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【グループ研究応援事業研究報告】

小規模企業のイノベーション支援

きさらぎ会

近藤健一、西岡武則、中谷　誠、足立晶一

笹原諒馬、上野研一郎

Ⅰ　研究の背景と目的
経営環境が大きく変化していく中で中小企業に

とってイノベーションは重要であり、その支援は

国だけなく地方自治体においても行われている。

イノベーションは、市場と技術において全く新し

い変化をもたらす「構築的イノベーション」と既

存の市場と技術の範囲での変化をもたらす「通常

的イノベーション」に大きく分けることができる

が（本多、2013、pp.119～120）、地方自治体にお
いてはベンチャー企業等の構築的イノベーション

だけでなく、一般的な中小企業の通常的イノベー

ションを支援することも重要である。なぜならば、

地域経済の安定を図るためには、圧倒的多数の一

般的な中小企業が生き残りのために行う通常的イ

ノベーションを支援することによって、その経営

の存続を支援することも重要だからである。

都道府県におけるイノベーション支援の１つと

して知事による経営革新計画の承認制度（以下、

単に「承認制度」という。）が中小企業新事業活動

促進法において設けられている。経営革新には小

規模企業の創意工夫を含めたイノベーションも該

当する。しかし、多くの中小企業の経営者は通常

的イノベーションの必要性は理解できても、様々

な資源の不足から取り組むことができていないも

のと思われる。古いデータだが中小企業庁の調査

では、「中小企業が新たな活動を行う際の障害」の

回答では「人材不足」が最も多く（52％）、２位の
「技術情報不足」（32％）、３位の「市場情報不足」
（29％）も含めれば、人的・時間的に余裕が無いこ
とがうかがえ（中小企業庁、2000、p.19）、特にス
タッフは代表者のみというケースが多い小規模企

業においては、この人的・時間的不足は甚だしい。

研究会では、商工会が承認取得支援を行った小

規模企業を事例に、その人的・時間的不足を支援

機関が補うことによって、どのようにイノベー

ションの道筋づくりが進み、どのような成果が産

み出されたのか明らかにすることを目的に研究を

行った。

Ⅱ　研究の方法
研究の方法は以下のとおりである。

メンバーが１～２ヶ月に１回集まり、書籍等に

基づき、仮説や事例の検討を行った。

仮説に基づき、仮説を検証する適切なヒヤリン

グ先を探し、調査票を作成した。

ヒヤリング終了後は、調査結果の報告と仮説の

再検討を行った。

ヒヤリング調査先は、支援を受けた企業、支援

を行った経営指導員、支援を行った専門家の３者

とした。なお、この研究に先立ってメンバーの一

人が事前に行っていた調査（調査Ⅰ）の結果も、

研究に活用した。

調 査 Ⅰ：経営指導員へのアンケート調査

相 手 方：商工会の経営指導員８名

実施時期：平成25年８月から11月
実施方法：メールにてアンケート調査

調 査 Ⅱ：支援をうけた企業へのヒヤリング調査

相 手 方：足立織物株式会社

実施時期：平成26年２月１日（土）
実施方法：��同社足立利信社長、足立有希氏（利信

氏の長女）、足立美由希氏（利信氏の三

女）へのヒヤリング調査

実施場所：同社西脇市の事業部

調 査 Ⅲ：�支援を行った専門家へのヒヤリング調
査

相 手 方：イグレック田中洋介代表

実施時期：平成26年４月20日（日）
実施方法：同代表へのヒヤリング調査

実施場所：のじぎく会館にて
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調 査 Ⅳ：�支援を行った経営指導員へのヒヤリン
グ調査

相 手 方：�加東市商工会篠原課長（前多可町商工
会）

実施時期：平成26年８月30日（日）
実施方法：同課長へヒヤリング調査

実施場所：加東市商工会館

Ⅲ．研究の内容
１．経営指導員による承認取得支援の特徴

〔調査Ⅰの結果〕

承認取得支援を行っているのは経営指導員だけ

ではない。中小企業診断士や民間コンサルタント

等の専門家も多数おり、平成24年度には国が経営
革新等支援機関の認定制度を設け、平成26年６月
現在で全国で21,893件、兵庫県で1,003件もの機
関・専門家が認定されている。このような民間の

