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キラリと光る中堅・中小ものづくり企業の
トップに聞く
—価格競争に陥らず、独自の価値で勝ち残る秘訣とは—

Point
❶  世界経済のパラダイムが変わり、日本の製造業の国際競争力の低下が指摘される。企業の新興国シ

フトや「六重苦」を背景に、国内産業の空洞化懸念も高まっている。しかし、こうした中でも、価
格競争に陥らずに、独自の強みで存在感を発揮し続けている中堅・中小企業が存在する。

❷  今回はそんなキラリと光る中堅・中小企業の中から、多摩川精機株式会社、日本電鍍工業株式会
社の 2 社を取り上げ、両社の社長に今の事業環境をどう認識し、どのような取り組みをされてい
るかを詳しくお伺いした。

❸  インタビューを踏まえて、日本企業がグローバル化や六重苦の時代を生き抜き、輝きを放ち続け
るための方策について考察してみた。

増田 貴司（ますだ たかし）
産業経済調査部長 チーフ・エコノミスト
1983 年日本債券信用銀行入社。調査部経済調査課長を経て、2000 年東レ経
営研究所入社。2002 年 6 月から現職。日本経済研究センター「ESP フォーキャ
スト調査」フォーキャスター。東洋経済『統計月報』エコノミスト ･ コンセン
サスのコメンテーター。日本経済新聞コラム「十字路」執筆者。
E-mail：Takashi_Masuda@tbr.toray.co.jp

はじめに
近年、新興国の存在感増大、IT の発達、リーマ

ンショック、欧州債務危機などを背景に、世界の
産業を取り巻く環境は大きく変わった。新興国
メーカーの大量生産により、製品や技術がコモ
ディティー（汎用品）化するスピードが速まり、
高度なものづくり能力や技術力を持つ日本企業が、
それを業績に結びつけられない例が増えてきた。

世界の需要の中心が新興国にシフトする中で、
「顧客のいる場所でモノをつくる」という地産地消
を実践する企業が増えている。加えて、「六重苦」
と称されるような国内で生産することの負担増を背
景に、追い込まれるように海外に拠点を移す動き

も目立ち、国内産業の空洞化懸念が高まっている。
こうした厳しい環境下に置かれた日本の製造業

の中でも、不断に技術を育てて技術を売り、価格
競争に陥ることなく、独自の強みで存在感を発揮
し続けている中堅・中小企業が存在する。

本稿では、そんなキラリと光る中堅・中小企業
の中から、多摩川精機株式会社、日本電鍍工業株
式会社の 2 社を取り上げ、両社の社長に、昨今の
事業環境をどう認識し、どのような取り組みをさ
れているかを詳しくお伺いした。インタビューを
踏まえて、日本企業がグローバル化や六重苦の時
代を生き抜き、輝きを放ち続けるための方策につ
いて考察してみたい。
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インタビュー①
産業は「回り舞台」、変化を見据え、次のステージづくりに取り組む

多摩川精機株式会社 代表取締役社長 萩本 範文 氏 に聞く

【解説】
長野県飯田市に本社・第一、第二、第三事業所

を持つ多摩川精機は、2 次元および 3 次元の位置・
角度センサーを開発・製造する、世界でも数少な
いメーカーとして知られている。

同社は創業以来、高精度センサー、モーター、
ジャイロなど、その時代に必要な制御装置の角度
精度に挑み、商品として顧客に届けてきた。

ハイブリッド自動車に搭載されている、エンジ
ンとモーターを使い分けるために使用する角度セ
ンサーを製造し、国内全てのハイブリッド自動車
メーカーに採用された実績で、2005 年に第 1 回も
のづくり日本大賞の経済産業大臣賞を受賞してい
る。

同社は、地域に基盤を持ちながら、世界最先端
の技術開発を続け、地域と共に発展することを目
指す経営を実践している。社長の萩本範文氏は、
地元企業の若手経営者を集めて毎月「経営革新塾」
を開くなど、地域の経営者育成にも熱心に取り組
んでいる。11 年前に進出した青森県八戸市の工場
でも、今や出荷額の半分を現地開発の新型精密
モーターなどが占めており、地域の技術集積を生

み出している。
モーションコントロール技術の分野で、グロー

バルな市場競争に果敢に挑戦し、技術を磨き続け
る一方で、防衛産業など内需中心の領域でも大き
な存在感を持つ同社は、まさに世界に通用するグ
ローカル企業の代表選手と言っていいだろう。

