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◎合理化誌を社内で回読する際ご利用下さい。
（ワク内に押印）

（一社）大阪府経営合理化協会 専務理事

••••••••••••• 表紙の説明 ••
•
•
•“今”を作り上げた知識や経験を手に、 •
•
•
• 新しい時代へと進み、これからの発展を •
• 見据えている様を表現しています。
•
•
•
••••••••••••••••••••••

ひろげよう創造と連帯

〈我々のクリード〉

〈2020年 年頭方針〉

我々は価値ある繁栄をめざす

革新的なリーダーシップで
新時代を生き抜く

●人類社会への貢献
●人間信頼の経営
●変化に対応する競争力
●創造性の開発

（一社）大阪府経営合理化協会
専務理事

高安

正美

変化に強いリーダーシップ
今年の年明け、誰が今の状況を予測したでしょうか。IMFも⽶中摩擦の懸
念は有ったが、世界経済は数パーセント成⻑すると報告。そしてコロナ。４
⽉をピークに社会、企業に⼤きく影を落とし、９⽉に⼊ってもコロナの終息
は未だ⾒えません。しかし、企業は様々な努⼒で危機に対応しています。
リーダーシップの研究で著名なハーバード・ビジネス・スクールのコッター
教授は「状況が⽬まぐるしく変化する時代のリーダーシップは、進むべき未
来と⽅向性を定め、ビジョンと戦略を策定する。そして、チームと協⼒関係
をつくりメンバーを勇気づけていく。
」と述べています。
変化に強い会社は、予測不可能な局⾯に遭遇した時にこそ、リーダーシッ
プを発揮し、揺るぎない信念と前向きな姿勢で危機を乗り切るでしょう。
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巻 頭 言

ポストコロナを考える
～今だからこそ内省を～

大阪経済大学 経営学部
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 ポストコロナの世界はどうなっているのか。オールドノーマルに戻るのか、ニューノーマル 
 に変わるのか。ビジネスモデルや組織のあり方は従来通りで良いのか。世界の経営学会でも喫 


 緊のテーマとして議論が続いているが、その姿が見えてくるのは数年先になるだろう。

 世界的なパンデミックは、近年多発する未曽有の自然災害とともに、通常の経営を取り巻く 
 外的ショックとは、その性質を異にし、前例のない不確実性への対処が求められているといえ 


 る。現在は、一種のカオス状態だが、いずれはここから抜け出すことは間違いない。

 問題は、そのプロセスで、社会のパラダイムの転換と創造が促され、その波に乗れた会社と 
 乗り遅れた会社が出て来ることだろう。今でさえ、日々、多数のコロナ倒産が起きている一方、 


 Uber Eats（ウーバーイーツ）やZoom（ズーム）など外的ショックを梃にビジネスを定着さ 
 せる会社や、雇用を維持しながら日々、事業のあり方を模索する飲食店や宿泊業者等が多くみ 
 られる。まさに、大きな環境変化にいかに向き合うかが問われているといえよう。



 経営学の理論では、予想し難い変化の波が連続して打ち寄せる時、大きな波を避けながらも、 
 うまく波に乗るアジリティ力や危機に対応しいち早く回復するレジリエンス力の大切さが指摘 
 される。その通りではあるが、それだけだろうか。



 ここでは、「我社は何のために存在するのか、死守すべき価値とは何か」という会社の根幹 
 にかかわる経営哲学や会社の存在意義にかかわる点への内省（振り返り）の役割について紹介 
 したい。



 筆者が以前、インタビュー調査をした際、東日本大震災で大打撃をうけた会社の社長が、す 
 べてを失った今だからこそ、我社にとって、最も大切なことがみえてきた、と語っていた。多 


 くを失い、事業や規模を１つずつ縮小する（剥ぎ取る）時、忘れていた会社の原点や価値に再 
 び巡り合えたと言う。そして、その時の安堵感がその後のとるべき道の正しさを明るく照らし、 
 社長に勇気と覚悟を与えている。別の社長は、本社工場が津波で、こっぱみじんになり、子供 


 が泣き狂っていた時、私が動かないとこの地を捨てることになる、と我に返り、地域なしには 
 我社はあり得ない、という会社が存在する意味と価値を再認識している。

 危機は、ある意味、会社にとって一番大事なことを教えてくれる機会にもなっていると言え 


 ないだろうか。多くを失い、最後に残るのが会社にとって最も大切な価値になる。業界や会社 
 の規模によって状況は異なるかもしれないが、敢えてパンデミックのこの時に、我社の哲学や 
 存在意義について振り返る「語りの場」をもってみてはどうだろうか。危機に対峙する、我社 


 らしいビジネスモデルの探索や組織のベクトルを合わす契機にもなるかもしれない。

 コロナ禍では「自粛」は必要だが、「委縮」は禁物である。パラダイムが転換し始めている 
 今だからこそ、企業、業界、政府は知恵を出し、慎重かつ大胆な行動を取る必要があるのでは 


 ないだろうか。ポストコロナの世界は、まさに今の私たちの主体的な思考と行為にかかってい 
 ると言っても過言ではないだろう。
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特集

ポストコロナ時代の「変化に強い会社をつくる」～ビジネスモデルの転換、デジタル化、事業継続～
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不 確実 性時 代における企業変革力

昨今、新型コロナウイルス感染症の世界
的な感染拡大によって戦後最大ともいうべ
き危機が進行している。ただ、振り返って
みると、ここ最近の大きな傾向として、
2008年のリーマンショック、2010年のギリ
シャの財政問題に端を発する欧州債務危
機、2011年の東日本大震災、2016年６月の
国民投票により決定した英国のEU離脱や、
2018年以降の米中貿易摩擦など、近年、予
測困難な政治的変化が起きるようになって
おり、政策不確実性の高まりが経済活動に
与える悪影響が懸念されている。
そこで、今年度（令和２年度）のものづ
くり白書では、我が国製造業が、この不確
実性の時代において取るべき戦略として、
企業変革力（ダイナミック・ケイパビリ
ティ）
強化の必要性について紹介している。
ダイナミック・ケイパビリティとは、戦
略経営論における学術用語であるが、カリ
フォルニア大学バークレー校ハース・ビジ
ネ ス ス ク ー ル 教 授 の デ イ ヴ ィ ッ ド・J・
ティース氏によって提唱され、近年、注目
を浴びている理論である。ダイナミック・
ケイパビリティとは、一言で表すなら、環
境や状況が激しく変化する中で、企業が、
その変化に対応して自己を変革する能力の
ことである。それゆえ、今日のように、世
界の不確実性が急激に高まっている時代に
おいて、製造業の在り方を考える上で、多
くの示唆を与えてくれる。
ティース氏によると、企業のケイパビリ
ティは、
「オーディナリー・ケイパビリティ
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（通常能力）
」と「ダイナミック・ケイパビ
リティ（企業変革力）」の２つに分けるこ
とができる。ダイナミック・ケイパビリ
ティの意義を正確に理解するためには、
オーディナリー・ケイパビリティと比較す
ることが有益である。オーディナリー・ケ
イパビリティとは、与えられた経営資源を
より効率的に利用して、利益を最大化しよ
うとする能力のことである。これは、労働
生産性や在庫回転率のように、特定の作業
要件に関して測定でき、ベスト・プラク
ティスとしてベンチマーク化され得るもの
である。企業にとってオーディナリー・ケ
イパビリティを高めることが根本的に重要
であることは、論を待たない。しかし、オー
ディナリー・ケイパビリティだけでは、企
業は競争力を維持することができない。な
ぜなら、ベンチマーク化されたベスト・プ
ラクティスは他企業が模倣しやすく、特に
グローバルな競争が激しい環境下では、急
速に拡散するからである。
そこで、環境や状況の変化に応じて、企
業内外の資源を再構成して、自己を変革す
るダイナミック・ケイパビリティを高める
ことが必要となる。もちろん、オーディナ
リー・ケイパビリティが企業の基本的な能
力であることは、上述のとおりである。し
かし、重要なのは、現状の企業行動が、環
境や状況の変化に適合しなくなったかどう
かを常に批判的に感知し、適合しなくなっ
たと判断したならば、適合するように企業
を変革することである。その変革に成功す
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れば、企業は、新たに構築されたオーディ
ナリー・ケイパビリティの下で、再び効率
性を追求することができる。ティース氏の
卓抜した表現を借りるならば、オーディナ
リー・ケイパビリティとは「ものごとを正
しく行うこと」であるが、ダイナミック・
ケイパビリティは「正しいことを行うこと」
ということになる。
ティース氏は、「正しいことを行う」能
力であるダイナミック・ケイパビリティ
を、更に次の３つの能力に分類している。
◦感 知（センシング）：脅威や危機を感知
する能力
◦捕 捉（シージング）
：機会を捉え、既存
の資産・知識・技術を再構成して競争力
を獲得する能力
◦変 容（トランスフォーミング）：競争力
を持続的なものにするために、組織全体
を刷新し、変容する能力
このダイナミック・ケイパビリティの中
でも中核となるのは、資産を再構成（オー
ケストレーション）する企業家的な能力で
ある。そのような能力は模倣することが難
しいものであり、したがって、外から購入
するよりは、企業内部で構築しなければな
らない。逆に言えば、このような能力は、
企業の長年の学習によって構築された文
化・遺産の産物であるがゆえに、他企業に
は模倣困難なものとなり、かつ長期にわ
たって維持されるものである。
この再構成の意義を説明するに当たって、
ティース氏は「共特化（co-specialisation）
」
の原理を強調している。共特化の原理とは、
２つ以上の相互補完的なものを組み合わせ
ることによって、新たな価値を創造するこ
とである。共特化の原理は、経済社会の至
るところで観察することができる。例えば、
自動車とガソリンスタンドの関係、美術館
と館内カフェの関係、コンピュータのオペ
レーティング・システムとアプリケーショ
ンの関係、クレジットカードとそれを利用
－4－

