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は じめ に

これ まで 日本 の多 くの中小企業 と大企業 は、互 い に社会的分業関係 にあ って発展 して きた(1ヽ そ
して多 くの中小企業 で は、競争優位構築 のための焦点 は、 自社独 自の市場 を開拓 す るとい う外部
環境 へ の関心 ではなか った。大企業 が作 り出す市場 の 中で、大企業 をはじめ とする納入先 と築 い
た取 引関係 の維持、強化、 さらなる拡大 を目指 して いか に自社 の技術力 を発揮 するか、 とい う企
業 の内部要因 にその主眼 が置 かれて いた。 その上 また、多 くの 中小企業 は常 に取引先 か ら厳 しい

QCD(品 質・ コス ト・ 納期)要 請 にさらされてい る。 こうして、 この 自社 の技術力 を発揮 す る方
向 は、品質 とコス トを同時 に改善す るために徹底 した無駄 の排除 を行 う「オペ レー ション効率」
(Porter,M.E。・竹 内、2000年 :伊 丹 ほか、2002年 )の 追求 へ と向かった と考 えられ る。 日々のた

ゆみない努力 を通 じて、企業内 に技術 や ス キル な どの経営資源 が さらに蓄積 され、 これが よ り高
度 のオペ レー シ ョン効率 の追求 を もた らす とともに、 その企業 が競争優位 を構築 するた めの源泉
となって いた。 こうして、専門分野 に関す る技術 について は世界最高水準 にある (黒 瀬、2001年 )
中小企 業 も少 な くなか った。
しか しなが ら近 年、 グ ローバ ル競争 のさらなる進 展 に伴 い、大企 業 を中心 として国際分業体制
の確立 を目指す動 きが高 まりつつ ある。 このため中小企業 は従来 の取引関係 が変化す る可能性 に
さらされ、市場面 での 自立が迫 られて い る (渡 辺・ 小川・ 黒瀬・ 向山、2001年 )状 況 にある。 ま
たグ ローバル化 の進 展 に伴 い、海外企業 と同 じ土俵 で競争す る今 日、 日本 の中小企業 がオペ レー
ション効率 の追求 による差別化 のみで競争優位 を構築す るのは困難 となって い る。 ゆえに、蓄積
した経営資源 を活 か して 自社 な らではの価値 を生 み出 し、独 自の市場開拓 を図 る ことによって競
争優位 の構築 を 目指 す企業 へ の転換 を図 ることが、今 日の 日本の中小企業 には求 め られて い ると
い えよう。
ところで他方すで に、他社 の追 随 を許 さない付加価値 を生み出す ことで好調 に成長 を遂 げて い
る中小企業 も存在 してい る。例 えば、 1990年 代 に入 り現代 の中小企業 は、大企 業 の動向 に対応す
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ることだ けを念頭 に置 いた経営行動をとるような存在ではな くなった とする指摘がある。 これに
よると今 日、中小企業は、寡占大企業 に対する非寡占勢力であるのではな く、イノベーション創
出機能を担 う非寡占勢力であると規定できるとい う(佐竹、2000年 )。 また実際にも、日本のもの
づ くりを支える「小さな世界企業」 といえる企業か ら、環境変化に適応できずその存立基盤が
危
ぶ まれる企業 まで、多様な中小企業の存在がみ られるとい う(河 崎、1993年 )。 同様 の指摘 として、
多数 とは言えないが、市場の多様化・ 技術 の専門化を背景にITを 活用するなどしてワン・ ツー・
ワンマーケテ ィングを展開、独 自市場 の開拓 に成功 している中小企業 も現れているとい う(黒 瀬、
2001名F)。

本稿 では、日本の製造中小企業 はいかにして、蓄積 した経営資源を活かしつつ独自の市場開拓
を行 って競争優位の構築を目指す企業へ と転換を図るか、 について検討 してい きたい。

