
はじめに

　近年，情報技術の発展が著しい。それに伴い，

中小企業の情報技術導入も加速している。とり

わけ，中小企業家同友会全国協議会（以下中同

協）においても，2005年の定時総会で「ＩＴを駆使

する経営者団体になろう」と呼び掛けたように，

様々な情報化に対する取組みが行われている。

　しかし，2000年前後のＩＴ革命を境に，実務と

研究の両面において，情報化の意義が問われる

機会が少なくなってきたように思える。これは，

中小企業の情報化に対する統一した見解が現れ

たからであろうか，それとも情報化が一過性の

ブームに過ぎなかったのだろうか。いずれにせ

よ，ＩＴバブルが崩壊して革命が去った今こそ，

改めて情報技術とは何を指し，またその効果と

はどのようなものかを問い直す必要があるので

はないかと考えている。そこで，本稿では現在

までの中小企業の情報化の流れを時系列で整理

し，現在の情報化の課題とは何かを問うことを

試みる。

　本稿の構成は，以下の通りである。１では，

中小企業の情報化の現状を把握するため，中同

協における情報化の取組をホームページ，同友

会景況調査報告，及び中小企業しんぶんを通し

て確認する。それを踏まえ，２では，既存の中小

企業の情報化に対する先行研究を時系列で整理

し，情報化の発展段階を提示する。そして，３で

は，情報化の発展段階に関して考察を加え，中

小企業の情報化研究に対する今後の課題と，中

同協の情報化に対する取組の展望を検討する。

以下では，中小企業の情報化を考える際に，そ

の経営者団体である中同協の情報化の実態を捉

えることが適切であると考える。そこで，中同

協とその会員企業の情報化の取組を確認するこ

とから始めることとする。

１　中同協における情報化の取組

（１）中同協の情報化の取組

　現在，「ＩＴを駆使する経営者団体」を標榜する

中同協では，様々な情報化に対する取組が行わ

れている１）。このような中同協の取組は，2005

年の「情報化推進本部」の設置に顕著に表れてお

り，中小企業憲章学習運動推進本部と2010年５

万名推進本部と併せて，３つの推進本部体制とし

て確立されている２）。さらに，中同協では，情

報化に対する取組として，全国広報・情報化交

流会を毎年開催している。このようなことから，

中同協の積極的な情報化に対する姿勢が感じら

れる。そのような中同協の具体的な取組は，主

に２つに分類できる。第１は，組織内外に対す

る情報発信活動である。中同協では，同友会理

念に基づき，ホームページやメールマガジンを

通じて，同友会の活動内容を組織内外に広く紹

介している。また，会員企業を対象に行ったＩＴ

投資に関する調査結果の公開や，会員企業のＩＴ

化の取組の紹介などの情報提供も行っている。

　第２は，会員企業に対する情報化支援活動で

ある。中小企業しんぶん上の連載として，Ｗｉｎ

ｄｏｗｓの操作方法の特集を組み，便利なソフト
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ウェアやサイトの紹介，電子商取引の意義など

