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21世紀型経営戦略の展開
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中同協企業環境研究センターの1997年特別調

査 「中同協経営実態調査」 （97年10月実施）は現

在の日本経済が直而している経済環境の激しい

変化に中小企業経営がとる適応行動を，出来る

だけ事実に基づいて把握するのを目的に実施さ

れた。以下ではまず，現在日本の中小企業に，

環境への適応を迫っている要因は何かを示し，

なかでも経済環境の大きな変化の一つである平

成不況の内容やその中で生じている経済構造変

化について整理する。ついでそれらの環境変化

に対し中小企業経営がどのように対処してきた

か，また対処しようとしている基本的課題を整

理し，本調査の問題意識を明らかにしておこう。

1 景気動向の転換

(1)平成第二次不況の出現

1997年にはいって日本経済は，政府がいう 「景

気回復」との認識とは逆に，明らかに景気後退

局面に入っていった。今から思えば明らかなよ

うに消費税率 5%への引き上げ政策が消費を一

気に冷却し，過剰生産で、はなく， 消費需要削減

による消費不況を招き寄せた。さらに大蔵省の

早期是正措置，それに続きタイの金融危機に発

するアジア経済危機，秋には日本の金融危機と

経済危機が合流し，日本経済は深刻な不況・な

いし恐慌突入寸前という事態に遭遇することと

なった。

DOR （同友会景況調査）は1997年10～12月期

において次のように書いている。「業況判断DI

の全業種を対前年比でみると，97年は l～3月

期がゼロから出発し， 4～ 6月期がム 8' 7～ 

9月期がム16，そして10～12月期がム34とな

り， 93年下期並の大Jjl日なマイナスになった。業況

水準でもム39と同様の悪化ぶりであり，“不況下

のいっそうの不況”という様相を呈している。」

日本経済が単なる景気後退ではなく，より深刻

な経済危機に入る可能性を早－くから警告してい

fニ。

(2）本格的デフレ現象

日本経済の景気後退は90年代に入り，バブル

崩壊後に始まり， 94年第JV四半期に底を打った。

95年から回復を始めるが，過去のピークを越え

ることなく， 1997年第I四半期をピークに再び

同年第EIn:!半期から後退局而に入ったのである。

パフソレ崩壊後発生した平成不況が，バブル不況

（＝第一次平成不況）から脱出するまえに，“不

況下の不況”，すなわち平成第二次不況にはいっ

たのである。日本経済における平成第二次不況

が深刻化するなかで，少なからぬ中小企業が不

況の大きな波をかぶるようになった。平成第二

次不況は個人消費の減退に始まった。今回の個

人消費減退は，その規模の大きさと期間＝長さ

から，在庫調整に長期間を要している。生産削

減は大幅となり，オイルショック並の雇用調整

をもたらし，設備投資を行った企業では需要減

退に対処するために，大規模な企業リストラを

実施することになった。

平成第二次不況の最大の特徴は，設備投資循

環の景気後退と本格的な金融・ 財政危機とが同

期化している点にある。97年10月から鉱工業生

産指数は対前年比で、マイナスとなり，消費不況
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による需要減退が生産部門を直撃した。出荷を

落としても在庫調整が進まない，すなわち製品

在庫指数のみならず生産に対する在庫の対応を

表す在庫率指数が上昇の一途をたどった。本格

的なデフレ現象である。

1995～6年においては異常な円高と輸入の急

増によって卸売物filliが下落したが， 1997年以降

は明確に景気の減退による一時的物価下落で、は

なく，消費の減少＝需要減返を引き金として生

産の調整＝減少，その結果として生じた在庫圧

力の増加とそれによる卸売物価の下落という典

型的景気循環性物価li下落が生じた。しかもその

物価下落圧力が高度に維持されてきた寡占価格

体制をも揺り動かすにいたっている。

さらに注目すべきことは「完全失業率jが異

常に高まっていることである。90年代に入って

から総務庁統計局「完全失業率」は，年々増加

基調をたどってきた。90年から94年までは 2%

台にあった完全失業率は， 95$からは 3%台に

なり， 98年に入ると遂に 4 %の大台に乗ってし

まった。失業率上昇基調の定着と上昇テンポの

増加に注目すべきである。すなわち，資本 ・設

備機械 ・労働力という国民経済における基礎的

要素における過剰化傾向が継続することになり，

その象徴が「完全失業率jの過剰化として表面

化している。日本経済の健全性は，良くも悪く

も扉用関係に対しては， 一種の安定性を形成し

てきたことから考えると， 90年台における「完全

失業率」の上昇は「普通の資本主義国」に移行

していることを示している。同時に90年代後半，

とくに平成第二次不況下において不況現象と雇

用調整とが同期化している。マク ロ的に見れば，

個人消費の冷え込みで生じた不況が，企業の雇

用調整を景気変動に並行させ，デフレ ・スパイ

ラルの中で企業の人材確保戦Ill告が転換し，マク

ロ的不況を一層長引かせる仕組みが映を下ろし

てしまった。

(3）集中豪雨的に不況が襲う中小企業領域

平成第二次不況において一層注目されるのは，

不況の波が特定の経済領域に集中する傾向がみ

られることである。産業的に見れば建設業，製

造業という物的生産部門， 地域的に見れば大都

市部に集積している産業，規模別に見れば中小・

小規模企業群に不況の波が集中している。日本

銀行のいわゆる「短観」（「全国企業短期経済観

il!IJ調査」）によると，平成不況において不況の開

始H寺期から景気の波は一致してきたものの，大

企業である「主要企業Jと「中小企業」とを比

べると，中小企業の景気落ち込みl幅は小さいけ

れども， 94年以降の景気上昇期に入ってからは

中小企業の上昇力は乏しい。大企業は97年第II. 

