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事例にみる中小企業にも身近なイノベーションへの取組み
－変化対応をもたらす日常活動での気づきと取組み意欲の重要性－

視点
15 年におよぶデフレからの脱却と新たな成長を目指すアベノミクス、2020 年開催が決定し
た東京オリンピック、14 年度着工予定で 27 年に東京－名古屋間開通を目指す中央リニア新幹
線など、経済の停滞からの脱却や成長に寄与が見込める様々な動きが出始めている。消費税増
税というマイナス要因も予定はされているが、長きにわたる停滞・低迷を脱する変化には大い
に期待される。こうした変化は、企業経営にとってイノベーションの大きなチャンスでもある。
中小企業、とりわけ小規模企業においては、イノベーションや経営革新はあまり縁がないと
とらえられる傾向がある。イノベーションというと、最先端技術を開発・駆使する必要がある
などと考えられているからであろう。しかし、本稿で取り上げた小規模企業は、技術開発とい
うよりも、ユーザーの本質的ニーズに応えるイノベーションで成果を上げ、さらなる進化に意
欲的である。本稿では、イノベーションは中小企業に実は身近で、その持続こそが中小企業経
営の存続発展につながる変化への対応のカギであることをみていく。
要旨


明るい兆しのみえる景気の変化は、中小企業にとっても新たな挑戦へのチャンスである。
しかし、多くの中小企業では経営の前提条件の変化に対して、対応が必ずしも十分でない。



企業の存続発展には、イノベーションの持続が不可欠である。確実性の高いイノベーショ
ンほど、日常の業務などの身近な機会での気づきから生まれ、既存の技術やノウハウ・販
売方法などを組み合せたものが多く、実は中小企業こそ積極的に取り組むべきものである。



事例企業は、コインパーキング機器開発・設置・管理、リヤカー・自転車製造販売、楽器・
文具販売など小規模で最先端の技術開発企業でもないが、柔軟に機会をとらえこれを事業
化するモデルを考え抜き具体化で成果をあげ、さらなるイノベーションにも意欲的である。

キーワード
イノベーション、経営革新計画、環境変化、Ｐ．Ｆ．ドラッカー、ユーザーニーズ
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おわりに（事例企業からの示唆）

はじめに
バブル崩壊以降、長きにわたり中小企業は厳しい業況が続いてきた。金融危機、グロ
ーバル化、アジア諸国などからの低価格品流入、中小企業も含めた生産の海外シフトな
ど、大きな構造変化が起き、さらにリーマン・ショックや東日本大震災などが追い討ち
をかけた。そうした中で、アベノミクス、さらには 2020 年の東京オリンピック開催決
定などにより、15 年におよぶデフレからの脱却や景気回復へ向けての期待がようやく
出始めている。
こうした景気回復は大いに期待したいが、チャンスを生かすために中小企業に求めら
れるのは、需要回復頼みの経営ではなく、自らの知恵で課題を認識し、これを打破すべ
くイノベーション（＝経営革新）に取り組む質的向上である。起ころうとしている変化
は、自らを革新・向上させるイノベーションのきっかけを与えてくれるものとして積極
的に利用すべきである。そもそもイノベーションは特別なものではなく、企業経営を持
続する基本的な取組みである。構造的な変化に対応する根本的課題解決にチャレンジす
ることなく目先的な対応に終始すれば、景気回復があってもそのチャンスを本当の変革
にはつなげられず、良くても一時的な改善にとどまる可能性は少なくない。
ところで、「イノベーション」という言葉は、技術革新や多額の費用をかけた研究開
発、市場全体を大きく変えるような画期的なものととらえられることが多い。また、主
に製造業というイメージもある。しかし、イノベーションは新技術やハイテクなどを必
ずしも意味するものではないし、全ての業種・規模の企業に関係する。また、新製品・
サービスだけでなく、既存のものも含む生産方法や利用方法、販売方法など製商品・サ
ービスの開発から提供、アフターサービスなどあらゆる業務プロセスにかかわるもので
もある。そこで、イノベーションの意味合い等を確認した後に、厳しい局面をしなやか
に乗り切る回復力・対応力を発揮し、イノベーションに挑戦する中小企業の事例から、
中小企業経営の活性化への取組みのヒントを探る。
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１．企業経営の持続発展に不可欠な絶えざるイノベーション
（１）変化する経営の前提条件
高度経済成長からバブル経済に至る人口増加、需要の拡大・高度化、輸出拡大など外
向きのグローバル化の進展などでの成長・拡大期を経て、現在は長期の低成長・停滞か
らの脱却が求められている。新興国企業も含めた海外企業製品の国内外市場での競合と
日本企業の海外シフトなど双方向のグローバル化、デジタル化などによる製商品のコモ
ディティ化、人口減少や人口構成の急速な高齢化など、構造的な変化に見舞われている。
当研究所の全国中小企業景気動向調査の業況判断 D.I.（全国の信用金庫取引先約
16,000 先に対し四半期ごとに実施。業況判断 D.I.は業況が良い企業の割合から業況が
悪い企業の割合を差し引いたもの）も、1991 年にバブル崩壊により急激に落ち込み、
以来、一貫して水面下での上下が続いている。
現在、アベノミクスで 15 年にもおよぶデフレからの脱却に向けて、異次元の金融緩
和策、公共投資の拡大、そしてさらなる成長に向けた施策も期待され、景気回復への兆
しも見え始めている。企業経営の立場からは、もちろんこれらの政策が効果を発揮して
景気回復が確かなものになることが期待される。
しかし、本来重要なのは、景気頼みではない個々の企業の構造変化への対応力向上で
ある。景気が回復したとしても、企業経営の前提となる条件が構造変化で大きく変わり、
従前の内容を繰り返していたのでは、必ずしも顧客にとっての価値をかつてと同等以上
に創出し、存在価値を認められることにはつながらないからである。
こうした認識は、中小企業経営者にもあろう。しかし現実には、景気さえ回復すれば
といった外部環境の回復頼みで、自らの変革にはあまり手が付いていないケースも少な
くないと思われる。存続の前提条件が変化している以上、その変化を認識したうえで、
経営資源の効果的活用によるイノベーション（＝経営革新）での対応を目指し、適切な
経営判断と施策実行への取組みが強く求められる。
（２）企業経営を左右する環境変化への対応
企業経営において、目前に迫る課題に対応することはもちろん必要であるが、構造的
に大きな変化への根本的な対応としては、企業家としての発想・行動でスピード感とと
もに中長期的な視点をもって変化にしなやかなに適応し、体制を建て直す復元力ある経
営の実行が強く求められる。それでは実際に、中小企業経営者の考え方・経営への取組
み姿勢と業績はどのような関係にあるのだろうか。
図表１は 2009 年版の中小企業白書で、売上高経常利益率（＝経常利益／売上高×
100(%)）が過去３年間に大幅に改善した中小企業と、逆に大幅に悪化した中小企業で、
中央の 13 項目について左右いずれかの回答を選択した割合で経営スタンスを比較した
ものである。売上高経常利益率が改善している中小企業では、目先的ではなく中長期的
な方向性を重視する戦略的志向で考える傾向が強い。このためか、付加価値を重視し、
現状に固執せず拡大志向が強く、リーダーシップを示すトップダウンの割合も大きい。
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（図表１）企業業績と経営スタンス
経常利益率が大幅に改善（過去３年間）
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(備考）１．2009 年版中小企業白書より信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成
２．各項目について５段階回答を３段階に加工した上で、重視している回答数割合の差を表示している。

