸内では、プロジェ

クトチームをベースとした共同受注・共同開発

の実績を積むようになっていった。なおこの共

同での受注・開発で成し遂げた売上の1％をア

ドック神戸に運営費として上納する仕組もつく

りあげた。

アドック神戸の一連の活動は、参画企業にと

って次のような効果をもたらした（関, 2011a）。

第1に、企業見学を相互に繰り返し行い、また

同友会会員企業同士であるという信頼関係から

互いに本音で情報を交換し合い、互いの企業

体質・レベル、経営者の思いを知り、どの企業

とならどういうことができえるかを学習した。

実際に、アドック神戸での活動をつうじて知り

えた企業同士のなかで、自社が受注した案件の

一部をアドック神戸の会員企業に発注するとい

う横請けが行われるようになった。第2に、ア

ドック神戸での共同受注・共同開発などの取組

が、次第に新聞などマスコミなどで取り上げら

れることになり、評判を高めると同時に、これ

が参画企業にとっての評判も高めた。第3に、

医薬品分包機やウィルス殺滅装置などの開発や

勉強会などに参画企業が主体的に参画すること

によって、経験を積み、自社単独でも実現する

ことができるようになった。

しかしながら、アドック神戸のメンバーであ

ることが、こうした効果が享受される条件にな

るわけでない。こうした効果は、あくまでアド

ック神戸の一連の活動に対して積極的にかかわ

ろうとする参画意識のある企業に限定されたも

のであることに留意しなければならない。アド

ック神戸の参画企業のなかでも、効果を明確に

享受した企業と、なかなか享受しえずにメリッ

トを感じえない企業とに二極化する傾向がみら

れた。また新連携に認定されて以降、活動の中

心であった共同受注・共同開発も、アドック神

戸としては新規にほとんどなされていなかっ

た。アドック神戸も結成から10年が過ぎ、次

の方向性を提示していく段階にあった。

3-2．アドック神戸2.0

あるとき、次世代の経営者を中心とした新し

い組織として、活動を新たにしてはどうかとい

う話が出た。そこで、2008年6月に、アドック

神戸に参画していた次世代の経営者を中心とし

たアドック神戸ドゥーをアドック神戸とは別に

結成した。それまでアドック神戸に入会してい

なかった兵庫同友会会員企業も新たに集めた。

アドック神戸ドゥーは、アドック神戸と同じ

く、まず会員企業と知り合うことを目的とし、

会員企業への工場見学、意見交換を中心とし

た活動を行い、会員企業同士の信頼関係を醸

成してきた。会員企業は、製造業であり、多く

が2代目（なかには3代目）の経営者である。

また中心は50歳代の経営者であった。互いに
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ものづくりの担い手であり、まったくの異業種