2.競争優位 をめ ぐる先行研究 に基 づ く考察
2‑1 競争優位をどのようにして構築するか
従来から競争優位構築 をめぐる議論は競争戦略論 で展開 されてきた。競争優位 を構築す るため
には自社が提供するものが顧客 に受け入れられなければならないが、 この時、①高い価格 で顧客
に受け入れてもらうためには、顧客 に対 し他社 に勝 る大 きな価値を提供する、②他社 に匹敵する
価値を、他社 よりも安 いコス トで創 り出す、あるいは③ その両方を実現 しなければな らない とい
う (Porter, 1996)。
また上記①のように、顧客に対 し他社 に勝 る大 きな価値を提供 し、高い価格 によって顧客 に受
け入れてもらう状態 には、次の 2つ の場合が存在するとい う(伊丹 ほか、2002年 )。 すなわち、 1)
顧客が他社 のものも自由に選択できる状態 にあ りながら、自らの意思で高価格 の ものを受け入れ
ている場合。 これは、自社の内部に存在す る能力 ない し経営資源

(つ

まり深 い技術蓄積)に よっ

て他社 より優れた価値 を生み出す ことに成功 し、顧客がその価値 を認め自社を選択することで実
現するとい う。あるいは、 2)顧 客 には自社が提供するもの以外選択する余地がな く、 このため
高価格で も受け入れざるを得ない状況 にある場合。 これは自社 の外部 に競争相手が少な くなるよ
う障壁を構築す ることで実現するとい う。 しかしながら、構築 した障壁が市場環境あるいは技術
環境の変化な ど自社が コン トロールできない外部要因で崩されるならば、 この有効性は簡単に消
失する脆弱 なものであるとも指摘 されている(伊丹 ほか、2002年 )。 表 1は 以上をまとめた もので
ある。
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表 1 競争優位の構築の方法

① 顧客に、他社に勝 る大きな価値を提供する
・このときに、高い価格で顧客に購入 してもらう、2つ の場合
1)顧 客が選択できる状態で、自らの意思で高価格 を受け入れてもらう
2)顧 客には選択の余地がなく、高価格 を受け入れる以外 に手立てがない状態にする
:

② 他社に匹敵する価値 を安いコス トで作 り出す
③ ①②その両方を実現する

2‑2 企業 の内外 に存在す る競争優位 の源泉
ところで表 l① の追求、 つ まり顧客 に対 し他社 に勝 る価値 を提供 しようとす る場 合、 これ を可
能 にす る源泉 は企業 の内部 お よび外部 に存在 す る とい う。競争戦略論 では競争優位構築 で重 要 な
要因 として、企業 をとりま く「外部」 に着 目す る議論、 あるいは企 業 の「 内部」 に着 目す る議論
が存在 する。前者 の立場 による戦略論 を代表 す る ものがポジ シヨニ ング・ ア プ ロー チで あ り、後
者 は資源ベ ース・ ア プ ロー チ (RBV;Resource‐ based View)で ある。

2‑2‑1 ポジシ ョニ ング・ アプ ロー チか らみる競争優位
ポジ シ ョニ ング・ アプ ローチで は企業 の外部 つ まり環境要因が重視 され、企業 をどこに位置付
けす るか、 つ ま リポジ シヨニ ングによって、企業 の競争優位 が左右 され ると考 えて い る。 このた
め、産業 の構造 を どの ように分析す るか、その上で 自社 のポジ シヨニ ング をいかに選択す るか、
そのポジ ションにお いて他社 に対 しいか に参入 (移 動 )障 壁 を築 き競争圧力 を回避 して優位 に立
つかが問題 とされ る。 この アプ ロー チの代表的論者 にPorter(1985:1996:2000;2001)が い る。
彼 は近 年、「戦略 ポジ ション」と呼 ぶ魅力的 な外部環境 を見 つ ける ことが、競争優位構 築 の上で
必要 であると指摘 して い る (Porter,1996年 )。 戦略 ポジ シ ョンは 3つ の別 々の源泉 か ら生 まれ る
が、 その 3つ は相 互 に排除 しあ うわ けで はな く、重 な り合 う ことも多 い とい う。彼 の指摘 は表 2
のようにまとまる ことがで きよう。