第皿四半期に水而上に出たけれども，中小企業

は水面下にとどまったまま97年第田四半期から

大企業以上の下降テンポで景気後退を続けてい

る。

バブル崩壊後の不況まで、中小企業は景気 F降

の影響を受けやすい反而，中小企業が設備投資

行動をとるには有利な時期1にもなった。そのた

め不況は中小企業が次の景気上昇局面に向かっ

て飛限するための助走期間になっていた。しか

し平成第二次不況ではそう した現象が起きてい

ない。

その最大の理由は金融機関における経営危機

のあおりを受け，設備投資等の長期資金調達ど

ころか運転資金すらも融資を止められるという

事態が発生したことである。すなわち， 97年度に

始まった大蔵省の「早期是正措置」という名の

金融機関への行政指導が開始された。中小金融

機関はその先頭に立たされ，ついで、都市銀行な

とごが中小企業金融で、「大企業への傾斜融資」・「中

小企業へ貸し渋りJへ！I引免した。不況のなかで

中小企業が次の景気上昇局面に向けて，助走す

るどころか，景気循環の不況局面から脱出も出

来ず，多くの中小企業が貸し渋りにより事業活

動から「返出」（＝倒産 ・整理！・廃業）を強制さ

れた。

経済政策の教科書的命題に沿えば，景気回復

のために金融政策が金融機関をあげて中小企業

経営支援策をとるとともに，国民経済全体，と
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くに財政支出にある不必要な経済資源の浪費を

押さえ，必要な産業部門へは有効資源活用の視

点から景気浮揚策を図る必要があるところに今

日の政策的重点がおかれるべきである。だが平

成第二次不況に｜努しては，これとは全く逆に金

融機関救済を目的に，低金利下での金融の引き

締めという異常な金融政策が採られている。こ

れは政府が不況から景気昂揚のための経済政策

を採用していないだけでなく，金融政策が大手

金融機関の経営救済を第一の目的にあげ，不況

期に必要な本来の金融政策を採らずに，多数の

中小企業経営を葬り去ったことになる。この点

で景気政策に大きな誤りを犯してしまった。そ

のうえ，中小企業政策に対する政府の不見識を

露呈したのである。

早期是正措置の実施は延期されたことになっ

たものの，現実に金融機関の貸し出し姿勢は経

営優先を貫いているばかりではなく， i!JIJ度融資

や信用保証を受けた金融案件すらも，融資資金

回収に利用するなどの不公正な融資事例が後を

絶たない状態である。多くの中小企業経営者が

大蔵省金融行政の行政指導がもたらした政策的

帰結で経営にたいする展望を失った。同時に，

過剰融資によって発生した巨額の不良債権処理

を貸し渋り，債権回収によって果たした。その

結果健全経営状態の中小企業を破綻に追い込ん

だ。このことは行政公認のモラル ・ハザード

(moral hazard ＝道義の官涜 ・欠如）というべ

き事例として記録されなければならないであろ

つ。

(4）平成第二次不況下の中小企業問題

日本経済における現在の中小企業の地位は，

長期にわたり不安定となり， 同時に政府の中小

企業政策は経済政策全体の中で大きく変化して

きている。しかし現実の中小企業経営は政策に

のみ依拠して活動してきたわけではない。中小

企業の経営活動は，囲内経済の基盤を支えてき

ただけでなく，国｜努市場における競争力とその

地位の基礎となる労働生産性水準を維持する点

で大きな役割を果た してきた。将来の日本経済

でも景気状況いかんに関わらず，中小企業が

保ってきたこの位置と機能は，部分的にアジア

なとごの中小企業に“アウトソーシング”される

部分はあっても，中小企業の機能はそれほど狭

くはならない。個々の中小企業が果たす役割を

マクロ的経済の機能と比較すると，個別中小企

業の役割はきしたる役割を演じているとは考え

られない，という観念が生まれる。このことは

やむを得ないかもしれない。しかし中小企業は，

個別企業だけでは評価できない。それはいわば

「業間」企業としての活動，すなわち企業間関

係の集積が生み出す機能のなかに企業集団的活

動として中小企業が果たす役割が大きいところ

に意味がある。

平成第二次不況論議において！I霊視されている

のはまさにこの点である。匡｜民経済における中

小企業の役割とは個々の中小企業が担っている

役割を「原単位jとして，各中小企業の単純集

計によって評価することは出来ない企業集団と

しての機能があることを見逃すべきではない。

中小企業集積が生み出す生産 ・流通 ・販売とい

う一連の機能は，各機能を担う個々の企業役割

を越える企業集積の役割を果たすのである。平

成第二次不況のなかで，物的生産部門，地域に

集積している中小企業等，中小企業に集中する

不況現象は，個別的中小企業の経営を破壊 ・衰

退におい込んでいるだけであれば個別的経営に

生じている偶然的現象であって，国民経済的規

模を持つ経済問題とはいえないかも しれない。

しかし今回の不況は過去の地場産業型の崩壊，

特定の労働集約的産業等において生じた国際的

競争条件に生じているコスト条件の変動に伴う

生産拠点の移転という 地域空間的な「代替的生

産力の移転・転換jにとどまらない。それぞれ

の産業や地域において個々の中小企業は小さい

役割しか演じないように見えながら，その集積

効果が地域によっては先端エレクトロニクス産

業の設計，基礎素材加工，基幹少量開発部品等々

を生産し，全体として日本の国際競争力の基底
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を担っていることが少なくない。中小企業集積