できる店舗の関係には、共特化の原理が働
いている。
共特化の原理を働かせることで、
企業は、差別化製品の提供が可能になるだ
けではなく、
費用を節約することができる。
共特化の原理が働く資産を識別し、投資す
る経営者の能力は、企業の競争力にとって
決定的に重要である。ダイナミック・ケイ
パビリティとは、環境や状況の変化に対応
するために、共特化の原理に従って、組織
内外の資産を再構成し、新たな価値を創造
することとも言うことができる。
この共特化の原理とダイナミック・ケイ
パビリティの関係を示す事例として、今年
度（令和２年度）のものづくり白書では、
富士フイルムホールディングス㈱の例を紹
介している。同社は、デジタルカメラの普
及という環境変化にさらされていたが、す
でに自社で所有していた高度な写真フィル
ム技術を応用して開発した液晶パネルの生
産に欠かせないディスプレイ材料事業に大
胆な投資を行った。この事例は、同社が写
真フィルムに液晶パネルとの共特化の関係
を見いだし、写真フィルム技術という資産
を再構成して、ディスプレイ材料事業の拡
大を加速するというダイナミック・ケイパ
ビリティを発揮したものと解釈できる。な
お、日本政府は、我が国の産業が目指すべ
き姿（コンセプト）として、人、モノ、技術、
組織等が様々につながることにより新たな
価値創出を図る“Connected Industries（コ
ネクテッド・インダストリーズ）”のコン
セプトを提唱し、世界に向けて発信してい
る。ティース氏の理論に基づけば、この
“Connected Industries”の意義は、多様な
つながりが生み出す「共特化」の関係から、
新たな価値を創出するところにあると言う
ことができる。
最後に、製造業のデジタル化（DX）と
ダイナミック・ケイパビリティとの関係に
ついて少し触れておきたい。
一般社団法人電子情報技術産業協会の
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IT投資における日米比較

「2017年国内企業の「IT経営」に関する調
査」
（2018年１月）によると、我が国企業
は米国企業に比べて、「業務効率化／コス
ト削減」のための「守りのIT投資」に重
点を置いており、ITを活用した新たなビ
ジネスモデルの構築やサービスの開発を行
うための「攻めのIT投資」が進んでいな
い実態が示されている（図１）。また、我
が国の製造業企業に対して、IT投資の目
的について調査したところ、やはり、業務
効率化やコスト削減、あるいは旧来型の基
幹系システムの更新や維持を重視している
ことが明らかとなった（図２）。
確かに、デジタル技術が業務効率化・コ
スト削減に大きな効果を発揮することに
は、疑いの余地はない。また、設備の安定
稼働や品質管理体制の強化、あるいは人手
不足問題の克服の上でも、IoT、AIを始め
とするデジタル技術は有効である。ただし、
業務効率化、コスト削減、安定稼働、品質
管理は、与えられた経営資源をより効率的
に利用するオーディナリー・ケイパビリ
2020. 秋号
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ティに属するものである。しかし、デジタ
ル技術が製造業にもたらす恩恵は、オー
ディナリー・ケイパビリティの強化にとど
まるものではない。デジタル技術の活用に
よって、製造業が環境や状況の変化に対応
するダイナミック・ケイパビリティを高め
ることもできる。
ティース氏は、ダイナミック・ケイパビ
リティを、
「感知」
「捕捉」
「変容」の三能
力に分類したが、デジタル技術は、このい
ずれの能力をも増幅させる。
例えば、
「感知」とは脅威や危機を感知
する能力であり、ダイナミック・ケイパビ
リティの起点となるものである。この「感
知」の能力を高める上で、デジタル技術を
活用したデータの収集・分析は大きな力を
発揮するであろう。また、近年、AIの発
達と普及が著しいが、AIは、環境や状況
の変化を予測し、不確実性を低減するのに
効果的であろう。
「捕捉」
、すなわち機会を捉え、既存の資
産・知識・技術を再構成する能力を高める
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上で、リアルタイム・データの収集・分析
は非常に強力な武器となる。特に、製造業
の製品を通じた顧客へのサービスの提供
（
「製造業のサービタイゼーション」あるい
は「ことづくり」）は、デジタル技術を活
用して販売した製品からデータを収集し
て、顧客にサービスを提供するものである
が、これは顧客ニーズの機会を捉えて、製
造業の資産・知識・技術を再構成して顧客
体験価値を創造している。また、製造業の
デジタル化により実現する変種変量生産や
マスカスタマイゼーションは、顧客の特殊
かつ少量のニーズの機会を逃さず捕捉する
ことを可能にする。
「変容」は、競争力を持続的なものにす
るために、組織全体を刷新し、変容する能
力であるが、デジタル技術による「変容」
こそが、いわゆる「デジタルトランスフォー
メーション」であるといえる。
このように、デジタル技術は、製造業の
オーディナリー・ケイパビリティのみなら

ず、ダイナミック・ケイパビリティをも高
める上で、大きな可能性を秘めている。に
もかかわらず、我が国の製造業企業の多く
は、IT投資の主な目的は業務効率化やコ
スト削減や旧来型の基幹系システムの更新
や維持にあるとみなしており、ダイナミッ
ク・ケイパビリティの強化のためにデジタ
ル技術を十分に活用しているとは言い難
い。しかし、デジタル技術の活用によりダ
イナミック・ケイパビリティを高めること
ができれば、不確実性の高い世界において
も、競争力を維持し、場合によっては強化
することすら可能になる。したがって、デ
ジタル技術を徹底的に利活用することによ
り、オーディナリー・ケイパビリティのみ
ならず、ダイナミック・ケイパビリティを
強化することこそ、不確実性の高い世界に
おける我が国製造業のとるべき戦略である
といえる。
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４月に発令された緊急事態宣言は５月末には
解除されましたが、依然として厳しい事業環境
下にある業界も多いのではないかと思います。
「どのように生き延びるか」といった観点から
様々な施策を講じている、という皆様も多いの
ではないのでしょうか。一方で、特に経営幹部
の皆様は、コロナ感染の収束後に向けた中長期
視点での施策、いわゆる「ポストコロナ時代へ
の対応」についても検討しなければ、とお考え
ではないかと思います。
本稿では、ポストコロナ時代の「変化に強い
会社をつくる」という観点から、
「ビジネスモ
デル転換」あるいは
「ビジネスモデル・イノベー
ション」を進める上での参考にして頂くことを
目的に、欧州企業各社で採用されているビジネ
スモデル・イノベーション手法である、
「ビジ
ネスモデル・ナビゲーター」をご紹介させて頂
きたいと思います。

■新型コロナ感染症が事業に与える
４種の変化
企業規模の大小問わず新型コロナ感染症が事
業環境に与える影響は依然として続いており、
残念なことに事業縮小や廃業を余儀なくされる
といったお店や企業を目にすることも多いとい
うのが現状です。一方で、我が社では売上が拡
大しているという方もいらっしゃるかもしれま
せん。
今回の新型コロナ感染症が事業環境に与えた
変化について、以下の４種に分類できるかと思
います。
１）短期の勝ち組、負け組：４月の緊急事態宣
言以降、レストラン、居酒屋、旅行業界など、
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対面でのサービスを伴う業界は、非常に厳し
い事業環境にあります。逆に、マスクの製造
販売など、販売量が急拡大している事業もあ
るはずです。これらの事業については、新型
コロナウイルスの感染状況が収まるととも
に、事業環境への影響も縮小され、コロナ以
前の状態に戻るものと予想されます。
２）長期の勝ち組、負け組：一方で、デパート
など対面販売での小売業やオフィス賃貸用の
不動産など、新型コロナウイルスの感染状況
が収まった以降も、事業への悪影響が継続し
そうな業界もあります。逆に、Zoomのよう
なオンラインコミュニケーションツールや
ウーバーイーツなどのオンライン配達サービ
スについては、事業への好影響がポストコロ
ナにおいても継続しそうです。
ポストコロナ時代への対応という意味におい
ては、新型コロナ感染症が落ち着いた後も継続
すると思われる変化を見出し、それを市場機会
とする事業展開を考えることが重要です。
また昨今は、グローバル化、少子高齢化、地
球温暖化に伴う異常気象、世界の政治経済の不
安定化、スマホやAIといった急激なIT化の進
展など、今回の新型コロナウイルス以外にも、
様々な要因で事業環境が大きく変化しやすく
なっています。このような変化の激しい事業環
境においては、変化に対するビジネスモデル適
応力が企業存続、事業拡大の鍵を握ると言って
よいのではないでしょうか。