を通じて，会員企業に対してコンピュータ操作

方法を丁寧に解説している。また，会員企業に

は，会員間のビジネス交流や会員企業の名簿検

索を行える認証付きの専用ページを作成し，会

員企業相互の交流を促す試みを行っている。こ

のような，中同協が行う情報発信活動と情報化

支援活動は，いつでも利用できるように，ホー

ムページ上で公開されている。上記の通り，中

同協は自ら積極的に情報技術を利用して，組織

内外に向けて同友会の理念と活動内容を発信し，

会員企業の支援に取り組んでいる。

（２）会員企業の情報化の取組

　次に，会員企業の情報化の取組を「ＩＴ投資特

別調査」によって確認することにする３）。調査の

概要は，以下の通りである。調査の目的は，会

員企業のＩＴ関連の設備投資の状況を把握し，政

策要望としてまとめるためである。この調査は，

2001年４月18日から27日までの間に会員企業

2,132社を対象に，ＦＡＸ送信によって行われた

ものである。具体的な質問項目は，会員企業の

設備投資状況，ＩＴ投資による成果，ＩＴ投資の問

題点，ＩＴ投資推進上の政策的要望，及び課題と

政策要望の５項目からなる。調査の対象となっ

た情報技術は，コンピュータ関連機器（コン

ピュータ本体，関連付属品），通信関連機器（有

線，無線電気通信機器，携帯電話），事務用機器

（コピー機，ワープロ，その他事務機器），ＥＲＰ

やＥＤＩ，ＰＯＳ，及びＥＣなどの情報システム，ア

プリケーションソフトである。この調査の結果

から，業種を問わず，2001年当時の会員企業が，

業況の厳しい中でも積極的に情報技術投資を

行っていることが明らかになる。さらに，詳細

に調査結果を見ていくことにする。

　調査の回答企業数は463社であり，回答率が

21.7％となっている。回答企業の特徴は，以下

の通りである。業種別では，製造業が最も多い

159社，次の流通業が143社，以下サービス業が

80社，建設業が74社と続く。地域別に見ると，

北陸・中部が91社，関東が88社，中国・四国が

85社，九州・沖縄が72社，近畿が65社，北海道・

東北が62社となっている。このように，回答企

業は北陸・中部と関東が多く，近畿と北海道・

東北が少なくなっている。しかし，回答企業は，

概して地理的な分散があると言える。さらに，

社員数分布で見てみると，20人未満の企業が200

社，20人以上50人未満が157社，50人以上100人

未満が68社，100人以上が31社となっている。こ

のことから，全体的に小規模な企業の回答率が

高いこともわかる。ちなみに，回答企業の平均

従業員数は37.9人であった。

　このような回答企業の特徴を踏まえ，始めに

ＩＴ投資による成果を確認する。成果として回答

された上位５項目は，「社内での業務改革が進ん

だ」（60.8％），「業務がスピードアップした」

（54.5％），「労働生産性が向上した」（20.7％），「企

業イメージがアップした」（17.5％），及び「消費

者の多様なニーズへ対応できた」（15.2％）であ

る。このように，情報技術の導入効果として，

半数以上の回答企業が「社内での業務改革が進

んだ」と「業務スピードがアップした」に答えて

いる。つまり，企業内部の業務の効率化を目指

した情報技術投資の効果が高いことがわかる。

換言すれば，これらは比較的，情報技術の投資

効果が見え易い効果と言うことができるであろ

う。他方の成果として回答された下位5項目は，

「製品のＩＴ化が進んだ」（4.0％），「大企業からの

受注の維持・拡大」（5.1％），「多品種少量生産の

維持・高度化」（7.2％），「人件費が削減できた」

（8.4％）となっており，同率で「通信費・物流費が

削減できた」，「管理費が削減できた」，「新製品・

サービスの開発が進んだ」（8.9％）の３つが続く。

これらの成果が上がらない項目は，相互に関連

を持っている可能性がある。つまり，大企業か

らの受注の維持・拡大のためには，多品種少量

生産の維持・高度化が不可欠である。このよう

な多品種少量生産は，通信費や物流費，管理費

の増大を伴う。そのような費用削減に情報技術

が貢献できていないということである。換言す
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れば，多くの会員企業が導入する情報技術は，