が持っこうした総合的機能は，個々の企業の役

割を見ているだけでは十分評価できない。

しかし今次不況で最大の問題はこのような集

積機能に果たす一部の重要中小企業が消滅して

いるという現象である。本格的産業空洞化現象

として取り扱われる時期に行き着いたというべ

きであろう。産業空洞化問題とは個別企業消滅

へのノスタルジー（郷愁）から生まれるのでは

ない。 産業（企業間）連関の71~ をとって社会的

分業として自立した産業部門が， 一部分の企業

が市場から退出することによって，独立した産

業部門に衰退が生じる。こうした現象が地域的

にも拡大している。それらが拡大すると，産業

1'1（］・地域的産業集積の担い手が大量に衰退 ・消

滅する可能性が増大してくる。それとともに，

質的には日本の産業構造における世界的役割が

不明のまま，外的条件の変化とは「天命」であ

るかのごとく個々の産業が衰退 ・消滅していく 。

こうした事態を景気変動の成り行き任せにする

わけにはいかない。

平成不況下の景気動向を単純に検討しでも，

中小企業経営にはかつて見たことがない転機が

訪れているのである。

2 平成第二次不況下の経済構造転換

景気循環は設備投資循環に発するマクロ経済

の循環的変動である。設備投資を基礎とする循

環である景気変動において，新規設備投資は市

場競争を前提にする以上多かれ少なかれ技術革

新を伴う。程度の多少を別とすれば，景気循環

は常に技術革新を伴い，経済構造変化を生み出

す。しかし今日の景気循環は，設WI投資循環の

要因が国民経済の枠とは余り関連しないで経営

活動をとることが多くなった。生産条件の基本

となるコスト要因において囲内生産が有利性を

失えば，革新的技術の採用以外にも国境を越え

て事業継続が可能で、ある。とくに多国籍企業と

その関連企業においては，資本移動の裁量範囲

が大きい。資本移動によ ってより有利な生産が

可能な条件を持つ地域に生産設備 ・施設を移動

出来る。また国｜捺金融市場などにおける直接資

本調達も多くなり，国内の資本調達条件から相

対的に独立できる。多国籍企業は国際的な資本

移動の基本的変化を生かしやすい体質をもって

いる。逆にこれを資本移動の国｜際的流動化とい

う経済構造の視点、から見れば，資本移動の国際

的ありかたが，経済構造変化を規定する要因に

なっているといえよう。日本経済が直面する諸

困難とは，中小企業経営の図書店に直結すること

が多いことからも，中小企業の経営問題の構造

的背景を多角的に検討しておかなければならな

し、。

(1)新しい国際競争条件

平成不況が深刻な事態に陥る可能性が高まり，

場合によると世界恐慌という破滅的状態に発展

するという事態すら予想されるにいたった。そ

のような事態が予想される素地が生まれていた。

その基本的条件が， 経済の国際化，国際的競争

条件の変化である。この変化は多段階の経過を

伴って生じた歴史的過程であった。

オフショアマーケット（囲内金融取引規i!JIJに

引っかからない金融市場，非居住者間金融取引

市場）の開設，プラザ合意による国際通貨体制

の変更，日本における金融自由化体制への移行，

これらに基づいた対ドル円レートの上昇による

国際競争条件は，短期間の聞に大きく変動した。

円高は，輸出先地域において日本輸出商品の

仙Ii絡を上昇させる。輸出企業はこの影響を軽減

するために，囲内で生産コスト削減をはかると

ともに，高コスト化を回避するため，生産設備

の海外展開を促進した。当然日本からの海外直

接投資を急増させた。海外直接投資は囲内への

投資と，投資が生む生産誘発，所得乗数効果が

生む新規需要を海外に移転させる。それだけで

ない。囲内にとどまる多数派の中小企業にたい

し，「市場の意志Jによって円高対応の構造的に

経営体質の転換を迫る。円高とそれを克服する

ために輸出企業が求めるコスト削減要請を強め
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る。それらコスト削減要請は，中小企業にも多

くのコスト削減へ経営圧力をもたらす。その過

程では，系列 ・下請企業関係の構造を変え，縦

型の系列・下請構造にも国｜際競争対応には縦構

造自体の転換を迫り，部分的に系列 ・下請取引

の流動化，横への展開を生みだした。

加えて1995年からGATT（ガット＝貿易と関

税に関する一般協定）がWTO（世界貿易機関）

体制に移行するマラケシュ協定が発足し，貿易

とサービスの国際秩序形成に大きな転換を告げ

ることになった。WTOの発足によ って世界が

単純に一つの市場に統合されるわけではない。

むしろ統合化よりも国際的経済摩擦処理のルー

ル化が始ま ったといってよい。すなわち，貿易

摩擦になるケースが多い農産物交易から，各国

の経済・産業における制度・政策によって市場・

取引形態が異なる金融 ・保険・輸送や知的所有

権等の取引を含むサービス貿易にいたるまで，

新しい国際交易秩序作りとそれに対応する各国

の経済・産業政策の制度改革が必至の情勢と

なった。ここに今日の国際化のひとつの意味が

ある。

80年代後半から始まる金融 ・貿易における国

際化の進行は，投資環境から企業経営の根幹に

関わる企業情報公｜札企業経営におけるコーポ

レート・ガパナンス（株主 ・従業員 ・経営者 ・

社会等と企業運営における市民的・社会的統治

機能），社会会計，環境影響の企業運営への内部

化等々の多様な経営条件について国際的企業運

営に関する新機軸が求められるようになった。

一口にそれは，グローパル ・スタンダード等と

いわれる企業活動である。なかには強引な外圧

である国際的・国家的圧力もある。が，いま一

つ重要な点が， 1Htが，何を，どのようにグロー

パル・スタンダードとして設定するかがルール

化されているわけではない点で、ある。その基準

には，一種の自治的企業ルールの形成という側

面が存在していることである。

基本的には世界的規模で展開する投資には必

然的に国際的投資基準が求められたことに発す

る。各国の資本市場などに登場する金融商品を

格付けするなど，国家というよりは民間の，す

なわち，下からの基準作りが各国の企業評価を

行い，それらを相互に調整することによって投

資の国際化する条件が設定されるに至っている。

この点で日本経済は，大企業優位の国策，企業

集団によるタテ型企業支配，中小企業に集中す

る競争圧力，系列・下請関係などにみられる企

業による企業支配の横行，大手企業の企業情報

開示不足，公害処理！・株主総会運営 ・労働者の

市民的権利の制限，アカウンタビリティー （社

会に対する説明責任）意識の低さ，等々という

日本的経営問題を抱えている。そればかりか，

これらは企業活動における経済活動ルール問題，

経済の民主主義問題と意識されず，日本的特質

などといって問題よりも企業の特質，企業特t在
として容認させようとする社会的，行政的風土

が強い。それが現在も改められず，金融機関な

どもっとも保守的体質を持った産業部門で，国

際的立ち後れが表而化したのが不良債権処理を

巡る金融政策の蹴きである。

こうしてとくに変化の激しいのは，広義の

サービス産業領域である。すなわち，金融，証

券，保険業などにおいてバブル経済を演出し，

かっバブル崩J裂後もアジアなどを中心に国際的

にバブル経済を輸出し，それらが今日の日本経

済不信に連なっている。日本経済の停滞と企業

活動への不信とが重なって，日本への資金流入

を逆流させ，資金の流れは日本から海外へ流出

し，円相場は一気に円高から円安基調へと転換

してしま ったのである。

とくにタイの通貨下落に端を発したアジアに

おける経済危機は，日本発の世界不況・世界恐

慌に発展する危機が生じるという危倶さえ生じ

た。すでに日本の貿易構造は大きく転換し，か

つて輸出市場において最大のシェアーを持って

いたアメリカは，アジアにその地位を譲った。

アジアの経済危機は日本企業の生産条件に大き

く影響するだけでなく，日本商品の消費市場と

しても大きな地位を持つようになった。それゆ
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えアジアの経済危機は日本経済の危機と連動す