一方、利益率が悪化している中小企業では、財務健全性や経営改善による内部成長な
ど当面の厳しい業況からなんとか逃れることに重きがおかれ、いきおい目先の収益性重
視の割合が大きくなっていると考えられる。余裕のなさからか内向き志向が強く現状維
持を重視し、目先的な利益追求の傾向が改善企業よりも強いようである。
この結果から、目先の問題解決ももちろん重要であるが、そこで短期的な対症療法ば
かりに目を奪われ続けると、本来手をつけるべき根本的な課題対応がややおろそかにな
り、しだいに変化対応力も低下し、業績に厳しさが増す危険性も指摘される。一方、根
本的な課題を認識し、戦略的に中長期的視点も十分に配慮して経営に取り組んでいる企
業では、企業の存続発展の源泉である付加価値を重視し、収益性が改善している。すな
わち、顧客価値の創出という経営のあるべきかじ取りがなされた中小企業は、当然なが
ら収益性が向上するケースが多いということである。
このような結果からみても、企業が経営を維持していくためには、規模や業種などに
かかわらず、図表２のような経営における基本的行動を今一度冷静に見直すことが必要
と考えられる。もちろん、ここでいう“経営”1には、とにかく利益を獲得すればよい、
なんとなくこれなら商売ができそう、などの場当たり的なものは含まない。
（図表２）経営持続のために不可欠な行動
①

企業経営を通じて実現したいことはなにかを明確にする。（経営理念）

②

理念を実現していくに当たってのビジョンを具体的に示す（経営ビジョン）。同時に、ビジョン
実現のために課題となっていることは何かを明確にする。

③

明確化した課題を解決するために自らの経営資源の正しい認識を前提に、不足する外部資源をど
のようにして利用し、社内資源と組み合わせて課題解決につなげるのかの構想をもつ。課題解決
を既存の枠内だけで考えると解決策がみつからず行き詰まるため、既存の枠を飛び越える発想、
つまり革新の発想が必要（経営戦略）

④

構想を具体化する決断力・実行力と管理・評価と常に改善・改革を続けるマネジメント力。常に
変化は続いているため、同じことを繰り返すことを管理するだけ、あるいは、一旦出来上がった
仕組みからの脱却が困難化するような固定化を回避することも重要（具体的な戦術とＰＤＣＡサ
イクル）

(備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

1

経営とは継続的・計画的に意思決定を行ない、これを実行に移し、事業を管理・遂行し、運営していくことであり、中小企業経営でよくいわ
れる KKD（経験・勘・度胸）経営はいうまでもなく好ましくない。
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①、②は、経営者のミッションを明確に認識することといえる。③はそのミッション
を遂行するための具体的な構想、④は構想実現のための具体策とその実行となる。
特に、④のような新たな価値を創出し続ける、つまり、企業が経営を持続し、発展（必
ずしも規模を拡大することとは限らず内容面の発展・充実も含む）するためには、変化
する顧客価値に対して提供する製商品・サービス内容の固定化を回避し、戦略的・積極
的に適応し続ける「イノベーションの持続」が必要である。変化への対応こそが経営で
あり、決して同じ内容の繰り返しを管理することが経営ではない。
（３）中小企業の経営課題と対応の現状
このように、閉塞状態からの脱却に必要な構造変化への対応として、イノベーション
は極めて重要なものである。では、実際に信用金庫取引先中小企業は、経営課題をどの
ようにとらえ、どのような対応を考え、実施しているのであろうか。構造問題への対応
という根本的な課題の解決に取り組んでいるのであろうか。
図表３は、当研究所の全国中小企業景気動向調査における 1998 年１－３月期から
2013 年７－９月期まで 15 年９か月の経営課題の推移をみたものである。最大の課題は、
（図表３）業況判断Ｄ．Ｉ．と経営上の問題点の推移（上位７項目）
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常に「売上高の停滞・減少」である。業況判断 D.I.の推移とは逆相関の関係にあり、
また変動はあるが、最も少ない時でも 42.6％（06 年 10-12 月期）と４割以上となって
いる。こうした状況からすると、短期的な問題というより根本的な、あるいは構造的な
対応が求められている問題ととらえるべきであろう。また、２番目に割合の大きい「同
業他社との競合の激化」や３番目の「利幅の縮小」なども、結局は売上高の問題といえ
る。売上高が停滞もしくは低迷しているということは、他に需要を奪われている、需要
そのものが減少している、価格低下が起こっているなど何らかの原因がある。しかしそ
うした状況下でも、どの業種においても必ず業況の良い企業は常に存在している。こう
した企業においても売上高を経営課題としないということはあるまいが、業況の悪い企
業との比較では少ないものと推察される。業況の良い企業は、顧客から認められる価値
の創造、変化に対応する経営行動が相対的に進んでいるからである。
重要なのは、売上高の停滞・減少という表面に現れた事象がどのような根本的な原因
によってもたらされているかを理解し、創出すべき新たな顧客価値への対応がなされて
いるのか、ということである。
それでは次に、実際にどのような施策がなされているのかをみる（図表４）。経営重
点施策では、長期にわたる厳しい業況から経費節減がトップで 60％のラインを上下す
る高い割合での推移である。このほかの販路拡大や情報力強化など上位を占める項目も
含めて、結局は売上高の停滞・減少から生じている。業況変化に応じてこれらの割合も
（図表４）当面の経営重点施策の推移（上位６項目）
（％）
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（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所「全国中小企業景気動向調査」より作成
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変化はしているが、ほぼ一定の割合が続いている。また、経費や販路に比べて割合は少
ないが、比較的変動が大きなものに人材確保がある。これは業況判断 D.I.と相関関係
にあり、目先の需要・仕事の増減に合わせて変化している。
この調査で聞いているのは「当面の」経営重点施策であるから、短期的視点での回答
という側面がもちろん強い。しかし、業況判断 D.I.がバブル崩壊後、91 年から 20 年以
上も一貫して水面下の状況で、常に売上高の停滞・低迷が最大かつ相当な割合を占めて
いるということは、外部環境の厳しさのみならず、中小企業で製商品やサービスの提供
において、需要や競争環境などの構造的変化への対応の不十分さがあったことも事実で
あろう。製商品・サービスそのもののニーズがなくなっているのか、ターゲットを誤っ
ているのか、ＰＲや販売ルートなど販売方法が適切でないのか、価格政策に問題がある
のかなどを、冷静に整理・確認することから再スタートすべきととらえる必要がある。
大きな構造的変化への対応は、小手先のコストカットや単なる価格引下げなどでは限
界がある。業種、企業規模にかかわらず、イノベーションによる新たな価値の創造で、
競争力の強化･回復を図り現状を打破することが重要テーマであることは、これまでみ
た結果からも明らかである。そこで次に、イノベーションとはどのようなものか、中小
企業にとってイノベーションへの取組みをどう考えるのか、顧客価値創造でイノベーシ
ョンに挑む中小企業の特徴などについてみていく。
２．イノベーションへは中小企業にも身近な活動
（１）イノベーションは企業活動そのもの
イノベーションについて必ずといってよいほど登場する著名な学者が、経済学者Ｊ．
Ａ．シュンペーターと経営学者Ｐ．Ｆ．ドラッカーである。
シュンペーターは、20 世紀のはじめにイノベーションを「まったく新しいものを生
産する、もしくは、既存のものを新たな手段で生産すること」と最初に定義したことで
よく知られている。その具体的な内容としては図表５のように５つに整理し、これを実
行することがイノベーションであるとしている。
イノベーションは、「技術革新」でこれまでにないモノを作り出し市場に大きな変革
（図表５）シュンペーターによるイノベーションの５類型
新しい財、すなわち消費者にまだ馴染みがないか、あるいは新しい質をもった財の導入(新しい財貨の生

