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１　はじめに 
―「中小企業憲章」の制定運動と学習運

動―

　中小企業の存立維持，そして成長・発展こそ

が，日本経済ひいては地域経済の活性化の原動

力となり，また雇用をいっそう創出することに

つながるといったような，中小企業が国民経済

に極めて重要な役割を果たしているという認識

がある。この認識は，日本だけでなく，ＥＵやＯ

ＥＣＤ加盟国など世界各国において高まってき

ている１）。中小企業がそうした役割をもつ主体

としての認識だけでなく，中小企業が真にその

役割を果たすことができるような，中小企業が

自助努力を行い，自社の存立維持，そして成長・

発展を実現することができるための政策・支援

が求められる。その政策や支援の方向づけを行

いうるものとして，今日，日本では，中小企業

家同友会全国協議会（以下，中同協）を中心とし

て，ＥＵの「小企業憲章」に習った「中小企業憲

章」の必要性が言われている２）。

　中同協は，２００４年７月以降，「中小企業憲章」の

制定に向けた運動を展開している。中同協によ

れば，「中小企業憲章」とは，「日本の経済・社会・

文化及び国民生活における中小企業・自営業の

役割を正当に評価し，豊かな国づくりの柱にす

えることを国会が決議し，憲章の精神を実現す

るために，現行の中小企業基本法をはじめ，諸

法令を整備・充実させる道筋を指し示すもの」

と定義されている３）。中同協の赤石義博前会長

は，「生きる・くらしを守る，人間らしく生きる」

をより確かにし，より高めていくことが，人類

にとっての「３つの今日的課題」であり，これら

の課題に取組んでいくことが，「中小企業憲章」

のもつ意味であり，目的であり，国民の圧倒的

多数を占める中小企業・自営業がその主体的担

い手となると指摘している４）。

　中小企業が「生きる・くらしを守る，人間らし

く生きる」という人類にとっての「３つの今日的

課題」に取組み，真に日本における経済・社会・

文化および国民生活にその役割を果たしていく

ためには，大前提として，中小企業家の自助努

力による存立維持，そして成長・発展が基本で

ある。しかしながら，中小企業を取り巻く経営

環境をみると，中小企業にとって存立維持，そ

して成長・発展の阻害となる，自助努力だけで

はどうにも解決できない問題がある。そうした

問題を解決すべく，そうした経営環境を中小企

業の存立維持，そして成長・発展可能な経営環

境に改善していく必要がある。そのために「中小

企業憲章」を制定し，中小企業重視の諸政策の整

備をしていくことが求められている。

　中同協では，２００３年７月に福岡で開催された

第３５回総会の分科会において，初めてＥＵの「小

企業憲章」が紹介された。そして２００４年２月に静
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岡で開催された第３４回中小企業問題全国研究集

会においても「中小企業憲章」に関する分科会が

設けられ，さらに同年の２００４年７月に岡山で開

催された第３６回総会では，「中小企業憲章」に関

する大学習運動が提唱された。それ以降，中同

協の主要行事には，「中小企業憲章」に関する分

科会が設けられるようになり，２００３年から２００７

年までの「中小企業憲章」に関する分科会の出席

者は，延べで約１,５００名にまで上った５）。中小企

業家の「中小企業憲章」に対する関心は年々高

まってきていると言える。

　中小企業家同友会では，中同協総会での「中小

企業憲章」の大学習運動の提唱を受け，現在，「憲

章レポート」の作成運動に取組んでいる。「憲章

レポート」は，全国同友会の「中小企業憲章」学習

運動の先駆けとして，愛知中小企業家同友会（以

下，愛知同友会）が最初に作成したフォーマット

を意味する。その内容は，「①自社を取り巻く経

営環境（業界の特徴・現状）」，「②自社の方向性

（自社の経営指針）」，「③上記（②の項目）を実現

していく上で，望ましい経営環境とは」，「④「中

小企業憲章」に望むこと」，の４項目である。

　大阪府中小企業家同友会（以下，大阪同友会）

では，２００５年４月に中小企業憲章推進本部が設

置されたのを受け，２００６年１月から「中小企業憲

章」の定期的な学習運動を展開している。そして，

学習運動の一環として，愛知同友会が作成した

レポート・フォーマットを活用し，「憲章レポー

ト」の作成運動を展開している。大阪同友会は，

「中小企業憲章」の学習運動を展開する過程のな

かで，「憲章レポート」の内容を一部追加・再編

し，「①自社のプロフィールと地域・業界でのポ

ジション」，「②地域・業界をめぐる動向と自社

の経営環境」，「③自社の方向性と経営環境改善

の課題」，「④「中小企業憲章」に望むこと」とした。

項目数は同じであるが，主な追加・再編内容は

３点である。１つは，後者の「新」レポート・

フォーマットで「①自社のプロフィールと地域・

業界でのポジション」が新たに追加された。２つ

は，前者の「旧」レポート・フォーマットの「②自

社の方向性（自社の経営指針）」と「③上記（②の

項目）を実現していく上で，望ましい経営環境と

は」の２項目が結合され，「新」レポート・フォー

マットで「③自社の方向性と経営環境改善の課

題」となった。３つは，それぞれ４つの項目の中

に項目の説明が箇条書きで追加された。これら

以外は，表現や記述のポイントの変更に留まっ

た。

　本稿は，「中小企業憲章」の早期の制定を目指

し，大阪同友会の「憲章レポート」の分析から，

中小企業家同友会の「中小企業憲章」学習運動の

展開を通じて見えてきた課題と展望について筆

者なりに論じたものである。大阪同友会の「憲章

レポート」の回収はまだ不十分であり，本稿で紹

介する分析の結果はあくまで途中段階である。

しかしながら，本分析の結果を通じて，大阪同

友会が特に進めてきた「中小企業憲章」学習運動

の過程で見えてきた課題と，今後の運動の展望

を描くことができると考える。さらには，「中小

企業憲章」の制定に向けても，一定の含意を導き

出すことができるものと考える。続く第２節で

は，本分析にて用いた「憲章レポート」の対象と，

分析の手順，そして分析の内容について述べる。

第３節では，分析の結果について紹介をしたう

えで，第４節では，分析の結果を通じて導き出

すことができると考える含意について述べる。

第５節では，「中小企業憲章」学習運動の今後の

展開について述べる。なお，以下で紹介するデー

タの解釈や表現，あるいは含意に関するいっさ

いの過誤は，筆者の責に帰することを明記する。

２　分析の対象・手順・内容

（１）分析の対象

　本分析の対象は，大阪同友会が２００７年９月末

までに回収したレポート４２２件である６）。４２２件

（企業）の基本データである，従業員数（＋パート

タイマー），資本金額，業種，のそれぞれの概要

を示したものが，表１から表４である。

　大阪同友会は，上述のように，「憲章レポート」
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のフォーマットを運動の過程で発展的に修正し