管理業務などの複雑な定型業務や新製品・サー

ビス開発などの非定型業務で利用されておらず，

それが取引先の受注量増加などの売上増加に貢

献していないことがわかる。以上の情報技術投

資の成果から，会員企業の情報技術は，既存業

務の効率化に留まり，新たな事業の創造やビジ

ネスモデルの構築に繋がる業務変革にまで至っ

ていないと言える。現在では，同業種で同じ情

報技術を導入している企業でも，業務の効率化

に留まる企業と業務の変革を行う企業の両方が

生じている。効果的な情報技術の利用方法を検

証する際には，業種ごとの個別企業における

種々の情報技術の利用方法を詳細に検討する必

要があることを示している。

　次に，ＩＴ投資の問題点を確認することにする。

問題点として回答された上位５項目は，「ＩＴ技

術を担う人材が不足」（41.4％），「全体の費用効

果がはかりにくい」（40.5％），「初期投資がかさ

む」（36.4％），「ソフトのバージョンアップの頻

度が激し過ぎる」（25.9％），及び「ハードのモデ

ルチェンジが激し過ぎる」（20.9％）である。近年

のソフトとハードのバージョンアップ頻度の激

しさは，他の設備と比較すれば明らかである。

これに関連して，取引先企業が受発注システム

をバージョンアップしたために，取引を行う中

小企業の受発注システムもバーションアップし

なければならないなどの問題が生じている。し

かし，先ほどの情報技術投資の成果の項目と照

らし合わせると，そのような中小企業のバー

ジョンアップが取引先企業の受注の維持・拡大

に繋がっていないという側面も浮かび上がる。

そういった意味でも，ここで挙げなかった第６

位の項目である「全体の費用効果がはかりにく

い」という側面に繋がっているのではないだろ

うか。取引先企業への対応も必要であるが，情

報技術は自社で生じる問題点を把握して，戦略

的に利用することこそ，導入効果が得られると

考えられる。他方の問題点として回答された下

位５項目は，「ＩＴへの経営者の対応が不十分」

（10.0％），「労働生産性の上昇が難しい」（12.3％），

「無駄な情報が多い」（15.9％），「システムダウン

による突然の業務中断」（16.4％），及び「ＩＴを経

営戦略に組み込む事が難しい」（17.3％）である。

近年の情報技術の導入や運用上の課題は，経営

者が情報化に対する理解や意識を持ちつつも，

情報技術を活用する人材の不足や情報技術導

入・維持の費用がネックになっているという状

況が明らかになった４）。

　最後に，ＩＴ投資推進上の政策的要望を見てみ

よう。政策要望として挙げられた上位５項目は，

「接続料値下げ等の通信インフラの整備」

（70.6％），「ＩＴ投資に対する促進税制の整備（減

税）」（42.6％），「ＩＴ関連の人材育成への支援」

（36.9％），「ＩＴ初期投資への支援」（36.2％），及

び「通信業界の公正な競争促進」（20.3％）である。

当時は，情報技術を導入・運用するための基礎

的な情報環境の整備を望む声が多い。また，当

時は問題点でも挙げられていたＩＴ関連の人材

育成が中小企業の情報化の緊喫の課題であった

こともわかる。

　以上，2001年当時の会員企業の情報技術の効

果や課題，政策要望を見てきた。現在では，よ

り多くの会員企業が情報技術を利用しているこ

とが考えられる。さらに，それを支える背景と

しても，通信業界の規制緩和や情報機器の価格

低下が起こっている。ここで採り上げた点がど

のように変化しているのかを継続して調査し，

現在の会員企業の情報化の実態を把握すること

は，今後の課題として残る。

（３）先進的な会員企業の特長

　今度は，中小企業しんぶんの連載である「ＩＴ

革命と中小企業」に掲載された先進的な会員企

業の特徴と，その取組みを確認してみることに

する。ここで取り上げる「ＩＴ革命と中小企業」の

連載は，2000年９月５日から2001年10月５日ま

で掲載されたものである。この連載期間は，前

述の「ＩＴ投資特別調査」が実施された時期でも

ある。
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　連載の中で紹介されている企業は29社ある。

紹介されている企業の業種は，最も多い流通業

８社から，製造業６社，建設業４社，情報通信

サービス業４社，物流業３社，印刷業３社，広

告業１社と多岐に渡る。業種別に見れば，流通

業が多いことがわかる。これは，ＩＴ革命が謳わ

れた当時，流通業中抜きが積極的に議論されて

いたことを反映している。さらに，詳しく見て

いくことにしよう。

　各企業の所属する支部を見てみると，最も多

い東京が10社，次に多い愛知が4社，そして北海

道が３社，千葉が２社，兵庫が２社となってい

る。後は，滋賀が１社，愛媛が１社，神奈川が

１社，埼玉が１社，大阪が１社，岐阜が１社，

京都が１社，広島が１社と続いている。このよ

うに見ると，先進事例の地域的な偏りが見られ

る。つまり，先進事例は東京を含む関東圏に多

く存在する。情報技術は，一般的に時間的空間

的制約を克服すると言われている。事例の地域

的な偏りは，情報の発信源が都心部に集中して

いるため，地域格差が生じているのであろうか。

それとも，事例選定段階で何らかの意図があっ

たのだろうか。他方で，都心から離れている北

海道が３社と健闘している。この点に関連する

のは，本文中でも述べられているように，北海

道大学や小樽商科大学との連携が盛んに行われ

ているためであろうか。これらの点は，今後も

調査を深める必要がある。

　続けて，設立年の分布を見てみると，1949年

以前が２社，1950年から1959年までが6社，1960

年から1969年までが４社，1970年から1979年ま

でが８社，1980年から1989年までが４社，1990

年から1999年までが５社，2000年以降が０社で

ある。最も多いのは，1970年から1979年までに

設立された８社である。全体の傾向として，先

進企業は，比較的設立年が新しいことがわかる。

このことから，現経営者が創業している場合が

多いとも考えられる。しかし，意外にも1950年

代に設立された企業が6社選ばれている。近年の

中小企業の情報化を取り上げた調査では，先進

的な情報技術の利用企業は，経営者の年齢が若

いことが指摘されている５）。いわゆる，老舗に

位置する設立年が古い企業が情報技術を先進的

に利用できる理由は，経営者の世代交代であろ

うか。このことも，さらに深めて調査しなけれ

ばならない課題である。また，本文中から確認

できることとして，経営者自身が情報技術に理

解があり，積極的に取組んでいる企業が多いこ

とである。

　今度は企業規模を見てみることにする。社員

数分布を見てみると，10名未満が３社，10名以

上20名未満が５社，20名以上30名未満が５社，

30名以上40名未満が１社，40名以上50名未満が

３社，50名以上100名未満が６社，100名以上200

名未満が４社，200名以上が２社となっている。

また，資本金の分布では，1,000万円未満が０社，

1,000万円以上2,000万円未満が10社，2,000万円

以上3,000万円未満が４社，3,000万円以上4,000

万円未満が２社，4,000万円以上5,000万円未満が

５社，5,000万円以上１億円未満が５社，１億円

以上が３社となっている。さらに，年商分布は

１社が不明であるが，１億円未満が１社，１億円

以上５億円未満が10社，５億円以上10億円未満が

２社，10億円以上20億円未満が７社，20億円以

上30億円未満が４社，30億円以上が４社となっ

ている。このように，先進企業の企業規模は分

散していることが明らかである。業種別に企業

規模を比較してみると，流通業では，比較的小

規模な企業でも情報技術の導入効果が得られ易

いと考えられる。他方で，製造業では，比較的

大規模な企業でなければ，情報技術の導入効果

が得られ難いことが明らかになる。

　最後に，情報化の取組を見ていくことにする。

利用している情報技術とその効果を分類してみ

ると，受発注システムなどの取引先と情報交換

を行うために企業間情報システムを利用してい

る企業が10社，自社製品やサービスの宣伝のた

めにインターネットを利用している企業が５社，

自社の技術力を高めるためにＣＡＤやＣＡＭ，ＤＴ

Ｐなどの業種固有の技術を利用している企業が
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４社，他社の情報システム構築を行うサービス