■ビジネスモデル・ナビゲーターの概要
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それでは、変化に対するビジネスモデル適応

という概念があいまいなため、ビジネスモデ
ルを考えたり議論したりすることが難しい
３）新たな事業を創造し、立ち上げるための手
順がわからない
これら３つの問題点を解決するために開発さ
れた手法がビジネスモデル・ナビゲーターで
す。ビジネスモデル・ナビゲーターでは、既存
事業を持つ企業のビジネスモデル・イノベー
ションを支援するために以下３つのツールを提
供しています。
１）55種のビジネスモデル・パターンカード
２）ビジネスモデルの４軸
３）新事業創造の４ステップ
では、
各ツールを１つずつ見ていきましょう。
まず、55種のパターン・カードは、既存事業に
縛られない新たなビジネスモデルを発想するた
めのアイデア創造ツールです。全世界の約300
件のビジネスモデル・イノベーション成功
事例を分析し、それらに共通するビジネス
モデルをパターンとして抽出したのが55種
類のパターン・カードです。他業界の成功
パターンを自社業界に当てはめることで、
既存のビジネスモデルに捉われない新たな
発想が可能になります。
次に、ビジネスモデルの４軸は、ビジネ
スモデルをシンプルかつ網羅的に定義する
ことで、ビジネスモデルの議論や検討を確
実かつ容易に実施可能にします。具体的に
は、顧客は誰か（WHO）
、提供価値は何か
（WHAT）
、どのような手段で価値提供す
るのか（HOW）
、なぜ儲かるのか（WHY）
ⒸBMILab 2020

力を身に着けるためにはどうしたらよいので
しょうか。実際には既存のビジネスモデルを変
革することは容易ではありません。過去に写真
用フィルムで世界シェア一位を誇ったコダック
や小売玩具大手のトイザらスのような世界企業
を含め、様々な企業がビジネスモデルを変革で
きずに破綻したり事業撤退を余儀なくされたり
しています。
なぜ既存事業を持つ企業のビジネスモデル・
イノベーションは難しいのでしょうか。ビジネ
スモデル・ナビゲーターを開発したスイス・ザ
ンクトガレン大学のオリヴァー・ガスマン教授
を中心とする研究チームは以下の３つが大きな
要因ではないかと考えました。
１）既存事業の常識に縛られてしまい、新たな
発想ができない
２）技術やコストの話と違い、ビジネスモデル

▲ パターン・カードの例（サプライ品モデル）

▲ ビジネスモデルの４軸

ⒸBMILab 2020

▲ ビジネスモデル創造の４ステップ
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の４つの軸でビジネスモデルを定義
します。ビジネスモデル４軸のうち
２軸以上が変化したとき、ビジネス
モデルの構造が変わったとみなし、
ビジネスモデル・イノベーションと
呼んでいます。ビジネスモデルの４
軸は、新規事業の設計だけでなく、
既存事業の分析、企画内容の精査な
どにも利用できる非常に有用なツー
ルです。
最後に、新事業創造の４ステップ
は、新たな事業を創造し、立ち上げ
るための手順を、４ステップで明確
にするためのビジネスモデル創造フ
▲ ネットフリックスの４軸
レームワークです。現状分析、アイ
デア創出、事業設計、事業検証の４ステップを
配信に関する著作権上の問題を事前にすべて
順に進めていくことで、新事業創造のプロセス
解決した点がビジネスモデル上の特長です。
が明確になります。新事業の創造は芸術的な右
また、全世界の顧客の検索、視聴、操作デー
脳の作業だと言われることがあります。欧州企
タを統計分析し、新コンテンツの企画に反映
業は、左脳のロジカルなプロセスで右脳の事業
しています。
創造を管理し、新事業創造の効率化、品質向上、
２）TICK：スイスの大手小売りMigrosグルー
時間短縮をはかっているのです。なお、新事業
プのプライベートブランド洗剤メーカーが開
創造プロセスにおいて是非胸に刻んでいただき
始した洗濯サービス事業TICKは、
「モノか
たい非常に重要な注意点があります。それは、
らコトへ」のビジネスモデル転換の面白い事
事業検証のステップを実施することです。新事
例です。都会の比較的裕福な共働き層の「お
業アイデアの有効性を検証し、必要な修正を施
金で時間を買いたい」というニーズにこたえ
し、世の中に通用する事業に練り上げてから実
るため、香りや仕上げを選べる高品質な洗濯
際の事業として立ち上げなければ、ほぼ確実に
とドライクリーニングをサービス提供してい
新事業は失敗に終わります。
ます。スマートフォンで予約可能な集荷配達
は地域のタクシー業者との協業で実現してい
■ビジネスモデル・イノベーションの
ます。

事例

ここまでビジネスモデル・ナビゲーターの概
要をご紹介しました。次は、実際のビジネスモ
デル・イノベーションのイメージをつかんで頂
くために、事例を二つご紹介します。
１） ネットフリックス：米国動画配信大手の
ネットフリックスは、DVDレンタルをオン
ライン化することでビジネスモデル・イノ
ベーションを実現しました。無店舗無人対応
にすることで圧倒的にコストを抑え、わざわ
ざ店舗に行かなくても月額の定額料金で動画
を見られるという利便性を顧客に提供してい
ます。コンテンツ保有者との間でコンテンツ
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■ポストコロナ時代の
ビジネスモデル転換
最後に、ビジネスモデル・ナビゲーター手法
を利用して、ポストコロナ時代に向けたビジネ
スモデルの転換を行う手順を、以下に解説した
いと思います。
１）ビジネスモデル４軸による既存事業の分析
自 社 の 現 状 の ビ ジ ネ ス モ デ ル を WHO、
WHAT、HOW、WHYの４軸で整理します。
２）新型コロナウイルス感染拡大による外部環
境への影響分析
新型コロナウイルス感染拡大に伴う中長期的
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５）事業検証と事業立ち上げ
新たなビジネスモデルの有効性を
確認するための事業検証を進め、ビ
ジネスモデルの修正を進めつつ、事
業立ち上げを実施します。

▲ TICKの４軸

な外部環境への影響を分析します。外部環境分
析については、PESTLE分析、バリューチェー
ン分析など、いろいろな方法がありますが、こ
こでは分析の軸として、①顧客ニーズの変化、
②少子高齢化など人口構成トレンド、グローバ
ル化など社会トレンド、その他の新たなトレン
ドの出現、③新技術トレンドの出現、④自社の
強みと弱みの変化、⑤既存の競合と新規の事業
参入者の５つの軸をご紹介します。
３）将来シナリオの分析
①悲観シナリオの分析：既存事業の潜在的な問
題点を発見するために、将来時点における既
存事業の事業破綻をシミュレーションしま
す。そのうえで、既存事業の４軸のどの部分
が機能しなくなったのかを確認します。
②成功シナリオの分析：新たな事業機会を発見
するために、今度は将来時点における新事業
成功をシミュレーションします。
そのうえで、
今後の新たな事業機会をリストアップしてい
きます。
４）未来に向けたビジネスモデル４軸の見直し
55種類のパターン・カードを使って、自社の
新たなビジネスモデルを創造するためのアイデ
ア創出を行います。アイデア創出の際には、自
社の既存のビジネスモデルにおいて機能しなく
なる点と、今後有望な事業機会を踏まえて新事
業のアイデアを考え、適切なアイデアを評価選
択します。選択したアイデアをもとに、新たな
ビジネスモデルの４軸を作成します。