たため，エクセルのデータのなかには，「旧」レ

ポート・フォーマットに基づくデータと「新」レ

ポート・フォーマットに基づくデータとが共存

している（末尾の資料を参照のこと）。本分析は，

旧レポート・フォーマットをベースに分析を

行った。このため，分析上，新レポート・フォー

マットでの回答データを旧データとして再編す

る必要が生じたが，これは，筆者の分かる範囲

内で修正し，分析を行った。また，旧レポート・

フォーマットの４つの項目のうち，「①自社を取

り巻く経営環境（業界の特徴・現状）」，「②自社

の方向性（自社の経営指針）」，「③上記（②の項

目）を実現していく上で，望ましい経営環境と

は」の３つの項目について分析を行った。なお，

「④「中小企業憲章」に望むこと」については，今

回簡単に紹介するのみに留まり，詳細な分析は

見送った。今後，分析を行っていく必要がある

ことを指摘しておく。

（２）分析の手順

　「憲章レポート」は記述形式であり，大阪同友

会会員企業によって記述されている。記述内容

は，大阪同友会事務局によってエクセルに打ち

込まれ，データ化された。このデータに基づき，

できうる限り大阪同友会会員が記述した内容の

用語を踏襲しながらキーワードを抽出した７）。

そして必要の範囲内でいくつかのキーワードを

結合させながら，項目として設定した。項目名

については便宜的に筆者が省略した項目もある。

したがって，以下で出てくるそれぞれの項目名

については，便宜的にこれからいっそう議論を

し，発展的に変更する余地があることを強く指

摘しておく。

（３）分析の内容

　分析の内容は，各項目と，企業規模別と業種

別とのクロス分析である。
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　まず，企業規模別分析についてである。企業

規模を考察する場合，従業員数の指標を使う場

合と，資本金額の指標を使う場合の２つの場合

がある。本分析では，前者の従業員数の指標を

活用した。資料にあるように，回答企業の約半

数近くが，資本金額１,０００万円である。それ以外

の数値データはかなり偏って分散している。表

１の資本金額に示しているように，標準偏差値

が４０６７.８８であった。データが分散しているため，

資本金規模別に分析しても，他の項目とのクロ

ス集計に耐えうることができないと判断し，分

析の指標としての採用を見送った。一方，従業

員数の数値データの標準偏差値が３３０であり，比

較的均等に数値が分散しており，企業規模の指

標として従業員数の数値を採用することにした。

しかし，従業員数は，正社員数と正社員数＋パー

トタイマー数の２つの場合がある。一般的に，

企業規模に関する他の多くの分析は，正社員数

のみのデータを活用することが多い。正社員数

でみたサンプル企業の企業規模分布概要を示し

たものが，表２である。しかしながら，パート

タイマーが中小企業経営における重要な戦力で

あるという中小企業経営の実態を考慮し，本分

析では，正社員数＋パートタイマー数の数値を

採用した。企業規模別にみた正社員数＋パート

タイマー数の概要を示したものが，表３である。

　次に，業種別分析についてである。業種につ

いては，表４にも示しているように，大阪同友

会の定める７つの業種分類（大分類）を活用した。

７つの業種分類とは，１．製造関連，２．建設関

連，３．情報通信・印刷，４．運輸・倉庫，５．流

通関連，６．専門家，７．サービス，である。現

実の企業の事業分野を考えた場合，上記の７つ

の業種分類のいくつかにまたがっている場合も
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少なくない。実際に，複数の業種（最大で３つ）

を該当する回答企業も見られた。しかしながら，

本分析では，回答レポートのなかで１番目に記

述された業種分類を採用した。したがって，現

実に企業が行っている事業分野が，分析結果に

十分に反映されていないことに留意されたい８）。

なお，表１のサンプル企業の業種分布をみると，

大阪同友会の業種分布と基本的に合致しており，

本データの業種別の偏りは非常に少ないと言え

る。

３　分析結果

　以下で取り上げる分析結果は，「旧」のレポー

ト・フォーマットに基づく「①自社を取り巻く経

営環境（業界の特徴・現状）」，「②自社の方向性

（自社の経営指針）」，「③上記（②の項目）を実現

していく上で，望ましい経営環境とは」の３つの

項目である。以下では，これら３つの設問項目

について，単純集計，規模別分析，業種別分析

の各分析結果について順にみていく。

　なお，各分析において，全ての項目をとりあ

げているわけではない。単純集計で取り上げる

項目は回答合計件数が４件以上，また規模別・

業種別分析で取り上げる項目は，回答合計件数

が１０件以上と，便宜的に項目を限定している。

なお，業種分析結果のなかで非常に特徴のある

項目については，各項目の回答合計件数が３０件

を超えた項目に限り個別の事例を紹介していく。

なお，事例を紹介するにあたっては，会員企業

の「生の声」を正確に紹介するために，「憲章レ

ポート」に記載された表現をそのまま掲載して

いる９）。また，個別の事例の最後に記載してい

る番号は，個々のデータの整理番号である。

（１）業界の現状

①単純集計

　まず，業界の現状についてみていく。業界の

現状について，単純集計を示したものが，表５

である。表中のパーセントは，サンプル数４２２件

のうちの回答割合である（以下，同じ）。上述の

ように，サンプル数が４件以上であったキー

ワード２９項目を設定している。特徴としては，

まず，約３割の経営者が，自社を取り巻く業界

の現状として，「低価格化」をあげている

（２７.７％）。また，上位にあがっている項目をみ

ると，「競争激化」（２２.０％），「不況，市場縮小」

（２０.６％），「原材料，石油・原油価格等高騰」

（１６.６％）とあがっており，中小企業を取り巻く

業界の現状は厳しいと判断している経営者が多

いことがわかる。

②企業規模別分析

　業界の現状について，企業規模別にみたもの

が，表６である。合計のサンプル数が３０件以上

の項目についてみると，「参入増（異業種，個人，

有資格者増）」や，「大手による市場圧倒，大手有

利」の各項目において，比較的規模の小さな企業

の方が，比較的規模の大きな企業と比べて，回

答の割合が相対的に高いことがわかる。一方で，

「原材料，石油・原油価格等高騰」や「海外生産，

国際化」，さらには「人材不足，少子化，技術者

不足，後継者問題」の各項目において，比較的規

模の大きな企業の方が，比較的規模の小さな企

業と比べて，回答の割合が高いことがわかる。

③業種別分析

　業界の現状について，業種別にみたものが，

表７である。製造関連では，「原材料，石油・原

油価格等高騰」と「海外生産，国際化」の各項目に

おいて，回答の割合が特に高くなっていること

がわかる（全体の比率で製造関連が３１.６％であ

るのに対して，前者が６４.３％（①），後者が７７.３％

（②））。この２つの項目をともに回答した企業

（事業内容：ＮＣ旋盤により金属挽物加工，ＩＴ機

器及び精密機械部品，従業員数：４名（正社員４

名），資本金額：不明）によれば，「大量生産物は

海外に流れている。少量，試作，難削物は日本

でやっていかれる様にそなえる。ステンレス，

アルミの高騰化で単価の引き上げが出来ていな

い製品もある。（２４１）」という１０）。

　建設関連では，「不況，市場縮小」と「廃業・倒
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産，事業所数減（見込み含む）」の各項目において，