① 産）

新しい生産方法、すなわち当該製造部門において経験によってまだ試されていない生産方法の導入（新

② しい生産方法の導入）

新しい市場、すなわち当該国の特定の製造部門が以前に参入していなかった市場の開拓。ただし、その

③ 市場がかつて存在していたかどうかは無関係（新しい販売先の開拓）

原材料あるいは半製品の新しい供給源の獲得。.この供給源がすでに存在しているかどうか、あるいはま

④ ず創出しなければならないかどうかは無関係（新しい仕入先の獲得）

どんな産業でもかまわないが、独占的な地位の確立（例えばトラスト化を通じる）、あるいは既存の独占

⑤ 的な地位の解体などによる新しい組織の実現（新しい組織の形成）

（備考）トーマス Ｋ．マクロウ「シュンペーター伝」 （八木紀一郎 監訳、田村勝省 訳 一灯舎発行）より
信金中央金庫 地域･中小企業研究所作成
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をもたらし、主に製造業で多額の研究開発費を投じ、生産・販売・資金調達などにおい
ても磐石な基盤をもつ大企業から起こる、といった見方をされている場合が多いかもし
れない。しかし、この５つの類型からすると、より幅広いものである。新開発の高度な
技術ではなく、既存技術の組合せで新たな価値を創造した製商品・サービスもある。あ
るいは、生産されるモノやサービスは従来と同じでも、新しい生産方法や販売先、原材
料・半製品の新たな仕入れ先獲得、ある市場での独占的地位の確立や逆に他社の独占的
地位の解体を実現することなどもイノベーションである。
一方、Ｐ．Ｆ．ドラッカーは、「企業は社会的ニーズを満たすところに利益を上げる
事業機会をとらえるマネジメントを行い、より優れた、より経済的な財貨を創造するこ
とが重要であり、そうした行動こそがイノベーションである」としている。そして、企
業の目的である顧客の創造のための企業の基本的機能は「マーケティングとイノベーシ
ョン」で、イノベーションの機会には図表６の７種類があり、これには信頼性と確実性
に順位付けがあるとした。つまり、マーケティングで顧客が価値を認めるものは何かを
認識し、これをイノベーションで現実のものとして新たな価値をもつ製商品・サービス
を創り出す。その際の７種類の機会は、顧客が価値を認めるものを知るためのポイント
を表したもので、上位のものほど取組みでの信頼性や確実性が高い。また、企業は成長
や拡大、変化のための機関であるから、イノベーションにより、常により優れたものを
創造し顧客に提供しなければならず、イノベーションを怠れば、どのような企業も存続
できなくなる、としている。
イノベーションの意味としてよく使われる「新技術の開発」は、図表６では⑦に当た
る。これは、目立つが成功の確立や信頼性は低く、成功の予測はつけがたい。むしろ、
①のような日常の中ですでに起きているが、見過ごしそうな目立たないものの分析から
のイノベーションの方が成功の可能性が高く、後述の事例企業のように、こうしたイノ
ベーションは中小企業によくみられる。機会には、こんな製商品・サービスがあればよ
いのに、この部分を改良できないのか、こんな使い方はできないか、などがある。さら
には、この程度の価格にならないか、こんな価値を付加できないか、こんな販売方法は
できないかなど、顧客ニーズを顕在化させる機会を見出す、ということである。それを、
既存技術の利用、新技術
の開発、その他企業内外
の様々な資源の組合せで
実現し、価値を創出し続
けることが経営・企業の
使命ということになる。
結局、新技術開発、既
存の技術やノウハウの組

（図表６）ドラッカーのイノベーションの７つの機会
内企
部業
で ・
起産
こ業
るな
事ど
象の
な企
のど業
事の ・
象外産
部業

予期せぬ成功と失敗を利用する。（予期せぬ成功、

① 予期せぬ失敗、予期せぬ出来事の利用）
②
③
④
⑤
⑥
⑦

ギャップの存在を探す。（業績、認識、価値観、プロ
セスなどで現実とあるべき姿とのギャップ）
ニーズの存在を見つける。
産業構造の変化を知る。
人口構造の変化に着目する。
認識の変化をとらえる。（顧客などのものの見方、
感じ方、考え方の変化）
新しく出てきた知識を活用する。

大
信
頼
性
・
確
実
性
小

（備考）P.F.ドラッカー「イノベーションと企業家精神」ダイヤモンド社などより信金中央金庫
合せでの新たな生産方法、
地域・中小企業研究所作成
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販売方法、利用方法、原材料の調達など、イノベーションの可能性はあらゆる業務プロ
セスに及び、企業活動全般の舵取り（マネジメント）の問題でもある。このことからも、
全ての中小企業にとってイノベーションは無縁なものではない。
（２）全ての中小企業に求められるイノベーション
前述の経営課題で「売上高の停滞・減少」が常に筆頭かつ高い割合が続いていること
などからすると、多くの中小企業においてイノベーションはあまりうまく運んでおらず、
取組みの必要性が大きいことを表している。変化は企業の存続を危うくする場合もある
が、変化の中にこそイノベーションの機会が見出される。したがって、すでに起こって
いる構造的変化や、アベノミクスなどにより起こりつつある変化をとらえ、経営の持続
発展のための積極的な取組みを図ることが強く望まれる。
また、2013 年３月末に期限をむかえた中小企業金融円滑化法の終了後も、施行時と
同様に条件変更や経営改善計画策定支援などの金融機関によるきめ細かな対応が継続
されている。しかし、実際には依然として経営改善が進まない対応企業が多い。金融面
の支援があっても、実効性のある経営改善計画の策定とその着実な実行、まさにイノベ
ーションがなければ、いずれ経営に限界が来かねない。この点、法終了後の手当てとし
て認定経営革新等支援機関による経営支援、その際の費用への補助など様々な経営改善
への施策も用意され、支援体制は一段と整備されている（産業企業情報２５－１「中長
期的な視点が求められる円滑化法後の中小企業支援」参照）。こうした面からも、業種・
規模・業況を問わず、厳しい業況からの脱却に向けた改革・革新に取り組むチャンスで
ある。イノベーションは中小企業に関係ないどころか、むしろ積極的に取り組むべきも
のであり、今はその絶好のタイミングが訪れていると認識すべきであろう。
実際、中小企業においてイノベーションに積極的に取り組んでいるケースとしては、
株式公開を目指すベンチャー企業や、中小企業新事業活動促進法に基づいて「経営革新
計画」2の承認を得る中小企業、Ｍ＆Ａで他社を買収しつつ新たな展開を目指す中小企
業、事業承継などを機に従来の経営からの脱却を目指し第二創業に取り組む中小企業な
どが典型であろう。ただ、一般的にはこうした場合を除くと、中小企業、とりわけ小規
模企業でイノベーションや経営革新という言葉を強く意識した活動はあまり多くない
と推察される。では、中小企業にとってイノベーションは取り組みにくいのであろうか。
2009 年版の中小企業白書では、組織形態がコンパクトな中小企業のイノベーション
の特徴について、新製品開発などを多額の研究開発費を投じて長期間にわたり組織力を
あげて行なう大企業とは異なる点として、以下の３つを挙げている。
①経営者が方針策定から現場の創意工夫まで、リーダーシップをとって取り組んでいる。
②日常生活でひらめいたアイデアの商品化や、現場での創意工夫による生産工程の改善

2

中小企業庁が経営革新に取り組む中小企業支援として、中小企業新事業活動促進法に基づき、中小企業等が作成した「経営革新計画」
（ビジネスプラン）が都道府県から承認を受けると、政府系金融機関の低利融資、地公体の制度融資利用や信用保証枠の拡大その他の支
援措置の対象となる。
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など、継続的な研究開発活動以外の創意工夫等の役割が大きい。
③ニッチ市場におけるイノベーションの担い手となっている。
これらの特徴から、中小企業のイノベーションの多くは日常業務の中で出てくるアイ
デアやひらめきから生まれ、研究開発に人と資金を多額かつ長期につぎ込むというより
身近なものが多く、身の丈にあったものである。ただし、顧客価値の創造という目的意
識をリーダーたる経営者は強くもち、組織内にその考え方・方向性を植え付け、モチベ
ーションの高い組織的活動にすることは、どのようなイノベーションにも重要である。
図表７－１は、経営革新
計画承認企業と一般の中小
企業で付加価値額、一人当
り付加価値額、経常利益の
伸び率を比較したものであ
る。また、営業利益の状況
を比較したのが図表７－２
である。経営革新計画が承
認され、これを実行した企