同社は長らく国内だけで開発・生産を行ってき
たが、2010 年 9 月、中国・江蘇省に同社初の海外
工場を設立し、海外生産にも踏み切った。

萩本社長に、現在起こっているパラダイムシフ
トとそれへの対応、国内生産と海外生産の考え方、
他社の追随を許さない強さの源泉などについてお
話を伺った（聞き手は筆者）。

多摩川精機株式会社

創立：1938年
代表者：代表取締役社長　萩本範文 氏
資本金：1億円
従業員：650名
本社：長野県飯田市
事業内容： サーボコンポーネント（センサー・ジャイロ・モーター

など）、モータドライバ・コントローラ・ロボット・慣性
計測装置・自動制御機器

売上高：326億円（2011年11月期）

ハイブリッド自動車に搭載されている多摩川精機の回転角度センサー
VR形レゾルバ「シングルシン」
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【インタビュー抄録】
──リーマンショック、ユーロ危機、東日本大震災を

経て、日本の製造業は俗に「六重苦」と言われる重荷

を背負っていると言われます。昨今の経営環境の変化

をどのように捉えていますか？

日本の製造業を取り巻く環境は、2008 年秋の
リーマンショック以降厳しくなりましたが、これ
はリーマンショックが原因ではありません。今起
こっている世の中の変化はリーマンショックがな
くても訪れたはずのパラダイムシフトです。

2005 年頃にこの変化の前兆に気づいた私は、今
それに対する備えをしなければ、この地域（長野
県飯田市）の得意分野である精密機械産業が根こ
そぎ中国にやられてしまうと警告を発し、実際に
備えを進めてきました。

当社の基盤事業である FA（Factory Application）
分野（売上高の 45％を占める）の産業設備が中国
に振られ始めたのです。中国の沿海部で大量生産
型の産業が、EMS（電子機器の受託生産を専門に
行う企業）を巻き込んで、労働集約型の産業から
知識集約型の産業へとシフトを始めました。生産
設備の省力化、ロボット化、合理化などの需要が
増え、そのために必要な「道具産業」が中国で力
をつけてきました。

当社が手掛ける FA 分野はまさにこの道具産業
の一つで、これまで日本企業が得意とし、国内生
産でやってきましたが、近い将来、形を変えて中
国に移っていくに違いないと思いました。2005 年
の時点でこのような変化が予見できたのです。

今、日本で製造業の海外移転が増加し、空洞化
懸念が強まったと世の中で騒がれていますが、こ
れは数年前から始まっているパラダイムシフトの
動きにほかなりません。リーマンショックやユー
ロ危機はこの変化を加速したに過ぎず、変化の根
本原因ではないのです。

パラダイムシフトを2005年頃に予見

──製造業のパラダイムシフトを2005年頃に予見

されたきっかけは何ですか？

私は 2000 年代初頭から、毎年、中国の特定企
業の定点・定時観測を行ってきました。中国の顧
客企業にセンサーなどの自社商品を売り込む仕事
をしながら、将来われわれの競合相手となりそう
な顧客を観測し続けていたのですが、この過程で
2005 年頃、前述した変化に気づいたのです。

中国沿海部で起こった労働集約型から頭脳集約
型への産業構造の変化は、日本が高度経済成長期
以降、賃金が上昇する過程で経験してきたことと
全く同じです。労働コストが上昇し、産業の底辺
のレベルが上がると、産業構造が垂直分業型から
水平分業型に変わってきます。こうした中で、FA
産業を手がける日本企業のライバルとして中国企
業が台頭してきたのです。

水平分業時代に耐えられる産業構造に転換

──日本企業がこのパラダイムシフトの中で生き残る

ためには、何をする必要があるのでしょうか？

顧客（親会社）から言われたものをつくる下請
け型の垂直分業ではなく、各社が特徴ある特技を
持ち、足らざるところを相互に補い合う水平分業
型の産業構造に転換する必要があります。

これまで地域の中小企業は、各社がそれぞれあ
る一工程のみを受注する形の垂直分業を行ってき
ました。これでは、全体としてノコギリの刃のよう
な形の工程となり、生産性が低い。技術力のある
複数企業が連携して一つのユニットとしての仕事
を提案し、受注することが望ましいと考えました。

そのために、私は地域の産業振興のテーマとし
て航空宇宙産業を掲げて、2006 年に飯田航空宇宙
プロジェクト（現在、参加企業 29 社）の創設を
提案しました。そのワーキンググループの一つで
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あるエアロスペース飯田では、長野県飯田地域の
中小企業が精密機械加工の技術を結集して、地域
での一貫生産を可能とする共同受注体制を確立す
ることを目標としています。