2‑2‑2 資源ベ ース・ アプ ローチ (RBV)か らみる競争優位
他方、資源 ベ ース・ アプ ローチ (RBV:Resource‐ based View)で は、個 々の企業 の もつ経営
資源 の違 いが企業間 の業績 の差違 を もた らして い る と考 える。企業 が異 なれば経営資源 の蓄積 の
中身 も異なる との認識 に立 ち、他社 に対 し独 自の優 れた経営資源 をもつ ことが、競争優位 を得 る
上で戦略上重要 である と考 える。
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表 2 戦略ポジシ ョン

① 製品種類に基づ くポジショニング <ど んな製品を生産するか >
ある業界の製品やサービスの一部だけを提供する。
顧客のセグメン トではな く、製品やサービスの種類を選択。
② ニーズに基づ くポジショニング <ど んなニーズを満たすか >
特定顧客グループのニーズのほとんど、 または全部 を対象 とすること
③ アクセスに基づ くポジショニング

<ど のようにして顧客にアクセスするか >

さまざまな方法 でアクセスで きる顧客 をセ グメ ンテーションする。
このセグメン ト化 した顧客のニ ーズ は他 の顧客 と大差な いが、

そのニーズに応えるための方法は一通 りでない。
ライバル と違う方法で、顧客にアクセスする。

RBVの 代表的論者であるBarney(1997;2001)は 、企業の経営資源が競争優位の源泉となるた
めの条件として、①価値 ⊂aluable)、 ②希少性 咀are)、 ③模倣困難性 (Inimitable)、 ④組織形
態 QrganiZation)と いう4つ の評価尺度 (VR10)を 提示している。このうち、経営資源そのも
のの特性に関わる条件は①②③であり、④は経営資源のもつ潜在能力を十分に発揮するための、
調整すべき要因として機能するという (表 3参 照)。
表

3 VRЮ と競 争優位

②希少性 (R)
①価値 (V)
それ を活 用 す る こ とに 価値 の ある資源 を、競争
よつて、競争上のチ ャン 相手 の企業 がすでに保有
ス を開拓す る企業戦略 を してい ないか
どの程度実行で きるか

③模倣困難性 (￨)
競争相手 の企業 が容易 に
同様 の資源 を保有 で きな
いか

×

×

×

○

×

×

○

○

×

○

○

○

競争優位

→
劣位
→
同等
→ 一時的
→ 持続的

④組織形態 (0)
経営資源の有す る潜在的競争力を十分 に引 き出せ るかどうか。
これは企業組織 がどの くらい能率的・ 機能的 に編成 されているかで決 まる。
逆 に、競争上、他社 と同等の立場 を実現 させ うる経営資源が、それを活用するに適 した組織 に

設計さは ヽ)墨 ば、さらに優れた結果をもたらす可能性がある。

構築 した競争優位 を持続させ るには、VRIOの 中で③ の模倣困難性 (I)が 鍵 となる。 もし容易
に模倣 できるならば、す ぐに他企業が追随するからである。 そして模倣 を困難 にする要因 として

4点

(表

4参 照)を 示 している (Bamey,1997)。

上記 4点 のいずれか、 もしくは組み合わせによって、経営資源の模倣 は困難 になるとい う。 そ
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表 4 経営資源の模倣を困難 にす る要因

1)歴 史的条件 :

蓄積 における独自の歴史的経緯・ 経路依存陛

2)因 果関係のあい まい性 :

経営資源 と競争優位 との因果関係が あい まいな場合、模倣すべ
き経営資源が特定できない

3)社 会的複雑性 :

企業文化や、従業員 との間の関係性

4)制 度的制約、代替困難性 :特 許 などによる模倣 の制約、他で代替 できないもの
して、 この 4点 いずれか 1つ の要因 で も経営資源 が満 た していれば、 それにより構築 した競争優
位性 には持続性 が ある可能性 が高 まる として い る。