回答の割合が特に高くなっていることがわかる

（全体の比率で建設関連が９.０％であるのに対し

て，前者が１７.４％（③），後者が１７.９％（④））。

まず，前者の項目を回答した企業（事業内容：総

合建設業，一級建築士事務所，従業員数：６名

（正社員５名），資本金額：１,５００万円）によれば，

「我が社は建設業で，ほとんど影響がないが，以

前なら地元建設業者が受注していた物件が，ハ

ウスメーカーの進出が大きく影響し，一般的に

は仕事が減っている。特色のない会社はハウス

メーカーに仕事を奪われる経営環境にある。官

庁工事発注が非常に少なくなってきている。地

元業社の仕事が少ない状況。（３０９）」という。また，

後者の項目を回答した企業（事業内容：店舗住

宅の内装及び家具の企画，設計，施工，監理。

インテリア用品の販売，従業員数：３名（正社員

３名），資本金額：３２０万円）によれば，「地域に

おける同業他社は経営規模に関係なく，倒産・

廃業が数多く見られます。（３３４）」という。なおこ
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の企業は，低価格化の項目についても回答をし

ていた。

　情報通信・印刷では，「旧タイプだめ，差別化

進む」の項目において，回答の割合が特に高く

なっていることがわかる（全体の比率で情報通

信・印刷が７.６％であるのに対して１７.１％（⑤））。

本項目を回答した企業（事業内容：ツーカーホン

関西専売店舗・ＫＤＤＩ光ファイバー営業・アフ

ラック保険代理店，従業員数：２２名（正社員１５名），

資本金額：１,０００万円）によれば，「携帯電話販売

業界は番号ポータビリティを直前に控え活況し

ているように見えるが，販売店の構成は，併売

店からキャリアショップの専門店しか生き残れ

なくなってきている。又その専門店の中でも，

店舗スタッフの接客スキルやハートフルな態度

が重視され，再来店を促すような店づくりをし

ないと存続が難しくなってきている。（５８）」とい

う。

　運輸・倉庫では，製造関連と同じく，「原材料，

石油・原油価格等高騰」の項目において，回答の

割合が特に高くなっていることがわかる（全体

の比率で運輸・倉庫が３.１％であるのに対して

１１.４％（⑥））。本項目を回答した企業（事業内容：

一般貨物運送事業，自動車運送取扱，従業員数：

２０名（正社員１９名），資本金額：１,０００万円）によ

れば，「燃料の高騰による経費の増加。（２８３）」が

生じているという。

　流通関連では，「大手による市場圧倒，大手有

利」の項目において，回答の割合が特に高くなっ

ていることがわかる（全体の比率で流通関連が

１６.６％であるのに対して３１.８％（⑦））。本項目を

回答した企業（事業内容：黒酢関連商品の製造・

卸・小売販売。その他，健康関連商品の販売，

従業員数：６名（正社員６名），資本金額：１,５００

万円）によれば，「厚生労働省が健康食品の安全

性と効果効能に対する科学的根拠を厳しく求め

ており，そのデータを示せない商品は，販促物

に一切の強調表示ができなくなった。国に認証

される科学的根拠のある商品開発をする事は，

膨大な資金と年月を要することから，中小企業

にはハードルが高い。その結果，資本力のある

大企業にとって有利な状態となっており，中小

の健康食品メーカーや問屋が淘汰されている。

（３２９）」という。

　専門家では，「競争激化」と「参入増（異業種，個

人，有資格者増）」の各項目において，回答の割

合が特に高くなっていることがわかる（全体の

比率で専門家が１８.１％であるのに対して，前者

が２５.８％（⑧），後者が３６.５％（⑨））。この２つ

の項目をともに回答した企業（事業内容：人事

労務管理，年金相談，助成金等，従業員数：不

明，資本金額：不明）によれば，「社労士の数は

年々増え続けており若年化傾向にある。社労士

法人も増加。顧客獲得のための競争激化。顧問

料のダンピング競争。社労士業務が未だに一般

的には知られていないし中小企業では自社には

必要ないと思われている。（１９８）」という。なお，

この企業によれば，社会保険労務士は社会的に

認知されていないことも指摘されている。

　サービスでは，「参入増（異業種，個人，有資

格者増）」と「旧タイプだめ，差別化が進む」の各

項目において，回答の割合が特に高くなってい

ることがわかる（全体の比率でサービスが

１４.０％であるのに対して，前者が２１.２％（⑩），

後者は２０.０％（⑪）。まず，前者の項目を回答し

た企業（事業内容：エステティックサロンの経営，

従業員数：６５名（正社員５５名），資本金額：１,０００

万円）によれば，「従来の健康産業と美容産業が

ニーズの変化に伴い，融合化し加えて医業との

ボーダレスによる飽和状態になっています。現

状として，価格競争が激しい面と新しく参入す

る異業種が後を絶たないのは，ここ数年同じで

す。（１７０）」という。なおこの企業によれば，価

格競争が生じていることも指摘されている。次

に，後者の項目を回答した企業（事業内容：セー

ルスプロモーション提案，広告媒体全般，従業

員数：５名（正社員５名），資本金額：３００万円）

によれば，「製作デザイン料という概念が，近年

のパソコン機器の発達で無くなりつつあり，個

人，他社との明確な差別化が難しくなってきて
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いる。（１５７）」という。

（２）自社の方向性

①単純集計

　次に，自社の方向性についてみていく。自社

の方向性について，単純集計を示したものが，

表８である。表中のパーセントは，サンプル数

４２２件のうちの回答割合である。上述のように，

サンプル数が４件以上であったキーワード１９項

目を設定している。特徴としては，約３割の経

営者が，自社の方向性として，「企業づくり全般，

付加価値，専門化，差別化」，「製品・商品，サー

ビス開発，提供」，また「営業力強化，ニーズの

把握，情報収集」をあげている（それぞれ順に，

３４.４％，３２.０％，２８.０％）。

②企業規模別分析

　自社の方向性について，企業規模別にみたも

のが，表９である。表９によれば，合計のサン

プル数が３０件以上の項目についてみると，「技

術・技能力，ものづくり，生産面での強化」や「人

材，社員の育成」，さらには「社員とのよりよい

関係（幸せなど），働きやすい職場づくり」におい

て，企業規模が「３名未満」の企業の回答の割合

が極端に低く，「４名以上」で回答の割合が高く

なっていることがわかる。人材面や技術・技能

面において自社の方向性を展望するには，「１０～

１９名」の企業規模で，特に人材面に関する項目で

最も回答の割合が高くなっていることから，企

業組織のある程度の規模が必要であることを示

唆している。また，「企業づくり全般，付加価値，

専門化，差別化」や「製品・商品，サービス開発・

提供」では，特に企業規模が「２０～９９名」の企業に

おいて，回答の割合が相対的に高くなっている

ことから，これらの各項目では，より大きな企

業組織の規模が必要であることを示唆している。

③業種別分析

　自社の方向性について，業種別にみたものが，

表１０である。製造関連では，「技術・技能力，も
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のづくり，生産面での強化」の項目において，回