を提供している企業が４社，生産管理や労務管

理などの企業内部の業務の効率化のために情報

システムを利用している企業が３社，同業他社

と連携を行うために企業間情報システムを利用

している企業が３社であった。業種別の特徴と

して，流通業が企業間情報システムを利用して

取引先との情報交換を行うことで効果を上げて

いる。また，建設業がホームページを利用して

宣伝に効果を上げていることがわかる。さらに，

業種を問わず，情報技術の利用方法で最も効果

を上げているのは，企業内部の業務の効率化で

はなく，仕入先や取引先，消費者との企業間で

の情報交換であった。また，1993年の情報シス

テム導入事例や1994年からのホームページの公

開事例に見られるように，先進企業の情報技術

導入時期と後述する情報技術の発展段階を考慮

すると，先進企業は情報技術の導入時期が他社

に比べて早い。ホームページや電子メールなど

のインターネットの利用は，設備投資が小額で

準備期間が短いという特徴を持つ。しかし，複

数の業務をまたぐ情報システムの構築は，高額

で開発期間も長く，単独の業務の効率化を実施

した上で，どのようなシステムが自社に適して

いるのかを理解していなければならない。その

ため，情報システムを導入している先進企業は，

比較的早くから自社の問題点を把握し，情報技

術の導入に取組んでいたということになる。本

文と照らし合せて確認してみても，先進企業は

他社に先んじて，自社や自社が属する業種の問

題点を把握して，そのための解決方法として最

適な情報技術を選択し，導入している。さらに，

先進企業では試行錯誤を繰り返しながらも，自

社に効果的な情報技術の利用方法を導き出して

いる。そのため，情報技術の導入時期が早いだ

けでは，先進企業とは言えないようである。

　上記の先進企業の事例は，中小企業の情報化

に対して大変示唆に富む調査である。しかし，

このような先進企業の取組は，連載という特性

上，調査期間が限られている。つまり，先進企

業の取組に関する調査は，ＩＴ革命が叫ばれた時

期に紹介されたものである。情報化は，一時的

な投資に留まらず，計画的にその時代のその企

業の状態に合ったものに洗練し続けなければな

らない。その意味では，真の先進企業の情報化

の取組を捉えるためにも，その後の先進企業の

現状を継続的に調査する必要があると考える。

以上を踏まえ，会員企業全体や先進企業の調査

が一時的な調査で終わる背景には，中小企業の

情報化とは何かという問いに対して，統一的な

見解が持たれているからであろうか。それとも，

情報化とは一時的なブームとして捉えられてい

るのだろうか。また，上記の会員企業の現状を

どのように理解すればよいのだろうか。それら

を検討するため，２では１９５１年から継続的に発

行されている商工金融に掲載された中小企業の

情報化に対する先行研究を中心に，時系列で中

小企業の情報化の意義を検討することにする。

２　情報化の発展段階

（１）情報化の発展経緯

　まず始めに，中小企業の情報化を論じた先行

研究の特徴を確認することにする。既存の中小

企業の情報化を論じた先行研究の特徴は，以下

のように整理できる。既存の中小企業の情報化

を論じた研究は，情報技術の発展と当時の時代

背景に応じて様々な用語と移り変わりの激しい

トピックスの元で論じられている。さらに，情

報化を論じた文献は，それぞれが相互に関連性

を持たずに，論じられることが多い。また，情

報化の議論は時代を追って，情報機器単体から，

それを複合したシステムまでを対象範囲として

拡大してきている。さらに，情報化の論点も，

下請や外注関係の変化という中小企業存立と関

連する議論から，ビジネスモデルの変革という

中小企業経営の議論まで広域に及んでいる。上

記の特徴を踏まえると，中小企業の情報化に対

する統一した見解が示されていないことが明ら

かである。従って，先行研究を時系列で整理す
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ることにより，中小企業の情報化とはどのよう

なものか，またどのような課題が存在するのか

を発展段階に応じて理解することができると考

える。このようなことを踏まえ，使用する情報

機器とそれに関連するトピックスから先行研究

を整理すると，中小企業の情報化は主に４つの

段階に分類できる。第１段階は，1970年から1979

年までの電子計算機化の時代である。第２段階

は，1980年から1984年までのＭＥ化の時代であ

る。第３段階は，1985年から1989年までの高度

情報化の時代である。第４段階は，1990年以降

のネットワーク化の時代である。以下では，そ

れぞれの段階を順に見ていくことにする。

　第１の電子化の時代は，中小企業が電子計算

機を導入し始めた時代である。電子計算機とは，

東芝のＴＯＳＢＡＣシリーズや日本電気のＮＥＡＣ

シリーズ，日本ＩＢＭのＩＢＭシステムシリーズな

どの超小型機や小型機と呼ばれたコンピュータ

のことである６）。当時の中小企業は，そのよう

な電子計算機を自社で導入するか，あるいは外

部組織である計算センターに委託することに

よって利用していた。中小企業が自社で導入す

る場合でも，機器の購入ではなく，月額で賃貸

料金を支払うレンタル形式であった。このよう

な電子計算機は，1960年代前半から徐々に中小

企業に導入され始め，1970年代前半までに広く

普及した。業種別に導入時期を確認すると，初

期に電子計算機を導入した業種は，製造業と卸

売業であり，後に小売業，サービス業，物流業，建

設業が続いた７）。また，この時期は東京や大阪

を中心にデータ処理やソフトウェア開発，デー

タ入力サービスを提供する中小の情報通信サー

ビス業が成長し始めた時期でもある８）。

　第２のＭＥ化の時代は，中小企業にＭＥ機器が

浸透し始めた時代である。この時代の多くの議

論は，製造業を対象としている。また，ＭＥ化

で対象となった情報機器は，ＮＣ工作機械やＭＣ，

産業用ロボット，ＣＡＤやＣＡＤ／ＣＡＭを使用す

るためのコンピュータなどである。とりわけ，

1954年に登場したＮＣ工作機械は，真空管から

トランジスタ，ＩＣ，ミニコン，ＣＰＵへというエ

レクトロニクス技術の高度化に伴い，急速に中

小企業に普及し始めた９）。このようなエレクト

ロニクスの高度化は，工作機械を低コストでメ

ンテナンスに優れ，汎用性の富むものへと進化

させた。進化したＮＣ工作機械は，ＮＣ装置で

コード化されたテープ上の情報をテープソーダ

で読み取り，機械の動きをＣＰＵで制御して自動

で加工を行う仕組みである。そのため，ＮＣ工

作機械に代表されるＭＥ化は，従来の作業者が

保有していた熟練の解体や，雇用体系の変化を

導くものとして議論された10）。また，ＭＥ化は取

引先企業の内製率を高め，下請や外注関係に影

響を及ぼすという議論も活発に行われた11）。他

方で，製造業以外の業種では，対象となる情報

技術を複写機やファクシミリ，ワードプロセッ

サにまで拡張していった時代である。

　第３の高度情報化の時代は，中小企業がコン

ピュータとオンライン端末機を企業内外で利用

し始めた時代である。高度情報化時代に対象と

なった情報機器は，コンピュータ，オンライン

端末機，機械式・電子式レジスター，ファック

シミリなど多岐に渡る。この時代は，自社内の

他部門や本支店間などの企業内部，仕入先や販

売先，金融機関などの企業外部を情報機器と公

衆回線を利用して連動させたことに特徴がある。

このようなオンライン化が早かった業種は，卸

売業や小売業であった。それらの業種は，取扱

品目や取引先企業数が多く，ＰＯＳシステムなど

のオンライン利用の便益が高かったためである
12）。また，この時代の企業間オンラインの多くは，

特定の企業との汎用性のない独自のインター

フェースを採用した専用端末機を導入して行わ

れた。そのため，当時の議論は，高度情報化の

進行が特定の取引先企業に束縛される可能性が

あることを指摘した13）。また，この時代は情報

化を支える中小情報通信サービス業の取引関係

や経営状態が鮮明になり，その問題性が指摘さ

れ始めた時代でもある14）。

　第４のネットワーク化の時代は，中小企業が
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コンピュータをインターネットに接続し，不特