専門家と指導員の支援にはどのような違いがある

のか。

調査Ⅰによれば、８名の支援した承認企業24事
例では次のような特徴が見られる。

帝国データバンクの調査によれば（帝国データ

バンク、2011.4）、承認制度の活用理由として最も
多いのは、「税や補助金、融資などの優遇措置に魅

力を感じたから」と回答する企業であり、60.1％
を占める。一方で経営計画を立てることに意義を

感じた企業は22.8％に留まる。それに対し、アン
ケート調査では経営指導員が支援した経営者の

75％は、経営の見直しや経営への不安を有すると
ころから始まっており、既に新事業展開への意欲

や新商品のアイデアを有する者は25％に留まる。
また、経営指導員は承認企業の46％を巡回訪問
から申請に導き、54％をそれ以外から導いている。
そして、承認企業の67％は商工会主催のセミナー
（無料又は低額）を活用しているが、セミナーに自

ら参加した者は1名だけで残りは経営指導員の勧誘
による。以上より、自ら経営計画策定に積極的な

姿勢を持つ、やる気がある経営者だけでなく、地

域の多様な経営者を様々なサービスを活用しなが

ら承認取得に導いている。経営指導員は本来経営

計画を立てることが必要な地域の経営者を経営革

新計画の申請に導いていることが明らかになった。

より意義が高い活動を行っていると言える。

２．支援を受けた中小企業の事例

〔調査Ⅱ及びⅣの結果〕

⑴　企業概要

ヒヤリング調査は足立織物株式会社（以下、単

に「足立織物」という。）に対して行った。同社を

ヒヤリング対象とした理由は、承認制度による成

果と商工会等の支援内容が明確であるからである。

足立織物は、昭和25年創業の西脇市・多可町を
中心とした地場産業である播州織の事業者である。

播州織は賃加工の事業者が多かったが、足立社長

はチャレンジ精神が強く、自社でオリジナルの製

品を生産したいと思っており、昭和45年頃から自
社でハンカチなどの贈答品生産の取り組みを進め

てきた。半歩でも前に出れば世の中から注目され

ると考えており、「何かやりたい」「何かしなければ」

という思いがあった。

播州織については、業界全体として経営者の視

点が足りなかったと言う反省がある。損益分岐点

など、経営に関する知識視点が無かった。ビジョ

ンや視野に欠けていた。相手からのオーダーを待

つ受け身の姿勢で、PR等をしていなかった。
自社としては、チャレンジしなければという危

機感は昔からあり、リスクとリターンを取って自

社製品の製造に取り組んだ。そこで、ハンカチな

どの贈答品を製造してきたが、社会の変化により

贈答品の需要が減少するという課題を抱えていた。

そのような中、東日本大震災が起こり、千葉

県の取引先から、同社の圧縮技術を使い防災用

毛布を作って欲しいという依頼があった。そこで

「MOBE」（モーブ）という「約A4サイズ」まで圧
縮した防災用毛布を開発し、納入を行った。

以上が経営革新計画の承認取得に取り組むまで

の経緯である。企業概要は以下のとおりである。

【概要】

社　　　名：足立織物株式会社

本社所在地：多可郡多可町中区

資　本　金：1,000万円
従 業 員 数：10名
業　　　種：繊維製造販売、贈答品製造販売等

⑵　支援の経過

平成24年７～８月頃、多可町商工会女性職員
が巡回する中で、足立織物の後継者（三女：美由

希氏）より、当時、同社が作成中であったホーム

ページの案の意見を求められた。女性職員はS指
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導員に話をつなぎ、S指導員が訪問し、WEBデザ
イナーを専門家派遣制度を利用して派遣し、同社