ることになったのである。

(2）金融危機と中小企業経営の危機

タイに発するアジア経済危機は単に一部の国

際的投機家が生んだ危機だけではない。それは

次のような問題を持っていた。すなわち，（1）バ

ンコク「オフショア市場」開設によって，成長

著しい経済過程で生じている資本不足のタイ経

済は，タイの金融システムに海外から流入した

短期資金が製造業，金融 ・証券業，不動産業等

の長期資金的領域に流れ，設備・株式 ・不動産

などに投入された。これらがタイ経済にバブル

経済を出現させた。（2）タイのオフショアマー

ケッ トには，通貨当局のコン トロール能力を越

えた資金が流入し，これら資金が生みだしたタ

イ経済におけるバブル現象は通貨危機の発生に

よって短期資金であるがゆえに， 一気にタイか

ら引き揚げられ，多くの投資案件が日本と同様

不良債権となった。（3）タイのオフショア市場に

おいて日本からの短期融資が90%近くを占めて

いたと言われる。95年春以降80年代以来の円高

基調が転換し，円安が進み，今日に至っている

が，タイ経済成長の基礎にあった輸出商品の国

際競争力は日本経済の円安による日本企業の国

際競争力の回復によって，タイの国際競争力が

失われ，アジア全体を巻き込む大きな経済不況

となった。

こうした動きを見ると今日の経済動向のなか

で金融政策が不況を回復させないばかりか，金

融業が国際的にバブル経済を展開し，バブル経

済が通過した地域には一国の金融的処理能力を

超えた不良債権が累積し，金融業の破綻や破綻

処理体制が整うまで，景気全体が回復を押さえ

られ，はたまた場合によっては金融危機が一国

ばかりか国際経済を経済危機の淵に追い込む役

割を果たしている。

また注目すべきことは，日本で広範に進行す

る金融機関の経営優先が生む企業金融危機が，

企業間信用，連関をたち切り， 中小企業を整理・

淘汰する役割を演じていることである。すなわ

ち，中小企業は金融機関の経営危機救済策とし

て採用される融資先選別政策の犠牲となりつつ

ある。結果的に日本経済の構造調整政策におけ

る政策課題のなかで，経済構造の「縁辺Jに位

置する企業，すなわち，中小企業の淘汰を視野

に入れているとすれば，金融機関の貸し渋り，

融資回収がこの政策課題に直結することになる。

今論議されている金融機関の破続処理を円滑に

果たす手段として構想されている“ブリッジ ・

パンク”は，金融機関が抱える債権のうち，い

わゆる「第二分類」に多くの問題があるとされ

ている。そうであるかもしれないが，「第二分類」

には多くの中小企業融資が含まれており，金融

機関整理などに｜努して，中小企業関連の融資が

真っ先に切り捨てられる可能性が高い。中小企

業向け融資は金額的に大きな比重を占めないか

もしれないが，正常 ・健全債権が圧倒的に多い。

したがって，金融機関の破綻処理のまえに， 何

よりも中小企業の正常な金融取引関係の維持－

f確保を優先するなどの特別措置が必要である。

そうした手だてが講じられなければ，金融機関

救済政策は中小企業潰し政策に転換しかねない

危険性をはらんでいる。

(3）中小企業に対する規制緩和政策の影響

本格的に規制緩和政策の影響が出たのは1990

年代に入ってからである。規制緩和政策が，産

業構造政策あるいは競争政策すら改革する大き

な影響をもつようになった。規制緩和政策とい

う政府政策を選択させた要因は何か。それは，

規制緩和政策が国際経済秩序再編成の重要なー

環に組み入れられているからである。

日本経済は第二次大戦後，世界市場での市場

占有率を高め，国際貿易に大きな影響力を与え

てきた。いうまでもなく工業製品が日本の中心

的輸出商品で、あるが，日本が国際的市場での比

重を高めれば高めるほど，日本経済は国際交易

原則において「自由貿易」を旗印にせざるをえ

ない。だがこの現実は， 日本経済の商品輸出に
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しめる上位輸出企業10社が輸出総額の30%を占