これは、当社が例えば航空機体メーカーさんか
ら元請けで仕事を受け、これを当社の協力会社に
下請けに出すといった従来の形ではありません。
地域の複数の中小企業で構成されたバーチャルな
企業が元請けとして仕事を受けて、彼らが得意な
部分を分担し、足らざる部分を当社に発注し、当
社もまたグループの一員としてそれを分担すると
いう仕組みです。

地域の協力会社が垂直分業の下請けではなく、
水平分業の時代に耐えられるパートナーに育って
いくことを目指しています。

航空機分野に商機あり

──航空機分野は有望な市場だとお考えですか？

その通りです。航空機用製品は当社が創業期か
ら手掛けている分野ですが、この分野で今新しい
変化が生じつつあります。

大量の顧客や貨物を大型航空機で一挙に運ぶ時
代から、小さめの航空機で効率的に運ぶ時代に移
行しつつあります。航空機のダウンサイジングが
行われ、小型航空機（リージョナルジェットやベ
リーライトジェット）の市場が今後大きく拡大す
ると予想されます。

小型機で細やかにフライトできれば、行きたい
所に自由に行くことができます。これは人間の根
源的な欲求だから、それを可能にする技術が進化
するに違いありません。したがって、航空機は小
さくなるのが最終形で、これに伴い、小型航空機
部品の需要は拡大すると予想されます。ここにビ
ジネスチャンスがあると見て、長年の実績と最新
の技術を武器に、航空機関連機器の開発・製造に
力を入れています。

産業は「回り舞台」、次のステージ作りに注力

──新興国メーカーの参入やデジタル化の進展によ

り、工業製品が供給過剰になり、製品・技術のコモ

ディティー（汎用品）化のスピードが速まったと言わ

れています。この変化をどのように受け止め、どのよ

うな対応をされていますか？

産業は、劇場の「回り舞台」のようなものです。
これまで強かった電機、自動車、造船などの業種
でも、新興国の追い上げにあい、日本企業が国内
でのものづくりを続けることが難しくなりつつあ
りますが、これは産業が回り舞台である以上、歴
史の必然です。

産業人としては、舞台が回転することを認識
し、日本という舞台で新しい時代に合った演目や
役者を見つけ、新たな舞台装置、大道具・小道具、
照明等を工夫し、次のステージを作り続けていか
ねばならないのです。

今好調なハイブリッドカー向け角度センサーの
需要も、いずれは去っていくかもしれません。当
社では新しい時代に対応したステージとしてモバ
イル分野を見据えていますが、これとて永遠では
ないのです。常に先を見据えて、次のステージ作
りを不断に進めていくのが経営だと思っています。

──生産・研究開発拠点の海外移転についての御社の

姿勢・方針についてお聞かせください。

パラダイムシフトが起こり、既存事業がコモ
ディティー化した場合、その手だては二つありま
す。一つは、コモディティー化した事業を捨てる
こと。もう一つは、事業再編を行いそのリソース
を次世代産業へとシフトし、次のテーマに集中す
ることです。

私は欲張りなので、コモディティー化したもの
をただ捨てるのではなく、コモディティー化した
ものを喜んでくれる別の劇場に場所を移して戦い
ます。FA 産業がいずれ中国に移っていくのなら、

キラリと光る中堅・中小ものづくり企業のトップに聞く
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当社は現在飯田に置いている機能を中国に持って
いくつもりです。

そこにビジネスチャンスがあるのなら、中国に
展開するという方向性です。当社は、将来的には
飯田の事業所のコモディティー化した事業は、国
内向けは八戸事業所に集約し、新興国市場向けは
徐々に中国に移していく方針です。

グローバルニッチトップ企業の地位を堅持

──御社は、コモディティー化した製品だけでなく、

ハイブリッド車向け角度センサーという絶対的強みを

持っている高付加価値製品でも中国生産を始めると発

表されました。この海外生産シフトはどのような意図

によるものですか？

当社はエコカー向け角度センサーで世界シェア
9 割以上を誇るメーカーです。この市場で責任を
もって仕事をして、今の地位を今後も維持してい
くためには、常にアンテナを高く張り巡らし、顧
客のニーズに 100％応えられる体制を準備してお
く必要があります。

顧客が中国に生産をシフトし、今後は中国で調
達するから中国に出てきてくださいと言われてか
ら動くのでは遅いのです。自ら先回りをして顧客
の要望にいつでも応じられる準備をしておくこと
が重要です。これがグローバルニッチトップ企業
としての責任であり、宿命なのです。

トヨタ自動車さんは 2015 年をめどに、プリウ
スを中国で一貫生産するという方針を明らかにし
ています。当社は言われなくても先回りして中国
での供給体制を整える必要があります。