2‑3 先行研究 か らみた中小企業 の競争優位 の源泉
先 に触れ た ように、 これ まで多 くの 中小企業 に とって競争優位 はオペ レーシ ョン効率 の追求 に
よって構築 していた。つ まり2‑1の 表 l② 、他社 に匹敵する価値 を安 いコス トで作 り出す ことで競
争優位 を構築 して いた。 しか しグ ローバ ル化 の進展 に伴 い、 日本 の中小製造 企業 がオペ レーシ ョ
ン効率 の追求だけで、海外企業 と同 じ土俵上で競争優位 を構築 するのは困難 とな りつつ ある。 ゆ
えに競争優位構築 のためには2‑1の 表 l② の方法 に加 え、① の、顧客 に他社 に勝 る大 きな価値 を提
供す る方法 による差別化 を追求す る必要 が生 じてい る。
このためには2‑2で 触 れた ように、 ポジシ ョニ ング・ アプ ローチお よび資源 ベ ース・アプ ローチ

(RBV)に

よる競争優位構築 を考 える ことがで きる。第一 にポジショニ ング・ アプ ロー チだが、

先述 の よ うに今 まで多 くの 中小企業 で は、既存 の取引関係 の枠組 みの安 定 とさらなる拡大 に腐心
する ことで企業 の存続発展 が可能 で ある ことが多 く、 自社独 自の市場 を新 たに開拓 しようと外部
環境 へ関心 を向 ける ことは少なか った。よって、自社 のポジショニ ング とい う発想 はあまりなかっ
た とい える。 しか し従来 の取引関係 の変化 が懸念 され る今 日では、競 争優位 の構築 のためにポジ
ショニ ング・ アプ ロー チ も考慮 に入れ る必要が生 じて い る とい えよう。戦略 ポジションをいかに
見出す か、 そ してそ こで の競争優位性 をいかに構築す るかについての、中小企業な らではの実践
が求 め られ る。
第二 に、資源ベ ース・ アプ ロー チ

(RBV)に

よる競争優位構築 についてで ある。たゆみない努

力 および取引先 との深 い関係性 を通 じて、今 まで 中小 企業 では独 自の経営資源 の蓄積 がなされて
きた ことが多 い。この ような歴史的経緯 を経 て蓄積 された経営資源 は、2‑2‑2で い う模倣困難 な経
営資源 とな りうる可能性 を秘 めてい る。 しか しなが ら、蓄積 された経営資源 のすべ てが模倣困難
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な経営資源 で あるわ けで もない。 た とえば長年 にわたって蓄積 されて きた技術 とはい え、技術進
歩 の結果、実 は今 となっては誰 もが容 易 にアクセス可能 で ある場 合 もあろう。 ゆえに、特 に何 が
模倣困難 な経営資源 とな りうるのか、 これ を明示的 に意識 し、戦略的 に蓄積 し活用す る取 り組 み
が必要 とされている とい えよう。
このよ うに多 くの中小製造企業 にお いて今後、 自社 ならではのポジシ ョニ ング・ ア プ ロー チあ
るい は資源 ベ ース・アプ ローチを模索 す る ことで競争優位 を構築す る ことが望 まれ る。 とはい え、
はじめににお いて触 れた ように、中 にはすでに、他社 とは差別化 した付加価値 を生み出す ことで
好調 に成長 を遂 げてい る中小企業 が存在 して い る。 それで は次 に、 これ らの先進企業 で は、 どの
ようにして 自社 ならではのポジシ ョニ ング・ アプ ローチお よび資源ベ ース・ アプ ロー チを展開 し
てい るのだろうか。
これ をめ ぐり筆者 は、中部経済同友会 ものづ くり委員会 が平成 13年 4月 か ら平成 15年 3月 にわ
た って実施 した調査研究 に参加す る機会 を得 た。 この調査 では、 自 ら市場開拓 を図 リグ ローバ ル
競争 の中で独 自の地位 を築 いて い る先進的 な中小製造企業 へ の ヒア リング調査 お よびその事例研
究 を中心 として、中小企業 がその企業 ならではの付加価値 を生 み出すための要因 を探 った。 さら
にその後 に筆者 が独 自に行 った企業 へ の ヒア リング調査 による事例 も加 え、一連 の事例研究分析
に基 づ きなが ら、上記 の問 い に対す る考察 を、続 く第 3節 お よび第 4節 にお いて提示 しよう。