（図表７－１）経営革新計画承認企業と一般中小企業の付加価値額、
一人当り付加価値額、経常利益年当り伸び率の比較

経営革新計画承認企業
一般の中小企業
差異

一人当り付加価値額
年当り伸び率

経常利益
年当り伸び率

4.6%
-0.2%
4.8%

9.8%
-1.0%
10.8%

5.0%
3.8%
1.2%

（備考）１．図表７－１、２とも平成 20 年度（2008 年度）「経営革新の評価・実態調査報告書」
（中小企業庁）より信金中金 地域・中小企業研究所作成
２．経営革新計画承認企業は 2007 年 10 月から 2008 年９月の期間に経営
革新計画を終了した企業。一般の中小企業は「中小企業実態基本調査」
（中小企業庁）2007 年度調査と 2004 年度調査から算定

（図表７－２）経営革新計画終了企業の利益（営業利益）の一般中小企業との比較
2008年度経営革新終了企業調査結果 国税庁「2005年度（平成17年度）会社
より
標本調査結果」より

業の方が付加価値額、経常

営業利益黒字企業の割合

利益ともに年当り伸びが高

営業利益赤字企業の割合

く、黒字企業の割合では承

付加価値額
年当り伸び率

合計

78.9%
21.1%
100.0%

利益計上企業割合
利益欠損企業割合
合計

32.9%
67.1%
100.0%

（備考）経営革新終了企業ｎ=487、会社標本調査企業 n=2,580,511

認企業が 78.9％と国税庁会社標本調査企業の 2.4 倍にもなっている。意識的にイノベ
ーションに取り組んでいる中小企業の方が収益力に優れ、企業経営は経営者のかじ取り
しだいでかなり変わることを表している。実際、過去に取材をした中小企業において、
業績悪化により運転資金もままならない状況から、事業承継を機に新たな事業コンセプ
トを構築して経営革新計画の策定・承認を通じてこれを具体化し、経営を建て直した例
もあった。こうした企業では経営者の問題意識や意欲が高く、強力なリーダーシップで、
大企業が積極的には参入しづらいニッチな市場などをターゲットに、柔軟で迅速な小回
り性、小規模ゆえに組織全体として取り組みやすい特性など中小企業ならではの特色を
生かし、知識・経験・日頃の活動を通じた創意工夫で新たな付加価値を創出している。
図表８は、イノベーションの実現に向けて活動している企業における課題と、イノベ
ーションの実現に向けた活動を実施していない企業における不実施の理由をみたもの
である。すでに活動している企業の課題は、適切な人材の維持・確保が難しかった 28％、
資金調達が難しかった 18％、活動のビジョン・戦略が明確でなかった 13％、従業員等
の動機づけが難しかった 11％となっている。それぞれ違う要因のようにみえるが、人
材、資金調達、従業員の動機づけなどは、活動のビジョン・戦略が明確でないことに起
因していると考えられる。
一方、イノベーションに取り組んでいない企業の不実施の理由で、ビジョンや戦略が
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（図表８）中小企業のイノベーションの実現に向けた課題
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

イノベーションの実現に向けて活動している企業における課題

0%

0%

適切な人材の維持・確保が難しかった

資金調達が難しかった

活動のビジョン・戦略が
明確でなかった

従業員等の動機づ
け（やる気の維持）
が難しかった

28

18

13

11

10%

20%

マーケットの
情報が不足
していた

8

設備・ 市場の
技術情報 施設等 不確実
が不足し が不足 性が高
してい まって
ていた
た
いた

6

30%
40%
50%
60%
70%
イノベーションの実現に向けた活動を実施していない企業における不実施の理由

4

80%

その他

8

4

90%

100%

市場特性がら必要性を感じないため

活動のビジョン・戦略が決まらないため

適切な人材を確保できないため

景気動向から必要性を
感じないため

十分な資金を確保
できないため

33

25

17

14

11

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

（備考）2009 年版中小企業白書より信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

決まらない、適切な人材を確保できない、十分な資金を確保できない、という３要因は
取組みへの意識はあることになる。これら３つを合わせると 53％にのぼり、半分強の
中小企業がイノベーションの必要性は認識している。それと同時に、活動している企業
の課題と同様に、ビジョン・戦略の構築に問題があるケースが多いともいえる。また、
市場特性や景気動向で必要性を感じないという回答の 47％の中小企業は、たとえ現状
が順調であったとしても、変化の認識やリスクコントロールについて、やや意識が希薄
なケースが含まれている可能性を否定できない。
この結果からすると、中長期的な視点を含めた経営の展開を具体的に組み立てる構想
力の不足を補う必要性があること、また、イノベーションの必要性を認識していない中
小企業経営者への啓蒙活動も重要といえる。支援する金融機関の立場からも、主役であ
る企業経営者自身の主体的・意欲的な取組みなしに支援効果は期待しにくい。イノベー
ションの必要性を認識しない経営者は、企業規模や業種に関わらず、窮地に陥り、廃業・
てつ

倒産などを余儀なくされた経営者と同じ轍を踏む可能性が大きい。つまり、起こってい
る変化を認識できていない、ある程度認識はあってもそれを軽視し重要性を認めない、
経営の前提条件変化にもかかわらずこれまでと同様の取組みに固執するなど、よくみら
れるパターンである。もちろん、イノベーションや経営革新という言葉は多くの中小企
業には大げさに聞こえるかもしれないし、100％成功するわけでもない。しかし、イノ
ベーションのタネの発見機会の多くは日常活動の中にあり、いかに製商品・サービスと
して具体化するかである。全ての中小企業にとっても身近で当たり前の企業活動であり、
変化への対応こそが経営を持続発展させる道であることは否定できまい。
（３）イノベーションに取り組む中小企業のポイント
中小企業は小規模ゆえに顧客の求める課題解決への気づきやすさや、小回りの効く組
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織などの強みをフル活用して機会をとらえる。そして、内部の経営資源のみにこだわら
ず、不足する経営資源がどこにありどのように調達して組み合せればよいのか経営者は
知恵を絞る。様々なネットワークや支援策も活用し、ベクトルを合せて力を発揮できる
組織・業務運営方法の構築を推進する必要もある。むしろ、中小企業こそ市場を一変さ
せる派手なイノベーションでなく、確実性の高い日常活動から機会を発見するイノベー
ションに適している。ではそのためにはどのような取組み方が求められるのか。
図表９は、イノベーションのスタートとして様々な物事を認識し、これを機会ととら
える気づきを得るために、また、機会を具体的な製商品・サービスにする際の分析に資
するポイントと、中小企業がイノベーションに取り組む際に生かすべき強みと弱みの克
服についての考え方や行動におけるポイントである。この点では、産業企業情報２４－
５「本物の顧客志向で付加価値を創出する中小企業－バイタリティある経営に不可欠な
本質的ニーズへの対応－」で取り上げた事例企業から得られた示唆3も参考となろう。
さらに、次章ではイノベーション(＝経営革新）という言葉を意識し、積極的に経営
に取り組む３つの中小企業を紹介する。いずれの企業も、立地する各県の経営革新計画
の承認を得ており、イノベーションに持続的に取り組んでいる。なぜ、そうした取組み
を行い、何が重要であるのか、また、今後の展開などについてみていく。これらの事例
は、小規模な中小企業でも、常にアンテナを張りイノベーションに向けた情報収集や具
体化を追及し、顧客・従業員その他とのコミュニケーションなどからアイデア･ヒント
を嗅ぎ分け、知
識・経験の積極
的蓄積と利用

（図表９）中小企業がイノベーションに取り組む際のポイント
①

という学習を

②
③

続けて組織と

④

しての経営力

⑤

を高めている。

⑥

これによって、

イノベーションの機会の認識・気づき・分析面
経営者自身の意欲と具体的取組みの重要性への認識、計画から実際の実行に至るまでのリー
ダーシップが不可欠である。
経営理念を明確にし、具体的な目標の実現に向けて常に問題意識・目的意識をもつ。
開発・調達・生産・販売など全ての業務プロセスの実態・変化を冷静な目でよく見る。
顧客・従業員や業界関係者はもちろん様々なステークホルダーなどとのコミュニケーションで表
面的でない情報収集を積極的に行なう。
様々な情報の中から顧客価値を創造しイノベーションにつながるものであることに気づき認識す
るための知識・経験を蓄積し、感度を向上させる。
企業内や業界内などの常識・非常識、小さなことの積重ね、既存の経営資源なども捉え方しだ
いでイノベーションの重要なヒント・アイデアや予想外の成果につながる可能性がある。
イノベーションにおける中小企業の強みと弱みの克服
ニッチ市場は大企業では採算的に取り組みにくく、中小企業に有利である。