ポストコロナ時代の「変化に強い
会社をつくる」という観点から、
「ビ
ジネスモデル・イノベーション」を
進める上での参考にして頂くことを
目的に「ビジネスモデル・ナビゲー
ター」手法の概要をご紹介させて頂
きました。ビジネスモデル・ナビ
ゲーターに関する詳細については、
筆者が翻訳した書籍版「ビジネスモ
デル・ナビゲーター（翔泳社）
」
、あるいはビジ
ネスモデル・ナビゲーター紹介ウェブサイト
（https://www.bmilab.jp/）をご参照ください。
パターン・カードは市販しており、手法を使い
こなすためのワークショップや説明会も実施し
ております。
新型コロナウイルス感染拡大による事業環境
の激変を新たなチャンスとしてとらえ、環境変
化に対する「ビジネスモデル適応力」を身に着
けることで、是非とも今後の事業の成功に結び
付けて頂ければと思います。
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渡邉 哲 氏

プロフィール

海外の有力ITやイノベーション手法の日本導
入と大企業向けのイノベーション支援を専門と
する。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企
業との連携による新規事業創出に強みを持つ。
三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資
業務等を経て現職。欧州で開発された大企業向
けビジネスモデル・イノベーション手法の国内
向け導入、イノベーションを切り口としたシリ
コンバレーと日本のイノベーション・コミュニ
ティ運営など、日本のイノベーションを促進す
るための活動を展開中。東京大学工学部卒。米
国Yale大学院修了。
共訳書に「アントレプレナーの教科書」、「ビジ
ネスモデル・ナビゲーター」、「イノベーション
の攻略書」。
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座談会▪中小企業事例

ポストコロナの時代の変化に強い会社をつくる
〜ウィズコロナで変化対応、さらなる進化をねらう〜

出席者（敬称略・発言順）
代表取締役 松下

㈱松下工作所

寛史

所在地 〒577-0836 東大阪市渋川町1-10-27 ／ TEL 06-6727-8280 ／ 設立 1981年 ／ 資本金 1,000万円 ／従業員 8名
事業内容 商業施設・オフィス・オーダメイド金物製作
URL https://m-kousaku.co.jp

㈱荻田建築事務所

代表取締役 荻田

晃久

所在地 〒544-0014 大阪市生野区巽東1-1-32 ／ TEL 06-6758-1100 ／ 設立 2013年 ／ 資本金 2,000万円
従業員 7名（アルバイト4名）／ 事業内容 建築設計施工、新築改修リノベーション事業・不動産コンサルティング
URL h
 ttp://o-ken-design.com、http//o-ken-design.co.jp

㈱平和化研

専務取締役 福田

百合乃

所在地 〒581-0035 八尾市西弓削1-38-1 ／ TEL 072-929-9997 ／ 設立 1976年 ／ 資本金 2,000万円 ／ 従業員 40名
事業内容 電気亜鉛バレル鍍金、金属表面処理加工
URL https://hkp-heiwa.co.jp

㈲ジャックスクリーン

代表取締役 今岡

和雄

所在地 〒581-0064 八尾市跡部本町1-4-40 ／ TEL 072-999-5301 ／ 設立 1995年 ／ 資本金 800万円 ／ 従業員 12名
事業内容 看板製作、看板製造、建設会社・工事業
URL https://jackscreen.com

（司会）MP-Strategy

代表 目黒

充明

所在地 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ27F ／ TEL 050-3564-0019 ／ 創業 2013年
事業内容 営業・IT・商品企画コンサル、大手の営業支援や中小企業の課題解決のコンサルタントを実施
URL https://mp-strategy.com

■コロナの影響、売上、社員、顧客、仕入先は
司会 新型コロナが発生して、どのように対処
されてきて、今後どう立ち向かって行くかのお
話を聞かせてほしいのですが、まずはコロナの
影響はどのようなものでしたか。
松下 我が社は、建築金物を主とした板金業で
商業施設のブランド店舗等のオーダメイド金物
の製造・工事をしています。４月の売上は通常
でしたが、５月・６月はあっという間に半分に
落ち込みました。社員の影響は全くなく、落ち
着いてコロナ対応ができたと思います。
顧客に関しては、既存のお客様からの見積依
頼が減りましたが、コロナの影響で閉鎖した会
社で困っているお客様から連絡があり、運よく
仕事の新規顧客が増える形になりました。
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荻田 建築事業（大阪を拠点とした工場の新
設・リフォームを得意とする建築事務所）のた
め、６月までは昨年の受注で、運よく売上は順
調でした。６月着工の新築案件２件がコロナの
影響で延期。正直、中止になるのではと心配し
ましたが、８月着工予定となり一安心。但し、
年度末の案件受注の見込みが立っていません。
弊社は中小製造業様向け工場の新築改修をメイ
ンでやっていますが、今後の設備投資の落ち込
みが予想されるため、個人向けの住宅を二本目
の柱として立ち上げる事を目標に体制を整えて
いく予定です。
社員のコロナ緊急対応は、新人・女性社員を
在宅勤務に切り替え、最小限仕事に影響がない
体制づくりができました。
福田 当社は自動車・弱電・建築部品など幅広
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▲ ㈱松下工作所 松下氏

▲ ㈱荻田建築事務所

い分野での環境に優しい電気亜鉛めっき処理を
行っています。４月は前年同様の売上でした
が、各自動車メーカーが生産工場の停止によ
り、５月連休明けから６月・７月は、売上が激
減しました。救われたのは、やはり明確な営業
方針を立てていたことでした。他社がやめてい
く六価めっきを逆に重視していたため、建築関
連の仕事が増えて売上を盛り返してきました。
そんな折、コロナで不安視したのか８名もの社
員から退職希望の申し出があり、そのうち４名
が退職するという事態が発生しました。今まで
のように残業代が稼げない、仕事がなくなると
いう噂が社内に流れ、会社の空気感が変わりま
した。社員には、他へ移っても条件は悪くなる
という説明や条件面に必要な社会保険・税金
等、生活に大事な色んな説明をしましたが、駄
目でした。かなり、ショックでしたが、冷静に
考えると、離れてしまう人に思いが囚われてし
まっていたことに気づき、違う！こんな時だか
らこそ残ってくれる人達が組織を強くしてくれ
るんだ！とプラスに考え直しています。
今岡 当社ジャックスクリーンは、公共施設や
ショッピングセンターなどの看板、内部の室名
札、案内板といったサインの計画、デザイン、
設計、施工を主に行っています。４月売上が
40％減になり、５月・６月・７月は50％減と低
空飛行と先が見えない状況になりました。苦難
の連続でしたが、５月末決算は、ギリギリ黒字
を確保。８月・９月は回復傾向が見えてきまし
た。10月は一旦落ちるが11月からは来期案件が
復活し、一番売上が多い３月案件に期待したい
と考えています。これから、大型案件は延期に

荻田氏

なっても続きますが、中型案件の商業系の案件
は中止になったものもあります。あとは、希望
的観測ですが、2025年の万博までは建設開発
は、目白押しなので、そこまでは見えないコロ
ナの戦いへ挑んでいきたいと思っています。

■まず始めに取ったコロナの経営対策
司会 コロナの影響でまずとった対策でお聞き
したところ、全員が見えない経済状況に耐える
ため各社資金繰りを実施したが、借りる理由が
違った。１社は、今すぐに困っていないが、３
年後問題なければ、そのまま借りたものを返
す。また別の会社は、借りられるだけ借りて、
積極的投資を仕掛ける。50％売上げがダウンし
た会社は持続化給付金を申請、業務の短縮で雇
用調整助成金をと打てる策を行い、社員に負の
影響を与えない施策を実施。

■コロナによって、プラスに変えた活動
司会 コロナで各社、仕事がなくなったり・延
期になりマイナスなことが多々起きましたが、
逆にこの状況をプラス変えたことはありますか。
松下 あえて、落ち込み中、営業強化しました。
元々、営業力がない会社で、営業といえば社長
が対応するという昔の営業スタイル。これでは、
景気が戻った時に手を打っても遅いということ
でホームページを大幅にリニューアルすること
を決意。コロナで予算が厳しくなる中、何か策
がないかということで、小規模事業者持続化補
助金を申請。申請締切１週間前とピンチでした
が、コンサルの支援をいただき申請し、見事採
択されました。当初の予算の１／３になり、結
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▲ ㈱平和化研 福田氏

▲ ㈲ジャックスクリーン

果的にコストダウンすることができました。
ホームページのコンセプトは「新工場と人」
でした。自分達の伝えたい想いをホームページ
で発信できるものになりました。おかげで、問
い合わせが増え、新規案件が増えました。
また、メーカー的立ち位置で自社製品をたく
さん作り、メニュー化することを決意。従来の仕
事は何か作って欲しいという依頼を受けてから
商品を作る下請けスタイル。これでは、会社のメ
ニューがないということでコロナ対策製品を新
たに企画して商品化を加速化することを始めま
した。そして、８月からは、ベトナム人を雇用。
これも縁であると思い、あえて厳しい時に投資
と思い決断しました。若い社員にも新たに人に
教えるという教育にもつながると考えています。
荻田 個人向け住宅の新規事業は、目標設定と
しては以前からあるものの、借入するほどの計
画ではありませんでした。しかし、コロナの影
響で逆に資金繰りができることになり、ここが
新規事業立ち上げのチャンスととらえ、個人住
宅事業の投資ということで、マンションを２室
購入。これで、新たなリノベーションビジネス
を構築することが可能になりました。
また、別の計画として土地購入契約も締結
し、分譲で戸建て住宅新築事業も始めます。現
在、自宅を建築中なのでショールームとして活
用する計画です。また、社内システム整備とし
て予算管理・顧客管理・工程管理をスムーズに
するためのシステム導入費をIT導入補助金を
申請中です。広報も積極的に行っていくため
に、大学生のアルバイトを募集したところ京大
をはじめ優秀な人材が来てくれて、ラッキーで
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今岡氏