答の割合が特に高くなっていることがわかる

（全体の比率で製造関連が３１.６であるのに対し

て６２.１％（①））。本項目を回答した企業（事業内

容：精密射出成形，従業員数：２３名（正社員２１名），

資本金額：１０００万円）によれば，「本来成形業が得

意とする大量生産ではなく，多品種少量で，し

かも短納期で対応しなければならない製品に特

化し，かつ，相当高い技術レベルを要求される

ものをターゲットとして営業活動を進める。そ

して，同じような目論見で動いておられる競合

相手には，技術力や品質も当然であるが，提案

力や，すばやい対応力で他社がまねのできない

部分を多くもつことで優位性を保つことが必要

であると考える。そのために経営者がやらねば

ならないことを常に前向きに考えて，人を活か

すことに最大限の知恵を働かせねばならないと

考えている。（１７）」という。なおこの企業によれ

ば，営業力強化を目指すことも指摘されている。

　建設関連では，「経営理念，経営指針の成文化，

戦略面強化」の項目において，回答の割合が特に

高くなっていることがわかる（全体の比率で建
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設関連が９.０％であるのに対して１８.２％（②））。

本項目を回答した企業（事業内容：建築，塗装，

吹付工事，従業員数：７名（正社員７名），資本

金額：３００万円）によれば，「１５年前から進めてい

る経営指針の学習を毎月定期的に繰り返し繰り

返し深めている。（２３５）」という。

　情報通信・印刷では，「企業や大学，研究機関，

金融機関，行政等との連携」の項目において，回

答の割合が特に高くなっていることがわかる

（全体の比率で情報通信・印刷が７.６％であるの

に対して１１.４％（③））。本項目を回答した企業

（事業内容：Ｗｅｂソフトウェア開発，従業員数：

４名（正社員４名），資本金額：３００万円）によれ

ば，「基本理念「皆が平等で幸せな社会作りに尽

力する」および，行動指針のひとつでもある「イ

ンターネット技術を活用し，社会に対し貢献で

きる企業を目指します。」をさらに推し進めるた

め，「在宅就労でのモデル確立」を引き続き推進

していくとともに，「障碍者雇用」について，他の

団体，企業などと協力し合いながら推進，尽力

していく方向です。（７０）」という。「障碍者雇用」

を連携により実現していくことを目指す事例で

ある。

　運輸・倉庫では，「人材，社員の育成」の項目

において，回答の割合が特に高くなっているこ

とがわかる（全体の比率で運輸・倉庫が３.１％で

あるのに対して７.０％（④））。本項目を回答した

企業（事業内容：運輸サービス業，従業員数：６０
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名（正社員６０名），資本金額：１,３００万円）によれば，

「自社の経営指針は，利益増大方針と，収益確保，

従業員共育方針，幹部社員共育方針（６７）」である

という。経営指針のなかに従業員「共育」（「共に

育ち合う」という意味）が位置づけられている１１）。

　流通関連では，「営業力強化，ニーズの把握，情

報収集」の項目において，回答の割合が特に高く

なっていることがわかる（全体の比率で流通関

連が１６.６％であるのに対して，２１.４％（⑤））。本

項目を回答した企業（事業内容：機械，工具の販

売。メカトロ機器，産業機器，ＯＡ機器，従業

員数：不明，資本金額：不明）によれば，「単な

る流通業者としてだけでは生き残れない。サー

ビスの充実を図ること。すなわち，顧客自体の

付加価値を高めるサービスを提供させていただ

く商品および提案を積極的に推進していく。

（６）」という。また，本項目を回答した別の企業

（事業内容：中古車の販売と買収，損害保険代理

店，従業員数：３名（正社員２名），資本金額：

１,０００万円）によれば，「業務用貨物車に特化した

事で活路も見出している。限られた原資や特定

の販路は安定した売上を保つ事ができない事も

あるが，外部環境分析を怠らず顧客のニーズに

応えていく事を常に考えていく。経営指針の成

文化と実践をセミナー卒業生でグル―プ化して

行っている。３ヶ月に一度の発表会だが緊張感

があり，例会にはない具体的な他社からの指摘

もある。当社は小さな会社だが，小さい会社の

方が経営指針の実践の必要性が高いのではない

かと感じている。（２２２）」という。後者の企業では，

本項目以外にも，経営理念，経営指針の成文化，

戦略面強化を目指すことが指摘されている。

　専門家では，「社員とのよりよい関係（幸せな

ど），働きやすい職場づくり」の項目において，

回答の割合が特に高くなっていることがわかる

（全体の比率で専門家が１８.１％であるのに対し

て２６.５％（⑥））。本項目を回答した企業（事業内

容：民事・商事（民事再生，私的整理，破産，債

権回収，損害賠償，家事等），労働，刑事，従業

員数：１０名（正社員５名），資本金額：不明）によ

れば，「弁護士と事務員のパートナーシップの強

化，体制の充実。労働環境を改善，充実しなが

ら弁護士，事務員が，共に育ち，働き甲斐のあ

る職場作り。（２７０）」を目指すという。

　サービスでは，「顧客満足・顧客とのよりよい

関係，囲い込み」ならびに専門家と同様に「社員

とのよりよい関係（幸せなど），働きやすい職場

づくり」の各項目において，それぞれ回答の割合

が特に高くなっていることがわかる（全体の比

率でサービスが１４.０％であるのに対して，前者

が２０.０％（⑦），後者が２６.５％（⑧））。前者の項

目を回答した企業（事業内容：エステティックサ

ロンの経営，従業員数：６５名（正社員５５名），資

本金額：１,０００万円）によれば，「顧客満足を高め

ながら顧客の継続と紹介を上げる。そのため，

技術力追求と効果追求。上記単年度方針を進め

ながら，社員の自立と企業の増益体質化を目標

として，社員の独立支援企業体として存続する。

（１７０）」という。ここでは，方針強化も指摘され

ている。また，後者の項目を回答した企業（事業

内容：不動産，建築（分譲住宅），従業員数：５

名（正社員５名），資本金額：１,０００万円）によれば，

「ブランド力を高め，高付加価値のある商品力で

差別化を図っていく。組織力をつけることによ

り収益性の改善，顧客満足，営業構造の確立を

図る。社会から必要とされ，社員が夢をもって

働くことのできる企業社風を作ります。（２４２）」

という。この企業によれば，本項目以外にも，

高付加価値化，顧客満足，営業力強化，商品力

強化も目指すことが指摘されている。

（３）望ましい経営環境

①単純集計

　最後に，望ましい経営環境についてみていく。

望ましい経営環境について，単純集計を示した

ものが，表１１である。表中のパーセントは，サ

ンプル数４２２件のうちの回答割合である。上述の

ように，サンプル数が４件以上であったキー

ワード３５項目を設定している。これまで紹介し

てきた，業界の現状ならびに自社の方向性と比
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べて，キーワード自体が比較的多いことが特徴