しなやかで持

⑦

続的な経営を

⑧

大企業の組織が方向転換するには多大なエネルギーと時間を要し、特に革新的な取組みには
消極的になりがちだが、中小企業は身軽な分イノベーションに取り組みやすい。

実現していく

⑨

従業員も重要なイノベーションの担い手であると認識する。小規模ゆえに組織力の発揮に欠か
せない従業員のベクトル合わせにも有利である。

ことが可能で

中小企業は中堅企業や大企業に比べて社内の経営資源に不足があり、新たな顧客価値を創出
する“新結合”において、合理的に社内外の必要な経営資源を組み合わせる柔軟な発想が必要
⑩
である。イノベーション実現のスピード、実現可能性の向上には大学・行政・他社などとのオープ
ンな連携も重要となる。

あることを示
している。

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

3

付加価値創出の経営の共通点として、①経営者は理念やビジョンをもち強いリーダーシップを発揮、②経営の計画性・目標の具体性、③
従業員その他利害関係者への経営内容についての透明性・納得性、④現状や対応・評価などについての説明とともに人材育成に注力し
従業員のモチベーションを創出、⑤短期の課題対応はもちろんだが中長期的な視点に立ったＰＤＣＡサイクル、⑤経営者だけでなく組織とし
ても顧客価値はどこにあるのかを常に強く意識しいかに応えるかに努力、⑥財務面も含めて活動のかじ取りの判断材料を常にタイムラグ
なく収集・活用するための管理の徹底、などがある。
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３．イノベーションで変化に挑戦する中小企業事例
（１）株式会社創新・・・一歩進んだコインパーキング経営の提案で顧客の課題を解決
イ．企業概要
当社は、2003 年に現代表取締役の田中亨氏

（図表 10）㈱創新の概要

が創業し、コインパーキング・セキュリティ
システムの開発・販売・施工・管理・コンサ
ルティングを行っている。緻密な現状分析に
基づくコインパーキングオーナー経営への提
案力が差別化のポイントとなっている。08 年
度に「駐車場経営システム事業化」で経済産
業省異分野連携新事業分野開拓計画（新連
携）認定、09 年度にはコインパーキング経営
管理システムの開発で佐賀県経営革新計画の
承認を得るなど様々な機会をとらえて積極的
なチャレンジを続けている。
売上構成は、①コインパーキングの運営管
理、②この管理ノウハウを最大限に生かした
コインパーキングの自社運営、③コインパー
キングの防犯対策から取り組んだ防犯カメラ
等の販売・設置のセキュリティ分野が、ほぼ

社 名
代表者
所在地
設 立
資本金
年 商
役職員数
事業内容

当社の概要
株式会社 創新
代表取締役 田中 亨
佐賀県鳥栖市村田町840-5
2003年９月
510万円
１億8,000万円（2013年３月期）
８人（役員２人、正社員６人）
コインパーキング・セキュリティシステムの
開発・販売・施工・管理・コンサルティング

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

３分の 1 ずつとなっている。
ロ．イノベーションへの取組み経緯・ポイント等
社長は、実家の電気工事店で電気工事士として勤務の後、 （図表 11）田中亨社長
99 年にコインパーキング機器メーカーに就職し、同社が
03 年に買収されたのを機に同僚５人と当社を設立した。も
ともとの社長の資質はもちろんだが、当社創業前の二つの
職場での経験が、イノベーションへの取組みにとって大き
な意味をもつものとなっている。
第一に、電気工事店は下請構造のもとでは経営の自由度
で困難性が大きく、また、経営全般の管理も不十分であっ
た。このため、経営の自由度や経営計画・管理についての

（備考）信金中央金庫
地域・中小企業研究所撮影

認識を深めた。一方で、電気工事士の仕事を通じて、現場
をみて先を読み、手際よく間違いなく仕上げる経験を養い、業務全体をふかん的にみて
段取りや工事後のユーザーの利用まで視野に入れた展開を考えることを体得した。
第二に、コインパーキング機器メーカーでは、外注まかせであった駐車場施工で電気
工事士の技術・経験が施工時の段取りから工事完了後までを見渡すことに役立ち、コイ
12
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ンパーキングの合理的施工 （図表 12）駐車場集中管理システム「SEAPS」
やレイアウト等に生かせ、
パーキングの収支計画、機
器選定、図面作成、広告宣
伝、さらに、コインパーキ
ングの集金等管理、オーナ
ーからの売上減少などにつ
いての相談・クレーム対応
と、業務の全てを行なった。
このため、コインパーキン

遠隔監視・制御システム画面例

稼動状況分析画面例

グに関する業務を修得し、
同時に、顧客の課題解決の
ための提案営業の必要性、
換言すればビジネスチャン
ス、イノベーションの方向
性をつかんだ。

（備考）㈱創新 HP より信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

他社では、コインパーキング機器の販売とパーキングへの機器設置・施工と、単なる
集金・売上集計程度が一般的である。これに対して当社は、顧客のコインパーキング経
営に資する管理システム用の機器やソフトを開発した。利用状況が時間帯別などできめ
細かく把握でき、ネットを通じて遠隔から集中管理できるようにした。
また、駐車場での車上荒し対策などのために防犯カメラシステムを展開している。実
はこの防犯カメラの映像情報を、コインパーキングの管理システムから得られる情報や
近隣の環境変化などと合わせてさらに詳細な分析を行い、個々の現状に合わせた合理
的・論理的な提案営業が可能となり、大きな差別化を実現している。つまり、コインパ
ーキング機器とソフトによる様々な数値データと表やグラフによる分析、防犯カメラの
映像からの利用時の状況や車種・顧客層などの情報、さらに個々のコインパーキングの
近隣の環境変化などから総合的・多角的分析が可能となる。長年の経験・ノウハウを最
大限に生かす強力なコンサルティング営業というイノベーションの創出である。
また、一般的に防犯カメラの販売・設置は、特定メーカーの代理店が行なうのに対し
て、当社では複数メーカーのものや自社開発品で、その状況にふさわしいスペックの機
器をメーカーにとらわれずに組み合せる。機器の配置なども含めて無駄を省き、少ない
台数で要求レベルを満たすシステムを提案することで、通常の３分の２から半分程度の
価格で設置を可能としている。販売後のアフターサービスでも、防犯機器の故障時には
すぐに代替品を現場に設置して顧客の防犯体制を早急に確保したうえで修理に対応す
る。防犯においては機器の故障時や停電時などが狙われる危険性があり、重要な対応だ
からである。こうした一連の対応も他社にはない価値を創り出すものといえる。
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顧客の土地有効利用へのニーズに対して、個々のコインパーキングに相応しい客層・
価格・レイアウト・施工・運営後の管理を通じた需給動向の把握、入出庫時の利用のし
易さなど、状況の的確な分析を通じて駐車場の利用者に評価・利用されるものを創造し
ていくことにより、これに応えている。言われてみれば当たり前とも思えることなのだ
が、同業他社より一歩も二歩も踏み込んだ内容である。規模が重要な大手の機器メーカ
ーでは、ここまできめ細かくトータルでのサービス提供は行ないにくい。顧客の経営環
境は厳しさを増しているだけに、こうしたサービスの重要度は増している。オーナーの
中には撤退を考えるケースもあるが、分析を通じた様々な打ち手を講じることで継続可
能な場合が少なくないとのことである。
また、駐車場管理での必要性から参入した防犯システムでは、社長が防犯設備士の資
格を取得、佐賀県警察本部長から防犯アドバイザーを委嘱され、防犯に関する講演など
も行なっている。その結果、防犯システムやデジタルサイネージは駐車場だけでなく小
中学校など様々な公共施設、佐賀信用金庫など地元の複数の金融機関にも採用され、さ
らに信頼性を高める相乗効果を生んでいる。商工会議所の助言をきっかけに取り組んだ
経営革新計画の承認取得や、新連携、その他への挑戦は、それぞれのテーマでの開発推
進やお墨付きを得ることでの信用力強化で、当社のイノベーション戦略に貢献している。
こうした顧客の困っていること、課題を解決するためのイノベーションの結果、競争
激化の中で巧みに顧客ニーズに対応し、厳しい経営環境下でも赤字決算は急激な需要減
少があったリーマン･ショック時の１期のみである。
ハ．今後の取組み
今後の展開として、対象地域を現状の佐賀県、福岡県、鹿児島県から目の届く範囲と
して九州全域に拡大していく、先行き資金調達面ではグリーンシート市場からの直接調
達なども検討するなど財務戦略も重視する、コインパーキングはオーナー物件だけでな
く経営ノウハウをフルに生かせる自社での展開も拡充していく、などを進める。
また、拡大の続く防犯システムは、別会社化によりさらなる本格的な展開を目指す。
製品分野ではファブレス体制は継続しつつ、今後パーキングその他への設置が見込まれ
るＥＶ充電スタンドや、開発が進んでいる無停電電源装置（ＵＰＳ）などがある。ＵＰ
Ｓは、停電時にもコンピュータや防犯カメラ等の機能が確保されることが重要なのだが、
従来製品ではごく短時間しか対応できない。現在、大学関係者等とテストを行なってお
り、通常 10 分程度の停電補償時間が４～６時間も可能となるうえ、低価格を実現して
いる。社長は、顧客の課題解決のためにやるべきことは多く、激しい環境変化に対応し
ていくためには、一度立案した計画のみに縛られず、絶えず変化対応への見直しが必要
である、とも述べている。常にイノベーションを持続することの重要性を認識し、社長
のリーダーシップのもと、今後も積極的な取組みが続けられようとしている。
ちなみに、会社案内のメッセージには、「『課題＝解決』こそ創新に課せられた本来
の業務と考えます。」とある。
14
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（２）株式会社中村輪業・・・顧客の不便を解決するリヤカー・自転車の新展開に挑戦
イ．企業概要
かつては海運業と主にこれに携わる人