す。さらなる販促活動に力を注いでいきます。
福田 昨年、数十年そのままであったホーム
ページをリニューアルしました。そのおかげ
で、コロナの影響下でも仕事の問い合わせ、人
材問い合わせが増えました。WEB担当社員も
ブログを積極的に発信してくれるようになり、
功を奏しました。
コロナで人が辞めるというマイナス要素が働
きましたが、逆に今いる社員とさらに積極的な
コミュケーションをはかり、深掘りすることが
でき、さらなる組織強固になっていくと実感し
ています。その結果が、ISOの審査でした。こ
こで、SWOT分析の得点が90点以上となりま
した。これは、積極的な人の教育、管理者の教
育で組織作りができたことだと思います。この
状況下において、社員の意識も変わり、新たに
組織強化をしたことにより、会社の発展につな
げたいと思います。
今岡 コロナで全く仕事がなくなり、社員もす
ることがなくなったため何かできることはない
かと考えて、コロナ対策商品を作ることにしま
、試作を作り、１ 週 間 で
した。自ら（社長）
フェイスシールド、パーティションを作ること
ができました。こんなことをしても本当に売れ
るのか、内心不安でしたがやるだけやってみよ
うと社員とチラシの配布をスタートしました。
平野、八尾、東大阪の病院をターゲットにチラ
シをポストインしました。社員はもちろん面白
くないと思っていたと思います。しかし、次の
日からどんどん注文書がFAXから流れてきて、
みんなで喜びました。なんと１ヶ月だけでフェ
イスシールドは1,000枚、パーティションは400
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▲ MP-Strategy

目黒氏

▲ 座談会風景

枚と予想もしない好結果でした。
従来は、B to Bのビジネスだけでしたが、今
回の新商品開発からB to Cへの道筋を作ること
ができました。今では、社員がECサイトを構
築、新たな販路拡大のビジネスチャンスとなり
ました。

■この状況で一番大切なことは
司会 コロナな状況で色々環境が変わったり、
仕事の内容が変わったりすることがあると思う
のですが、この状況において大切なことはなん
でしょう。
松下 改めて人に感謝するということを再認識
しました。こんな状況でも自分に関わってくれ
る人が心の底から協力してくれることで色々な
難局を乗り越えられると実感しました。
荻田 経営指針書を作り、どんな状況でも経営
理念にぶれることなくやるべき経営方針を明確
に事業をすすめることが大事であると感じまし
た。先ほど、個人住宅事業への投資も、しっか
り経営方針のベクトル合わせができていたか
ら、資金に余裕があるうちに投資できたので
す。お金があるから投資するのではなく、経営
方針で社員とのベクトル合わせができていたの
でスムーズに進めることができました。
福田 当たり前にあった仕事がなくなり、経営
者、社員はいろんな意味で人生を考え直すタイ
「人のありがたさ」を再認識しま
ミングになり、
した。平和化研は、社員を大切にするそれが
モットーであり、社員や社員の家族のことを本
音で語り合うことを徹底的にやりました。各家
族においては、おのおの大事なものがあり、

人生を歩んでいきます。歩んでいく中、平和化
研を通じて幸せになってもらいたいと考えてい
ます。
今岡 今回、B to Cの展開でお客様に直接商品
を届け、感想を聞けることで、今まで以上にお
客様のお役に立てることを真摯に追求するとい
うことが大事と感じました。

■ウィズコロナの時代に選ばれる企業
ウィズコロナとどう付き合っていくかという
難しい問題ですが、総意（参加メンバー）とし
今後のコロナの方向は見えない、まだ人類が体
験したことがないことなので、どうすることも
できない。ショックだけど、元の社会に戻らな
い。経済に与える影響は今後大きくなり、中小
企業も淘汰されるのは覚悟しなければいけな
い。我々は、その中で選ばれる企業にならなく
てはいけない。
経営者の使命として、生命に関わることなの
で、コロナ対策に万全を尽くす。それを踏まえ
て新たに環境を変えて会社を進化させていく。
そして難局を苦しむのではなくあえて楽しむぐ
らいの気持ちで進んでいきたいと考えている。
司会 皆様、大変な思いをされている中、前へ
前へ進む力がすごいなと感じました。一番すご
いのは、難局をプラスに変える力だと思いまし
た。当たり前のことを当たり前に実践してい
く、そして決めたことをブレずに進んでいく。
なかなか、簡単にできないことと思います。皆
様のパワーを頂き、とても意味ある座談会とな
りました。貴重なご意見をいただき誠にありが
とうございました。

－ 14 －
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講演録

KN会総会講演より

新しい価値の時代をつくる
ニュータイプの戦い方
㈱ライプニッツ 代表取締役
独立研究者

山口

周 氏
５回ぐらい言われています。そんなことが毎年

■外れる予測より
将来を見据えた構想を

のように起こる時代に予測をしても意味があり
ません。予測がなぜよくないかというと、予測

私が去年出した『ニュータイプの時代』とい

した結果に基づいて、いろいろな体制や経営計

う本の中で、ニュータイプとオールドタイプの

画を考えると、予測が外れると全部つくり直さ

戦い方の違いを紹介しているのですが、ニュー

ないといけないからです。

タイプは「問題を探す」のに対して、オールドタ

では何をすればよいか。
「構想」
です。ビジョ

イプは正解を探します。ニュータイプは「構想

ンを立てるのです。1971年に計算機科学者のア

する」のに対し、オールドタイプは予測します。

ラン・ケイが論文のなかで提示した「未来のコ

予測は必ず外れます。だから、まったく意味

ンピュータ」はワイヤレスで外部データと接続

がないので、やめた方がいい。去年、一生懸命

され、簡単なインターフェースによって、子供

予測したことは、いま何の役にも立っていませ

たちが創造性を育むために使える…というもの

んよね。政府や企業、組織がした予測は全部ド

でした。現在のタブレット端末とほぼ同様のデ

ブに捨てて、また新しい予測をしなければなら

ザイン、機能を50年前に考えていたわけです。

ない。この予測もどうせ外れます。なぜなら、

これにはエピソードがあって、富士通のある

当たる予測には意味がないからです。予測でき

研究者がアラン・ケイに会ったときに、
「50年

ないようなことが起こったときに、はじめて予

も前にタブレット端末の出現を予測されていた

測に意味があるのですが、予測できないような

とは、本当に素晴らしい」と称賛したら、アラ

ことは予測できないので、原理的に外れる、と

ン・ケイは非常に怒ったそうです。
「予測なん

いうことなのです。

てものは無責任な人間がすることだ」と。彼が

リーマンショック直前、IMF（国際通貨基金）

50年前にしたことは、予測ではなく、「コン

は「世界経済は2007年、08年にかけて依然高い

ピュータはこうなるべきだ、というビジョンを

成長を維持するとみられる」と予測し、第一生

描いたのだ。それを実現できそうな会社とし

命経済研究所は「景気の回復基調は崩れない」
、

て、ゼロックスを選んで入社したけれど、違う

三菱UFJリサーチ＆コンサルティングは「今年

とわかったので、次にアップルに入って、創業

（07年）後半になると景気は再び加速してくる」

者のスティーブ・ジョブズに働きかけた。コン
ピュータをつくることができても、ワイヤレス

と予測していました。
で、何が起きたかというと、百年に１回の危

ネットワークができないので、全米中に張り巡

機。でも、「百年に１回の危機」はこの20年で

らされた情報スーパーハイウェイをつくろうと
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アル・ゴアという政治家に働きかけた。だから、