のホームページを完成させた。S指導員はその過
程で同社の真空圧縮毛布の話を聞き、それをネタ

にすれば経営革新計画の策定支援ができると考え

たが、すぐに話をしても策定・申請の意義等を理

解してもらえないと考え、その際には提案をしな

かった。

S指導員は後継者２人（有希氏、美由希氏）が
意欲を持っていることを感じたため、同年９～10
月に多可町商工会・加東市商工会の主催で開催し

た「女性のためのステップUPセミナー」（全７回。
講師：黒野秀樹診断士）の受講を勧め、２人は受

講することになった。２人は熱心に受講し、セミ

ナーの中で話のあったリーフレットの作成などに

も関心を示したが、S指導員は基礎となる計画が無
いままでいろいろなことをしても限界があるもの

と考え、経営革新計画の策定に取り組んでみては

どうかと提案した。後継者２人には、「行き当たり

ばったりではなく、１本筋を作ってみてはどうで

すか？」と聞こえたという。

こうして、足立織物は経営革新計画の申請に取

り組むことになったが、これは継続的に支援に取

り組んでいたS経営指導員の勧めがあったからで、
チラシによる勧誘であれば、取り組んでいないと

いう。

後継者２人は同社の真空圧縮技術を活用したA4
サイズの毛布で経営革新計画を申請しようと考え

た。この開発コンセプトは申請以前から有してい

たものだった。というのは、すでに前段階の商品

「MOBE」が開発済であったが、それは「約」A4
の大きさであり、その「約」を取って、A4サイズ
の圧縮毛布を販売したいと考えていたからである。

また、「MOBE」は製造していたものの、売り先が
限定的であり、自分たちが販売するにしてもPR方
法がわからないという課題も認識していた。この

ように、すでにある開発コンセプトと、解決すべ

き課題の認識がはっきりしていた。

そして、意見を出す中で話を膨らませ、紙に書

き、文章にまとめていった。しかし、自分たちが

思っていることを、文章にすることは非常に難し

い。また、具体的な数字、計算に弱いということ

を認識した（以上、足立織物、2013）。
しかし、なかなか申請書の作成が進まなかった。

そこで、S経営指導員がたたき台を作成し、それを
もとに申請書作成を進めることとした。このよう

にS経営指導員は進捗管理を行った。後継者２人
は取組中、承認取得ができるのかという不安があ

り、また日常の業務に上乗せされるため、大きな

負担となった。特に申請書の作成時期は同社の繁

忙期である贈答シーズンと重なったため、睡眠時

間は入浴中に湯船の中だけでとったということも

あった。後継者２人によれば、S経営指導員の助け
があったからこそできたという。そして申請書が

完成し、平成25年２月に申請を行うことができた。
書類作成には３ヶ月要した。

審査会でのプレゼンテーションと質疑応答を経

て、足立織物は平成25年３月に経営革新計画の承
認企業となった。テーマは、「備蓄用品の新しいカ

タチ～世界一のコンパクト～表面が平らで美しい

真空パッキングの特許技術を活かした防災用品の

開発と市場の開拓　A4サイズ非常用真空パック毛
布の加工販売」であった。

⑶　経営革新計画承認取得後の支援と成果

足立織物が承認計画に基づき開発した新商品―

―エマージェンシーブランケット「EB-201」は、
平成25年７月に販売開始した。当初計画どおり、
新商品は防災毛布をA4サイズまで圧縮したため、
書棚に並べたり、机の引き出しに収納可能なもの

であり、兵庫県の災害救助用毛布と比較してもか

なりコンパクトである（図１、図２）。さらに、毛

布の色を救助色としたほか、安心感を求めてふわ

ふわでやさしい毛布を使用し、長期保存を可能と

するため防水性、防虫・防カビ性に優れている５

層構造のハイバリアフィルムを採用という３点の

特長を有していた。

新商品の発売に当たっては、S経営指導員が専門
家派遣制度によって大谷芳弘氏を派遣し、プレス

リリースの支援を行ったことも手伝い、販売前後

よりマスコミ等に多数取り上げられることになっ

た（同社HPより）。
　平成25年６月　朝日新聞（6/27）
　　毎日新聞・産経新聞（6/30）
　平成25年７月　読売新聞（7/5）
　　日刊工業新聞（7/9）
　　神戸新聞（7/20）
　　日経MJ（7/31）
　　『しんくみ』（全国信用組合中央協会）7月号
　　『商工会』（兵庫県商工会連合会）7月号
　平成25年９月　�『JUMP』（ひょうご産業活性化セ