3.ポ ジシ ョニ ング 。アプ ロー チによる競争優位構築

:

どの ような考 えでや るか、 どこを市場 とするか考 える

3‑1 顧客や社会 に貢献 しようとする「経営者の理念」を明確にする
企業 は社会的存在 でもあり、何 らかの社会的責任 を果たす ことが期待 されている。 このような
中で、自社 には何が求 められているのか、世 の中に対 し何 によって役 に立つことができるのか。
これを真摯に考 え明確にするとともに、それを社会 に向けて発信 した り、機会あるごとに示 して
社内への浸透 も図っている、 とする経営者が多かった。 また、 こうして自社 の存在意義 を各従業
員 に自覚 させることによって、
使命感 を持って常 に挑戦 し続 ける姿勢 を引 き出そうと努 めている。

3‑2

「ニ ッチ・ トップ」 を目指す

大企業 と比較 して利用できる経営資源が少 な く経営基盤が脆弱な場合が多い中小企業 は、 コス
ト競争 とい う、 ともすれば体力勝負 に陥 りがちな土俵ではな く、自社 だからこそ生み出せる付加
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価値 が何 であるのか模索 し、他社 とは異 なる発想 や方法 に基づ くものづ くりを編 み出す ことで差
別化 を図 る必要がある。
中小企業 には、大企業 は手 を出 さない規模 の市場 だが、中小 の企業規模 だか らこそ参入 しチ ャ
レンジに値す るような市場 が潜在的 で あれ存在する。 そ こか ら自社 が対象 としよ う とする市場 を
探 り当て、こうして選 び取 ったニ ッチ市場 での トップ企業 の地位 を 目指す。それ も調査企業 では、
最初 か らグ ローバ ル なニ ッチ・ トップ企業 を目指 してい る企業、 あるい は日本 や海外 と意識的 に
区別 せ ず活動 し結果 としてグ ローノシレなニ ッチ・ トップ企業 を目指 して い る企業 が多 かった。
世界規模 での競争 で戦 えるか否 か は、企業 の規模 で決 まるのではない。 自社 の強 みを活 かせ る
ニ ッチ市場 の選択 や創造 と、企業 の活動 をその方 向 に進 める仕組 みづ くりが必要である。 このた
めに調査企業 で は、以下 の取組 みがなされて いた。

3‑2‑1 最先端 で潜在的なニーズ を探 り、 自社 のシーズ に結 びつ ける
顕在化 したニ ーズヘ の対応 のみ に固執 して熾烈 な コス ト競争 に巻 き込 まれ な い よ う、常 に 2
〜 3歩 先 の シーズ を 自社内で磨 き、 これ を活 かせ る市場 での 自社 の地位の確立 を目指 して い る。
このため例 えばA社 では、狙 う市場 での トップユーザー企業 に相手 を絞 り、 このターゲ ッ ト顧客
と目線 を合 わせてい る。漠然 と顧客 のニ ーズ を探 るのではな く、技術 あるい は用途提案型 マー ケ
ティングを展開 して接点 を構築す る。 こうして自社 シーズ を トップ企業 にぶつ ける ことで、最先
端 の潜在的 なニ ーズが顕在化 し、 また、 い ち早 くこのニ ーズ を自社 シーズの開発 の方向性 に取 り
込む ことに よって、常 に先回 りの製品開発 と提案 が可能 になるとい う。
また B社 では、 自社 では先端技術 シーズ を磨 き、産学交流や異業種交流 へ の関わ りを積極的に
推進す る ことを通 じて、 自社 の シーズ と市場 のニーズ とのマ ッチ ングを図って い る。 このため、
まず は自社 の もつ先端技術 を顧客 に認知 して もらうために、パ テ ン トを取 った ものはで きるだけ
早 く発表す る ことにしてい る。 また、この交流 の場 づ くりが必要 と考 えてお り、イ ンター ネ ッ ト、
各種 フェアヘ の出展、学会や交流会、マ ス コ ミな どを通 じて、 自社 シーズに よって可能 となるよ
うな先端情 報 をかみ砕 いて積極的 に発信 して い る。 こうした情報発信 に対す る顧客 か らの問 い合
わせ に端 を発す る事業化 に多 くの実例 が存在す る とい う。