的である。集計の特徴としては，「新技術や商品

開発など経営革新，自立する体制，財務体質」，

「企業風土・社内環境づくり，社員と協力し合う

組織づくり」が多くみられた（前者：２１.１％，後

者：２０.７％）ことがあげられる。

②企業規模別分析

　望ましい経営環境について，企業規模別にみ

たものが，表１２である。表１２によれば，合計の

サンプル数が３０件以上の項目についてみると，

「顧客との信頼の構築，正当な公正な取引」の項

目において，企業規模が「３名未満」や「４～９
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名」の企業において，１０名以上の規模の企業と比

べて，回答の割合が比較的高くなっていること

がわかる。「大手の介入防ぐ，大手の紳士的な対

応，大手中心の雰囲気を変える」の項目において

も，特に企業規模が「３名未満」の企業において，

回答の割合が比較的高くなっているが，この項

目は企業規模が「４～９名」の企業，また「１０～１９

名」の企業でさらに回答の割合が低く，逆に企業
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規模が「２０～９９名」の企業の回答の割合が比較的

高くなっている。ほぼ同様の傾向が，「産・学・

官・金の連携，企業間のネットワーク」の項目に

おいてもみられる。

③業種別分析

　望ましい経営環境について，業種別にみたも

のが，表１３である。製造関連では，「産・学・

官・金の連携，企業間のネットワーク」または

「人材確保，採用」の各項目において，それぞれ

回答の割合が特に高くなっていることがわかる

（全体の比率で製造関連が３１.６％であるのに対

して，前者が４４.４％（①），後者が４３.９％（②））。
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前者の項目を回答した企業（事業内容：一般鋼

材の販売，シャーリング及び鉄板の曲加工，従

業員数：１９名（正社員１２名），資本金額：不明）に

よれば，「産業集積の新しい枠組み（クラスター）

の構築を産・学・官・金の連携で。（１９）」実現で

きるような経営環境が望ましいという。また，

同様の項目を回答した別の企業（事業内容：金

属熱処理受託加工，精密極小部品，各種金型，

各種表面処理，従業員数：３４名（正社員１５名），

資本金額：４,９００万円）によれば，「産学官の連携，

企業同士の連携を本当に意義があり，実のある

ものにしていく。強い関係から強い技術や商品

を生み出していくことを実現する。（６１）」ことが

できるような経営環境が望ましいという。この

企業によれば，連携により強固な経営体質を強

化していくことを望んでいることがわかる。ま

た，後者の項目を回答した企業（事業内容：電動

撹拌機製造設計販売，従業員数：５１名（正社員５０

名），資本金額：５,０００万円）によれば，「２００７年問

題による人員低下で大手がいい人材を高給で獲

得してしまい我々中小企業にまわってこない。

これからはよい人材の確保に困難が予想される。

よって，中小企業にも夢が託せるいい会社があ

ることを世に知らしめ人材の確保が容易になる

ような環境が望まれる。（１９７）」という。

　建設関連では，製造関連と同様に「人材確保，

採用」の項目において，回答の割合が特に高く

なっていることがわかる（全体の比率で建設関

連が９.０％であるのに対して１２.２％（③））。本項

目を回答した企業（事業内容：綜合建設業・一級

建築士事務所，従業員数：８名（正社員８名），

資本金額：１,０００万円）によれば，「適正，有能な

人材がすぐに確保できるようになって欲しい。

（８２）」という。

　情報通信・印刷では，「新技術や商品開発など

経営革新，自立する体制，財務体質強化」の項目

において，回答の割合が特に高くなっているこ

とがわかる（全体の比率で情報通信・印刷が

７.６％であるのに対して９.８％（④））。本項目を回

答した企業（事業内容：情報サービス業，ネット

ワーク構築，ホームページ製作，システム開発，

各種ソフトレクチャー指導，パソコン教室及び

検定試験受験校など，従業員数：１８名（正社員１４

名），資本金額：３００万円）によれば，「日々，技

術革新がなされる中で，数多いハード，ソフト

ウェアの操作性や対応状況を常に習得し，エン

ドユーザーの一歩前を見ながら，必要に応じて

お応えしていくことが望ましいことだと考えま

す。（２７７）」という。

　運輸・倉庫では，「社員教育，研修」の項目に

おいて，回答の割合が特に高くなっていること

がわかる（全体の比率で運輸・倉庫が３.１％であ

るのに対して１３.３％（⑤））。本項目を回答した

企業（事業内容：貨物運送取扱業，営業倉庫，一

搬区域貨物自動車運送業，人材派遣業，従業員

数：２７名（正社員２５名），資本金額：１,０００万円）

によれば，「社員教育等による社会的信用ある企

業づくりを自らの会社でやり，周りの状況はあ

まりあてにしない。（１４８）」ような経営環境が望

ましいという。

　流通関連では，「企業風土・社内環境づくり，

社員と協力し合う組織づくり」または「法整備」

の各項目において，回答の割合が特に高くなっ

ていることがわかる（全体の比率で流通関連が

１６.６％であるのに対して，前者が２６.０％（⑥），

後者が２５.０％（⑦））１２）。前者の項目を回答した企

業（事業内容：食料品製造販売，スーパー及び百

貨店の惣菜等扱う，従業員数：５４名（正社員２４名），

資本金額：１,８００万円）によれば，「地域密着型の

企業であると同時に，常に社員と共に学び，協

力しあう組織づくりを心がけ，優しい思いやり

のある心で良い職場環境を構築したいと思って

います。（４４）」という。また後者の項目を回答し

た企業（事業内容：中古車の販売と買収，損害保

険代理店，従業員数：２名（正社員２名），資本

金額：１,０００万円）によれば，「金融機関からの融

資やリース，不動産の保証人などは法人化して

いても役員の個人保証が必ず必要なのが現状。

借りる我々の側も当然のように考えてしまって

いる。中小企業の発展に重い足かせとなり，二
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の舞を踏むことも多々ある。担保能力だけでな