（図表 13）㈱中村輪業の概要

たちを対象とした旅館業を営んでいたが、
トラック輸送の増加に伴う需要減少など
でこれを廃業、1979 年になり先代が自転車
販売店を創業した。
現社長はサラリーマン生活を経て家業
の自転車店に戻り、95 年に事業を承継、08
年６月に株式会社として法人成りした。海
運業・旅館業の時代から、人や物の運搬に
かかわる事業を手がけ、現在ではリヤカ
ー・自転車の製造販売業となっている。
当社主力製品の、軽量かつ耐久性と使い
カルカー

勝手に優れるリヤカー（商品名「軽car」）
は、規格品だけでなく、個々の要望に適合
するオーダーメイド対応の強みもあり、街

当社の概要
株式会社 中村輪業
代表取締役 中村耕一
長崎県南島原市西有家町須川280-26
2008年6月（創業1979年）
300万円
3,000万円（2013年６月期）
７人（常勤役員２人、非常勤役員１人、正社
役職員数
員４人）
事業内容 リヤカー、自転車製造・販売
社 名
代表者
所在地
設 立
資本金
年 商

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

中でみかけるヤマト運輸㈱、佐川急便㈱な
どの宅配用にすでに約 1,000 台を納入している。さらに、女性販売員が多い大手飲料販
売店用やハウステンボス等の有名テーマパーク、大手ゼネコン、幼稚園や一般小売店な
どの小口ユーザーにも需要は広がっている。このため、売上構成比ではリヤカー関連が
６割以上を占めている。
ロ．イノベーションへの取組み経緯・ポイント等

（図表 14）中村耕一社長

現在のリヤカー事業のきっかけは、02 年に近隣の高齢
者が重く不安定な一輪車でゴミを運搬しているのを見て、
溶接や曲げ加工など金属加工技術を修得しつつ、約１年を
かけて小型軽量のリヤカーを開発したことにある。安定性
のあるリヤカーだが、通常、鉄製では 40kg にもなる。こ
れに対して、当社が開発したリヤカーはわずか 13kg であ
った。もちろん、強度などは十分に考えたもので、高齢者
や女性などでも扱いやすい。
同様のニーズはあるとの判断から県内をくまなく歩い
て営業したが、当初半年はほとんど売れなかった。しかし、

（備考）信金中央金庫
地域・中小企業研究所撮影

新聞で紹介されたことをきっかけに、環境問題や 2006 年の道路交通法改正による路上
駐車取り締まり強化問題への対応、効率的な配送方法の追求という観点から大手宅配業
者の目に留まり、成約に結びついた。すでに従来からの自転車販売は、人口減少や高齢
15
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化で需要が減少し、春の入学・就職シーズンに （図表 15）スタンダードタイプの軽 car
はある程度売れるものの、あとは修理があるく
らいで厳しい経営環境にあった。また、近隣へ
の大型スーパー出店で競合も激化していた。
まさに、環境変化への対応が強く求められ、
前述のドラッカーの７つの機会の①にある予期
せぬ出来事をイノベーションにつなげることに
なっていった。それまで自転車の扱いで培った
知識・ノウハウに、近隣の鉄工所で修得した金

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所撮影

属加工技術を組み合せることで「軽 car」の開発

（図表 16）宅配用３輪自転車軽 car

を実現したのである。リヤカーや自転車は既存
のものであるが、これを自社および外部の経営
資源を組み合わせ、顧客のこのようなものがあ
ればという潜在ニーズを顕在化させ、新たな価
値を創出する製品へと変身させたことになる。
また、製品は定番商品だけでなく、ユーザー
のオーダーメイドにもきめ細かく対応している。
たとえば、同じ宅配業者でも会社によって荷台

（備考）㈱中村輪業ＨＰより転載

部分のサイズや形状が違うなど、それぞれに仕様は異なり、こうした要望にも細かく対
応することが差別化の大きな要因になっている。図表 16 のような自転車タイプでも、
後ろに荷台がついたタイプもあれば、荷台が自転車の横にあるサイドカータイプ、風
防・屋根付きのもの、電動アシストのあるもの、変速ギア付き、後輪の動力伝達ロスを
軽減するデファレンシャルギア付きなど多様である。きめ細かな対応が可能なことから、
寿司店、弁当店、書店など幅広いユーザーに利用されている。
当社のこうした展開は、大手メーカーが参入しづらいニッチ市場をうまくとらえ、し
かも多用なニーズにきめ細かく対応することでの差別化に注力するという、中小企業が
強みを発揮できるイノベーションのパターンといえよう。結果として、いわゆる自転車
販売店から、ユニークなリヤカー・自転車製造販売業へと転身したことになる。
利用者の立場に立った製品開発とともに、もう一つ見逃せないのが新聞への当社記事
掲載が宅配業者向け受注のきっかけとなった点である。もちろん新聞報道をきっかけと
した大手宅配業者からの受注は、大きなＰＲ効果があったはずである。潜在的にニーズ
のある物をつくるだけでは販売にまで結びつかない。この新聞報道は当社から意図して
行なったものではなかったが、潜在的ニーズをもつユーザーにつながるための情報発信
の重要性を象徴するものであったといえよう。現在では、自社ホームページや電子商店
街の利用などの重要性も理解し、積極的に利用している。
一方、2007 年の長崎県経営革新計画の承認取得は、会社が意図したもので、これも
16
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ＰＲ効果と信頼性向上に結びついたと考えられる。 （図表 17）自転車牽引折りたたみリヤカー
これらの結果は、新聞・雑誌・情報誌・テレビ・
ラジオなど様々なメディアでの紹介、商工会など
での社長の講演会講師など積極的な情報発信活動
につながり、人的ネットワークの構築に寄与して
いる。「軽 car」を開発したことが注目されて情報
発信の機会も増え、これがさらなる開発と販売に
つながるという好循環を作り出しているのである。 （備考）㈱中村輪業ＨＰより転載
これは、ドラッカーの言う企業の基本的機能、す
なわち“イノベーションとマーケティング”がう