者やベテラン、専門家というイメージがありま

いまのインターネットもコンピュータもスマー

すが、
平均年齢24歳のなかに専門家はいません。

トフォンも、自分が思った通りのものだ。なぜ

私たちは、20代はひよっこだと思い、40代ぐら

なら、自分がそういうものをつくろうと運動し

いでまともな判断ができてリーダーシップが執

たからだ」と。

れ、50代で組織のリーダーとしての活躍が期待

日本のコンピュータ業界で、
「未来はこうい
う姿にならなくてはいけない」というビジョン

できる、と思い込んでいます。こういう考えを
そろそろ書き換えないといけないのです。

をもって仕事をしていた人がどれぐらいいた

トーマス・クーンという科学史家は「パラダ

か。携帯電話業界でも、私が知る限り、そうい

イムシフトを起こす人間は、年齢が非常に若い

う人は一人もいませんでした。とにかく、来年

か、その分野に入って日が浅いかのどちらかで

の新製品をどうするか、という短期的目線しか

ある」と言い切っています。

なかった。世の中がどう動くかということに

日本人は専門家が非常に好きで、経験豊富な

は、非常に受け身でした。ですから、
「１年先

人に判断をゆだねてしまうことが多いのです

の予測は当たらないのに、50年先の予測が当た

が、経験豊富な人にはパラダイムシフトは起こ

る」のは、実際には予測ではなくて構想、ビジョ

せない。

ンだったから、ということなのです。

新幹線がそのいい例なのですが、かつて時速
250キロで走って、
東京～大阪間を３時間
（当時）

■
「ベテランや専門家より
若者を活かす」

で結ぶという案に最後まで反対していたのは、
鉄道の専門家だそうです。
「できる」と言った

次に、ビジョンを実現するために、ヒトをど

のは航空機の専門家で、飛行機の翼を取って車

うやって使うかというお話をしたいと思います。

輪を付ければ新幹線になるのだから絶対にでき

この数字は何だと思われますか。フェイス

ると。

ブック19、グーグル25、アマゾン31、アップル

ところで、皆さんも飛行機に乗られると思い

21。それぞれの創業者が創業したときの年齢で

ますが、必ず機長と副操縦士の２人で操縦して

す。彼らの平均年齢は24歳。

います。スキルも経験も機長の方が当然上です

ちなみに、アップルもグーグルもIBMも大卒

が、航空機事故は機長が操縦桿を握っていると

を入社の条件から外しました。大学に行くよ

きの方がはるかに多い。
これはなぜでしょうか。

り、うちの会社で研究した方が、はるかに価値

副操縦士は機長に対して、
「忖度」してしまう

があるという考え方です。これも、ニュータイ

からです。反論しないことが決定的な事故につ

プの戦い方です。オールドタイプは、大学は出

ながっているのです。

ておいた方がいいと考えますが、博士号などを

実は医療事故もそうなのです。看護師の判断

取得していたら、20代後半になります。人間の

より、医師が判断した時の方が医療事故が起き

頭が一番パフォーマンスを上げるのは10代後半

やすい。医師に対して看護師が遠慮してしまう

だとすれば、20代後半は頭脳的には出がらし、

からです。これが、専門家やベテランが自分で

一番頭が柔らかいときに雇った方がいいという

細かい舵取りをすることによって組織のパ

のは合理的な判断といえます。

フォーマンスがどんどん落ちる理由です。

アップルやグーグルなど平均年齢24歳の若者

目下の人間が目上の人間に反論するという行

がつくった企業が世界の風景を変え、世界を牛

為は、お国柄によっても違います。国ごとに、

耳っています。

目上に反論しやすい度合いを調べた心理学者が

私たちには、正しい判断ができるのは、年長

います。
「権力較差指標」
というのですが、香港、
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韓国、台湾、日本が高くて、つまり目上に反論

曖昧な表現をする、ということは英語ではでき

しにくくて、逆にイスラエル、デンマーク、ス

ません。

イス、イギリスという国が反論しやすい。背景

そうなると、年長者の役割は何なのでしょう

にあるのは宗教です。儒教の影響を受けた国は

か。人脈やある種の政治的な知恵は年長者の方

目上に反論しない傾向があるが、キリスト教の

がもっています。若手はアイデアや抜本的な改

なかでもプロテスタントの国は権力較差指標が

良案などを出せますから、この２つをうまく組

低い、反論しやすいということです。面白いの

み合わせればよいのです。しかし、年長者がア

は、同じキリスト教でもローマカトリック教の

イデアを出して、若手が実行するというかたち

国、イタリア、フランス、スペインなどは権力

ではおかしなことになります。この関係性を逆

較差指標が香港、
韓国と同じぐらい高いのです。

転することが重要です。

そもそも、プロテスタントのプロテストとは

シリコンバレーはエリアとして、これができ

反抗するという意味です。ルターが反抗せよと

ています。アイデアを生むのは若い人々、その

言ったのは、ローマ法王、大司教、枢機卿など、

アイデアにお金や人材を提供するのはベン

時の絶対権力に対してです。プロテスタントは

チャーキャピタリストといわれる投資家の

ロックンロールなのです
（笑）
、
「アイツらの言

人々。それが非常にうまくまわっているので、

うことなんか聞くな」
。資本主義がバンバン発

新しい巨大な富を生み出すビジネスが次々に生

達したのはプロテスタントの国です。パラダイ

まれているのです。

ムシフトが起きやすい環境だったからです。ベ

■「役に立つ」にとらわれず
「意味がある」に目を

テランや年長者に反論しないという文化ではイ
ノベーションは起こりにくい。

B to Cの領域で、価値は２つしかありません。

航空機事故が起こる確率も国によって違いま
す。権力較差指標の高い国の方が、事故が起き

「意味がある」と「役に立つ」です。マーケティ

やすいのです。1970年代から80年代にかけて、

ング用語では前者が「情緒的（感情的）価値」、

大韓航空の事故が頻発しました。事故調査委員

後者が「機能的価値」と表現され、
「意味があっ

会の結論は、
「儒教の影響がある」でした。儒

て役に立つ」というのが、まあ一番いいとされ

教の影響を排除するために、大韓航空がやった

ています。
「役に立たないけれど意味がある」

ことは非常にラジカルで、コックピットの中で

というのは、例えばお祖父さんの形見の時計。

韓国語の使用を禁止したのです。管制塔とのや

壊れていて修繕もできないけれど、もらったお

りとりはみんな英語ですが、普通の会話も英語

孫さんにとっては非常に大切な、かけがえのな

でと決めたら、安全な航行ができるようになっ

いモノです。
「意味があって役に立つ」というのが一番い

たのです。
日本でも、社内で日本語の使用を禁止してい

いとされている、と言いましたが、本当に世の

る企業が増えています。サントリー、資生堂、

中はそうなっていますか？

楽天、ユニクロ等。これはグローバル人材を活

として役に立ちます。価格も安くて、燃費がよ

用するためと言われていますが、本当は違うと

くて、壊れにくくて、快適です。でも、
「週末

私は思っています。それで、ユニクロの柳井さ

に乗るのが待ち遠しい」とか、
「ガレージの中

んに直接、
「本当は日本の文化で仕事をさせた

の車を眺めながらお酒を飲むのが一番の楽しみ

くないのでしょ？」と聞いたら、「まったくそ

だ」という人はいません。そういう車ではない

の通り」と言われました。つまり、忖度文化を

わけです。

排除したいということです。敬語を使ったり、
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日本車は移動手段