──国内に残す生産拠点は、マザー工場として生きて

いくのでしょうか？

私は、「マザー工場」という概念が少しずつ変化
し始めていると感じています。かつてこの言葉に
は、意気込みだけで国内生産を守り抜くというイ

メージがありました。でも、「日本でしかできない
ものづくりを行うマザー工場を国内に死守しよう」
と意気込むだけでは、グローバル競争を勝ち抜い
ていけないと思います。
「この製品は国内のマザー工場で試作・生産する」

と下手にこだわることは弊害が大きいと思いま
す。産業の「回り舞台」でステージを変えなけれ
ばならない時に、マザー工場にこだわると、市場
の本当のニーズからかけ離れいつまでもいとおし
く思い、時代に合わせてステージを切り替える決
断ができなくなります。

この点で、トヨタ自動車さんは立派だと思いま
す。ハイブリッド車でも、中国で売る車は中国で開
発し中国で製造すると明確に決めており、下手にマ
ザー工場にこだわっていないように見えるからです。

コモディティー化への対応や地産地消の原則か
ら、海外で生産すると決めたなら、海外拠点を早
く自立化させるためにも、（国内という）退路を断っ
ておく方がいい。現地拠点がやりやすくなるだけ
でなく、国内拠点では新しいものを追求しやすく
なります。

長年の実績に根ざした信頼が強み

──御社の製品は他社の追随を許さない強みを持って

いますが、その強さの源泉はどこにあるのですか？

世の中、モノが動く所にはほとんどモーターが
使われており、回転を制御するために、角度を測
るセンサーは不可欠です。それが使われる製品は
時代とともに姿形を変えていきますが、高価なセ
ンサーを、①大量生産できる、②超安値で製造で
きる、といった二つの顧客ニーズに応えることが
できた企業が勝者となるでしょう。

センサーの技術はあとから見ると簡単そうに見
えたり、ローテクに見えたりしますが、実は革新
的な改良の連続で手にしたものが多いのです。何
よりも、当社は 20 年前からこの事業を始めて、
これまでに作りためたセンサーの累計が 2,000 万

経済・産業
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〜 3,000 万個に達するという実績があります。こ
の実績に裏打ちされた安心と信頼が、後発企業に
とって最も超えがたいハードルだと思います。コ
ア技術に関する基本の特許権がこの先切れたとし
ても、実績に根ざした信頼と改良技術は参入障壁
になってくれるのです。

自前主義では勝てない

──モジュール化やアウトソーシングなどを進めて、

ものづくりを外部に依存し過ぎると、日本の競争力が

失われると危惧する見方がありますが、ご見解をお聞

かせください。

活用の仕方を誤れば、強みを失うこともあるで
しょうが、EMS の特質をしっかり活かせば、アウ
トソーシングのメリットは大きいと考えます。

自前主義にこだわって自社で全部やっていたの
では、国際競争に勝てません。自社の強みを見定
め、製品、市場の性格によって、自前か外注かを
決めて、外部資源をうまく活用することが重要で
しょう。

──東日本大震災以降、BCP（事業継続計画）の観点

から、拠点立地の見直しを行っていますか？

「地震列島＝日本」で事業を続け、世界シェア
90％超の企業として供給責任を果たしていくため
には、リスクを減らすために精一杯のことを行う
姿勢です。被災リスクをなくすことはできないが、
減災のためにできる手だてを講じていく方針で
す。拠点の分散化や、原材料調達の複数ソース化
などを行っています。

「自分が稼ぎ自分を養う」発想を持て

──日本の政治の混迷や経済政策のまずさについてど

うお考えですか？　また、産業空洞化回避策として何

が必要でしょうか？

政治家の中に「産業界は（こんなに困っていると）
もっと発言すべきだ」と言う人がいますが、これ
は筋違いです。政治家は税金で食べさせてもらっ
ているのだから、産業界が元気になって利益を出
し、税収を増やすにはどうしたらいいかを考える
のが仕事です。

電力不足に対する政府の認識も甘いと思いま
す。電力は産業にとっては大事な原材料です。「暑
いの、暗いのを我慢しよう」という話で済む問題
ではありません。原材料である電力供給を減らす
ことは、基本的にはそれを使う産業を縮めるとい
うことです。そうなれば、企業は当然、電力が安
く、十分に得られる場所に移って事業をします。

産業界は、自分が生きていくためにどうするか
を考えて行動するのが当たり前です。国内で商売
できなくなったら、当然海外に出て行きます。産
業界から要求されなくても、政府は国内の事業環
境を整備するなどして、空洞化を食い止めるべき
です。