め，同じく 35社で50%強にも達するという極め

て象徴的な寡占的構造，すなわち少数企業によ

る輸出市場支配という現実がある。日本の製造

業上位数十社が，日本経済が有する海外市場を

独占するという事実が日本の経済構造を ti!~弁に

物語っている。

この事実は，海外市場に直接依存するのは，

日本企業のなかでもごく少数の企業グループだ

ということである。日本経済全体における輸出

市場や貿易摩擦問題に直接関わるのは，文字通

りほんのー握りの企業に過ぎない少数企業であ

る。しかし，そうだからといって日本経済に関

わる輸出企業が少数だということにはならない。

これら輸出企業に多種・多様な部品供給やそれ

ら関連品やそれらの物流等々を支える企業群が，

多くの中小企業によって構成され，その結果輸

出上位企業に数百倍する企業数になることを考

躍しなければならない。輸出企業は一社で‘もそ

の裾野となる数万の企業群を擁する巨大企業集

積体を構成している。

他方，囲内にあって，国際競争から無縁であっ

たと思われる産業にも，現代の国際競争市場は

新しい問題を提起した。見えるか見えないかと

いう点で違いがあるとしても，市場障壁で守ら

れた産業・企業分野にWTOの設置とその活動

は大きな変化をもたらした。それは，関税制度

のような直接的市場障壁維持政策を転換させる

とともに，多様な形を取った諸国内規制による

間接的市場｜障壁，非関税障壁規制をも緩和した。

それは同時に，加盟各国においてはWTOに関

連する経済・交易に関する諸制度・政策が世界

的規模で再編される時代が到来したことを意味

する。WTO体制下では，日本経済が得意とす

る工業製品分野で、のみ「自由貿易」スローガン

を掲げるという限定的市場政策では，世界と交

易する政策を取り続けるわけにはいかなくなっ

たのである。WTO体制下では工業製品だけで

なく，農産物等に関しても関税化を経て長期的

には「自由貿易」体制へと移行することになっ

た。さらにサービス貿易におけるWTO体制へ

の移行は，金融・証券 ・保険の業｜燦を仕切る垣

線を低くし，今日のいわゆるビッグ・パン実施

につながる。

世界交易体制における新しい事態の出現に

よって，工業製品分野において多様に存在して

いたいわゆる非関税障壁の撤廃はもとより，各

種事業部門における政府等の許認可事項，すな

わち市場への参入・ :if!出条件の規制緩和や規制

の弾力化等が広範囲に進められた。米穀販売業

のように新食糧法の制定による規制緩和後に，

その取扱店が80%以上増加するという異常な膨

張を遂げた事業分野が少なくなかった。また競

争カf激しくなったガソリン・スタンドなどは，

店舗数が急減している。こうした業種が他にも

いくつか現れている。通産省所管の大規模店f;ilJ

出店規制も遂に建設省所管の都市計画法による

立地規制という極めて限定的で，緩やかな規制

に変質しようとしている。こうした産業分野は

再販制度を持つ業種などでこれからさらに場え

ようとしている。

中小企業政策は，いわば規制政策中心に展開

するH寺代に移行した。日本政府が中小企業政策

を日本経済の変化に対応した内容にしていくこ

とは必要であろう。日本経済を巡る国際的経済

環境やそれらにつれて日本経済自体が大きく変

化しているときに， 旧来のままの政策を踏襲し

ていくとすれば，囲内経済ばかりか国際経済に

も好ましくない影響を与えかねない。しかし今

日，中小企業政策を規制緩和政策に従属させる

ような体系に変更することは，世界企業化した

少数企業と中小企業を同列に扱うことになる。

世界企業と中小企業とを世界市場と同様に扱う

ことは，日本経済において果たす中小企業の積

極的役割を引き出すという点において，国際的

に見ても極めて特異な政策である。中小企業を

世界市場に順応させる過激な政策といえよう 。

これらの政策は日本の中小企業の存在に悪影響

を及ぼし始めている。
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(4）「経済構造改革」路線

「経済構造改革」路線とはパフ守ル後遺症に悩む

日本経済を，レーガノミックス流に「小さな政

府」とサプライサイド（供給而）重視政策によ

り民間活力を引き出し国民経済の生産性を向上

させようという政策路線をいう。とくに90年代

に入ってから日本経済における生産性の伸び率

が低く，製造業ではほとんど横這いである。非

製造業でも金融 ・保険業，建設業，電気・ガス・

水道業などはいずれも生産性が低下するなど，

経済成長を阻害する条件が出現している。この

ため高コスト構造となっている産業分野の規制

を緩和し，法人課税における実効税率を引き下

げて，経済成長を促そうというのが「経済構造

改革jの政策路線である。

この政策は，規制緩和政策が経済成長をもた

らすという理由から，国際交易体制の変化に対

応して推進される規11JI日：妥利政策と重ね合わされ

て，企業集中促進 ・企業組織の弾力的運営を進

める独占祭止法の規制緩和，とくに金融政策に

おける持株会社規制の緩和，さらに金融ビッグ

パンの実施，税制改革等を束ねる政策路線と関

連しているといってよいであろう。

すなわち，これらの諸政策は，（1）中小企業問

競争促進と中小企業分野への大企業参入 ・進出

を図る規制緩和l政策，（2）また緩やかな護送船団

型行政指導を維持したままで金融ビッグパンを

行う，さらに，（3）独占禁止法の競争政策を，囲

内競争を前提にした基準から日本企業が世界市

場競争にたえる競争政策水準に引き上げること，

つまり企業の大型化，企業統合 ・合併促進に駆

り立てる独占化政策への転換，等々の政策とを

並行させた。同時にパフソレ崩壊後の平成不況が

進行した90年度以降の時期において，政府は財

政政策においてバブル対策から日本経済の不況

対策の財政政策へ転換した。その結果， 92年度か

ら95年度において，総計60兆円以上に上る「経

済対策jを実施した。これは不況を理由に政策

転換したが，政府が掲げる現代国家政策の基本

においている「小さな政府Jという原則論とは

逆に，「大きな政府」型政策と言うべき需要創出

型政策を並行させた。二律背反の政策になって

しまったのである。90年代半ばの政府経済政策

は，不況対策のため，主として「公共事業」を

中心とする景気政策に偏ることになったのであ

る。公共事業による景気対策の経済政策は通

常， 16部門の公共事業長期計画（いわゆる 5カ年

計画等）を優先する極めて固定化された事業部

門に集中的に国家資金を投入してきた。これら

の公共事業部門には強固な政 ・官・財 トライア

ングルの受注体制が構築され，結局，経済構造

改革路線の政策効果如何に関わらず，政府経済

政策効果が流れる路線が固定化されてしまって

いる。したがって本来，経済構造改革の目的と

して求められている生産性向上，それらによる

高コスト構造の是正等を実現するという政策と

は矛盾してくる；場合が少なくない。

以上のことから，現在遂行されている経済構

造改革政策が，規制緩和l政策，金融政策等と整

合的に運営されることには到底ならない。

そればかりか世界市場における新しい競争条

件の出現が，日本経済が保持していた輸出競争

市場における有利な競争条件の一つである系

列・ 下請企業群を，縦系列の部品調達市場に固

い込み，運営するには限界が見えてきた。輸出

企業の多くが，系列 ・下請関係を柔軟化したり，

系列 ・下請関係を国際的部品生産関係に拡大す

るなど，輸出市場対策だけでなく生産体制にも

大きな変化が生じた。アジア地域などにおいて

アジア諸国間で国際的な自動車，電気機器部品

の国際的分業体f!iljなどが形成され，部品企業取

引がアジア諸国聞の貿易構造にも大きな比重を

しめるほどに成長している。こうした囲内・国

際経済関係のなかで，中小企業は海外商品との

直接競合にさらされている。また大企業の国際

的部品調達方式の変更などによって，見えざる

競合関係のもとに組み込まれつつある。これら

の変化に対して，現在の経済構造改革政策を中

小企業から評価すれば，それはいわば政府政策

の「自由貿易型競争J政策への回帰と評価して
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もよい状態であろう。