定多数に向かって情報を発信し始めた時代であ

る。このようなネットワーク化時代に対象と

なっている情報機器は，主にコンピュータとそ

れに付随する通信機器である。インターネット

は，1969年にアメリカの国防省が軍事目的で実

施したのが始まりである。このようなインター

ネットは，1970年代の軍事利用から1980年代の

学術利用，そして1990年代の商用利用と段階を

経て発展してきた。日本においても，1992年か

ら商用利用が開始され，今日では情報機器の価

格低下に比例して，急速に普及している。イン

ターネットは，ＴＣＰ／ＩＰといった通信規約やイ

ンターネット・エクスプローラーなどのブラウ

ザーソフトの技術に支えられ，低コストでユー

ザーインターフェースに優れている。そのため，

インターネットは中小企業でも，積極的に企業

内外で活用されている。第3段階の高度情報化時

代の企業間オンラインに利用されていた専用回

線は，ホストコンピュータと専用端末機を利用

した集中処理型情報システムであった。そのた

め，企業間オンラインを行う中小企業は，他の

企業との企業間オンラインを行うスイッチン

グ・コストが高くなり，特定の取引先企業以外

で企業間オンラインを構築することが困難で

あった。しかし，ネットワーク化時代に用いら

れるインターネットは，標準的なインター

フェースを採用したパソコン同士が繋がること

によって，分散処理型情報システムの構築が可

能となる。このようなことから，インターネッ

トは自律・分散・協調型ネットワークであるこ

とや，オープン性が保たれること，ボーダレス

で繋がること，双方向のコミュニケーションが

可能であること，マルチメディアが利用できる

ことなどの特徴を有する15）。また，インターネッ

トの基本的な機能としては，電子メール機能や

ＷＷＷ機能，メーリングリスト機能，電子掲示

板機能，ファイル転送機能，リモートアクセス

機能などが挙げられる16）。インターネットは，

そのような機能を様々な業務や事業に活用し，

ビジネスモデルの変革をも促している17）。さら

に，時間的空間的な制約を越えるインターネッ

トは，今日的な課題であるセキュリティの問題

も引き起こした18）。また，この時代から，上記

のようなインターネットの特徴に反して，地域

間の情報格差が問題になり始めている19）。地域

間の情報格差を解消するための各種の施策に見

られるように，情報技術は地場産業や地域経済

の構造改革を促すものとみなされている20）。施

策の内容を検討すれば，個別企業における情報

技術の利用による競争力の強化から，地域経済

の活性化を図ることを目的としている。このよ

うに，ネットワーク化時代は，中小企業の情報

化の議論が多様化しているのが特徴である。

（２）導入目的と導入効果

　今度は，４つの段階ごとの導入目的と効果を見

ていくことにする。第１段階の電子化時代の主

な情報技術の導入目的は，事務処理の効率化で

あった21）。そのため，この段階では，日常で生

じる事務処理業務への情報機器の導入が検討さ

れた。事務処理業務の中でも，とりわけ導入が

進んだ業務は，売掛金管理や伝票の発行，給与

計算などの計算作業であった。このような作業

への導入が進んだ理由は，情報技術導入以前に

作業の処理手順が標準化されていたためである。

逆に，配送管理や生産管理などの管理業務に利

用が進まなかった理由は，他の業務と関連して

事後的に作業の処理手順が決定するためである。

つまり，この時期の情報技術は，単純な定型業

務単独への導入が多く，複雑な定型業務や複数

の業務への導入が行われていなかったことが特

徴である。これに関しては，当時の情報技術の

処理能力自身にも問題があった。そのため，複

雑な定型業務の複数にまたがるシステム利用を

望んでいた企業は，必ずしもその効果に満足す

るものではなかった。

　第２段階のＭＥ化時代の主な情報技術の導入

目的は，生産現場の効率化である22）。このよう

な生産現場の効率化は，人件費の上昇に伴い，
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危険な作業や汚い作業を担当する若年労働者が