いまの政治の問題点は、「自分で稼ぎ出し、自分
で養っていく」という発想が欠けていることです。
政治家も官僚も支出論議ばかりが熱心で、収入論
議のないことが致命的です。国の繁栄のためには
収入をいかに増やすかの議論がもっと必要なので
す。

キラリと光る中堅・中小ものづくり企業のトップに聞く
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インタビュー②
少量多品種に特化し市場を開拓、国内生産貫き 100 年企業を目指す

日本電鍍工業株式会社 代表取締役 伊藤 麻美 氏 に聞く

【解説】
同社は創業 1958 年の貴金属メッキの老舗企業

である。企業規模こそ小さいが、自社開発のメッ
キ液をベースに、厚メッキを貴金属に精巧に施す
技術や繊細な色調を再現する技術では日本最高レ
ベルとの定評がある。2007 年には経済産業省の「元
気なモノ作り中小企業 300 社」に選ばれ、2011 年
度にはさいたま市テクニカルブランド企業※に認
証されており、日本の製造業を支える中小企業の
一つと言える。

同社は業界屈指の技術力を持ちながら、今から
十数年前、倒産寸前まで追い込まれた。そうした
中、危機的状況にある会社に自ら飛び込み、再生
へと導いたのが創業者の一人娘で、現社長の伊藤
麻美氏である。

伊藤氏はラジオのディスクジョッキーから転身
し、宝石鑑定士を学ぶために渡米していたが、創
業者である父の急逝後、経営危機に陥った同社の
社長を 32 歳の若さで引き継ぎ、3 年で会社を黒字
化させた。倒産寸前だった中小企業を再生させた、

異色の経歴を持つ女性経営者として注目を集めて
いる人物である。伊藤氏は、経済産業省が 2012
年度に新設した通称「ものづくりなでしこジャパ
ン」と呼ばれる女性経営者の会の当初 12 人のメ
ンバーにも選任されている。

伊藤社長に、リーマンショック以降の環境認識
や、同社がどのようにして国内生産を貫き、顧客
に独自の価値を提供して企業を存続させているの
かについて、お話を伺った（聞き手は筆者）。

日本電鍍工業株式会社

設立：1958年
代表者：代表取締役　伊藤麻美 氏
資本金：1,000万円
従業員：68名
本社：埼玉県さいたま市
事業内容： 電気メッキ加工、無電解メッキ加工、イオンプレーティ

ング、その他表面処理
売上高：6億4,000万円

※  さいたま市が技術の独創性・革新性に優れた市内の研究開発型企業を認証する制度。

日本電鍍工業のメッキ加工製品の例（左：サックス、右：知恵の輪と
チェーン）

経済・産業
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【インタビュー抄録】
──リーマンショック、ユーロ債務危機、東日本大震

災を経て、日本の製造業は「六重苦」と言われる重荷

を背負っていると言われています。昨今の経営環境を

どのように認識していますか？

リーマンショック後の需要減少で、もちろん打
撃は受けました。でも、当社は少量多品種生産体
制をとっているために、リーマンショック直後の
売上の落ち込みは約 3 割ダウンと、同業他社より
は軽微で済みました。社長就任以来、進めてきた
顧客の多様化、分散化が功を奏したと思っていま
す。

その後も、欧州債務危機、人口減少、円高を背
景とする顧客企業の海外シフトなどを背景に、国
内市場のパイは縮小していますが、おかげさまで
当社は何とか売上を維持できています。

景気低迷期に優秀な人材を獲得

リーマンショック後の景気悪化局面に意識して
行動したことは、人材の獲得です。中小企業はブ
ランド力がないため、常に採用に苦労します。し
かし、リーマンショック後に大手企業が採用を抑
制した 2009、2010 年の 2 年間に、当社としては
大量となる 12 名（新卒、中途計）の社員を採用
しました。

国内生産にこだわり続け、価格競争の世界に巻
き込まれることなく、顧客に独自の価値を提供し
て企業を存続させていくためには、優秀な人材の
確保が必要不可欠です。10 年後に年配の社員ばか
りの会社にならないよう、いい人材を確保して育
成することが重要です。そして不況期こそが、普
段当社が採れない優秀な人材を獲得できる絶好の
チャンスです。取引先金融機関にそう説明して、
大量採用に踏み切ったのです。

自家製のメッキ液を持つ強み

──御社の強みはどこにあると認識されていますか？

もともと当社には、創業当初から国内大手時計
メーカー全社から注文を受けてきた中で培われた
高い膜厚管理技術があったほか、メッキ液を自社
開発して顧客の高度な要求に応え続けてきた結果、
蓄積された独自のノウハウがありました。自家製
のメッキ液を保有しているため、顧客ニーズへの
きめ細かい対応やトラブル発生時の迅速な対応が
可能です。