ンター）9月号
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　平成25年９月　朝日放送「キャスト」（９／３）
　　ラジオ関西『おもしろひょうご楽』（９／ 15）

【図１】

【図２】

それ以外にも多可町商工会では次のような支援

を行っている。平成25年６月にはS経営指導員が
申請書の作成を支援していた、「平成24年度ものづ
くり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助

金」（通称「ものづくり補助金」）に同社計画の採

択が決まった（経営革新計画と同内容）。また、７

月開催の兵庫県主催「北播磨繁盛企業セミナー」

で同社は承認計画の内容について講演をすること

になり、S経営指導員が専門家派遣制度によって民
間コンサルタントである田中洋介氏を派遣し、プ

レゼン内容と方法について検討を行った。引き続

き、S経営指導員の支援によって同年１２月には足
立織物は中小企業庁の「がんばる中小企業・小規

模事業者300社」に選ばれた。
一方で足立織物単独でも以下のような取り組み

を行った。「EB-201」について公益財団法人日本デ
ザイン振興会が主催する「グッドデザイン賞」申

請の準備を進め、平成25年６月申請を行った。そ
の結果、同年10月には「優れたデザイン」と評価
され「グッドデザイン賞」に選ばれるとともに、

さらに、中小企業の受賞対象の中で特に優れてい

るものに贈られる中小企業庁長官賞受賞（特別賞）

も受賞することになった（「グッドデザイン賞」に

ついては同賞ホームページを参考にした。http://
www.g-mark.org/、2014年11月30日検索）１）。ま
た、自社及び製品の宣伝につながるため、商工会

等で講演も行うようになった。

翌平成26年１月にはものづくり補助金等を活用
し、生産性向上の設備の導入が行われ、生産体制

も整った。

このような一連の取り組みの結果、新商品及び

足立織物の認知度上昇につながり、元来、この新

商品はA4サイズにして、書庫に並べたり、机の引
き出しに収納可能なことを売りにして、ジュンク

堂などの書店に並べられることを目的としていた

が、開発コンセプトどおりジュンク堂で販売でき

たほか、東急ハンズなどでの取扱や、企業・自治

体から受注も決まった。

以上の直接的効果があったほか、以下のような

間接的効果も見られた。「真空」を活かした商品

開発の発想や焦点を絞る、見える化等の論理的思

考の形成などの効果があった。また、それまで商

工会の無料の専門家派遣制度の活用に留まってい

たが、自費負担でも専門家の活用を図りたいとい

うことで、神戸の専門家に依頼し、25年９月頃か
ら月１回顧問としてきてもらうことになった。そ

れ以外に経営者や後継者の支援機関等とのネット

ワークの形成といったこともみられる。

⑷　成功の要因

このような効果が見られたのは、次のような要

因があった。まず、社長の経営姿勢である。社長

はチャレンジ精神が旺盛で、1960～70年代からオ
リジナル商品への挑戦などを始めており、技術の

蓄積と商品開発への抵抗がなかった。次に、当時

長女、三女の２名が経営を手伝っており、新事業

を担う後継者が存在したということである。そし

て、何よりも前段階の商品「MOBE」が開発済で
あり、その課題を認識していたということである。

その意味では、たとえ、経営革新計画を策定しな

くてもA4サイズの新商品は完成していたものと思
われる。

しかし、ここで重要なのは多可町商工会の支援
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があったということであろう。S経営指導員が中心
となって、様々な取り組みを行うに当たっての情