3‑2‑2 安心・ 安全・ 信頼感 の提供 :「 個」客満足 に貢献する
品質 へ の絶対 の保証 は当然 として、問題発生時の素早 い対応 や 日頃か らのきめ細 か い顧客対応
が顧客満足 を高 め、 ひいては企業 へ の信頼、 ブ ラ ン ドイメー ジ等 の確立 につなが る。中小企業 は
もともと、大企業 に比 して機動的 で柔軟 な対応 が可能 で ある ところに特徴 が ある。顧客満足 に止
まらず「個客満足」 に貢献 す る ことで、中小企業 な らではの付加価値 が高 まる。 この臨機応変 な
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対応能力 の有無 に、顧客 が コス ト面以外 の価値 を見出す ことが ある。すなわち自社 に対す る安心・
安全・ 信頼感 の高 ま りが、取引 の継続 や取引拡大 に寄与す ることがあるとい う。

3‑2‑3 ス ピー ドを重視 して取 り組 む
顧客 の要望 へ の対応 に要す る時間 は言 うに及 ばず、試作 や製品開発 の リー ドタイムの短縮、工
程 における時間短縮 へ の取組 みによる短納期 の実現、潜在的 な市場 をい ち早 く見出 して製品や事
業 を立 ち上 げるな ど、付加価値創出 のキー ワー ドとして「ス ピー ド」 を強調す る経営者 が多 く、
この傾 向 は業種 を問わず見 られ る。
他社 に先 ん じる敏速 な対応 や、個 々の活動 における迅速 さの実現 により、 自社 の創出す る付加
価値 が高 まる。 しか し逆 に、他社 に先 ん じられ る ことで機会 を失 った り、時間がかか る ことで追
加的 な コス トが発生す る こともある。経営資源 に余裕 のない中小企業 では、 スピー ドを実現す る
ための取組 みが非常 に重要である とい う。

4.資 源 ベ ー ス・ アプ ロー チ (RBV)に よ る競 争優 位構 築

:

他社 との 差 別化 を もた らす よ うな経 営資 源 を蓄 積 し活用 す る

4‑1

自社 の コア・ コンピタ ンス を見極 め、確立す る

中小企 業 の中 には、 自社 に競争優位 をもた らし得 る経営資源 について十分 に理解 で きてい ない
企業 が意外 と多 く存在 するので はな いか、 との指摘 が調査企業 か ら聞 かれた。 この指摘 に もある
ように、 そ もそ も自社 の持 つ経営資源 の何 が どの ような点 にお いて他社 よりも優れ てい るのか、
明確 に認識 で きてい るであろうか。 そ して、 自社 の持 つ強 み

(コ

ア・ コンピタ ンス)を 活 か しき

る ことがで きるよう、取組 みがなされて い るであろうか。 これ ら 2点 が明確 になされてい なけれ
ば、 た とえ独 自のニ ッチ市場 を他社 に先 ん じて見出す ことがで きた として も、 そ こでの トップ企
業 の地位 を確立す る ことはで きないか もしれない。 なぜな ら、他社 と差別化 しそれ を持続 させ よ
うとする取組 みが不十分 で あ り、参入 して きた競合他社 によって逆 に競争優位 を確立 されて しま
う可能性 が あるか らである。