特に ｢ 厚メッキ ｣ と呼ばれる技術に強みを持
ち、装飾性、機能性、耐久性に優れるため、宝飾
品をはじめとするハイエンド商品に当社の技術が
数多く採用されています。 

量産になるものはやらず、少量多品種に特化

──技術力があっても、事業で勝てない日本企業が増

えてきました。新興国メーカーの参入やデジタル化の

進展により、製品・技術がすぐにコモディティー化し、

価格競争に巻き込まれてしまうためです。そんな中

で、御社はどのようにして、高い技術力を事業拡大に

つなげているのですか？

追いかけてはいけない仕事を明確に決めていま
す。それは、自動車部品や家電部品など、量産に
なってしまう部品の加工です。これらは発注のス
パンが非常に早く、3 カ月単位で仕様が変わるに
もかかわらず、コストダウン要請が強いという特
徴があります。こういったメッキは価格競争にな
るため、国内でやっていたのでは勝ち目がありま
せん。また、はやりすたれのある仕事は、追いか
けないと決めています。

会社を再生した時以来、当社の基本方針は、特
定の大企業や特定分野に依存することなく、当社
の高い技術力を評価し、活用していただける顧客
を幅広く開拓し、少量多品種生産型の事業構造を

キラリと光る中堅・中小ものづくり企業のトップに聞く
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つくり上げることです。そのために、貴金属加工
業のネットワークに加入したり、展示会にブース
を出している企業に営業をかけたり、できること
は何でもやりました。

脱「下請け」のきっかけになった出来事は、あ
る医療器具メーカーから特殊なカテーテルにメッ
キを施せないかと相談を受けたことでした。さま
ざまな工夫を凝らして何とか金メッキを施すこと
に成功し、医療器具分野への進出を果たしました。

そのほか、メッキの種類やムラのあるなしに
よって音色が微妙に変わるという管楽器、金属ア
レルギーを起こさないイオンプレーティングなど、
多様な分野に積極的に乗り出して、販路を拡げて
います。

顧客企業が生産拠点の海外移転を積極化させて
いる中で、国内市場のパイが縮小しているのは確
かです。しかし、日本にいても独自の強みを提案
することで、価格競争に陥らずに、新たな顧客を
獲得していくことは可能です。その原動力は、「貴
金属メッキ技術ならどこにも負けない」という自
信です。「自社の技術は日本一、アジア圏一、世界
最高水準」と自己暗示にかけて市場開拓をし、活
路を切り開いています。

医療・美容・健康が重点ターゲット

──市場開拓の重点分野はありますか？

私が一貫して重点ターゲットとしている分野
は、医療、美容、健康の 3 分野です。これらは景
気の良しあしにかかわらず、底堅い需要が見込ま
れるからです。こうした分野で、社会から愛され
る製品に採用されるような技術開発に取り組んで
います。

医療器具では、直接肌に触れたり、体内で使用
したりするものがあるため、高い安全性が求めら
れます。例えば、カテーテルを先導するガイドワ
イヤーでは、当社のメッキ技術を活用して、無垢
材（金、白金）に負けない安全な品質を持った製

品を開発しました。
健康分野では、シリコン、ガラス、タングステ

ンなどの素材へのメッキやニッケルを使わない
メッキ技術を活用した、アレルギー対策製品の加
工などを手がけています。

少量多品種への事業転換を進めるに当たり、当
初は従来から得意分野だった、見た目の美しさを
売りにする装飾メッキよりも、高い技術力を武器
に先端部品への機能メッキの仕事を受注すること
に注力していました。

ところが、昨年、国際宝飾展に出展した時の反
応から、市場で装飾メッキの潜在需要が大きいこ
とに気づき、最近は装飾メッキの拡販を強化して
います。装飾メッキは時計メーカーの下請け時代
からやっているので、当初は過去の栄光にすがり
たくないとの思いがあったのですが、長年蓄積し
た強みを捨てる必要はないと軌道修正しました。

国内生産を貫き100年企業を目指す

──生産拠点の海外移転はしないのですか？

当社は国内生産にこだわり、海外生産はしない
方針を貫いています。

ここ数年で多くの同業他社が、中国をはじめと
する海外に生産拠点を設置しました。しかし、低
コストを求めて、あるいは親会社や大企業に海外
に出ないと取引を継続しないと言われて、安易に
海外に生産拠点をつくるのは危険だと考えていま
す。