3 中小企業経営環境の変化

平成第二次不況と日本経済の内外における経

済構造転換が，多くの中小企業に対し，経営環

境の変化として認識されたであろう。経営環境

とは一般的に科学的規定を与えられた言葉では

ない。経営環境とは，事業運営に閲する諸制度，

原材料， ．資源等における技術革新，基本原材料

における制Ii格等の供給条件，情報 ・通信技術が

生み出そうとしている生産 ・流通方式の変革，

さらには国際的に拡大する市場競争条約ー等々，

企業環境を形成する多株な要素が広い領域にわ

たる。経営に閲するいわば「与件」という意味

に使われると言ってよいであろう。その意味で

は，現在生じている日本経済における景気動向，

経済構造変化の要因に取り上げた諸変化は，ま

さに総体として個 の々i:j-1小企業にとっては経営

環境における多元・同H寺変化の時代の到来と

いってもよいであろう。しかもその植の変化に

対しては，通常国家が，金融，税 .JH政，経済

制度・政策等の諸領域にある国家的政策諸手段

を運用し，環境変化から受けるであろう影響を

和らげる対応をとることが多かった。しかし今

日こうした国家の政策自体，とくに中小企業に

対して逆向きに取られ，政策上国家「不介入J
ないし政府の囲内向け “モンロー主義”と，放

任主義が取られている。このところに今一つの

新しい環境変化があるといってよい。行政の環

境変化に対する政策姿勢の視点からも，中小企

業は新しい経営戦略の見直しが求められている

といってよいであろう。では中小企業にとって

企業環境変化とはどのような特徴を持っている

であろうか。

(1)市場関係の変化

日本の中小企業の大きな特徴は，中小企業が

形成する市場関係，あるいは市場関係の構造変

化にあるといってよいであろう。製造業，建設

業等の物的生産部門，あるいは対事業所サービ

ス業主宇においても中小企業が作り出す市場関係

は，次のような特徴を持っている。すなわち，

( 1）製品規格が狭い領域に限定され，発注者によ

る製品企画が尚品全体から見れば部分企画にと

どまっていることが少なくない。（2）原材料，育15

1W1・音f＼材等において品質， filli絡をもっとも有利

に利用 しようとすると，その選択可能な111mは狭

い。（3）生産に先立つて販売先が限定されている

か，あるいはいわゆる受注生産，下請生産で，

市場における「汎用性jに乏しい。（4）通常，生

産 ・販売に要する資金繰りが窮屈で，予定され

ている販売先に資金的依存度が高くなる。それ

は一口に市場へ「小回りが利く」中小企業とい

うキャッチフレーズとは異なる特徴が見られる。

市場変化に即して，中小企業が有する専門性が，

制約をうけずに生産を継続することが出来ない

こと，それとは逆に市場が中小企業の生産能力

の範囲に合わせる結果を生んできた面がある。

しかし企業経営は自立的な市場を構築するとい

うのが本来の機能だととすれは＼中小企業が形

成する市場は，専門化され，したがって物的生

産部門ほど市場関係変化への適応力は狭い領域

になると考える方が適当であろう。

今日競争の国際化や企業系列・下請管理方式

の変更に伴って，中小企業の市場関係の再構築

が求められている。いわゆる下請型市場におけ

る生産を担う中小企業は，従来から特定分野の

専門技術を基礎に生産を担い，市場において版

路を雌保できる中小企業独自の商品企画力，自

社製品の他社との競争に伍して，市場開拓， 他

社との比較｛憂位の地位を確保できる価格形成力

の碓立等に努めてきた。事務所や家屋への投資

節約，生産設備への積極的投資によって低コス

ト生産条件を実現し，ひいては国際競争条件を

硲保出来る下請型経営方式を生み出してきたの

である。しかし輸出型大企業における縦型の系

列 ・下請生産梢造が経済構造変化のなかで変化

した。系列・下請関係を越えたアウトソーシン

クー等海外への部品調達市場の拡大につれ，中小

企業の従来型系列 ・下請関係市場は縮小した。
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この領域で活動してきた中小企業は独自製品の