一方、BMWのレーシングタイプの車は、移

動手段としてのみ比べると日本車ほど役に立ち

を百万、２百万出して買うという人がたくさん

ません。大人５人が乗って荷物が運べて快適に

います。

移動します、という車は日本車にもたくさんあ

「便利で快適で効率的にすると高く売れるは

り、価格は３分の１、４分の１ですから。でも、

ずだ」というのは昭和の価値観です。実際に世

BMWを買っている人にすれば「余計なお世話

の中を見ると、
「１番安くて利益が少なくて買

だ、放っておいてくれ」
という話です。３倍分、

いたたかれるものが１番便利で役に立つ」のに

４倍分の上乗せ価格を、その人にとって「意味

対して、
「不便で役に立たないものほどケタが

がある」という部分に払っているのです。

違う価格で取引をされている」
。

ランボルギーニは巨大な車ですが、人は２人

もう一つ、
「役に立つ」というモノは競争が

しか乗れないし、荷物は積めません。理由はエ

どんどん厳しくなっています。１番役に立つモ

ンジンが馬鹿デカイからです。エンジンを運ぶ

ノが１個あればいいからです。
「意味がある」

車などまったく役に立たたない。が、買う人に

の方は、いろいろな意味があるので、市場を棲

とっては「意味がある」
。だからこそ、４千万～

み分けることができます。

８千万円、１億円以上払っても買いたいという

コンビニは便利な店で、いろいろな商品があ

人があとを絶ちません。
いま、
自動車のマーケッ

りますが、文房具などは大体１種類しか置いて

トのなかで一番伸びているのはここです。役に

いません。しかし、そのコンビニで単一の商品

立つ優れた車をつくっているメーカーは軒並み

ジャンルで２百種類以上揃えているものがタバ

苦戦しているのに、役に立たない車をつくって

コです。タバコは役に立たないのに、意味があ

いるところが伸びている。変わった業界です。

るので、市場が多様化していっているのです。

日本のコンパクトデジカメは安くて優れた機

いまは、グローバルでもトップの３社ぐらい

能をもっています。ドイツのライカは役に立つ

しか生き残れない、というような時代です。ト

のかというと微妙です。でも、日本の量販店で、

ヨタは日本最大の企業で、時価総額はおよそ30

「一番高いカメラを」と言うと、おそらくライ

兆円。問題は株価純資産倍率、PBRといわれる

カを持ってくると思います。ボディが百万円以

指標です。株価をBPS（１株当たり純資産）で

上、レンズは１番安いもので30万円以上、高い

割ったもので、１株当たりの純資産に対して何

ものは百万円以上。ズームがないので、レンズ

倍の株価で株が買われているかがわかります。

を３種類ぐらい買わなくてはいけません。総額

トヨタで0.9、日産、ホンダは0.5ぐらいです。

250万円したとしても、オート機能がついてい

株式市場から低い評価して受けていないので

ませんから、全部マニュアルです。便利とはい

す。なぜか。
「役に立つ」
で闘っているからです。

えません。動画も撮れません。Wifiって何です

一方のBMWやポルシェのPBRは４倍から10

か？という感じで、まったく便利ではない。そ

倍。
「他人にアピールしたいから買いたい」と

れなのに、マニアにとっては垂涎の的なのです。

いう、
「役に立つ」自動車とは別の領域なので、

クラシックなフィルムカメラは先般、オーク

どんなに時代が変わろうと求める人がいる、一

ションで３億円の値段が付きました。ますます

方、移動手段としての自動車は別の乗り物が出

値段が上がっています。自動車でも、一番高い

てきたらいらなくなります。「役に立つ」領域

のは新車ではなくビンテージの車です。古い

は価格競争の世界でもあります。
「意味がある」

ポルシェやジャガーは億単位で取引をされてい

方はマーケットがどんどん多様化しています。

ます。

その人にとって意味があれば、
価格は関係ない。

便利なエアコンが数万円で手に入る時代に、
薪ストーブという非常に手のかかる不便な道具

ところが、ICチップや検索エンジン、自動車、
家電などはどんどん収斂していき、利益も出な
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くなってきています。日本の屈指の家電メー

最後に、
「たくさん試してたくさん失敗する」

カーで社員が６万人もいた三洋電機も、それか

のがニュータイプの戦い方だというお話をしま

らシャープも経営破たんしました。昭和におい

す。なぜ日本で新規事業があまり生まれないか

ては、
「役に立つ」という価値が求められてい

というと、
「やめる」ことが下手だからではな

たから安泰だったわけですが、これ以上の便利

いかと私は思っています。

さが求められなくなり、かつグローバルマー

アマゾンは1997年に上場して、対外的に発表

ケットでの戦いに対応できなかったため、企業

しているだけでも70の新規事業をスタートさ

としての存続が危うくなってしまったわけです。

せ、そのうちの３分の１はほぼ１年以内に撤退

「役に立つ」という路線で頑張ってきた人は

しています。アマゾンは「始め上手」ではなく

もっと役に立つモノをつくろうとしますが、そ

「止め上手」なのです。

れは意外に顧客のメリットにつながらなくて、

日本の企業の経営者には「不退転の覚悟」を

煩雑になったりします。その結果、利益が出な

重視する人が多いというアンケート調査の結果

いモノをつくってしまう可能性があります。

があるのですが、１年後の未来がわからない世

もちろん、業界にもよります。とくに、B to B

の中で、新規事業を始め、始めたら最後、不退

「役に立つ」という領域でしっか
の世界では、

転の覚悟で臨まなければならないとしたら、何

りと差別化をしていくことが求められ、
「意味

も始められません。

がある」だけに価値があるとは言えません。

こういうご時世では、下手な鉄砲も数撃てば

しかし、「役に立つ」という価値だけにとら

当たる、失敗をたくさんすることで成長する、

われない方がいい、というのは確かです。バル

と考える企業の方が成長します。なるべく若い

ミューダという会社は２万６千円のトースター

人たちにいい失敗をたくさん経験させてあげる

をつくって大ヒットさせています。パンを焼く

ということがマネジメント上、重要ではないか

だけならば、もっと安いものはたくさんありま

と思います。ニュータイプの戦い方をぜひ参考

すが、バルミューダは「世界で一番おいしい朝

にしていただきたいと思います。

食が食べられるトースター、そういうものがあ
る素敵な家庭」というイメージ戦略を成功させ
たのです。普通に役に立つトースターが量販店
で、３千円で売られているのに対して、バル
ミューダは２万６千円でマーケットに出てき
て、売上高は10年で1000％成長。かつ広告は一
切打たず、商社に頼っていないのに、彼らの
1000％成長の半分を支えているのは海外です。
いまはコロナで難しい状況になってはいます
が、インバウンドで爆買いされ、SNSやインス
タグラムで紹介された結果、中国や韓国や台湾
やヨーロッパのバイヤーから引き合いがきて、
海外に販路が広がったのです。このように「意
味のある」マーケットで独自のポジショニング
をつくれると、マーケテイングコストをほとん
どかけずに、グローバルで活躍ができる時代が
来ているのです。
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山口 周 氏

ご略歴

1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブ
リックスピーカー。㈱ライプニッツ代表取締役。
慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究
科修了。電通、ボストンコンサルティング グ
ループ等で戦略策定、文化施策、組織開発など
に従事。
著書に『ニュータイプの時代』（ダイヤモンド
社）、『知的戦闘力を高める独学の技法』（同）、
『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるの
か？』
（光文社新書）、『世界観をつくる』
（共著・
朝日新聞出版）など。
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第８回（最終回）

中小企業のＭ&A


についてのFAQ

㈱オンデック シニアコンサルタント

中井裕介

はじめに
これまで２年間にわたり、中小企業のM&Aの特徴や成功に向けたポイント、株式価値評価等につ
いてご説明させていただきましたが、この連載も本号で最終回になります。本号におきましては、中
小企業のM&Aの成功事例をご紹介させていただきます。

Q14

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い景気動向の不透明感が増しておりますが、このよ
うな状況下においても、M&Aは成約するものでしょうか？

これまで、リアルなM&A

の事例を目にする機会がなかったため、成約事例を見てみたいです。
もちろん20年４月以降もM&Aは堅調に推移しておりますが、成約後間もないため誌面上で公表す
ることができません。現在のコロナ禍に伴う国内企業の業績悪化のペースは10年前のリーマンショッ
クを想起させますので、やや古い事例にはなりますが、ご参考までにリーマンショック後の不況下に
おけるM&Aの成功事例（単に成約しただけではなくM&A後の業績が急伸したもの）をご紹介いた
します。

（1）事案の概要（電子工業用装置開発・販売）
【譲渡企業の概要】
業
規


種

電子工業用装置開発・販売

模

年間売上高：2.4億円
経常利益：収支均衡であったが、足元は赤字に転落
従業員数：15名

M&A検討の動機
補足事項

後継者不在、経営基盤強化
✓ 創業30年企業。
✓ 社員の技術レベル高い。
✓ リーマンショックに伴い、足元の業績は急激に悪化。

【買収企業の概要】



業

種

機器装置開発・販売

規

模

年間売上高：40億円
従業員数：150名

M&A検討の動機
補足事項

内製技術の強化
✓ 新興上場企業。
✓ 更なる飛躍のため、内製技術レベルの向上を目指す。

【譲渡スキーム】
・譲渡企業の発行済株式の100％譲渡
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（2）成約後の事業の状況
・買収企業が持つマーケティング機能等を活用し、譲渡企業の社員らは、その高い技術をより有望
な分野に集中的に投下
・買収企業は開発業務の内製化率を大幅に上昇させ、利益率と生産性が向上
・譲渡企業の売上は１年程度の間に急上昇、買収企業も早期の投資回収を実現
（3）成約に至るまでの経緯
・順調に交渉はスタートするも、交渉途上で発生したリーマンショックに伴い足元の業績が急降下
・しかし、買収企業は動ぜず、譲渡側の希望金額のままでオファー
・買収企業は技術評価に力点を置いた検討と買収監査（デューデリジェンス）を通じて、高い技術
力を持つ人材とその技術の活用の方向性をしっかりとイメージできていた
・技術力の源泉である従業員への告知に、多大な配慮と準備を行った。結果、譲渡企業の従業員ら
のモチベーションは大いにアップ
（4） 成功要因
弊社から見た譲渡企業・買収企業双方の成功要因は次のとおりです。
【譲渡企業】
① M&Aへの早期着手
② 一貫して「社員」と「会社の発展」を軸に据えた交渉姿勢
③ 強みと弱みが非常に明確であった点
④ 日頃から堅実経営に努めており、業績は急降下するも負債が軽かった点
⑤ オーナーは事後の経営に執着せず、買収側の方針に体を預け切った点
【買収企業】