中国で人件費が上昇してきていますが、安い人
件費を求めて、地の果てまで転々と拠点を移して
いくことが果たしていいことなのか。メッキは廃
液設備などで投資額がかさむため、安易な海外進
出は自分の首を絞める結果になりかねません。海
外工場の立ち上げを成功させるには、エース級の
社員を現地に送り込む必要がありますが、当社の
ような中小企業でそれをやると、肝心の国内の戦
力がダウンして元も子もなくなってしまいます。

経済・産業
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──御社にとって国内で生産することの意義をどのよ

うにお考えですか？

私は、会社の規模を追求するのではなく、100
年続く会社になることを目指し、地域の雇用を守
り、社員を幸せにすることを最優先にしていま
す。海外に工場を移して、現地スタッフを雇って
会社が大きくなっても、国内で社員を雇えなく
なったのでは、私にとって意味はありません。

国内に立地して、顧客目線に立って、新技術へ
の挑戦を続け、常に市場や社会が必要としている
製品に携われるような会社になることを目指して
います。いいモノをつくるだけでなく、社会、地
球、人類に喜びを与えられるようなモノを手掛け
ることが私の理想です。

異業種連携で活路を開く

──輸出、すなわち海外需要の取り込みについては、

何をされていますか？

生産拠点が国内だけの当社が海外の顧客から
メッキ加工だけを受注することは、輸送コストの
高さを考えると困難です。しかし、その他の工程
とメッキ加工とをコラボで、当社を含む日本勢が
受注するという形態は十分あり得ます。

こうした展開を狙って、得意分野で異業種との

交流や連携に力を入れています。その一例が、「さ
いたま市医療機器研究会」の活動です。当社はこ
の研究会のメッキ分科会の中心企業になっていま
す。このほか、再生医療の分野では、つくば大学
と共同研究を進めています。

──国内の製造業の空洞化に対する懸念についてお考

えを聞かせてください。

知り合いの企業がノベルティーグッズとして使
うやかんを中国メーカーに作らせたら、できばえ
に不満があったので、国内企業に発注しようとし
たところ、もはや日本でやかんを作るメーカーは
残っていなかったという話があります。

やかんを製造する技術が国内から失われても、
日本にとって損失ではないのかもしれませんが、
これまで日本のものづくりを支えてきた国内の多
様な技術の集積と、それを担う中小企業が、国内
に存続できなくなって姿を消すことは、日本独自
の強みの喪失、ものづくり全体の弱体化につなが
ると思います。メッキ加工業界はまだ後継者がい
る方ですが、多くの要素技術が中小企業の後継者
難で消滅の危機に瀕しています。

政府は中小企業支援策としてさまざまなメ
ニューを用意してはいますが、個々の施策がばら
ばらで、日本として中小企業をこうしたいという
方向性が見えない点が問題だと思います。

まとめ─ インタビューを終えて
価格競争に陥らず、独自の価値で勝ち残る秘訣とは

今回インタビューさせていただいた 2 社は、事
業内容、会社の規模などは大きく違うものの、グ
ローバルな構造変化を見据えて勝ち残るための取
り組みには、多くの共通点が見られた。まとめに代
えて、両社の行動の特徴を 9 項目に整理してみた。

1．	価格競争に陥らない領域で、技術で付加価値
をつけて勝負する

多摩川精機は、コモディティー化し、中国企業
が競合相手になる分野は国内生産をやめ、日本で
は、大量生産になりにくく、つくり込みで付加価
値を付けられるような航空機や宇宙分野の部品の
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分野を手掛けている。
日本電鍍工業は、量産になる仕事は追わず、少

量多品種に特化している。

2．模倣されない技術の源泉は「積み重ね技術」
他社に簡単にまねされない技術の源泉となって

いるのは、革新技術だけではなく、それ以上に、
長年にわたり蓄積されてきた積み重ね技術が重要
な強みとなっている。

多摩川精機の場合は、積み重ね技術でセンサー
を長年大量に作りためてきた実績に裏打ちされた
安心と信頼が、日本電鍍工業の場合は、長年培っ
たメッキ液を内製する技術や膜厚管理技術が、そ
れぞれ他社との差異化ポイントとなっている。

3．経済的自立度を高める
リーマンショック後の不況の際の教訓から、両

社とも、特定企業や特定業界に過度に依存しない、
分散型の顧客構造を志向している。多摩川精機が
地域（飯田市）の産業振興を考える場合も、同じ
視点を重視している。

4．人材の確保・育成を重視する
両社とも独自の技術で付加価値を生み出してい

る会社であるため、人材の確保・育成を重視して
いる。

社員の 3 割以上が技術・開発職という技術者集
団である多摩川精機では、地域の人材育成のため、

「スキルアップ塾」を開催し、技能五輪選手の輩出、
ひいては飯田地方のものづくり産業に貢献する技
術者の養成を図っている。I ターンや U ターンに
よって外部から優秀な人材を引き込む取り組みも
している。