生産，自律的な原材料調達ルートの確保，自社

製品 ・自社販売の市場確保，より大規模な資金

調達能力等を持つことによって，市場関係の変

化に対応する自律的企業経営基燥が求められる

ようになっている。

またソフトウエアは「生産の制街リ，各種産業

部門の管理機能のなかにおける「産業の頭脳・

神経J機能を担って急速にその活動領域が拡

がっている。当然ソフ トウエア産業の独立，拡

大・進化が進んでいる。すなわち，機器の利用

拡大とともにソフトウエアの設計－製作・販売

が一つの産業となったのである。こうした新産

業の一つの特徴は，従来の市場関係を新しい情

報・通信手段によって結節し，従来の人的・物的・

取り引き関係の他に，情報・通信手段によって

取引機能を結節することによって産業における

生産 ・販売等の企業内体制だけでなく，企業間

関係をも革新しつつある。この新技術革新は産

業間関係を革新する可能性とともに，この新技

術によ って，新 しく市場へ参入する中小企業を

生むとともに，他方では市場競争から退出を余

儀なくされる中小企業を多数生むことになるで

あろう 。今日の情報・通信技術革新と中小企業

との関係で注目すべきことは，この技術革新を

中小企業の市場関係における弱点を克服する契

機に出来るかどうかという点である。すなわち，

輸出大企業との関係に置き換わるほどの量的市

場を再構築し，同時に中小企業が持つ市場関係

の弱点を克服する質的転機にできるかという点

である。情報・通信技術革新が中小企業の市場

関係を再構築したり，新市場開拓につながるか

どうかが問われることになる。その｜擦の中心問

題は，中小企業がこの変化を自覚し，意識的に

市場革新に立ち向かうかとごうかという点に掛か

るであろう。

(2）中小企業間企業関係の重要性

日本の産業構造は，基本的に系列 ・下請の頂

点に立つ企業グループのト ップを集約した企業

集団を中核に，国民経済全体を根底で動かす力

量を備えた大企業集団が存在していた。この大

企業集団が中小企業市場関係にも大きな影響を

与えている。大企業集団に直接市場関係がある

とは思えない取引においても，企業集団を主導

する地位にある金融，商社機能から離れ，中小

企業が独立した企業間関係に限定した市場を作

るのは至難の技といってよいであろう。ところ

で，大企業関連の企業間市場関係はすでに見た

ように多元的・同時的に大きく変化しつつある。

その変化は，従来通りの大企業集団依存に取っ

て代わる別の縦型市場関係に移行するとは考え

にくい。今日大企業集団のなかの中小企業市場

関係が崩れ始めたとすれば，中小企業は大企業

集団中心の縦型市場関係とは別個の新しい市場

関係を構築する道を探らざるを得ないであろう。

中小企業の市場関係再構築の道が大企業集団

依存から自立せざるを得ないとすれば，これか

らの市場関係構築には中小企業対中小企業，す

なわち中小企業間市場関係を重点にするという

道が多様な中小企業存在に道を聞く 一つの可能

な選択肢と考えられる。この場合，中小企業問

市場関係とは原料調達から最終消費までの流

通・販売経路を構築するというー企業による全

機能的活動方式，すなわち中小企業が最初の商

品企画，設計段階から最後の販売・資金回収ま

で，市場関係を構築するという方法はそもそも

ナンセンスな選択である。すでに多くの市場領

域において中小企業自身よる市場関係が部分的

に設定されているのである。しかし生産，流通

のすべてが，市場取引は常に大型化しなければ

市場競争力を確保できないという企業集団依存

が生みだした「市場信仰l」が中小企業にも出来

上り，専門化した中小企業の相互結節による市

場構築の道が，経営者意識のうえからも日本経

済や地域経済の発展をはかる役割を担う行政か

らも！l!l視されている。中小企業がこの市場信仰

潮流から自Itれることは，中小企業活性化政策の

視点からは逆行しているようにさえ見られる。

だがここに一つの落とし穴がある。この陥穿を
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中小企業はいかに乗り越えるかが問われている

のである。

しかしここに板本的問題がある。すなわち，

本来，人間としての個人が担う最終需要は，個

別性，個人差が根源にある。むろん集団化され

た需要は，人聞社会の自然性向が生み出す集団

的で，本質的需要があり，それが資本主義的な

集団的市場需要に直結するケースもある。だが，

この本質的需要のラインから離れた仮想的と思

われる需要が無意味で、あるというわけではない。

いつも消費とは本質的需要を基礎にしている。

しかし， 多様なマスコミュニケーショ ン，情報

伝達のなかに登場するイメージ戦Ill台，商業施設

の音楽・照明，マニュアル化された販売員の勧

誘，集団化への帰属意識を善とする社会的集団

への帰属性，またこうした傾向に誘導しようと

する社会的コントロールに従うマスコミを使用

した心理操作などによ って，組織的，人為的需

要が生み出される。

こうした動きのなかで「個性化された需要」

とは，大量消費のうねりのなかに飲み込まれる。

元来需要とはもっと根強い個人性，個別性に発

しているからである。人為的操作による需要は

どこかで不自然な成功を得られることもある。

不自然さに依存するのは，おもに大企業によっ

て企画され，中小企業が生産し，中小企業が下

請の流通加工工場，下請運送によりコンビニエ

ンスス トアーに運び込まれたモノなどに示され

た需要であることが普通である。鮮度のよい魚，

朝摘みの野菜，食べ頃に熟成した牛肉等々とは，

元来大量生産・大量消費にはなじみにくい商品

が多い。問題は中小企業が生産，流通，販売な

どで担っている専門性が，中小企業集団で弱点

を克服するという本質的経営努力が弱いため，

商品が持つ特殊な性質に寄り沿った企業間結合

を試みることが出来なかったところにある。そ

の弱点を克服する試みへのエネルギーを集約し，

発揮することによって，新しい消費者を人間需

要の自然的根源性に沿って開拓し，市場に育成

できるかどうかという点にある。この動向はさ

きに宮崎で、行われた中同協の中小企業問題全国

研究集会の報告集（『中同協JNo.61）の事例にも

いくつか示されている。

それらのなかに見られる経営経験を検討する

と，環境適応事例を見ると，成功事例は食品産

業における事例が多い。しかし，だからといっ

てこれらが食品産業ゆえの特殊性にあり，特殊

な地域，特殊な事例に生じた「ニッチな問題」

にとどまるのではない。それが現代の個人需要

変化の根源に突き当たる謀題に関わっているか

どうかという点に革新性がみられるのである。

今日の消費市場は従来の大量生産 ・大量消費が

消滅しつつあるところに問題があるのではない。

それは，大量生産・大量消費市場における「国

民経済的な意味での産業成熟jによって生じた

のでもない。大量生産・大量消費分野すなわち，

大企業体制の市場問題では日本経済下で運用で

きる資本の全体的利潤率が停滞をきたし，この

傾向から転換できる大規模市場が新たに見出せ

ないところに基本問題がある。現在，大量生産・

大量消費型市場の成熟とそれに代わる大規模な

新規市場の確立が志向されている。この基調が

あるからこそ，小規模な市場にも成長が期待さ

れれば，生産・流通における事業形態，経営形

態を開発し，成功につなげ，強固な新規需要に

成長させる期待が社会的に存在している。中小

企業関係市場における今日的重要性の再確認と

ともに，中小規模をもっ中小企業関係市場の広

がりがあると期待されているH寺代が到来してい

るということができょう。

(3）技術革新，とくに情報・通信革命

大量生産型産業はそれに見合う大量消費とい

う市場組織をつくってきた。一般に大量生産は，

大規模生産施設とそれに従う大規模流通施設，

すなわち大規模システムが対応する。中小企業

にとって大企業が目指す大量生産部門の市場戦

略に寄り添った中小企業経営の運営は， 一面で

は「一芸主義j的中小企業をはぐくみ，大量生

産の最後の生産と販売機能を集中した輸出大企
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業を生むほど世界的競争力の素地となった。大