不足していたことや，複雑な加工をこなす熟練

労働者が不足していたことが背景にあった。そ

ういった意味では，ＭＥ機器が加工工程や組立

工程，検査工程，搬送工程などのあらゆる生産

現場へ導入される可能性があった。しかし，中

小企業のＭＥ化は，機械金属加工業の加工工程

のみへ適用されることが多かった23）。換言すれ

ば，ＮＣ工作機械やＭＣが，機械金属加工業の加

工工程のみに普及し，塗装や溶接を行う産業用

ロボットなどの他のＭＥ機器は，その他の工程

に波及しなかったことを意味する。さらに詳し

く見てみると，ＮＣ工作機械やＭＣは，精密機械

業や輸送用機械業，一般機械業に導入されてい

る。しかし，ＮＣ工作機械やＭＣは，電気機械業

や窯業，木工業などでは，あまり導入されてい

なかった24）。このような加工工程以外の工程や

機械金属加工業以外の業種に普及しなかった理

由は，ＮＣ工作機械やＭＣが切削という限られた

作業しかできず，異質多元な中小企業の業務内

容に適さなかったことや，導入効果に対する採

算が合わなかったことなどが考えられる。これ

に関連して，当時は各種のＭＥ機器の各工程で

の単独利用を統合し，複数の工程にまたがるシ

ステムとして運営するＦＭＳと呼ばれる生産現

場の無人化構想もあった。しかし，多くの中小

企業では，ＮＣ工作機械やＭＣの加工工程での利

用という単一工程での単独利用に留まることが

多かったのが当時の現状であった。他方で，Ｍ

Ｅ化は熟練労働者の生産工程での直接労働を減

少させた効果もある25）。この間接労働への移行

過程において，生産工程に求められる人材は，

加工に直接従事する人材から，加工内容と手順

を機器に入力して監視する人材や，作業方法の

改善や工程管理を行う人材へと変化する26）。し

かし，このようなＭＥ機器の補助や工程管理を

担う人材は，ＭＥ機器に入力するプログラムと

現実の加工物との乖離を避けるため，モノの作

り方に関する従来型の技能を引き続き必要とし

ている27）。このことは，情報技術を導入するこ

とによって，従来の技能が不要になる技能と引

き続き必要となる技能の２つに解体されること

を示唆している28）。また，情報技術を効果的に

利用するためには，引き続き必要となる技能に

基づき，新たに必要となる技能を蓄積する必要

があることも示唆している。

　第３段階の高度情報化時代の情報技術の導入

目的は，企業内外の管理業務の効率化である。

前述した通り，この時代は企業内部の情報化に

留まらず，企業外部の情報化が積極的に行われ

始めた時代である。そのため，第３段階以降，

企業内部と外部の導入効果を分けて検討するこ

とにする。まずは，企業内部の導入効果を見て

いくことにする。卸売業や小売業で顕著に見ら

れたように，情報技術を計算業務などの単純な

定型業務に利用するだけでなく，管理業務など

の事後的に作業の処理手順が決定する複雑な定

型業務に積極的に利用している29）。しかし，こ

の時代の情報技術は，複雑な定型業務より，さ

らに高度な非定型業務での利用にまで至ってい

ない。また，この時代の情報技術は，単独の業

務の効率化に留まらず，複数の業務にまたがる

効率化が実現された。つまり，情報技術のシス

テム利用が行われ始めた時代とも言える。しか

し，製造業における生産現場の自動化までは，

依然として進んでいなかった30）。他方の企業外

部における導入効果は，各業種によって異なる。

例えば，卸売業や小売業では，仕入先の情報が

自社の在庫管理や販売管理の強化に直結するた

め，企業間の情報技術の導入が進んだ。また，

取引先の情報が自社の販売促進に繋がる可能性

もあった31）。このような背景から，卸売業や小

売業では，積極的に企業間での情報技術導入の

インセンティブが働く。さらに，このような情

報技術の導入効果が，売上増加という数字とし

て見え易い点も指摘できる。製造業では，企業

間オンラインで利用する専用端末機と専用回線

の特性上，特定の取引先企業に束縛される懸念

があり，企業間での情報技術導入のインセン

ティブが働きにくいと考えられる32）。もちろん，
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製造業においても，企業間での情報技術利用に

よって，仕入先や取引先との情報交換時間の短

縮や，情報の正確な把握が可能になる33）。しかし，

このような効果だけでは，直接の売上増加に繋

がりにくい。以上のように，企業間の情報技術

導入は，導入する企業が属する業種や取扱品目，

取引先企業数などの様々な要因によってインセ

ンティブが異なり，導入目的と導入効果に多様

性が生じていた。

　第４段階のネットワーク化時代の情報技術の

導入目的は，既存業務の効率化と新規業務の創

造である。第３段階と同様，企業内部と外部の

導入効果を順に見ていくことにする。まず，企

業内部の導入効果は，ＷＷＷを利用した情報検

索や電子メールの交換，ファイル転送などを行

うためのイントラネットと呼ばれる社内情報シ

ステムの構築である34）。イントラネットは，部

門を越えて，低コストで迅速な情報交換が可能

になる。そのため，イントラネットは，販売管

理や顧客管理，仕入管理，在庫管理などの複雑

な定型業務の複数にまたがるシステムの効率化

に利用される。また，企業間でイントラネット

同士を接続して，情報交換を促進するエクスト

ラネットが構築される場合もある。他方の企業

外部における導入効果は，企業間の情報交換を

含め，企業紹介や広報，インターネット広告，

求人募集，情報収集，資材調達，顧客サポート，オ

ンライン・ショッピングなど広域に及ぶ35）。また，

インターネット接続事業やＷＷＷサーバーのレ

ンタル事業，コンテンツ作成，システム・イン

テグレーション，インターネット決済を行うプ

ラットフォーム・ビジネスの提供など他社のイ

ンターネット利用を支援する事業も生まれてい

る。このように，ネットワーク化時代の情報技

術は，既存の定型業務の効率化に留まらず，新

たな事業の創造やビジネスモデルの構築に繋が

る非定型業務にも積極的に活用されている。し

かし，このようなネットワーク化は，情報技術

の利用方法如何によって，中小企業間の企業間

格差を広げていると言える。

（３）導入課題と運用課題

　最後に，中小企業の情報化を論じた先行研究

では，各段階を通じて様々な導入と運用に関す

る課題が提示されている。そのため，以下では

情報技術の導入と運用で生じる諸課題を整理し，

中小企業の情報化が進まない，あるいは上手く

行かない要因を検討することにする。情報技術

の導入と運用に関する課題は，主に５つに要約

できる。第１の課題は，経営者のリーダーシッ

プの欠如である36）。ここで挙げる経営者のリー

ダーシップとは，情報技術を導入する際に，経

営者が率先して情報化に取組むことである。例

えば，情報技術を新たに導入した業務は，従来

の業務内容が根底から変化する可能性がある。

そのため，情報技術の導入は，その導入対象と

なる業務を遂行する従業員からの反発が予想さ

れる。このような従業員を説得し，情報技術を

活用した業務や事業に変革していくためには，

経営者のリーダーシップが必要になる。その反

面，情報技術の購入や利用の際には，経営者が

情報技術を導入する業務の担当者に積極的に権

限委譲を行わなければならない。つまり，情報

技術を購入する際には，業務を遂行する担当者

が利用し易い情報技術を導入することが最も効

果的である。また，情報技術を利用する際には，

担当者に情報技術を利用することから得られる

知識と技能を蓄積させる必要があるためである。

　第２の課題は，情報技術の段階的導入の欠如

である37）。一度に情報技術を全ての業務に導入

しようとする中小企業は，情報技術を利用する

ための知識や技能が十分に蓄積できていない場

合が多い。そのため，中小企業の情報化は，計

画性を持って段階的に行われなければならない。

中小企業の情報化は，まず効率化の対象となる

業務内容を検討し，必要なデータを処理できる

情報技術を導入する。そのような個別業務の効

率化を繰り返し，複数の業務をまたぐ最適なシ

ステムが構築できる。このようなプロセスを経

て，業務や事業を変革する情報技術を活用する
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ための知識や技能が徐々に蓄積されていくと考