日本電鍍工業は、リーマンショック後の不況期
を会社の将来を担う人材獲得のチャンスとして活
用した。同社には、社員一丸となって常に新しい
技術に挑戦する風土が根づいている。

5．	新規市場参入のため、企業連携やクラスター
を活用・促進

多摩川精機および飯田航空宇宙プロジェクトで
は、航空機・宇宙産業ビジネス参入を狙って、特
殊技術を持つ企業同士の連携や産業クラスターを
活用した受注を目指している。

日本電鍍工業も、さいたま市医療機器研究会の
活動や大学との共同研究などで活路を開こうとし
ている。

6．単体でなくユニットやシステム売りを指向
新規市場参入に当たり、両社とも従来のように

単体部品、単独工程での受注でなく、技術力のあ
る複数企業が連携して一つのユニットやシステム
として顧客に提案する取り組みを行っている。

7．環境変化を生き抜く柔軟性
両社とも、環境変化に対し会社のあり方を柔軟

に変える姿勢が見てとれる。
多摩川精機は、パラダイムシフトに対応するた

めに、これまでのやり方にこだわらず、事業構造
や生産体制を柔軟に変化させている。

日本電鍍工業の場合も、時計メーカーの下請け
時代からやっていた装飾メッキ分野を「過去の栄
光」と一度は退けたが、市場で潜在需要が拡大し
ていることに気づくと、再度強化するなど、柔軟
な対応を行っている。

8．地域とともに発展する
多摩川精機は創業者（萩本博市氏）が、飯田地

域を貧困から救うために、教師になるという夢を
あきらめて技術者になり、同社を創業したという
経緯があり、地域経済の発展への貢献が会社の存
在理由となっている。

日本電鍍工業は、拡大志向はなく、会社を継続
し、地域で雇用を生み出し続けることが経営の最
優先事項となっている。

経済・産業



2012.7・8　経営センサー
2121

9．立地戦略の正解は一つでない
以上、両社の共通点を見てきたが、グローバル

化への対応として海外に生産拠点を置くか否かに
ついては、両社の選択は分かれる。最後に、この
点における両社の行動を整理してみよう。

多摩川精機は、長年、国内生産 100％を続けて
きたが、2010 年以降、海外工場も設立し、グロー
バルな生産体制の構築へと舵を切っている。コモ
ディティー化し、国内生産では採算が合わないが、
中国を舞台に展開すれば勝算がある分野、および
顧客の海外生産シフトに対応してグローバルニッ
チトップ企業として現地での供給責任がある分野
については現地生産を進めている。しかし、国内
拠点を縮小しているわけではなく、国内では新し
い時代を見据えた次世代産業へと資源をシフトし
ている。これは、パラダイムシフトに対応して国
内の事業構造を変えていかなければ、グローバル
競争に勝てず、地域経済の発展もないとの認識に
基づく行動である。

一方、日本電鍍工業は、日本でのみ開発・生産
することを決意し、地域を離れず、地域に基盤を
持ちながら発展することを目指している。

人口減少や顧客企業の海外シフトで国内での需
要がしぼむ中、中小企業も海外に進出しなければ

存続・成長できないといった考え方が通説となっ
ている。しかし、これは妄信かもしれない。

財務力や人的資源の余裕に乏しい中小企業に
とって、海外拠点設立を成功させるのはそう簡単
な話ではない。「バスに乗り遅れるな」式や追い込
まれ型の海外展開では、成功確率が低いと思われ
る。たとえパイが縮小する市場であっても、国内
拠点にとどまり、自社の強みを考え抜いて磨き上
げ、新たな市場を開拓していくといった日本電鍍
工業のような選択肢は、中小企業の場合は一つの
有効なアプローチと考えられる。

価格競争に陥らず、独自の価値で勝ち残るため
の立地戦略に、たった一つの正解はないことを、
今回インタビューさせていただいた両社の事例が
示している。

＊　　　　＊　　　　＊

価格競争に巻き込まれることなく、独自の価値
で勝ち残るにはどうしたらいいか──多くの日本
のビジネスパーソンに突きつけられたこの命題を
考える上で、本稿で取り上げたキラリと光る中堅・
中小ものづくり企業の事例の中には、多くのヒン
トが詰まっているように思う。

キラリと光る中堅・中小ものづくり企業のトップに聞く