C社 の社長 は常 々、「一 寸法師 の針 を持 て」と言 い続 けてい るとい う。体 の小 さな一寸法師 が大
きな鬼 を倒す ことがで きたのは、鋭 い一本 の針 を持 っていたか らである。同様 に、企業 は人 (他
社 )に 負 けない武器 を持 つ ことが必要 で、ハ イテク企業 な らぬ「針 テク型 の企業」 を目指すべ き
で ある と説 く。当社 に とっての針 テクは、蓄積 してきた超 音波技術 である。中で も中核部品 であ
る圧電 セラ ミックスの技術 に関す る知識 や ノウハ ウの蓄積 の存在 で あ り、 これ らは一朝一 夕 に得
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られ るものではない とい う。超音波技術 は多様 な用途 に応用可能であ り、当社以外 にも最終製品
を展 開す る競合企業 が存在す る。 しか し、超音波 の受発信 に不可欠な圧電 セラ ミックス も自社内
で手 が けるのは当社 のみで ある。だが 同時 に、当社 は これ以外 の製造設備 は持たないフ ァブ レス・
メー カーで あ り、製品開発 お よび製造 において 自社 で不足す る経営資源 や能力 は、外部組織 との
補完関係 を築 くこ とで入手 して い る。圧電 セ ラ ミックスは製品 ごとに異 なる多種多様 な ものが必
要 とされ る とい う。 これ らの技術 を社 内で持 つ ことに よ り製品 の設計開発や開発 リー ドタイムで
大 きな強 みを発揮す る ことが可能 となってお り、 これ らの技術 の内製化 に長年強 くこだわ り続 け
てきた ことによって今 日の当社 が ある。
中小企業 は限 られた経営資源 で 自社 の強 みを形成 しなければな らない。中で も技術面 に関 して
は、 自社 の持 つ技術 を再整理 し、将来 に向けて何 を手 が けるか、将来 を見通 した技術 の育成 が必
要 で ある。 この さい、 C社 の ようにポイ ン トを見極 め、 そこに特 に集中 して取 り組 む ことが現実
的な方法である とい えよう。 自社 で取 り組 む ことにこだわ るもの、あるい は自社 での取 り組 みを
諦 めるもの を、長期展望 を描 いて見極 め決断 し、実行す ることが必要 とされてい る。

4‑2 アライアンス

(外 部組織 との連携 )の 活用 も視野 に入れ る

中小企業 では経営資源の不足が悩 みの種 として挙 げられ る こ とが多 い。 だか ら こそ前述 の とお
り、特定分野 に焦点 を絞 り経営資源 を集 中的 に投入す ることで専門化 と高度化 を図る ことが必要
である。 またその上で、 自社 にない専門性 を持 つ外部組織 とのアライア ンス (連 携 )を 必要 に応 じ
て推進 して各 々が もつ高度 な技術 や能力 を補完 しあ い、すべ て 自社 で手 が けるよ りもスピー ディ
かつ低 コス トで高 い技術 レベル の製品や製造 プロセス を実現す ることを 目指す必要があろう。
このためには、 日頃か ら外部 の情報源 (学 会、研究論文 、各種 フェア、人脈等)を 通 じて必要
な ところへ 自力 で コ ンタク トし、積極 的 に情報収集 と人脈の蓄積 に努 める必要 が ある。 また、 自
社 か らの情報発信能力 も必要である。 こうして、すべ てを自社 の経営資源 に基 づいて手 が けよう
とす る発想 か らは脱却 し、必要 が あれば他社 あるい は大学等研究機関 な どとの補完関係 を構築す
ることで 自社 に不足する経営資源 を補 う こ とも選択肢 にあれば、逆 によ リー 層、 自社 は コア・ コ
ンピタ ンスの拡充 に注力す るとい う決 断 と実行 も進めやす くなるとい えよう。

5。

むすび にか え て :ポ ジ シ ョニ ング・アプ ロー チ と資 源 ベ ース・ アプ ロー チ

(RBV)の

両側面 を考慮 して競争優位 を構築す る
以上の とお り、グローバル競争時代 ともいわれる今 日、 日本 の中小製造企業が競争優位の構築
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を目指 す ためには、戦 略論 で い うポジシ ョニ ング・ アプ ロー チお よび資源 ベ ース・ アプ ローチ

