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― 企業変革のビジョンー



「私ならこんな手は打たない。赤字になったくらいで従業員をクビにしてしまう社長
なんて経営者とは言えないだろう。いつの間にこんなにその場しのぎの会社が増
えたんだろう。｣
ある社長が私に言った言葉である。
あれだけ世界に名をはせた日本的株式会社も、今、大きな転機を迎え、勝ち組と
負け組に分かれていっている。この分かれ道を決めているものはいったい何だろ
うか。これが本書のテーマである。
団塊の世代が作ったマネジメント1.0

戦争は日本を焼け野原とした。しかしこれは日本にすべての過去を捨てゼロ
ベースの変革をするチャンスを与えてくれた。
この焼け野原に何人ものアントレプレナー（開拓者）が誕生し、多くのジャパニー
ズドリームが生まれた。その代表が松下、（現パナソニック）、日立、ソニーといった
電機メーカーであり、トヨタ、ホンダといった自動車メーカーである。彼らは日本を
席巻した後、世界へ進出し、メイドインジャパンでワールドチャンピオンとなる。これ
が日本の栄光の時代と言える高度成長期である。
この高度成長期のビジネス戦争において、兵士として活躍するのが団塊の世代
とよばれる人たちである。彼らが本書の主人公である。

プロローグ



彼らは戦後すぐの1940年代後半のいわゆる戦後ベビーブーム時代に生まれ、親
から「あなたは同世代の人が多いのでがんばらないと生き残れない」と言われる。
この「がんばり」「生き残り」という「競争」が彼らの人生のトラウマとなる。一方で彼
らは戦うだけではなく秩序ということも大切にし、「競争と秩序」という相反するもの
を追い続けていく。
彼らの就学時には、幼稚園、小学校、中学校はマス化し、自然と競争が生まれて
くる。結果として学校の中は数少ない勝者とマジョリティ、そして落ちこぼれという構
造を生む。しかし今で言う学級崩壊は起こらず、競争と秩序のバランスをとっていく。
彼らが高校、大学へと進むと競争はますます激化し、団塊の世代の多くは戦争か
ら平和を求めるようになる。彼らの中のリーダーたちが権力と戦争してでも平和を
勝ち取ると訴え続け、それがいつの間にかこの世代全体へ共鳴されていく。そして
次々と従来の競争ルールをこわしていく。全国の頂点となっていた日比谷高校など
のエリート都立高校をこわし、東大入試を力で排除する。こうして学生運動はピーク
を迎え、彼らは全共闘世代と言われるようになる。
しかし彼らが就職適齢期を迎える頃、長く続いた学生運動が終わり、多くの人は
戦士からサラリーマンへと変身していく。彼らが大量に就職を希望することで労働
の需要と供給のバランスが崩れ、就職戦争、入社試験という新しい競争を生む。
彼らの競争に対する直感は鋭く「伸びていきそうな企業」に力強くたくましい学生
が集まり、その企業が驚くほどの成長を遂げる。それが本書のケースで出てくる日
立、ソニー、オムロン、日揮、デンソー、そして私のクライアント企業として紹介する
ハウス食品、コカ･コーラボトラー、アズビル、高砂熱学工業、千代田化工建設と
いった戦後急成長を遂げた企業である。



彼ら団塊の世代が組織の中で働き、さらにはリーダーへとなっていく過程で、日
本的なマネジメントスタイルが生まれてくる。その目標は「全社一丸となってライバ
ルと戦う強い会社」であり、これを支えるのが戦争にもっとも適した軍隊のような
絶対的秩序である。しかしこの秩序は単に厳しいだけでなく、恩情もあわせ持つ
「家族のようなマネジメント」となっていく。「上司と言えば親も同然。先輩は兄貴、
後輩は弟分」といういわゆる経営家族主義とよばれるものである。
これに私はマネジメント1.0と名づけた。私は団塊の世代の1世代後の1955年生
まれであり、彼らが作ったマネジメント1.0の下で働いた。上司は厳しいが、夜にな
ると一緒に飲みに行く仕事仲間であり、結婚式の仲人もやってくれる親同然の関
係という「秩序」である。そしていつの日か自分にも部下ができ、ビジネスマンとし
ての自覚を持つようになる。
マネジメント1.0は世界に類を見ないものであり、日本企業はその家族的結束力
によって世界中で連戦連勝を重ねる。しかし日本国内のマーケットにおいては、ラ
イバル社とは競争ばかりではなく、談合に象徴されるように「業界」という仲間意
識のある不思議な秩序を合わせ持つ関係であった。
マネジメント1.0のキーワードは競争と秩序である。