えられる。さらに，そのような蓄積された知識

や技能の段階に応じて，業務に最適な情報機器

も異なってくる。このように，導入する情報機

器も段階に応じて適宜選択しなければならない。

　第３の課題は，利用者ニーズの把握の欠如で

ある38）。情報技術を導入する際には，如何なる

業務に導入し，如何なる効果を上げたいのかを

明確に持たなければならない。業務を遂行する

担当者が望む情報化のニーズは，様々な業種，

個別の企業によって大きく異なる。そのため，

情報技術を導入する理由が，同業他社が導入し

ているため，または取引先企業から勧められた

ため，あるいは技術進歩に追従するためでは，

導入効果も明確にならない。経営資源に限りが

ある中小企業においては，大企業以上に導入効

果を求める必要があると考えられる。この点か

らも，利用者のニーズを把握し，適切な情報技

術の導入を進めることが重要となる。

　第４の課題は，作業手順の標準化の欠如であ

る39）。中小企業が業務に合った最適な情報技術

を選択して導入したとしても，その情報技術を

利用する担当者が正確に情報を入力できなけれ

ば意味がない。業務を遂行する際に，担当する

個人の習慣によって作業の処理手順が微妙に異

なる場合がある。そのため，情報技術を導入す

る以前に，中小企業では，担当する個人ごとに

異なる作業手順を標準化し，属人的な作業手順

を削減しなければならない。それを行うことに

よって，情報技術導入後に不要になる作業や，

引き続き人手を必要とする作業，新たに人手を

必要とする作業の３つを明確に区別することが

できる。この把握が，見え易い導入効果への第

一歩になる。

　第５の課題は，担当者の能力不足である40）。

情報技術を導入した業務の担当者は，担当する

業務に関する知識と情報技術の操作に関する知

識の双方を所有しなければならない。また，情

報システムを構築する業務の担当者は，情報技

術の知識に加えて，複数の業務に関する知識も

所有しなければならない。そのため，中小企業

は，情報技術に携わる人材に常に最新の業務に

関する知識と情報技術に関する知識を身に付け

る機会を与え，継続的に育成していかなければ

ならない。これを自社で行うことが困難な場合，

中小企業の情報化を支える人材は，組織外部に

も多数存在する。中小企業は，必ずしも情報技

術に携わる人材全てを抱え込む必要はなく，業

務の採算性と重要性を考慮して，情報通信サー

ビス業や情報機器メーカー，税理士，コンサル

タントなどの外部組織を積極的に活用して連携

することも有効である。

３　中小企業の情報化の今後の課題

（１）発展段階に関する考察

　３では，２で提示した中小企業の情報化の発

展段階に考察を加えることから始める。中小企

業の情報化の先行研究の特徴は，扱うトピック

スの変遷や研究間の相互の関連性の欠如，対象

となる情報機器の拡大，広域に及ぶ論議などで

あり，情報化に対する統一的な見解が得られて

いなかった。このような多様な先行研究を時系

列で整理し，中小企業の情報化とはどのような

ものか，またどのような課題が存在するのかを

明らかにすることを試みた。本稿では，先行研

究を情報機器とそれに関連するトピックスに基

づいて，電子化，ＭＥ化，高度情報化，及びネッ

トワーク化の４つの時代に区分し，発展段階，

導入目的と導入効果，及び導入課題と運用課題

を整理した。

　最初の発展段階では，中小企業の情報化の議

論が移行していることが明らかになった。つま

り，第３段階の高度情報化時代までは，中小企

業の技術的後進性の指摘や下請や外注関係の変

化など中小企業層を対象に，情報技術と中小企

業の存立の関連性から議論が展開されてきた。

しかし，第４段階のネットワーク化時代からは，

ビジネスモデルの変革やセキュリティ問題など

個別中小企業を対象に，情報技術と中小企業経

�� 企業環境研究年報　第１２号



営の関連性へと議論が移行している。これは対

象となる情報機器の変遷からも確認できる。段

階を経るにつれて，議論の対象となる情報機器

が増加していることや，情報技術の技術的問題

の解消が様々な業務への適応を可能にする。そ

れによって，個別中小企業による様々な業務で

の多様な情報技術の利用方法を生み出し，同種

の情報技術を導入する中小企業間で利用方法の

差異が生じ，企業間格差が拡大している。その

ため，この利用方法の差異を明らかにするため，

中小企業経営の議論が重視されてきた可能性が

ある。

　次の導入目的と導入効果では，業務適用領域

の拡張が明らかになった。これは２つの側面か

ら指摘できる。第１は，対象範囲の拡張である。

第２段階のＭＥ化時代までは，単独業務への情

報技術導入が検討されていた。しかし，第３段

階の高度情報化時代からは，複数の業務にまた

がるシステムとしての情報技術導入へと議論が

移行している。第２は，利用内容の拡張である。

第１段階の電子化の時代には，計算作業などの

単純な定型業務への情報技術の利用が検討され

てきた。そして，第２段階のＭＥ化の時代から

は各種の管理作業などの複雑な定型業務が対象

となった。さらに，第４段階のネットワーク化

時代からは，業務や事業の創造を行う戦略的作

業などの非定型業務が対象となっていった。上

記の２つの側面から業務適用領域の拡張が確認

できる。

　最後の導入課題と運用課題では，導入から運

用までの一連の課題が明らかになった。中小企

業における情報技術の導入課題と運用課題は，

経営者のリーダーシップの欠如，情報技術の段

階的導入の欠如，利用者ニーズの把握の欠如，

作業手順の標準化の欠如，及び担当者の能力不

足の５つに要約できた。この５つの課題は，各

段階で指摘されており，時代ごとの差異があま

り感じられないのが特徴である。換言すれば，

いつの時代においても，本質的な中小企業の情

報技術導入と運用の課題は普遍であるとも言え

る。また，内容を詳細に検討すると，これらの

課題は，中小企業が新規の情報技術を導入する

際の段階的なチェック項目の役割を果たす可能

性がある。第１のステップは，新規の情報技術

を導入する際に，経営者がリーダーシップを発

揮できる状態にあるのかを確認することである。

第２のステップは，自社で保有する情報技術を

利用するために要求される知識や技能を検討し，

情報技術導入の対象となる業務を選択すること

である。第３のステップは，情報技術導入の対

象となる業務を遂行する担当者の情報化ニーズ

を正確に把握できているのかを確認することで