(RBV)の 両側面 か らの方策 が必要 とされて い る。
ところで2‑1で触れたがポジシ ョニ ング・アプ ローチにおいて、顧客 には 自社 が提供す るもの以
外選択 で きる余地 がな く、 このため高価格 で も受 け入れざるを得 ない状 況 を作 り出す ことがで き
たな らば、 これによって競争優位 を構築 す る ことが可能 となる。 これはニ ッチ市場 にお いて、 自
社以外 の競合企業 の存在 を少な くす る ことに成功 して い る状態 である。 しか しなが ら、 この よ う
な状態 は伊丹 ほか (2002)も 指摘す るように、市場環境 あるい は技術環境 の変化 な ど自社 が コン ト
ロールで きない外部要因が生 じる ことによつて崩 されて しまう可能性 が ある。
よって、 この ような外部環境 の変化 が生 じた として も自社の競争優位 を失わない ようにす るた
めには、 さらに、顧客 が他社 の もの も自由 に選択 で きる状態 にあ りなが ら自社 の ものを選択 しよ
う とする状態 を作 り出す必要が ある。 このためには、 自社 の内部 に存在す る能力 ない し経営資源
(つ

ま り深 い技術蓄積 )に よって他社 よ りも優 れた価値 を生み出す ことに成功 しなければな らな

い とPorterは 指摘 して い る。す なわち これ は、戦略的 ポジ シ ョニ ング、言 い換 えればニ ッチ市場
を見出 した として も、同時 に資源ベ ース・ アプ ロー チ

(RBV)の 視点 か らの競争優位 の構築 も欠

かせない とい うことを意味 してい る。
・ア プ ローチ と資源ベ ース・アプ ロー チ (RBV)
この点 か らも示唆 され るように、ポジシ ヨニ ング
の両側面 か らの競争優位構 築の追求 にさい しては、 これ らが相 互 に影響 を与 え合 い なが ら共 に進
展 を図 り、これ らの相乗効果 を活 かせ るようにす る ことが必要である とい える。つ まり今 日では、
中小製造企 業 が競争優位 を構築 しようとす るための源泉 は、 ポジ シ ョニ ング・ アプ ロー チによっ
・アプ ロー チ (RBV)に よって着 目す る企業内
て着 目す る企業外部 の経営環境 お よび、資源ベ ース
部 の経営資源 の双方 に存在 してお り、 また競争優位 の確立 は これ らの相互作用 を考慮 した上で追
。
・
求すべ きものになって い る とい えるであろう L

<注 >
(1)渡 辺・ 小川・ 黒瀬・ 向山 (2001)に よれば、 かつて大企業 か ら中小企業 に向かって いた技術
情報 の流れ は1970〜 80年代 には双方向化 したが、技術的 に優 れた中小企業 も市場 は依然大企業
に依存 していた とい う。 いわゆる下請企業 は優 れた技術力 を武器 に取引先 を拡大 したが、特定
の主取引先 をいわば母港 とした場合 が多 く、特定企業依存 を脱 してい なか った。 また下請企業
でない場合 で も、情報発信力 の劣 る中小企業 は市場 の 自力開拓 に限界 があ り、大企業産業 の拡
大 が もた らす経済成長 に市場拡大 を依存 して いた とい う。 この ように中小企 業 は特 に市場面 に
お いて、 これ まで大企 業 に依存 して きた とい う傾向が存在 す る。
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(2)も とよ り個 々の中小企業 の置 かれている状況 は多種多様 で あ り、本稿 で提示 しよ う とした長
期的な視点か らの取 り組 みは、全 てその まま実現 で きるとは限 らないだろ う。 とはい え、企業
経営 に とって必要なのは、短期・ 長期 の両視点 か らのバ ランス を考 えた取 り組 みである。短期
の対処 のみに終始 して いては、長期的な企業 の存続 発展 が危 ぶ まれ る可能性 も存在す る。 自社
にで きる範囲 を模索 し努力す る こ とが必要 で あ り、 こうして世界 に誇 る技術力 を擁 す る日本 の
中小企業 が少 しで も多 く、今後 とも存続発展す る こ とを祈念 してや まない。
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