この団塊の世代が40歳代となり、そろそろ現場の仕事を現役引退して管理職に
なる適齢期を迎える頃に、バブルが崩壊する。
高度成長期を通過した大企業の多くは証券市場へ上場している。その成長過程
の中でバブルのように膨れ上がった株価が一気にダウンしたのである。そしてア
マチュアの日本人投資家たちが恐ろしくなって安くても株を売っていく中で（これに
よりますます下がった）、安い株価を好機と見てプロフェッショナルな投資家である
外国人ファンドが日本株の買いに入る。
株主となった彼らは「会社は株主のものであり、従業員のものではない」と日本
企業にパラダイムチェンジを強く求める。そして「言うことを聞かないなら、買収し
て経営者のクビを切る」といったカードをちらつかせる。これにおびえた経営者は、
リストラと称して家族として働いてきた従業員のクビを切り、育ててきた事業を売り、
何とか株主が強く求める“利益”をひねり出そうとする。そして長い目で見れば「こ
んなことをやったら自社の首をかえって絞めるだけ」という手さえも打ち続けてしま
う。これが本書のタイトルにある「その場しのぎ」である。
こうして「稼いだ給与を分け合っていた家族の会社」（マネジメント1.0）から、「弱
肉強食で業績を上げたものだけがカネを得る」という成果主義が蔓延していく。さ
らにはライバル企業ともかつては「互いの首を絞めるだけなのでやめよう」と禁じ
手にしていた価格競争を行い、多くの企業の死体がマーケットにころがっていく。

バブル崩壊とともにマネジメント2.0へ



「秩序なき競争のみの世界」である。これを私はマネジメント2.0とよぶ。
マネジメント2.0により日本企業の体力はますます弱まり、働く場が減って学生に
とっては就職氷河期となり、日本経済はシュリンクし、不景気風が嵐となって吹い
ていく。経営者たちの打った「その場しのぎ」が日本全体を痛み付けてしまう。
こうして後に「不毛の10年」といわれた時代があっという間に過ぎていく。



しかし1990年代末期～2000年代初頭にかけて「その場しのぎ」を反省する会社
が現われてくる。打った手の虚しさに気づいた経営者は、その責任をとって自らを
はじめとする経営陣のクビを社会へ差し出し、新しい次世代経営者にバトンタッチし
て、彼らに「変革」を託す。そのバトンを受けたのが50歳代に突入した団塊の世代
である。
この頃、私は「経営塾」という仕事に本格的に携わるようになる。団塊の世代を中
心とする新しいボードメンバー（経営陣）を養成するという仕事である。
経営塾は「変革」をテーマとして経営者予備軍が休日に集まり、新しい自社像を
ディスカッションしていくというものである。私はその企画、設計、そして講師として
オペレーションを担当した。しかし私には経営経験もなく、「経営はこうすべし」と偉
そうな事が言える立場ではない。だからと言って、どこかの本に書いてあるような
「経営はこうやれば成功する」といった怪しげなテクニックなど信じるはずもなかった。
ほとんどがマネジメント2.0の「生き残りをかけて」タイプであり、その手を打った企
業が目の前でバタバタと倒れていっていったからである。

変革をケースワーク



私が経営塾でとった手段は、ケースワークという古くて新しいスタイルである。他
社事例をディスカッションし、それを自社に生かすというものである。その頃いくつ
かのビジネススクールでケース教材を販売していたが、これもほとんど怪しげなマ
ネジメント2.0タイプのサクセスストーリーものばかりであった。もうその時代を誰も
知らない100年前のコカ･コーラ誕生秘話、力だけで圧勝したウォルマート、たまた
ま勝った液晶のシャープ、一発あてた任天堂のファミコン（ともに負けてしまった
が）、勝ったか負けたかよくわからないユニクロといったものである。
「こんなケースに学ぶべきものはない」
私は仕方がないのでケースの題材を自分で書いた。そしてそれが100企業を超
えた。ここでのケースは決して「成功要因を学ぶ」ではなく、「変革」をテーマとして
「その経営者はなぜその手を打ったのか。別の手はあったのだろうか。その後どう
いう手を打っていくべきか」を冷静に考えていくことにある。そのためケースには意
図（こう考えてほしい）、学習ストーリー（こういうことを学んでほしい）は入れずに、
事実をありのままに公開情報を調べて書いた。それが本書で紹介する日立、ソ
ニー、オムロン、キリンといったケースである。