くその企業の様々な将来性や長所も配慮した低

利融資制度の充実が必要。（５）」であるという。

　専門家では，「法整備」の項目において，回答の

割合が特に高くなっていることがわかる（全体

の比率で専門家が１８.１％であるのに対して

２５.０％（⑧））１３）。本項目を回答した企業（事業内

容：税理士業，従業員数：不明，資本金額：不

明）によれば，「融資の際の企業評価格付けを行

う際に，経営姿勢や経営計画など保証人や担保

以外の要素が評価基準に取り入れて欲しい。

（２９７）」という。

　サービスでは，「企業風土・社内環境づくり，

社員と協力し合う組織づくり」の項目において，

回答の割合が特に高くなっていることがわかる

（全体の比率でサービスが１４.０％であるのに対

して１６.０％（⑨））。本項目を回答した企業（事業

内容：犬の美容が中心　他ペット用品，生体売

買，ペットの預かり，従業員数：４名（正社員４

名），資本金額：５００万円）によれば，「少し遅い

かもしれませんが，パソコンにより，ネットワー

クをいかに利用していくかを考える。効率よく

能率を上げるためにスタッフとの相互理解を深

める必要がある。（３１９）」という。

４　分析からの含意 
―「望ましい経営環境」を中心に―

　本分析では，大阪同友会の「憲章レポート」に

おける「業界の現状」，「自社の方向性」，「望まし

い経営環境」について，企業規模別・業種別の分

析を行ってきた。以下では，「望ましい経営環境」

の分析結果からあらためて読み取れることにつ

いて考えてみよう。

　そもそも「望ましい経営環境」の「経営環境」と

は何を意味するのであろうか。経営学分野，と

りわけ経営戦略論で用いられる分析ツールにＳ

ＷＯＴがある１４）。ここでいうＳＷＯＴ分析とは，企

業の内部環境分析である強み（Strength）と弱み

（Weakness），そして企業の外部環境である機

会（Opportunity）と脅威（Threat）を分析し，自

社の内部・外部環境の分析を通じて経営戦略を

立案する分析ツールである。内部・外部環境の

うち，「憲章レポート」の「望ましい経営環境」の

「経営環境」は企業の外部環境を指す。

　あらためて上の分析でとりあげた「望ましい

経営環境」を今一度みてみよう。上位にあがって

くる項目は，たとえば，「新技術や商品開発など

経営革新，自立する体制，財務体質強化」や，「企

業風土・社内環境づくり，社員と協力し合う組

織づくり」，「社員教育，研修」など，どちらかと

言えば企業の内部環境に該当する項目であると

考える。そして，それらより下の項目，つまり

「産・学・官・金の連携，企業間のネットワーク」，

「人材確保，採用」，「顧客との信頼関係の構築，正

当な公正な取引」などがどちらかと言えば企業

の外部環境に該当する項目であると考える。「中

小企業憲章」は，まさに中小企業が真に国民経済

上の役割を果たしうるために，その存立維持，

そして成長・発展を阻害するような外部環境の

要因を解消したり，改善したりするための方向

づけとなるものである。大阪同友会の「憲章レ

ポート」でも，「旧」「新」のどちらのレポート・

フォーマットも，外部環境について記述するよ

うに求めていた。それにも関わらず，「憲章レ

ポート」の記述内容に，内部環境と外部環境とが

混在し，しかも内部環境に該当するような諸項

目が上位にあがっているのであろうか。この理

由は，次の２つが考えられる。

　１つは，「中小企業憲章」の運動それ自体が，同

友会会員企業にまだ十分に浸透しきれていない

ために，中小企業経営者の多くが，外部環境を

十分に認識していないことである。大阪同友会

では，２００５年４月に中小企業憲章推進本部が設

置されたのを受け，２００６年１月から「中小企業憲

章」の定期的な学習運動を展開している。多くの

経営者が学習運動に取組んできているが，全て

の中小企業家にその運動が浸透しているとは言

えない。実際に，今回，詳細な分析は見送った

が，「憲章レポート」の４番目の項目である「④
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「中小企業憲章」に期待すること」のなかで，「中

小企業憲章」のことはよく分からないと記述し

たり（９.２％），未回答のまま空欄にしてあったり

（１７.１％）した同友会会員が，合計で２６.３％（１１１

／４２２件）であった（図）。また記述の内容につい

ても，「憲章レポート」を作成するにあたり，当初

はよく分からなかったけれども，とりあえず記

述してみたという経営者もきっと多いことであ

ろう（この点については後述する）。中小企業家

のなかには，「中小企業憲章」はどのような運動

であるかよく分からないとか，「中小企業憲章」

について期待することは何かと聞かれてもよく

分からないとか，さらには自社にとっては関係

のないことであると思われるかもしれない。こ

うした認識が，外部環境に対する認識を不十分

なものにさせてしまっていると考える。

　もう１つの理由は，「中小企業憲章」が中小企

業を取り巻く外部環境であるということを認識

したうえで，中小企業経営者の多くが，内部環

境の改善が当面の焦燥の課題であり，外部環境

の改善まで考えることができないと考えている

ことである。「中小企業憲章」は中小企業が自助

努力では対応できないが望ましいと考える外部

の経営環境を改善するものであると考えられて

いる。したがって，中小企業の内部環境は，基

本的には中小企業が自助努力で解決すべきとい

うことになる。しかしながら，「望ましい経営環

境」として，比較的多くの中小企業経営者が「憲

章レポート」のなかに内部環境に該当する項目

をあげたことは，やはりまだ多くの中小企業経

営者が，内部環境の改善についてもまだ不十分

であると考えていることに他ならないと考える。

５　小結― 
「中小企業憲章」学習運動・制定運動の

今後の展開として―

（１）「中小企業憲章」学習運動の今後の展開と

して

　では，今後の「中小企業憲章」学習運動はどの

ように展開されるべきであろうか。

　「中小企業憲章」が中小企業経営者に十分に認

識されておらず，経営環境が外部環境であると

いう理解が不十分であるにせよ，また，中小企

業経営者の多くが外部環境よりも内部環境の改

善を要請しているにせよ，いずれの場合でも「中

小企業憲章」の学習運動をいっそう展開してい

く鍵として，筆者は，現在，中小企業家同友会

が運動として展開している，経営指針成文化運
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動にあると考えている。現在，中小企業家同友