（図表 18）オーダーメイドの台車

まく回った結果ともいえよう。
なお、社長は経営革新計画について、具体的な
ものを策定することにより経営がよりリアルなも
のとなったとしている。頭の中にあるものを具体
的に表すことで、見逃していたものや新たな課題
などへの気づきも含めて正しい現状把握と、今後
についてのよりクリアな認識ができる形にまとめ
られた、ということであろう。

（備考）㈱中村輪業ＨＰより転載

この経営革新計画への取組みのきっかけは、商工会の勧奨ということである。実際の
策定は、商工会のスタッフの助言と、財務面では税理士のサポートを受けつつ、社長自
ら計画をまとめた。資金需要とその調達、人員の確保、経営管理など、いずれもどんぶ
り勘定で進めることはできないこと、そのために、会社としての組織づくりをすること
の必要性を感じたということである。この点、税理士には月々の実績を遅れることなく
必ず報告することを求めるなど、製品開発や販売面だけでなく、経営の舵取りに欠かせ
ない管理面でも適切な活動が実践されている。
ハ．今後の取組み
積極的にイノベーションに取り組んできた当社であるが、東日本大震災後の大手ユー
ザーの経費圧縮が、当社経営にも影響を与えている。そこで、やや大口に傾注しすぎた
反省から、小口ユーザーの開拓にも注力し、開発・生産・販売能力に見合ったより強固
な経営基盤の構築に取り組んでいる。現在、福祉介護分野で画期的な新製品の開発が進
んでおり、今後のけん引役のひとつとして期待している。また、より効率的に軽 car
ユーザーの多様なニーズに対応するため、共通する基本部分にユーザーごとの要望にあ
ったオプションを付加する方式をすすめていく。社長は、「ものづくりは利用者が現場
でどのように使い、何に困っているかを知らねばならない。つくり手の思い込みではだ
めで、ニーズがなければならない。ユーザーとつくり手の共通のキーワードをみつける
ことが重要である。」とし、さらなるイノベーションに取り組む姿勢をみせている。
17
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（３）株式会社はまおん・・・「書く事・奏でる事」を軸に新たな顧客価値を創造
イ．企業概要
当社は、松本会長が勤めていた楽器メー

（図表 19）㈱はまおんの概要

カーを退職し、1974 年に静岡県浜松市で楽
器および文具店として創業した。その後、
88 年に現在の株式会社とした。
現在は３つの事業部門となっている。す
なわち、①中小企業向けのオフィス用品通
販のアスクル㈱のエージェントとして法
人向けの事務用品通販サービスとＧＭＯ
スピード翻訳㈱を利用する翻訳のオフィ
スサポート事業、②当社開発の楽譜用フォ
ルダー「ウィンドウフォルダーリリホ」
（図
表 21）、お祭りや教育用楽器（信号ラッパ、
横笛、和太鼓、ハモニカなど）のミュージ
ックライフ事業、③一般事務用品、コミッ
ク・イラスト画材、印鑑・印章、切手・印

社
名
代 表 者
所 在 地
設
立
資 本 金
年
商
役職員数
事業内容

当社の概要
株式会社 はまおん
代表取締役 齋藤真由美
静岡県浜松市東区西ケ崎町1086
1988年（創業1974年）
1,000万円
1億7,000円（2013年４月期）
７人（役員３人、パート４人）
文具・事務用品・楽器販売

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

紙、宝くじ、たばこなどの店舗販売のロー
ドサイド事業である。役職員は、齋藤社長と両親であ

（図表 20）松本会長（左）と齋藤社長

る会長夫妻の役員３人、職員はパートの４人で合計７
人である。
齋藤社長は高校の音楽教師を経て 98 年に家業に入り、
父親である現会長から経営に関するノウハウを吸収し、
07 年に２代目として事業を承継した。
ロ．イノベーションへの取り組み経緯・ポイント等
当社は、創業時から楽器と文具を扱っていたが、当
時の楽器は、ピアノを中心に管・弦・打楽器、レコー
ドなど一般に楽器店で扱っているものであった。しか
し、浜松という楽器の産地での展開は容易ではなく、

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所撮影

教育・地域・文化などをキーワードとした内容に変化させていった。すなわち、楽器を
納入していた学校向けに文具を展開し、95 年にはオフィス用品の通販サービスを行な
うアスクル㈱の静岡県で初のエージェントとなり地域の法人需要への対応を始め、文具
を強化・拡充していった。一方で、楽器は信号ラッパ、笛やハーモニカ、和太鼓など祭
りや学校用など一般の楽器店であまり扱わない特色あるものにフォーカスしていった。
環境への対応に努力してきたわけであるが、家業に入り経営の勉強に打ち込んでいた
現社長は、単にメーカー品を扱っているだけでは差別化が難しく、扱い商品の拡大のよ
18
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うな対応だけでは、文具などはしだいに大手 （図表 21）ウィンドウホルダーリリホバインダー（上）と
量販店などとの競合で売上高や利幅は厳し

同リフィル（下）

さを増すことが予想されるとして、さらなる
対応の必要性を感じていた。
そうしたおり、自らの音楽指導の現場での
経験から、楽譜を入れるクリアファイルにつ
いてのアイデアを思いついた。練習時に指導
内容等を楽譜にメモする際に、これまでのク
リアファイルでは、メモの都度ファイルから
楽譜を出し入れする必要があり、煩雑で時間
をとられ効率的な練習の妨げとなっていた。
実際に現場で感じていた不便を解消するた
めに、クリアファイルに大型の窓を設け、細
かな指示などのメモを取るのにクリアファ
イルからその都度楽譜を取り出す手間を省
き、そのままで簡単に行なえるようにする、
というアイデアである。
会長は、地元浜松の「やらまいか（やろう
じゃないか）精神」に溢れ、独自製品の開発

（備考）㈱はまおんＨＰより転載および
信金中央金庫 地域・中小企業研究所撮影

によるイノベーションへの取組みに賛同する一方で、経営的視点から、齋藤社長にユー
ザーニーズの調査や採算のシミュレーションなどを十分に行なったうえで進めるとい
うアドバイスを行った。
そこで、静岡文化芸術大学坂本光司教授（当時）の研究室の協力を得てニーズ調査を
行なった。この結果、練習時に不可欠な細かな指示などのメモを取るのに、クリアファ
イルから譜面を取り出す不便さの解消ニーズは大きかった。さらに、演奏会などで見栄
えのする外観とし、軽量で持ち運びやすくする、などの多数の要望を知ることができた。
06 年に約半年の開発期間を経て、野外の演奏時でも楽譜が風で飛ばされないオビを
窓の中央に配置し、軽くて扱い易く持ち運びがらくで、ライトの反射で見にくくならな
い、窓は低音パートも書き込みやすいスペースとし、フォルダーはステージなどで見栄
えのする黒表紙のデザインなどを特徴とする「ウィンドウフォルダーリリホ」が誕生し、
実用新案、意匠、商標の登録も行なった。
また、県の職員から静岡県経営革新計画の承認への勧奨があり、当社として１回目の
経営革新計画の策定にも取り組んだ。計画は、「『書き込みできるクリヤーブック』の
製品化と販売促進」のタイトルで 06 年度の承認を得た。加えて、静岡県のものづくり
の展示会への参加や、複数の新聞にも取り上げられたことなどで広く知られることとな
り、東急ハンズ名古屋店および東急ハンズ ANNEX 店（名古屋）、山野楽器銀座本店など
19
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にも販売ルートが広がっていった。ちなみに、黒のバインダーに綴じ込むクリアファイ
ルのリフィル「ウィンドウフォルダーリリホバインダーリフィル」（図表 21 下）は、
06 年の発売からこれまでに累計 30 万シートの販売実績となっている。
イノベーションでは思いつくことが重要であり、難しいかどうかではなく、「なぜこ
れが今までなかったのか」というのが最大の賛辞であるとドラッカーは言っている。ま
さに、ウインドウフォルダーリリホはそうした日常の中の気づきから生まれている。自
らがやや離れた立場で見た時に気づきがあったということであろうか。派手なハイテク
製品などではないが、きめ細かなアイデアを盛り込み、練習・演奏に集中できるという、
演奏家やその指導者にとって大変重要な価値を創出している。
このウィンドウフォルダーリリホを対象とした経営革新計画の策定は、計画の形式に
ついて専門家のアドバイスを受けたが、会社勤務で経営企画や販売の現場経験を積んで
きた会長の指導のもと、事業承継前の現社長が取り組んだ。具体的な計画を策定するに
は経営に関することを細かくよく知らねばな （図表 22）海上自衛隊に納入予定の信号ラッパ
らず、大きな学習効果があったとしている。
これに続き、10 年には「小ぶりでよく鳴るお
祭りラッパ『浜音シリーズ』の開発と販売」で
２度目の経営革新計画の承認を得た。信号ラッ
パは、消防や自衛隊などで使われるだけでなく、
毎年５月の地元の浜松まつりでも不可欠なも
のである。最近では、熊本や長野、岐阜なでの
祭りへの利用も広がり、ネットで注文が入ると