量生産 ・大量消費市場における中小企業の役割

は，「現場主義Jによって大企業が革新できない

技術開発領域において，大きな開発力を示した

ところにあった。VE, VA等における生産性向

上運動の経営組織体制に見られるとおり，中小

企業の現場技術がもたらした革新効果は大企業

にとって大きな蓄積効果を持ったことは誰も否

定できない。この蓄積効果は大企業も無視でき

ないほどの力であり，とりもなおさず、中小企業

の技術力が，中小企業経営の独立化指標の基礎

として評価Iiされたのである。しかしこれこそが，

下請中小企業から見て，最終組立機能と最終製

品販売市場を担う輸出大企業が，中小企業を産

業組織的 「統合Jの一環に組み入れ，中小企業

の市場を「独占Jし，仁＇＂ 小企業の技術開発力を

も大企業の生産力とし現実化した。これは中小

企業技術問題が，生産力問題ではなく ，生産関

係問題であることを物語っている。

フランスのレギュラシオン派が指摘する“ ト

ヨテイズム”への積極的評価には， 中小企業の

「現場主義J的技術革新を大企業現場労働組織

における参加方式と混同している而がある。 ト

ヨタ式生産方式は，中小企業の「現場主義」的

生産技術革新を大企業（＝ トヨタ）の大量生産

方式が トヨタの生産技術と して具現化し，コス

ト削減にとどまらず，中小企業の生産力が大企

業の競争力として大企業の経営技術力に転換で、

きる生産構造に組み込まれている証左である。

ここに大企業の市場支配力の綱の目の機能が

あったというべきであろう。中小企業の生産技

術力は，製品に体化はされたが，中小企業の経

営力には部分的にしか蓄積されなかった。大量

生産体制に対応してきた中小企業の技術革新に

おける限界が，この点にあったというべきであ

ろう。

しかし現在の日本経済においては，すでに指

摘したように大量生産体制には短期的のみなら

ず，長期転換が始まり，大量生産体制における

中小企業の位置が大きく変動している。大企業

が大量生産体制を国際的に再編するなかで，中

小企業の位置は変化せざるを得ない。雇用効果

や地域経済における中小企業への期待とは別に，

既定の構造は変化し，中小企業は限定付きの専

門的生産技術や生産技術を生み出す「現場主義」

の再活用を新しい条件のなかで生かす道を新た

に進む他はない。

翻って中小企業間取引市場は，大企業の生産

構造の内部ではあっても，過去において大企業

と同様に生産から流通まで大きな役割を演じて

きた市場がなくなったわけで、はない。大企業も

それを無視するどころか，80年代後半まで系列

会社，分社 ・子会社などとともに中小企業と共

存し，活用する体fill］を一貫してJ守続してきた。

この体制が崩壊を始めている以上，日本では中

小の企業生産技術に適合する別の生産・流通・

販売形態を活用する課題が，当面の中小企業産

業組織政策であると同時に，仁｜ーl小企業経営技術

に関する政策課題だといえよう。これら課題に

対する解答は， 一般的な経営努力にゆだねると

いうだけではすまないであろう。これはそれほ

ど一般的で， ｜度昧なテーマではない。

とくに中小企業が抱える経営能力の限界を克

服しながら，新規のl時代的要請に応える課題に

対応するには，経営者自身の経営的，政策的工

夫が求められているといえよう。なかでも生産，

流通，販売を トータルにみて，管理 ・活用でき

る条件設定が必要だといえる。

これらの問題解決への可能性が現代の技術，

とくに情報・通信革命のなかに中小企業が経営

上不足する経営資源を補完・強化する方向で積

極的に対応することが重要であろう。

(4）労働市場の弾力化と労働契約・業務契約形

態の接近

労働基準法の基幹的条件で、ある労働H寺間制度，

雇用契約，そして労働市場の需給調整の法的枠

組みを作ってきた職業安定法に規制緩和l政策の

先鞭を付けた労働者派遣事業法等に大きな変化

が進んでいる。世界的競争力を有する日本経済
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にとって，先進国中最長の労働H寺聞となってき

たことは，海外からダンピング批判を呼び込む

要因になってきた。週刊時間制を目指し，多様

な変形労働時間制度の導入を中心にしてきた労

働政策はそのために生み出された政策である。

さらに，裁量労働制等の登場によって，労働契

約の線幹に関わる問題が生まれてきた。すなわ

ち，業務遂行目標の設定，賃金における年俸制

導入とともに裁量労働制が動き出そうとしてい

る。これは事実上雇用契約が業務契約に｜浪りな

く近づくことになる。

多様な変形労働時間制の導入が意味するもの

は労働市場の制度的弾力化だけを生み出したの

ではない。

中小企業のみで、なく日本経済の成長率鈍化・

低迷，景気変動の不安定性が高まってくると，

日本経済の安定的成長の根幹のーっとなってい

た雇用形態における長期性や安定的雇用慣行を

重視する経営風土の維持が困難になる，という

のは一見するとやむを得ないように見える。し

かし経営レベルではやむを得ない変化であった

としても，それは同時に今日のように雇用慣行

の根幹における変化は長期的に労働意欲の維持，

経営における雇用責任，安定的労使関係が流動

化し，長期的経営革新への労働者の勤労意欲が

萎縮する要因になりかねない。中小企業が自律

的に発展しようとするならば，雇用形態の多様

化，労働条件規制の弾力化を一般的競争条件，

すなわち企業存立の条宇｜二をーに労働条件の低下

にだけ求める経営は回避されなければならない。

A.マーシャルの指摘するとおり，労働条件切

りドげに企業存立を賭けるならば， ミク ロの均

衡が雌保できるように見えても，マクロの均衡

は失われることは今日の日本経済を見れば明ら

かだからである。

ただ注意しなければならないことは，企業経

営は －定の競争条件下で行われるのであるが，

一部に労働条件を切り下げるだけによって経営

存立の基礎とする競争形態を生み出す企業が出

現すると，競争は混乱を生み，過当競争型経済

に移行する引き金になりかねない。そのため，

雇用契約，労働契約はもとより，企業問におけ

る業務契約を適正コストを＊IH~＇しながら，技術

力，知識集約力，経営力等の競争を基本として，

最終的には長期的な内需拡大を実現する条件を

追求する重要性を改めて強調しておきたい。た

だし今日労働政策における弾力化は，中小企業

としても企業経営の弾力化，柔軟性を碓保する

観点からの活用を考慮するのは当然といわなけ

ればならないであろう。