私の設計した経営塾は、本書で紹介するように多くの企業で採用され、信じられ
ないほど多くの受講者がディスカッションをしてくれた。そしてその結果は私があま
り予想していなかったものだった。それはどの企業でケースワーク、そして自社に
関するディスカッションをやっても、その結果がほとんど同じだったことである。つま
り変革を目指してディスカッションしたら、その道は1つの方向に収束したということ
である。
ここに1つの新しい変革型の会社モデルを生んだのである。私はこれをマネジメン
ト3.0と名づけた。
そしてマネジメント1.0を築き上げ、マネジメント2.0を反省し、変革を強く求める団
塊の世代のトップが次々と合意し、マネジメント3.0をベースとして変革を進めていっ
た。
さらにはその変革をスムーズに進めるべく、経営塾とほぼ同じ内容を、次世代の
マネジャーなどの若きリーダーへと展開していった。これを私はリーダー塾と名づけ
た。

マネジメント3.0＝変革



こうして経営塾、リーダー塾の卒業生は1万人を超えた。
このマネジメント3.0こそが「その場しのぎの会社」（マネジメント2.0）からの脱却
であり、世に「変革」「イノベーション」とよばれるものである。
本書はこの経営塾、リーダー塾の成果物である。もっと言えば本書は経営塾、
リーダー塾の受講者の方たちの知恵の集大成である。
本書を世に訴えることで彼らへの感謝の言葉にかえさせてほしい。またケースら
しくするため、本書中に登場する方の敬称はすべて略させてもらったことをおわび
したい。



本書は7つの変革テーマに分かれている。各テーマは冒頭に経営塾、リーダー
塾で使用しているケースが書かれており、その最後には塾でのディスカッション
テーマを挙げている。読者の方もケースをじっくり読んで、このディスカッション
テーマについて考えてほしい。
ディスカッションテーマの後には塾での実際のディスカッション結果の概要、ケー
ス企業がその後（ケースはある時点で止まっているものが多い）どのような変革を
行なったか、さらにはこの「その場しのぎからの変革」について、マネジメント3.0に
取り入れられたものが書かれている。これを通してマネジメント3.0とは何かを理
解してほしい。
あわせて各テーマの最後には私のクライアント企業における「マネジメント3.0に
よる変革」も実話として書いている。このプロセスから「変革」とはどういうものかを
実感してほしい。

本書の使い方



本書に掲げたケースは、Webサイトなどに書かれている公開情報を基に記述し
た弊社（MCシステム研究所）の法人著作物である。経営塾、リーダー塾ではその
使用許諾を受講者個人に行なっている。その際次のような使用上の注意をケー
スに記載している。
・本ケースはケースワークによる学習を目的としたものであり、学習効果を高める
ために事実とは異なる点があります。
・本ケースは上記目的以外の使用は一切できません。
・本資料はいかなる媒体へのコピーもこれを禁止します。
・他資料へ引用・転載は一切できません。
読者の方も本書を購入するという意味で使用許諾と同じであり、上記のことに
留意してほしい。
なお本書に登場する企業の名称は正式名称ではなく、一般に呼ばれている名
称（日立、ソニーなど）を用いている。

もう気づいたかもしれないが、本書はノンフィクションスタイルの読者参加型のド
ラマである。読者の方もケースワークを自分でやり、そして1万人の受講者の知恵
を吸い取ってほしい。
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経営塾では、変革について考える第一歩として日立とソニーのケースワーク
から入ることが多い。

野武士日立

日立製作所は久原鉱業所日立鉱山付属工場を前身として、小平浪平が作った。
小平は東京帝国大学電気工学科（現在の東京大学工学部）卒業後、電気技術
者として現在の東京電力他いくつかの会社に勤めたが、課長として久原鉱業所
に入社した。日立のルーツは鉱山で使う機械の修理工場であり、これが機械を
製作するメーカーとなる。1920年には茨城県日立市と東京の亀戸に2工場を持
つ株式会社日立製作所として独立した。
その後、日立は変圧器、電圧計などの電気計測器をその出発点として、船、機
関車、エレベーターといった大型ハードウェアの製造によって急拡大する。そして
家電、通信、コンピュータ、半導体といったリーディング電気事業には必ず参入し、
「電気で動くものなら、なんでもやる」という総合電機メーカーへ変身していく。事
業においては他社と決して提携することなく、独自技術を大切にし、マーケットに
こびない＊1ことから「野武士日立」とよばれた。