会では，中小企業経営者が経営指針（経営理念・

経営方針（戦略）・経営計画）を成文化すること

を目指す，経営指針成文化運動を展開している。

筆者は，この経営指針成文化運動の延長上に「中

小企業憲章」学習運動が位置づけることができ

ると考えている１５）。

　経営指針成文化運動として最も重要視される

のは経営理念であるが１６），経営理念に基づき，

経営方針・経営計画が策定される。経営方針・

経営計画を策定するうえで重要になる分析ツー

ルが，上で紹介したＳＷＯＴ分析である。一般的

に，ＳＷＯＴ分析の外部環境は，自社が存立する

事業領域（競争環境）を指す。しかしながら，中

小企業が存立維持，そして成長・発展を目指す

うえで，企業を取り巻く事業領域（競争環境）を

分析しただけでは不十分である。企業の顧客，

将来の労働者である若者，子どもたち，地域や

国家の経済（消費や景気）・社会，有限の天然資

源や自然環境，これらの外部環境の動向を考え

ることこそ，中小企業が担う国民の「生きる，く

らしを守る，人間らしく生きる」という人類に

とっての「３つの基本的課題」に取組むことに通

じる。

　しかしながら，これらは，中小企業の自助努

力では解決することができないと考えられる問

題である。こうした問題を改善していくことが，

中小企業が存立維持，そして成長・発展してい

くうえでの「望ましい経営環境」である。した

がって，中小企業経営者はまずは経営指針を成

文化し，成文化した経営指針に基づき経営を

行っていくことにより「よい会社づくり」・「よい

経営者づくり」を実現・達成していく。そして，

自社の存立維持，そして成長・発展に不可欠な

「よい経営環境づくり」を目指していく。このよ

うに，「中小企業憲章」は，同友会の３つの目的，

つまり「よい会社づくり」・「よい経営者づくり」・

「よい経営環境づくり」に通ずるものとして位置

づけられる。

（２）「中小企業憲章」学習・制定運動に 

望まれること

　最後に，今後の「中小企業憲章」の学習・制定

運動がいっそう展開されるために望まれること

について，以下３点ほど指摘する。

①大阪同友会の「憲章レポート」が「中小企業憲

章」の学習・制定運動のモデルに

　中同協では，「中小企業憲章」の学習運動を展

開し，そのためにいくつかの支援を提供してい

る。学習運動が全国で最も進んでいると考える

のが大阪同友会である。前述のように，大阪同

友会の「憲章レポート」は４２２件という「驚異的」

とも言えるべき回収件数を達成している。また，

「憲章レポート」の内容をみると，１つは，「憲章レ

ポート」にはデータに通し番号がふられている

が，通し番号が増えるにつれて，中小企業経営

者の記述が非常に深く，経営者の高い意識が反

映された内容になっていることに気づかされた。

高い意識が文章に反映されつつあることは，「中

小企業憲章」制定運動の一環である，「中小企業

憲章」学習運動の大きな成果であると考えてい

る１７）。「中小企業憲章」の学習・制定運動の成果は

確実に見られているのであり，運動を継続的に

進めていくことが重要であろう１８）。

　また，もう１つは，前述のように「望ましい経

営環境」は，企業の外部環境を意味するが，本レ

ポートの分析によって，「望ましい経営環境」と

して非常に多様な項目があげられた。これによ

り，中小企業家（国民）が「望ましい（外部の）経営

環境」として改善を要請する経営環境項目が明

らかになったように思われる。中小企業家の「望

ましい経営環境」に対する要請は，どれが重要か

ではなく，どれも重要である。「中小企業憲章」の

制定により，これら諸項目の実現を目指してい

くことが必要であろう。大阪の「憲章レポート」

の分析結果を基に，「中小企業憲章」の内容がよ

り具体化され，「中小企業憲章」の学習運動，ひい

ては制定運動のモデルとなり，日本全国の同友

会において「中小企業憲章」の学習・制定運動が
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いっそう活発化していくことが望まれる。

②「憲章レポート」の件数は「も」ではなく「しか」

　大阪同友会の「憲章レポート」を分析するにあ

たり，今回クロス分析という分析方法を採用し

た。この分析方法のメリットは複数の分析項目

を掛け合わせる（クロスする）ことで，企業規模・

業種別の違いを示すことができるという点にあ

る。しかしながらデメリットもある。それは，

複数の項目を掛け合わせる（クロスする）ため，

それなり多くのデータが集まっていないと，

個々のデータの数が小さくなり過ぎバイアスが

かかってしまう。

　上述のように，大阪同友会では４２２件という

「驚異的」な回収件数を達成している。これは，

全国の同友会で進める学習運動のどこよりもお

そらく一番多い件数であろう。しかしながら，

クロス分析により，企業規模別あるいは業種別

の違いをより明確にするうえでは，実は４２２件と

いう件数ではまだまだ少ない。４２２件「も」集まっ

ているのではなく，４２２件「しか」集まっていない。

大阪同友会の会員数は現時点で約２８００社であり，

回収率は２０％にも満たない。同友会のできる限

り多くの会員から「憲章レポート」を回収し，中

小企業家の多くの「声」を反映させていくことが

望まれる１９）。

③「そんなことは当然分かりきっている」のであ

れば，もう一度，「憲章レポート」の作成を

　データの読み方にも関わることであるが，「憲

章レポート」のなかで記述をしていない結果と

して，上で紹介したデータの各数値が低いから

といって，その項目について中小企業家が強く

要望していないということにはならない。この

たび「憲章レポート」の分析で用いた記述は，あ

くまで文章にしてまでも中小企業家が強く意識

している項目であるということである。そのこ

とに留意されたい。

　たとえば，「今後の方向性」に関して，経営理念

や経営指針に関する項目は，非常に少ない回答

であった。同友会では，経営指針成文化セミナー

など各種運動を活発に展開している。それゆえ，

経営理念や経営指針に関する項目を記述しな

かった多くの中小企業経営者は，おそらく「そん

なことは当然分かりきっている」と思われてい

るかもしれない。だからこそ，記述するまでも

ないか，あるいは，いざ文章を記述するとなる

と他の項目を記述しなければならないと感じ，

記述にまでいたらなかったのかもしれない。仮

に，本分析で提示した各項目をあらためて見た

ときに，当然ながら大事であると感じたならば，

そう感じた同友会会員企業は，あらためて「憲章

レポート」を書き改め，再提出してもらうことが

望まれる。また，前述のように，「中小企業憲章」

学習運動の大きな成果として，中小企業家が日

に日に意識を高め，それを「憲章レポート」のな

かに文章として反映しつつある。「憲章レポー

ト」をいったん提出したからそれで終わりなの

ではなく，ある期間ごとにレポートの中身を再

確認し，必要あらば文章を修正していくことも

望まれる。こうして「望ましい経営環境」に関す

る中小企業家（国民）の要請が文章として体現さ

れ，「中小企業憲章」の学習運動が「中小企業憲

章」の制定へとつながっていくのである。

付　記

　本稿は，２００７年１１月２６日に大阪府中小企業家

同友会の中小企業憲章推進本部が主催して開催

された２００７年度第３回憲章例会（於：大江ビル

１３Ｆ会議室）にて，筆者が「『憲章レポート』から

見えてきた業界の特徴，中小企業憲章への展望

―大阪同友会中小企業憲章レポート分析から

―」のタイトルで報告した際に用いた内容およ

び資料を大幅に加筆・修正したものである。当

例会での報告にあたり，大阪同友会の中小企業

憲章推進本部本部長である中島幸子氏（中島税

理士事務所所長）ならびに大阪同友会事務局を

はじめとする多くの方々にお世話になった。記

して感謝の意を表したい。

　また本稿での分析を行うにあたり，中小企業
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家同友会全国協議会の企業環境研究センターの