とは異なり、共通の言語も多く、専門用語の説

明が必要ない。新規にメンバーとなったある経

営者によれば、ちょうど業績が大きく落ち込ん

だ時期で精神的にも負担を強いられていたなか

で、気心の知れたメンバーとの会合が「居心地

よく」さえ感じ、相談相手にもなってもらった

という。

2010年6月の総会時にアドック神戸ドゥーは

アドック神戸に発展的に統合され、新アドック

神戸（以下でいうアドック神戸は新アドック神

戸のことである）が誕生した。会長には、KB

工業が就任した（三代目）。アドック神戸の事

務局長は、この総会に先立ち別の会合にて、ア

ドック神戸ドゥーの活動について、「アドック神

戸のこれからの10年は再び未知の活動へ・・・

リーマンショック後の中小製造業の難局を5 ～

10年先の戦略をたてながら、どう乗り切ってい

くのか。アドック神戸ドゥーのメンバーがその

先頭に立つ役割を担うことになる」と指摘した。

新会長のKB工業は、アドック神戸の前身とな

る製造部会が設立された1995年の震災からの

復興の取組を回顧し、その時とこれからのアド

ック神戸の活動の状況と照らし合わせている。

こうしてアドック神戸は、「未知の活動を踏

み出す」べく、2010年度には具体的に3つの取

組を行うことにした。第1は、「製造業の未来を

語る」場としての国内外にかんする情報収集で

ある。製造業を取り巻く状況は大きく変化して

きているが、なかでも自動車業界における技術

革新と環境変化は目覚ましいものがある。具体

的には自動車業界のこれからの方向性につい

て、電気自動車を切り口に定期的に例会を開催

し、学習を試みた。この「製造業の未来を語る」

は、筆者が在籍する阪南大学が有する中小企

業支援機関である中小企業ベンチャー支援セン

ターとの共催というかたちで、3度にわたる例

会が開催された。第2に、運営委員会のなかで

の勉強会である。これまでアドック神戸の運営

委員会は、神戸市産業振興センターにて定期的

に開催されてきたが、新生アドック神戸からは

参画企業の持ち回りで開催場所を変え、運営の

ための場だけなく、製造業の未来を語る場のほ

かに、製造業が直面する経営課題について話

し合える場となるようにした。この際に提案さ

れた内容が、一例として、①数値を基にした経

営計画書の作成、②事業継承の事例、③下請

の営業、の3点であった。これらはその後のア

ドック神戸の活動の中心となっていった。

KB工業がアドック神戸の会長に正式に就任

して以降、アドック神戸の参画企業ならびに

KB工業が実際に直面する経営課題に即したか

たちでの取組を始めることになった。1つは、

国際化、2つは、強い下請、M&A、そして3つ

は、事業承継である。以下では、それぞれの取

組と会員企業の実際ならびに対応についてみて

いく。

　①国際化

兵庫同友会では、製造部会が1996年に立ち

上がるその1年前、つまり震災の混乱がまだお

さまりきれていないなかで、企業の国際化に対

応するために、国際交流部会を設立した。設立

準備段階のときの1994年に、中国の上海・常州・

福州を、また1995年には上海・長江デルタ地

帯を訪問した。その後も、毎年1回は必ず海外
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視察を行うようになった。具体的には（兵庫県

中小企業家同友会, 2000, pp.51-52）、1996年に

はベトナムのハノイとホーチミンに、1997年に

はイタリアのローマ、フィレンツェ、ボローニ

ャなど、1998年にはアメリカの流通業事情を学

ぶべくミネアポリス、ニューヨーク、ワシント

ンと、神戸市の委託を受けて上海・長江に、

1999年には環境ビジネスをテーマにドイツのフ

ライブルク、ケルンを訪問した。このような海

外視察の動きは、その後いったん沈静化したが、

ドイツの視察が、同友会内ネットワークとして

のワット神戸の形成に大きく貢献したこともあ

り、ネットワーク活動とリンクしていくことに

なる。

アドック神戸は、これまで兵庫同友会として

取組んできた中小企業の国際化をアドック神戸

としての活動テーマに掲げ、さらに積極的に国

際化を勉強していくことを掲げ、その第一弾の

取組として、事前段階には2009年に中国の上

海を、そして2010年11月には、筆者の仲介の

もと、タイへ視察を行った。この視察をきっか

けに、アドック神戸参画企業の数社がタイ進出

のきっかけをつかむようになる（詳細は後述）。

また2011年3月11日の東日本大震災を受け、

アドック神戸会長のKB工業が、2010年度の活

動を振り返る際に、「新生アドック神戸は積極

的に現在そして将来の我々を取り巻く外部環境

を見つめてきました」とし、「海外とは全く無

関係であるという製造業が存在しないように

我々は “Think global, Act local” を行動基準に

置かねばなりません」と指摘している。こうし

た基本方針を受けて、2011年度にはベトナム・

ホーチミンを視察した。ホーチミンへの視察に

際し、2009年に、大阪府中小企業家同友会の

会員企業で構成されるオンリーワン研究会と交

流をし、ベトナムについての情報について意見

交換を行った。2012年12月にはインドネシア

を、さらに2013年1月には中国・無錫に視察を

行った。

KB工業は、大手建設機器メーカーの一次下

請として、建設機器部品の製造を主たる事業と

している。現在のところ、中国・無錫と中国・

成都の2つに工場拠点を有している。無錫では、

2003年12月に営業許可を取得し、2004年2月

に工場を完成させた。成都では、主要取引先で

ある大手建設機器メーカーとの合弁で2010年2

月に工場を完成させ、翌月の3月から工場を稼

働させた。実際に、2013年度には、KB工業の

創業70周年記念でもあった年に、アドック神

戸として中国・無錫に視察を行ったが、この際

にKB工業の経営指針発表会への参加も行った。

KB工業がアドック神戸の会長となり、アド

ック神戸として国際化に取組んで以降、参画企

業のなかで視察をきっかけに国際化に積極的に

挑戦する企業が出てきた。1つは、MG精機で

ある。MG精機は、下請事業としての油圧バル

ブ事業と、自社商品としての洗浄機事業の2つ

の事業を主たる事業としている。リーマンショ

ック以降、国内の売上高が低迷するなかで、洗

浄機の海外での販路先を開拓するべく、2011

年に中国・上海に営業所を設立し、2012年か

ら本格的な営業を展開させている。

2つは、DR鉄工である。DR鉄工は、大手企

業の関連会社であり、鉄道車両のブレーキ部品

の製造を主たる事業としている。2010年11月

にアドック神戸としてタイ・バンコクに視察し
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て以降、独自にかつ定期的にタイを訪問し、タ