報提供やきっかけづくりを行うとともに、経営革

新計画の申請書作成に当たっては文章化（論理化）

の支援を行い、進捗管理を行った。また、S経営指
導員が経営革新計画前後に、黒野診断士、田中氏、

大谷氏等をセミナーの講師や派遣する専門家とし

て、適切な時期に適切な専門家をコーディネート

したことも注目される。S経営指導員は平成24年
の夏以降、継続的に関与し続け、タイミングを得

たアドバイスと、適切な次期に適切な専門家を派

遣したことが有効であった。

その結果、経営革新計画の承認取得が単なる新

商品開発ではなく、計画策定ということで効果を

発揮したものと思われる。これらが間接的効果を

もたらしたものと思われる。

３．専門家からの聴き取り〔調査Ⅲの結果〕
調査Ⅲで聴き取った内容は以下のとおり。

⑴　小規模企業の強み・弱み

小規模企業も強みはあるが、それぞれの企業で

異なり、そもそも自社の強みについて気づいてい

ない。強みを発揮させるためには支援者が必要。

支援者が他人の成功事例を教えることで固定観念

を取り払う必要がある。何度も紹介し続ける必要

がある。見えない需要を見つけていくことが必要。

小規模企業の場合、「心」。このような領域には効

率性を求める大企業は入ってこない。大企業には

小さい売上でも、小規模企業にとっては大きい売

上になる。

⑵　小規模企業の経営者の危機意識等

小規模企業の経営者は危機意識を持っていても、

それが改革や行動に結びついていない。やり方が

わからないのだと思う。そこで支援者が必要とな

る。「やる気」を持たせ、火をつけたら動き出すが、

支援者が定期的にフォローしないと行動は継続で

きず、意欲がそがれ、過去の行動に戻ってしまう。

小規模企業は行動が成功し、ちょっと売上等が良

くなったら、行動をやめてしまう。成功が続くと

思ってしまう。大きな企業は次に何をしようとい

う考えを持っているが、小規模企業は同じところ

を堂々巡り。

⑶　経営革新計画について

計画を立てるということは本来当たり前のこと。

計画を策定することで経営者の頭の中でまとまり

がつかないものを整理させる。コンセプトを明確

にさせていく。バラバラなものをまとめたり、大

きすぎる計画で対象等を絞り込ませる。

承認取得は知名度の向上につながる。新聞で取

り上げられると、自信につながる。

思考のステップを踏んでやっていくことで効果

がある。ステップを踏んで経験したことが、その

後の行動に役に立つ。ステップを踏むやり方が他

の施策利用につながっていく。小規模企業には時間

もノウハウもないので、支援者の支援が必要になる。

Ⅳ　研究結果
１．中小企業支援への示唆

本研究の結果が、小規模企業のイノベーション

支援に示唆するものは以下のとおりである。

まず、第１に、資源が不足する小規模企業でも、

経営指導員や県の補助を受けて商工会が設けてい

る専門家派遣制度などによる公的な支援を受けれ

ば、イノベーションの取り組みを進めることがで

きるということである。

これには次の含意がある。経営指導員は経営改

善普及事業の担い手であり、元来、経営指導員制

度は、小規模企業に基本的な経営管理の用具や知

識が欠けていることから巡回指導や講習会による

経営知識の普及を進めるとともに、経営者に時間

的余裕がないことから事業資金の借入の斡旋や社

会保険等に関する事務代行を実施するために設け

られた（黒瀬、1997、127－128頁）。しかし、中
小企業基本法の考え方が「格差是正」から「多様

で活力ある中小企業の育成・発展」を図ることへ

転換したこと、それ以上に経営指導員制度が設け

られた高度成長期とは会員のニーズが変化してい

ることから、たとえば、鎌田他（2009）によれば
行政の一部に「商工会の専門的指導が不十分」と

の不満があるという。

より直接的な商工会の危機感の源泉は商工会地

域における商工業者数と会員数の減少にあると思

われる。10年間で兵庫県内の商工会地域の商工業
者数は減少しているが（▲８％）、そのなかでも特

に小規模事業者が減少しており（▲10.6％）、会員
の大多数が小規模事業者である商工会の会員数は

大きく減少している（▲21.7％）。なお、兵庫県内
の商工会では、従業員数5人以下の会員が86.1％、
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20人以下の会員が95.6％を占める（兵庫県商工会
連合会、2013）。
この問題意識は兵庫県の商工会でも同様に共有