例会に参加させていただくという貴重な機会を

得た。なかでも，すべてのお名前を記載するこ

とはできないが，同センターの委員である永山

利和先生（日本大学），大林弘道先生（神奈川大

学），阿部克己先生（愛知東邦大学）など多くの先

生方から有益なご意見を頂戴した。重ねて御礼

を申し上げたい。

１）たとえば，三井逸友（２００５）を参照のこと。
２）もちろん「中小企業憲章」が，日本における中小企
業政策や中小企業基本法との関連において，いかな
る位置づけをなすものかについては慎重に議論を
していく必要があろう。今後の課題である。それゆ
え本稿では，中小企業憲章についての議論が不十分
であることもあり，括弧標記をしている。
３）中同協の「中小企業憲章」に関する配布資料に基づ
く。
４）赤石義博（２００４）による。
５）中小企業家同友会全国協議会が作成した配布資料
に基づく。
６）本稿のベースとなった資料の報告時点である２００７
年１１月２６日現在で４５９件であり，本分析の対象と
なっていないレポートがある。また，今後もレポー
トは回収されていくであろう。これらのレポートに
ついては，これからさらに分析を行っていく必要が
あろう。
７）記述内容は，３項目×４２２件の計１,２６６項目にわたっ
た。１,２６６項目にわたる記述内容を筆者一人で確認し，
分析を行うのには時間的・能力的にも困難であった。
このため，本分析を行うまでのデータ整理に関する
一連の作業に，筆者の学部ゼミ生による協力を得た。
この場を借りて，記して感謝を申し上げる。
８）この点に関して，本分析結果を大阪同友会会員に
公開した際に，自社がいったいどの業種に割り振ら
れているかわからないという意見がなされた。本
データの業種データを，会員の業種に対する認識と
より十分に刷り合わせをしていくことが必要であ
ろう。
９）愛知同友会の「憲章レポート」を分析するにあたり，
大林弘道（２００６）では同様の方法で事例を紹介して
いる。そのため，本分析でも同様の方法を採用した。

１０）この点に関して，本分析結果を大阪同友会会員に
公開した際に，業界を取り巻く現状は，中小企業に
とって非常に厳しい項目が大半を占めるが，明るい
材料はないのかという意見がなされた。実際に，業
界の現状に関するキーワードのなかに，「明るい材
料」を示すものとして「安定もしくは好調」がある。
この項目を回答した企業（事業内容：各種鋳造品製
造販売，製鋼原材料の販売，金属加工機械の製作及
び販売，製缶工事一式，貿易業務，土木建築工事の

請負及び施工，不動産の賃貸並びに管理，前各号に
付帯する一切の業務，従業員数：２３８名（正社員１７０
名），資本金額：３,０００万円）によれば，「建設機械・
産業車両業界とも世界的に好調で今後２年は続く
ものと思われる。特に中国・インドを始めアジア及
び中近東の産油国の勢いが強い一方，国内の需要動
向は今後微減傾向が続くと思われる。（４９）」という。
好調である市場はむしろ海外であって，国内ではむ
しろ市場縮小を示しており，国内製造業の現状はそ
れほど「明るく」ないと言える。

１１）経営指針については，関　智宏（２００７）を参照のこ
と。

１２）合計のサンプル数が３０に満たなかったため，本文
ではあえて紹介しないが，流通関連では，「大手の介
入防ぐ，大手の紳士的な対応，大手中心の雰囲気を
変える」の項目において，他の業種と比べて，回答
の割合が比較的高いことがわかる。本項目を回答し
た企業（事業内容：工作機械・機械工具・ＦＡ機器・空
調機器・販売，従業員数：６名（正社員２名），資本
金額：２,２００万円）によれば，「①過度な弱肉強食の排
除②大企業の横暴を許さない商売の適正なルール
を作る。（２１）」ことが望ましい経営環境であるとい
う。

１３）合計のサンプル数が３０に満たなかったため，本文
ではあえて紹介しないが，専門家では，「業界の活性
化，地位の向上，正しく理解する」の項目において，
他の業種と比べて，回答の割合が比較的高いことが
わかる。本項目を回答した企業（事業内容：不動産の
有効活用による企画・設計・施工・資産運用及び経
営に関するコンサルタント業務，従業員数：１４名（正
社員１２名），資本金額：５,０００万円）によれば，「メガ
バンク，大手ハウスメーカー，大手賃貸仲介会社の
寡占化が進んできています。中小工務店，設計事務
所，デザイナー，地銀，信用金庫　中小の不動産会
社のネットワーク化が必要です。そのため私どもの
ような独立系の不動産プロデュース会社，不動産コ
ンサルタント会社の業態，業種存在そのものを多く
の消費者に広く知ってもらえる経営環境が必要で
す。（１３２）」という。この企業は，企業間のネットワー
クも必要であることを指摘している。

１４）ＳＷＯＴ分析は経営戦略論で用いられる分析ツール
であるが，中小企業運動との関連から検討したもの
として大林弘道（２００６）を参照のこと。

１５）中小企業家同友会では，経営指針の成文化だけで
なく，共同求人，社員教育，労使間の信頼関係づく
り，異業種交流・ネットワーク，障碍者・高齢者・
女性の積極的活用など，変化の時代に対応できるた
めの各運動を進めている。「中小企業憲章」はこれら
同友会が進める各運動の延長上としても位置づけ
られるものであると考える。

１６）経営理念に労使見解が反映されているかどうかが
最重要視される。経営指針成文化運動については，
関　智宏（２００７）を参照のこと。

１７）本分析結果を大阪同友会会員に公開した際に，「憲
章レポート」を分析して，それでどうなのか，とい
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う意見がなされた。私見では，「憲章レポート」の記
述内容が回収されていくたびに（つまり通し番号が
増えるにつれて）経営者の高い意識が文章として反
映されていることに気づかされた。まさに「中小企
業憲章」の学習運動による成果が着実に見られてい
ることを示している。分析してそれでどうなのか，
と言えば，「中小企業憲章」の運動の成果が着実に見
られてきていることがわかった，ということになる。

１８）本分析は「憲章レポート」に基づく「中小企業憲章」
の学習運動に限って論じたが，中小企業（ないしは
地域経済など）に関する振興条例の制定運動につい
ても同様に成果が着実に表れてきている。この点に
ついては，植田浩史（２００７）を参照のこと。

１９）どのくらいの「憲章レポート」が必要であるのかに
ついては，定まった数はないように思われる。会員
企業が多いか少ないかそれ自体が問題なのではな
く，全国各地で同友会会員の増強を進めながら組織
率を高め，日本の中小企業家の「声」を「憲章レポー
ト」のなかに反映させることが望まれる。
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