イ・バンコクのあるコンサルティングセンター

とコンサルティング契約を締結し、進出の可能

性を探ってきた。いったん賃貸でオフィスを開

設するも、使用機会に恵まれず、いったんオフ

ィスの賃貸契約を解消した。その後、しばらく

進出機会を探った後、タイのローカル企業が所

有する工場の空きスペースを活用し、独資で工

場を建設した。現在のところ現地社員は数名で

あるが、今後事業拡大をねらっている。

3つは、NP社である。自動車メーカーからの

試作を主たる事業としている。DR鉄工のタイ

進出のきっかけとなったアドック神戸の視察に

は同行できなかったが、その後すぐに独自にタ

イを訪問し、DR鉄工と同じくタイ・バンコクの

あるコンサルティングセンターとコンサルティ

ング契約を締結し、進出の可能性を探ってきた。

タイには定期的に視察を繰り返し、タイのロー

カル企業との合弁の打診を得たが、独資での進

出を希望したこと、そのための資金の調達が困

難であったこと、タイに送り出すスタッフを決

めかねたこと、などから、合弁の締結には至ら

なかった。その後、アドック神戸の2012年12

月のインドネシア視察に同行し、受注機会を模

索してきた。しかし2013年以降、タイでの駐

在経験のある人材を2名ほど採用し、本格的に

タイ進出に向けて取組んでいる。

4つは、OK製作所である。アメリカ・シカゴ

と、ドイツ・ハノーバーにて国際展示会に積極

的に出展し、同社の技術をアピールし高い評価

を得た。2013年6月には、アメリカ・シカゴの

郊外に事務所を開設し、2014年3月には、アメ

リカのパンチングメーカーとアメリカおよびカ

ナダの北米地域における独占販売契約を締結し

た。2014年7月には、ドイツ・デュッセルドル

フにて事務所を開設し、EU圏での市場開拓を

目指している。翌月8月には東京にも事務所を

開設するなど、国内外での販売を目指している。

　②M&A ／強い下請

アドック神戸は、2010年度にKB工業が会長

に就任してから、日本国内での製造業の勝ち残

り戦略としてのM&A戦略についての学習を開

始し、2011年度に1回のセミナーを実施した。

2011年度はこの1回の取組にとどまったが、

2012年度からは活動方針として「STRONG 

COMPANY（強い会社）」を掲げ、強い下請製

造企業のあり方について学習することになっ

た。具体的には、「極塾」として、下請製造企

業の見積もり・営業、財務・総務について、参

画企業の現状を話し合い、強い会社を「極める」

場を設定した。

こうした下請製造企業として「強い会社」を

目指そうとするのには、KB工業の特徴があげ

られる。下請製造企業が今後生き残っていくた

めに必要な方向性としては、新規顧客を開拓し

取引先を分散化する「脱下請」か、下請のな

かで競争力を有するかの大きく2つの方向性に

わかれる。KB工業は、日本有数の建設機器メ

ーカーの一下請企業であったが、建設機器メー

カーの取引先集約化から、実績のあったKB工

業に一次下請となるよう要請をし、他の競合相

手であった下請企業を自身の下請とした。現在、

当該建設機器メーカーの開発拠点に開発センタ

ーを設立し、開発スタッフを数名派遣するなど、

開発段階に入り込みながら、競争力を得ている。
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2009年には、高砂に新工場を設立し、加古川