① 一貫して技術評価に力点を置いた検討姿勢
② 財務調査に偏重することなく、バランスの良い買収監査を実施した点
③ 過去よりも実行後の事業展開を明確に描きながら検討を進めた点
④ 足元の業績悪化を交渉材料にせず、信頼を獲得した点（減額交渉＜事業の成長）
⑤ 従業員告知に多大な配慮・準備・労力を費やした点

おわりに
中小企業の間では、M&Aは長らくネガティブなイメージで捉えられてきました。しかし近年になっ
て、その意識がかなり改善されてきていることを、アドバイザーの立場からも実感しています。事業
承継問題が社会問題化し、後継者人材の不足と国内外の景気動向の不透明感が拭えない現況の下で、
事業の「発展と承継」を同時に実現できるM&Aの必要性が、益々高まっていくものと考えます。
M&Aの本質は、
「売った」
「買った」の世界ではなく、単に事業を「遺す」ことでもありません。
発展的に「活かす」ことです。これからは、譲渡側・譲受側問わず、積極的に声を上げ、互いの将来
のために主体的・積極的に活用していくべきであると考えております。
企業は規模の大小に関わらず、
将来の世代に渡って発展的に存続し、雇用を生み、利益を生み、社会を豊かにしていく使命がありま
す。発展的存続が厳しい環境下であるからこそ、M&Aはその効果を発揮するものと確信しています。
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私の七転八起
第31回

私の七転八起


㈱サンテック

私は、昭和24年生まれで、今年71歳になり
ました。会社は今年の10月で55期を迎えます。
私は親父の背中を見て育ち、いずれ後を継い
で社長になると決めていました。父親も現在の
建設機械のレンタル業に事業を変えた（以前は
不動産業）のは、あるごく久しい経営者からの
お勧めと吹田の万博がきっかけだったそうです。
当時のレンタル業は現在の浪速区が発祥の地
で、いわゆる「ここまで来い！」の売り手市場
だったそうです。しかし、父親はいつまでもそ
んな商売が続くはずがないと、当時の業界では
珍しい「売り手側から営業を仕掛ける」方法
で、まったくの０から展開していきました。そ
れが功を奏して、ユーザーからは徐々に評価さ
れ順調に伸びていきました。もちろん、同業者
は黙ってはいません。
「和」を乱すとして、か
なり非難を浴びましたが、親父の信念は変わら
ず「For the user」を実践していきました。同
業者も次第に理解を示してくれ、同調者も増え
ました。
しかし、いい事は続きません。そこに、第一
次第二次オイルショックに見舞われたのです。
同業者の協調も上辺だけで、実態は泥沼のダン
ピング合戦に陥りました。その果て、同業者か
ら買収の話が持ち上がり、その渦中に巻き込ま
れた親父はその責任をとり、当時の専務（親父の
戦友）に社長を譲りなんとか急場を凌ぎました。
その後も業績は芳しくなく、社長交代から５
年後、「私に社長を譲って欲しい！」と直訴し
ました。その根拠は「私の方が実務を理解して
おり、社員も私に付いてきてくれる」との自信
があったからです。すったもんだの末、なんと
か了承してもらい、私が35歳の時に新社長に
就任しました。

取締役会長

岩﨑

滋

ここで信じられない事件が起きました！
それは、今まで何も言わなかった親父（相談
役）が「判子は渡さん！」といきなり言い出し
たのです。
「私は二頭政治は絶対に出来ない！
それなら、私は降りる！」と言い切りました。
今まで、
親父に歯向かったことのない私がなぜ、
あのように強く言えたのか？それは、きっと
「社員の想いが背中を押してくれた」のだと今
でも、そう思っています。
私は「みんなによる、みんなのための、みん
なの会社」をスローガンに、社名も「旭栄興業」
から「サンテック」に変更しました。徐々に新
卒を含めた若い人を受け入れ、もちろん、ベテ
ランも力を発揮してもらい、会社らしい会社
（中小企業と言えども、家族経営から脱する）
作りを目指して全社一丸となって社業に専念し
ました。
そして、私は創立50周年を機に社長を降り
ると硬く決めていました。幸い、息子も入社し
て、頑張ってくれています。ここで、私の信条
「息子と言えども必ず社長にする（あるいは、
成れる）はない！」と硬く決めていました。幸
い社員の中に、人望のある人物がいて、２年く
らい前から説得していました。しかし、当人は
硬く辞退（息子さんもいるし、自信がない）し
ていましたが、長い説得の結果、なんとか受け
入れてくれ、現在５年が経過し、国内７カ所海
外２カ所（社員数150人）に営業展開し、想像
以上の結果を出してくれています。お陰様で、
私は合理化協会を始め多くの勉強会に参加させ
てもらい、その中で「これは！」と思う事を時々
フィードバックしています。
合理化協会の皆様、今後ともよろしくお願い
いたします。

－ 22 －
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オオヤマはお客さまの

｢困った｣を｢よかった!｣にという

品質マネジメントシステム審査登録
環境マネジメントシステム審査登録

満足度を提供したいと考えています｡

あらゆる要求に

ユーザーの

すべての英知をかけ

製品化を実現いたします｡
製品化～実現

生産財エレメンツ・各種締結部品／開発・製造・在庫・販売・情報提供

株式会社
本社 〒578‐0934 東大阪市玉串町西2-1-2 TEL072-962-2631(代) FAX072-962-2638
http://www1.e-ooyama.co.jp

明石営業所
高砂営業所
加西営業所
八尾営業所
滋賀営業所
伊賀営業所
千葉営業所

（代）
TEL.０７８-９４２-４２１０
（代） 関東営業所 TEL.０４８-５２５-８８３９
（代）
TEL.０７９-４４４-３５７７
（代） 山陽営業所 TEL.０848-56-1801
（代）
TEL.０７９０-４３-１１２０
（代） 西神戸営業所 TEL.０78-935-7120
たつの営業所 TEL.0791-68-2233
（代）
TEL.０７２-９９６-１９０５
（代）
三重営業所 TEL.059-350-3511
（代）
TEL.０７４８-２５-２５０１
（代） 成田営業所 TEL.0476-90-5567
（代）
TEL.０５９５-２６-6222
（代） 奥亜馬
（上海）
精密機械有限公司
TEL.04-7126-4071
（代） OOYAMA VIETNAM CO.,LTD.（ホーチミン）

「合理化」名言・格言集｛ 英和対比 ｝
太陽シンクス㈱社長

北浦愼三（TEC幹事）

第22回

名言・格言の英和対比により、グローバルな視点でも日本の視点でも同じ意味の格言を掲載し、
古今東西不朽の名言に触れたいものです。

The first breath 
 is the beginning of death.
しょう

じゃ

ひつ

めつ

「 生 者 必 滅 」
しょうじゃひつめつ

えしゃじょうり

直訳は「最初の呼吸が死の始まり」
。仏典に『生 者必滅、会 者定離』
がある。
「命ある者は必ず死に、会うは別れの始まり」である。
しょぎょうむじょう

正に『諸行無常』である。

＊ 会員の皆様方から英和対比の「名言・格言」を募集し、掲載します ＊
2020. 秋号

－ 23 －

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
••
••
••
••
９月18日（金）、一般社団法人 大阪府経営合理化協会主催の第３回 学生に教えたい
••
••
“働きがいのある企業”大賞の表彰式を行いました。また、会員企業の社員で顕著な
••
••
実績を残された方を優秀社員として８名表彰しました。
••
••
••
企 業 名
賞
••
••
1 （株）
富士製作所
大賞
••
2
アンダーデザイン
（株）
近畿経済産業局長賞
••
••
3
川村義肢
（株）
大阪府知事賞
••
••
4
太洋マシナリー
（株）
フジサンケイビジネスアイ賞
••
••
5
マリンフード
（株）
審査委員長賞
••
••
6
島津電業
（株）
特別賞
（ビジネス変革賞）
••
••
7 （株）
河辺商会
特別賞
（ビジネス変革賞）
••
••
8 （株）
山善金型
特別賞
（元気なものづくり企業賞）
••
••
9 （株）
ユニテック
特別賞
（元気なものづくり企業賞）
••
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第３回 学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞

編集メモ
働きがいのある企業大賞も３回目を迎え、今回９社表彰させていた
だきました。
コロナ危機の中、何れの企業も社員を大切にし、業績を向上させて
います。
核となる経営理念と経営者の信念が、キラッと光る学生にすすめた
い企業の共通項です。暫くはコロナ禍が続くでしょうが、変化への対
応を怠らず、社員の健康と堅実な経営を推し進めて下さい。 （高安）
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