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所撮影

のことである（図表 22）。この信号ラッパは、会長が開発を行なっている。２度目の
計画策定では、製品の開発もさることながら、その良さをいかに伝えるのかにも力点を
置いた。伝えることの重要性は前回の経験からも学んだことのひとつである。顧客の行
動に焦点を当て、困っている問題の解決、あるいは吹くことを楽しくする内容などを盛
り込んだ。たとえば、ホームページのわかりやすさを追求したり、YouTube（動画共有
サイト）で吹き方を紹介したり、パンフレットを利用するなどである。
ハ．今後の取組み
当社は、会長の言う「調流考践」（調和し、時間・時代の流れを常に考え勉強するこ
と）で経営環境の変化に柔軟に対応してきた。顧客ニーズなどの変化に応じた課題解決
を地道に追求する、つまり、イノベーションの持続である。その実践のため、経営計画
の策定実行と、現場を担うスタッフとのコミュニケーションを重視し、方針や具体的対
応を明確にし、メンバーが主体的に働けるよう配慮している。現在は 14 年の創業 40
周年に向けて改めてＳＷＯＴ分析に取り組んでいる。「書く事・奏でる事」を軸に文化
的で楽しく、地域の日々の暮らしを応援し、人が集まる企業としてどのような価値創造
の場として変化させるか、やらまいか精神と慎重さのバランスで今後も取り組んでいく。
20
産業企業情報

２５－７

２０１３．１１ ．１３

©信金中央金庫 地域･中小企業研究所

おわりに（事例企業からの示唆）
事例の３社は、それぞれに業務などの日常からユーザーの本当のニーズに気づき、こ
れをビジネスとするモデルを考え抜き、具体化している。実はこれこそが経営そのもの
なのだが、とかく従来の仕事の繰り返し、目の前の課題への対応に終始し、本来の環境
変化への対応が不十分なケースが多いのが実態であろう。
㈱創新は、単なるコインパーキングの機器販売・設置・料金収納代行から、ユーザー
の本当の目的であるコインーパーキングの業績向上を支援するコンサルティングとい
うもう一歩踏み込んだ領域まで行ない、イノベーションを創出している。
㈱中村輪業では、高齢者がゴミ出しに重い手押しの一輪車を使っているのを見たこと
が成熟・衰退商品であるリヤカーの新展開への気づきとなった。自転車の技術に鉄工所
で学んだ技術を付加するなどで、徹底的にユーザーの利用現場を考えた製品開発を追及
し、街の小さな自転車屋の製品が大手宅配業者に採用されるなど、用途開発の多様化で
イノベーションをもたらした。
㈱はまおんの楽譜用フォルダーは、クリアファイルに大型の窓を開けるという単純な
ことなのだが、これがユーザーにとっては大きな差別化となった。また、創業時の内容
をしだいに変化させ、外部業者利用による事務用品での法人開拓や、楽器での地元の祭
り用などニッチなニーズへの対応、さらにネットを利用した楽器・文具の販売にも展開
と、実にしなやかでチャレンジ精神と慎重さのバランスのある対応をしている。
いずれも、気づきをもたらす経営者の過去の幅広い経験や固定概念にとらわれない感
覚・姿勢の重要性が指摘できる。そして、ニーズを具体化する意欲、必要経営資源の見
極めと不足をどのように調達して事業化するのか、ビジネスモデルの構築に多大な努力
を払っている。目指しているのは、ユーザーの本質的ニーズに応える効用を実現するイ
ノベーションである。一般的なイノベーション・経営革新という言葉のイメージほどに
派手なものではないかもしれない。しかし、立派にイノベーションで実績を残し、現在
もさらなるイノベーションに取り組む意欲にあふれている。
今一度、業務全般、顧客、外部環境など様々な日常を見直し、先入観にとらわれずに
何が本質的ニーズなのかじっくりと考え、多くの中小企業がイノベーションにチャレン
ジすることを期待したい。変化が起こりつつある今こそ、イノベーションにチャレンジ
する好機である。
（藤津 勝一）
＜参考文献＞
・経済産業省 中小企業庁編「中小企業白書」（2009 年版）
・トーマス Ｋ．マクロウ「シュンペーター伝」一灯舎（2011 年）
・日本中小企業学界編「中小企業のイノベーション」日本中小企業学界論集 31

同友館（2012 年）

本レポートのうち、意見にわたる部分は、執筆者個人の見解です。投資・施策実施等についてはご自身の
判断によってください。
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信金中央金庫地域・中小企業研究所 活動状況
（2013 年 10 月末現在）

○レポート等の発行状況（2013 年 10 月実績）
発行日
13.10.1

分
類
内外金利・為替見通し

通巻
25-7

タ イ ト ル
－景気回復、デフレ圧力の低下で、日銀は様子見スタンスを
継続－

13.10.2

内外経済・金融動向

25-2

円高是正後の輸出入動向と今後の展望

13.10.8

ニュース＆トピックス

25-14

2012 年度末 信用金庫の不動産業向け融資の動向

13.10.15

中小企業景況レポート

153

全国中小企業景気動向調査結果（７～９月期）

○講演の実施状況（2013 年 10 月実績）
実施日
13.10.2

講 演 タ イ ト ル
信用金庫による創業支援への取組みについて

主
催
群馬県信用金庫協会

講演者等
鉢嶺実

13.10.10

日本経済の現状と今後の展望について

群馬県信用金庫協会

斎藤大紀

13.10.15

日本経済の現状と金利為替見通しについて

埼玉県信用金庫協会

斎藤大紀

13.10.18

全国における若手経営者による成功事例

西京信用金庫

鉢嶺実

13.10.25

アベノミクスの効果と今後の日本経済について

福島信用金庫

角田匠

13.10.29

環境変化に挑む！中小企業の経営事例

にいかわ信用金庫

滑川営業部

鉢嶺実

○統計データの公表、レポート等の発刊予定（公表日等は変更となることがあります。）
13.11.1
13.11.上旬
13.11.上旬
13.11.18
13.11.18
13.11.29
13.12. 2

内外金利・為替見通し（月刊）＜25-8＞
産業企業情報＜25-7＞「中小企業のイノベーションへの取組み（仮）」
内外経済・金融動向＜25-3＞「市区町村が直面している課題（仮）」
全国信用金庫預金・貸出金（2013 年 10 月末）
経済見通し＜25-3>
全国信用金庫主要勘定（2013 年 10 月末）
内外金利・為替見通し（月刊）＜25-9＞

＜信金中央金庫 地域・中小企業研究所 お問い合わせ先＞
〒103-0028 東京都中央区八重洲１丁目３番７号
TEL 03-5202-7671（ダイヤルイン）
FAX 03-3278-7048
e-mail：s1000790@FaceToFace.ne.jp
URL http://www.shinkin-central-bank.jp/（信金中央金庫）
http://www.scbri.jp/（地域・中小企業研究所）
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