工場を統合させ、新拠点とするなど、生産体制

の強化も進めている。

このようにアドック神戸においては、会長な

ど活動の中心に立つ企業経営者の経営姿勢が、

会員企業に与える影響は必ずしも少なくない。

かつてアドック神戸の会長を務めたMG精機も、

アドック神戸参画企業のモデルとして、大きな

影響を及ぼした。MG精機は、油圧バルブの製

造を主たる事業とする下請企業であったが、そ

の後、独自ブランドとして洗浄機の開発を実現

し、事業の柱の1つとしている。競争力を有す

る企業づくりという経営姿勢は、次期会長とな

るKB工業に引き継がれていると考える（KB工

業の代表もそう発言している）。現在、アドッ

ク神戸に参画しているのは、MG精機の事業部

長である。2008年のリーマンショック以降、

MG精機は2社が手がけていた異なる2つの事

業を内製化した。その1つは、ガスタービンの

スクリューであり、大手企業から設備を買い取

ることで内製化したが、OEM生産となってい

る。もう1つは、電磁弁であり、これは商権を

買い取ることによって自社ブランドで製造して

いる。

もう1つの例は、現在のアドック神戸の会長

であるOK製作所である。OK製作所は、金網

およびパンチングメタルの製造を主たる事業と

している。ある特定の下請企業であるわけでは

ないが、インターネットなどを介して数多くの

顧客から受注している。金網製造の業界は、一

般的には小規模企業として営まれることが多

く、その多くが廃業の危機に直面している。

OK製作所は、堺市のある同業者から、事業を

引き受けてもらえないかと打診を得た。そして

2007年1月に当該企業を経営統合し、OK製作

所の堺工場とした。このようなM&Aの実例は、

アドック神戸参画企業のなかでもOK製作所1

社しか見られないが、日本の製造業、とくに小

規模企業の多くが後継者難から廃業の危機に

直面している現状を鑑みると、OK製作所のよ

うな例が今後多くみられるようになってくるか

もしれない。

　③事業承継

2012年度に、アドック神戸の会長であるKB工

業は、活動方針として「STRONG COMPANY

（強い会社）」を掲げ、強い下請製造企業のあり

方について学習したが、事業承継については、

2012年度には取組むことができなかった。そこ

で2013年度には、この事業承継を個別事業計

画の中心に据えて、後継者問題、株価評価、

相続、税制などについて専門家を招聘し、学習

会を実施した。

この活動を2013年度の中核に据えたことは、

たんに2012年度に活動を実施することができ

なかっただけではないと考える。そのおもな理

由は事業承継にかかわる課題に伴う参画企業1

社の退会である（2013年度に1社がさらに退

会）。1社は、KK工業である。KK工業は、航

空機関連の部品製造をおもに手掛けている。同

族企業でなく、複数名の経営者による共同経営

であり、その常務取締役がアドック神戸の会員

であった。2009年7月末に、アドック神戸の定

期的に行う企業訪問で訪問した。アドック神戸

を含めた同友会活動への参画が、社長など他

の経営陣と見解が相違するようになり、その後、
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会社を退職し、その際にアドック神戸から（そ