ある。第４のステップは，対象となる業務の中

で，情報技術によって不要になる作業，引き続

き人手を必要とする作業，及び新たに人手を必

要とする作業の３つに分けて検討し，作業手順

の標準化を行うことである。第５のステップは，

継続的に情報技術に携わる担当者の業務に関す

る知識と情報技術に関する知識を検討し，常に

最新の知識を身に付けるための人材育成に努め

ることである。これらの情報技術導入の一連の

ステップを検討することにより，中小企業の情

報化は円滑に行われる可能性がある。

（２）インプリケーション

　上記の情報技術の発展段階に関する考察と１

で述べた会員企業の取組を照らし合わせると，

以下のことがわかる。2001年の会員企業を対象

にした「ＩＴ投資特別調査」の結果から，多くの会

員企業では，情報技術の利用内容が単純な定型

業務に留まり，複雑な定型業務や非定型業務ま

で至っていなかったことが明らかになる。さら

に，「ＩＴ投資特別調査」の結果では，情報技術の

導入課題や運用課題として，第１ステップの経

営者のリーダーシップが解消されていた。しか

し，多くの会員企業は，「全体の費用効果が測定

しにくい」ことや，「ＩＴ技術を担う人材不足」を

指摘している。換言すれば，会員企業では，情

報技術を導入する際の第２ステップである情報

技術の段階的導入の欠如から，第４ステップで
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ある作業手順の標準化の欠如までのチェック項

目をあまり検討していない可能性がある。また，

情報技術導入後に生じる第５ステップである担

当者の能力不足が問題となっている。このよう

に，情報化の発展段階は，個別企業の情報化の

導入状況と関連する点が多く，中小企業の情報

化における課題解決に役立つ可能性を秘めてい

る。

　また，上記の発展段階の考察から，中小企業

の情報化の課題が明らかになった。つまり，従

来の中小企業の情報化の議論は，対象とする情

報機器をあまり特定せず，トピックスに関連す

る情報機器が業務や取引関係にどのような影響

を与え，それらがどのように変化するのかとい

う実態のみが語られる場合が多かった。しかし，

今日の情報技術は対象とする情報機器も豊富で

あり，利用方法や効果も多様である。そのよう

なことを踏まえて，情報技術を利用する中小企

業は，新しい用語や概念に惑わされず，自社に

最適な情報技術とは何か，それをどのように利

用すればよいのかを検討しなければならない。

また，中小企業を研究対象として情報化を論じ

る研究では，個別中小企業の地道な事例を積み

重ね，特定の情報機器の固有の利用方法から情

報技術の一般的な利用方法に関する理論を構築

する必要がある。さらに，中小企業を支える中

同協では，個別中小企業の情報技術の利用方法

を積極的に報告する場を作り，発信していくこ

とが有効となる。これらの努力により，情報技

術の今日的な役割が鮮明になると考えられる。

ＩＴ革命が去った今こそ，改めて中小企業の情報

化とは何かを問い直し体系的な把握を試みる時

期にきていると考えている。

おわりに

　本稿では，中小企業の情報化の現状と課題を

明らかにし，情報化の意義を検討した。具体的

に述べれば，１では，中同協における情報化の

取組から，中小企業の情報化の現状を確認した。

それを踏まえ，２では，中小企業の情報化を論

じた先行研究を時系列で整理し，発展段階を提

示することを通じて，中小企業の情報化の意義

を検討した。３では，中小企業の情報化の発展

段階に関して考察を加え，中小企業の情報化に

対する今後の課題を明らかにした。

　本稿の意義は，中小企業の情報化を論じた先

行研究を統一した発展段階として提示したこと

である。従来の中小企業の情報化を論じた研究

は，それぞれ相互に関連性がなく，研究蓄積と

して整理されていなかった。それに対して，本

稿では，先行研究を時系列で整理し，中小企業

の情報化に対する1つの統一した視点を提示し

た。それによって，先行研究の位置付けと新た

な中小企業の情報化に関する課題を見出した。

　しかし，本稿で得られた発展段階には，解決

しなければならない課題が存在する。それは採

り上げた文献の制約である。本稿では，中小企

業の情報化に対する統一した視点を示すため，

長期間に渡って継続的に中小企業研究を扱う商

工金融に掲載された限られた文献を中心に取り

上げることしかできなかった。しかし，本稿で

取り上げなかった情報化の文献は多数存在する。

それらを発展段階の各段階に位置付け，さらに

発展段階を研鑽する必要があると考えている。

これは今後の課題としたい。

１）詳しい「ＩＴを駆使する経営者団体」の解説は，中小
企業家同友会全国協議会のホームページ，ＤＯＹＵ　
ＮＥＴのパソコン活用の基礎知識　http：／／
www.doyu.jp／topics／pcwords／words＿a.html-
＃word1203（2007年10月24日）を参照されたい。

２）ＤＯＹＵ　ＮＥＴ　http：／／www.doyu.jp／confere
ＮＣe／schedule.html（2007年10月24日）
３）詳しくは，中小企業家同友会全国協議会［2001］を
参照されたい。
４）同友会の特性上，経営者が設問に解答したため，
このような結果になっている可能性もある。
５）詳しくは，機械振興協会経済研究所［2007］を参照
されたい。
６）商工中金経営相談所［1973］　27ページ。
７）商工中金経営相談所［1973］24ページ，商工中金経
営相談所［1977］33ページ。
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８）鈴木勘一郎［1979］9ページ。
９）居城克治［1980］8ページ。
10）ＭＥ化と労働・雇用の問題に関しては，上野紘
［1998］や水野武［1982］，中村精［1984a］［1984ｂ］など
を参照されたい。
11）ＭＥ化と下請関係の問題に関しては，河崎亜洲夫
［1983］や庄谷邦幸［1984］，中村精［1984a］［1984b］な
どを参照されたい。
12）港徹雄・山田基成［1987］35ページ。
13）詳しくは，港徹雄［1987］を参照されたい。
14）中小情報通信サービス業の特徴に関しては，川上
義明［1989］や磯部浩一［1989］，古川浩一［1989］など
を参照されたい。
15）商工中金調査部［1998］31－33ページ。
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