しており、兵庫県商工会連合会（2010）では、商
工会の経営支援は「税務・金融・労務などの基礎

的経営支援」から、「経営革新・第二創業・農商工

連携・事業承継などの専門的経営支援」が強く求

められるようになってきたとし、会員の期待に応

えるためには職員の意識改革、資質向上を図り、

専門指導体制の構築の必要性を訴えている（68
頁）。すべての指導員ではないかも知れないが、足

立織物の支援事例を見ればわかるように、専門的

経営支援を行っているのである。

小規模企業が取り組むにあたっては人的・時間

的な不足が甚だしく大きな負担が生じる。調査Ⅲ

でも商工会関連の支援が多い専門家・田中氏も取

り組みを持続させることの難しさを証言していた。

半社内スタッフとしての経営指導員の存在が重要

だと言える。

第２に、小規模企業のイノベーション支援では

事業化という見える直接的効果だけではなく、商

品開発の発想や焦点を絞る、見える化等の論理的

思考の形成などのような間接的効果も見られるた

め、このような間接的効果にも着目し、施策立案、

施策実施を行うべきである。

この点で注目すべきは本多哲夫教授（大阪市立

大学）の一連の指摘であろう。本多教授は、本多

（2013）で中小企業施策が施策利用者に対して「施
策利用による「直接的な効果」だけでなく、施策

利用によって他の活動につながるという「間接的

な効果」をもたらして」いることを指摘し、その

例として「その後の交流会や勉強会への参加とい

う新たな学習や刺激の場の構築につながってい

た。」「異業種交流会の活動が促進されている」。「経

営塾OBでの交流会・勉強会での学習へとつながっ
て」いる。「産創館スタッフとの情報交換が密にな

り、企業にプラスの影響を与えていると考えられ

る。」ことを指摘している（本多、2013、230－231
頁）。また、本多（2014.4）でも、自治体中小企業
支援施策が「施策利用による「直接的な効果」だ

けでなく、施策利用によって他の活動につながる

という「間接的な効果」をもたらしていた」とい

うことを指摘している。その上で、本多（2014.7）
では、自治体の中小企業施策の政策評価に当たっ

て、定量的なものだけでなく、このような間接的

効果も評価対象として政策評価を行うべきではな

いかと問題提起を行っている。今回の研究会の研

究内容もそのことを支持する。

以上より、様々な資源が不足している小規模企

業のイノベーション支援のためには、公的な支援

制度による地道で継続的な支援が必要であるとい

うことが明らかになった。また、そこにおいては、

事業化等の直接的効果だけでなく、論理的思考の

形成などの間接的効果も見られるため、そのよう

な効果も評価の対象とすべきである。

２．兵庫県の中小企業施策への示唆
筆者は近藤他（2014）において、承認制度を活

用した中小企業のイノベーションの支援体制につ

いて検討を行った。そのなかで１．基礎的経営支

援を行ってきた商工会の経営指導員のなかに専門

的経営支援を行っている者が現れていること、２．

一部の商工会が組織的に経営革新計画承認の取得

支援（以下「承認取得支援」という。）を行うこと

によって地域においてより多くの中小企業（特に

小規模企業）のイノベーションの道筋づくりを支

援していることを明らかにした。

今回取り上げた多可町商工会もそのような商工

会の一つであり、今後、組織的取り組みを、全商

工会、全商工会議所、中小企業団体中央会等の

支援機関に普及させ、県全域で小規模企業のイノ

ベーションの道筋づくりを支援する体制を構築す

ることにより、足立織物のような事例をより多く

輩出することができるようになるだろう。そのた

めには県が適切なマネジメント――実務的なマ

ニュアルの作成、研修会の積極的かつ柔軟な開催、

支援モデルの提示等――を行って、バックアップ

していくことが必要である。

既存の支援機関（商工会）を活用した既存の施

策（承認制度）の再活性化によって中小企業の通

常的イノベーションの道筋づくりの支援は可能と

なったが、このことは地方自治体と支援機関が深

く連携して支援を行えば既存施策でも効果を発揮

することを示唆しており、新規事業の立ち上げや

新組織・新連携体を構想する前にすべきことがあ

ると言えよう。
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