れに加えて兵庫同友会からも）退会した。2社は、

TWテックである。TWテックは、2003年から

中国・上海に進出し、現地法人の董事長がアド

ック神戸の会員であった。その彼の日本の役職

は常務取締役であり、社長は彼の親戚であった。

2011年度に上海から撤退し、日本の本社に常

勤するようになったが、その後まもなくして退

職し、その際にアドック神戸から（それに加え

て兵庫同友会からも）退会した。3社は、TB電

産である。大手電機メーカーの受注をおもな事

業としている。日本の本社では専務取締役であ

り、2013年度にはアドック神戸の副会長として

アドック神戸の活動に積極的に関与していた。

強い下請企業になるべく、さまざまな経営改革

を社内で導入しようと試みてきたが、伯父であ

る社長の理解を十分に得ることができず、退職

し、その際にアドック神戸から（それに加えて

兵庫同友会からも）退会した。

2014年6月に、アドック神戸の年次総会にお

いて、KB工業は3年間の会長の任務を終え、

OK製作所が新会長となった（四代目）。新会長

となり、アドック神戸の新しい活動が動きつつ

ある。その方向性として、現段階で考えられる

ことは大きく次の2点であると考える。

1つは、2014年度の活動方針でもあるが、ブ

ランディングである。OK製作所は、2008年1

月に、業界では初となるショールームを開設し、

見せる金網ビジネスに取組んでいるが、こうし

た会社としての方向性をアドック神戸やものづ

くり中小企業の展望として指し示したものと考

える。

もう1つは、事業活動領域の拡張と深化であ

る。OK製作所は、鉄以外でのパンチング技術

の活用を目指しており、最近ではプラスチック

だけでなく、ある大手繊維会社と炭素繊維複合

素材のパンチングを開発し、製品の分野の幅を

広げている。また、ON社は事業活動領域の深

化を進めている。ON社は、旋盤加工および切

削加工を主たる事業としており、対象は、航空

機部品、半導体部品、ロボット部品、発電機部

品、建設機械部品、機械歯車関係の製品を取り

扱っているが、そのなかでも新規参入しにくく、

品質基準が特に厳しい航空機部品を事業の約

50 ～ 60％ほど取り扱っている。最近、航空機

部品の開発をさらに進めるべく、兵庫県下のあ

る大学の研究室と共同開発を進めている。

4．ディスカッションと発見事実

本稿では、中小企業のネットワーキングをテ

ーマとしながら、いくつかの諸研究に基づき、

次の3点の諸点に注目をした。第1に、企業な

ど諸組織間のネットワーク形成の目的である。

第2に、企業など諸組織間のネットワークの成

果である。そして第3に、企業など諸組織間の

ネットワークの進化である。以下では、これら

の諸点に留意しながら、ケースについていくつ

かの論点をまとめていく。

初期アドック神戸（1.0）は、1995年の震災

からの復興を目的とし、脱下請を掲げ、そのた

めの共同受注・共同開発を共通目的としてきた。

これは研究開発型の企業であるHD工業が初代

アドック神戸会長であったこと、さらに自社製

品開発による脱下請を実現したMG精機が二代

目のアドック神戸会長であったことが大きく影

響している。これら2名の会長によるリーダー
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シップが、アドック神戸内での共同受注・共同

開発のためのプロジェクトチームを複数立ち上

げ、製品化を実現してきた。

主幹事会社を中心としたプロジェクトチーム

方式は、製造責任の明確化という点では重要な

意味をもったが、同時に、アドック神戸のすべ

ての会員企業がこのプロジェクトチームにかか

わることができたわけではない。もちろん、ア

ドック神戸は共同受注・共同開発だけに取組ん

できただけでなく、互いの工場見学などをつう

じた学習活動も進めてきた。しかし、共同受注・

共同開発の方向性が強く示されていくなかで、

共同受注・共同開発の取組が、個別企業を中

心としたプロジェクトチームであったこともあ

り、アドック神戸会員企業間で、便益を享受で

きていないと考える企業経営者も出てくるよう

になった。会員企業経営者の高齢化や、共同

受注・共同開発の低迷もあり、新しい組織体制

の構築を模索したのである。

こうして、2010年のアドック神戸の年次総会

を機に、水面下で準備を進めてきたメンバーが、

新アドック神戸（2.0）として活動を始めること

になった。その際には、従前のアドック神戸の

会員企業の多くが脱退をし、また多くの企業が

新たに参加をした。会員企業経営者も50歳代

が中心となり、なかには初代アドック神戸（1.0）

の会員企業のご子息も含まれた。この新アドッ

ク神戸（2.0）は、会長がKB工業であったこと

もあり、アドック神戸の共通目的に、自社の経

験や実績も踏まえ、1つに国際化、2つに強い

下請、M&A、3つに事業承継といった、もの

づくり中小企業が直面している、あるいは近い

将来に直面する可能性のある諸課題の解決を

位置づけた。メンバー企業の賛同を得て、会長

任期3年間でこれらのテーマについて着実に検

討を進めてきた。

アドック神戸の新会長であったKB工業の強

いリーダーシップの下、アドック神戸の活動の

プロセスにおいて、自社の経営実践として着実

に取組む会員企業も出てきた。とくに国際化に

ついては、会員企業の数社が実践をし、成果を

成し遂げるところも出るようになった。しかし

ながら、アドック神戸としての共通目的を、所

属する会社の経営実践に置き換えて実践しよう

とした際に、所属する会社の方向性と必ずしも

合致しない企業も出てきた。この結果、メンバ

ー企業の数名が、所属する会社内で意見が食

い違ったがために、退社を余儀なくされ、その

結果としてアドック神戸を退会することにな

った。

以上から、次の諸点を指摘することができる。

第1に、ものづくり中小企業のネットワーキン

グにおける共通目的は、メンバーによって（ア

ドック神戸の場合、当初は震災をきっかけとし

た存立維持と当時の会長の強いリーダーシップ

に基づいて）提示され、それがメンバー間で共

有され、そして達成されていく。第2に、こう

してネットワークの共通目的が達成されるが、

ネットワークを構成する当事者の目的と合致し

なければ、そのネットワークそれ自体が安定し

なくなり、新しいメンバーをネットワーク内に

要請することになる。第3に、ネットワークを

構成する当事者がいかなる成果を享受するかに

ついては、それはあくまでネットワークを構成

する当事者がネットワークに自らの活動や諸力

を投入させ、他の当事者との間でそれらを融合



2014.10 17

させていくという当事者の主体的な行動に基づ

く結果である（ネットワーキング）のであって、

ネットワークそれ自体がもたらすものではな

い。第4に、ところがネットワークにおける主

体的な行動（ネットワーキング）が、必ずしも

所属する企業に成果をもたらすことにならない

場合がある。所属する企業の活動目的とネット

ワークの共通目的とが合致しない場合には、ネ

ットワークを構成する当事者本人は、所属する

企業からも退出を余儀なくされる。

以上が本稿の発見事実である。こうしてもの

づくり中小企業のネットワーキングは、ネット

ワークを構成するものづくり中小企業間での共

通目的と共通／個別の成果の享受という絶え間

ない相互作用を繰り返しながら、ネットワーク

を進化させていくことになるのである。

5．小結

本稿は、ものづくり中小企業がいかにネット

ワークにかかわっていくか（ネットワーキング）

という主体的・能動的・動態的な視点から、中

小企業のネットワーキングの実際とその意味に

ついて考察をすることを目的とし、兵庫同友会

を母体とするものづくり中小企業のネットワー

クとしてアドック神戸をとりあげ、検討をして

きた。

本稿の発見事実のなかでも、重要なことは、

1つには、ネットワークを構成する当事者がい

かなる成果を享受するかについては、その当事

者の主体的な行動に基づく結果である（ネット

ワーキング）のであって、ネットワークそれ自

体がもたらすものではないということと、さら

により重要なことは、そのネットワーキングが、

必ずしも所属する企業に成果をもたらすことに

ならない場合があるということである。ものづ

くり中小企業のネットワーキングは、それ自体

が企業の存立維持のための成果享受のプロセ

スとして重要であることには間違いないであろ

うが、あくまでネットワークを構成する当事者

（企業）の目的によるのであって、そこが合致

しなければ、ネットワークから退出していかざ

るを得ない。これはネットワーキングのパラド

クスとも言える。

もちろん、最後の点は、ネットワークを構成

する企業レベルでなく、ネットワークにかかわ

る経営者レベルでの分析レベルである。現にア

ドック神戸から退出した3名が、ともに代表権

を有さない経営者（専務取締役、常務取締役

など）であったことは興味深い事実である。こ

の点については中小企業組織の問題として、別

に検討をしていく必要があろう。

付記

少々長くなるが、付記として幾分の紙面を使

わせていただくことをまずお許しいただきたい。

本稿の構想を練っていた頃に、思いがけない

訃報が飛び込んできた。それは、兵庫同友会

前事務局長かつアドック神戸など連携組織の事

務局をつとめられた栄敏光氏の訃報であった。

栄前事務局長は、筆者が大学院に進学した

2000年から、兵庫同友会のいくつかの諸活動

に参画させていただく機会を頂戴しただけでな

く、中小企業経営者といかに向きあっていくか、

中小企業研究者たる研究姿勢、また筆者がアド

ック神戸との接点を持つことになってからは、

筆者とアドック神戸会員企業との橋渡しをして
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いただいただけでなく、アドック神戸の歴史的

発展と方向性について心温まる貴重なアドバイ

スを頂戴した。

筆者を一人の中小企業研究者として育てて

いただき、また、アドック神戸の活動10年間の

総括、また次世代の新しいアドック神戸とあら

ためて接点をもたせていただいた栄氏に、この

場をお借りし、あらためて御礼を申し上げると

ともに、追悼の意をささげたい。

なお、本稿の作成にあたっては、栄氏はもち

ろんのこと、アドック神戸の会員企業の皆様に

お世話になった。すべてのお名前をとりあげる

ことは紙面の都合上できないことをお許しいた

だくしかないが、なかでもアドック神戸前会長

で、神戸鈑金工業株式会社代表取締役社長の

藤谷良樹氏には、アドック神戸の活動について

の資料をいくつかご提供いただいた。重ねて御

礼を申し上げたい。無論、本稿でのありうるべ

き過誤は、筆者の責に帰する。

本稿は、科学研究費助成事業 若手研究（B）

（研究課題番号24730356）の研究成果の一部で

ある。
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