日立の事業進出の特徴は「研究は他社より早く、製品化は他社より遅く、トップ
シェアは取れないが、それなりの地位を得る。重電＊2に強く、弱電＊2に弱く、NTT、
JR、電力会社、ガス会社などのビッグスポンサーに大きな信頼を得て、その協力
工場として安定成長する。そして撤退なき日立」である。
言ってみれば日立は、社会インフラを作る公共企業体の「巨大な下請工場」とし
て拡大を続けていく。

＊1 「マーケットにこびない」というのはマーケティングでよく使われる言葉。マーケットニーズを追いかけるのではなく、自社の技術、ア
イデアを大切にすること。
＊2 大型の電気機械分野のことを重電（強電ともいう）、家電などの電気をあまり使わないものを弱電（軽電）という
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ミッション＊1（企業理念）は小平が1910年に掲げた「技術を通して社会に貢献す
る」を一世紀に渡って変えない。日立の戦略ベクトルは「品質確保」であり、社内で
は「落穂拾い会議」とよばれる品質会議がすべての仕事に優先する。ここではク
レーム、欠陥に対して組織のトップを議長として徹底的に議論を進め、コスト・時間
がいくらかかろうと決して途中で議論をやめない。マーケティング、新製品開発、
生産性よりも品質確保であり、結果的にはこれが多くの公共企業体との取引拡大
につながり、日立の原動力となった。
日立のコーポレートブランド＊2は「技術の日立」であり、テレビコマーシャルを通

してこれをずっと訴えてきた。「技術の日立」にとっては技術者がすべてである。経
営は技術者の働きやすい環境だけを常に目指してきた。
マネジメント的には各工場のトップである工場長がすべての人事権、カネを握り、
利益責任を負う。本社とよばれる組織はあるにはあるが、各工場の協同組合の事
務局のような機能である。各工場内に人事部、経理部、総務部などのスタッフ部
門を持ち、完全な独立採算制を敷く。

技術の日立



しかし実質的な事業経営者である工場長は経営者適性、マネジャー適性、リー
ダー適性を加味されることなく、常にその工場の技術部門のトップエンジニアが
その地位に就く。組織が巨大になっていく中で経営管理機能の強化が必要となり、
東京御茶ノ水に本社ビルを建て、経営幹部育成を進めるが、彼らは事業戦略に
ついてはタッチしない。技術分野ごとに作る工場が1つの会社であり、その主役
は工場長、副工場長、技師長、主任技師と続く技術ラインである。
工場長は技術者であるので、若き技術者を大切にし、「彼らがやりたいものをや
らせたい」という気持ちが極めて強い。一方、セールス、プロモーションといった
マーケティングにはほとんど無関心で、そのため消費者向け商品ではほとんど
シェアをとれない。もっと言えば工場長はシェアそのものに興味がなく「技術」の
みを見つめる。日立の技術は「商品開発」ではなくまさに「ものづくり」であり、クラ
イアントに対する品質確保が最大のテーマである。工場の多くは地方にあり、こ
こを中心として取引先が集まり企業城下町を形成する。工場の従業員は近くの
社宅に住み、多くの人は転勤もほとんどない。ものづくりの工場とその成果物を
使うマーケットは完全に分断されている。
まさに経営家族主義のマネジメント1.0である。

＊1 本書では企業理念、経営理念、社是といった企業、経営に関する基本的な考え方を総称してミッションと表現する。
＊2 商品ブランドではなく会社としてのブランドのこと。
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日立は新しい事業に進出するたびに子会社を設立していく。特定の技術を学ん
だ若者たちが「やりたい」と言えばその事業に進出し、そこでも品質確保を武器と
して一定の売上を確保する。
1956年に日立金属、日立電線という資材部門を子会社として分離独立させたこ
とがその始まりであり、日立製作所の連結対象会社＊1は実に1000社を超え、グ
ループ従業員は30万人を超える。売上高も単体では3兆円クラスであるが、連結
では10兆円クラスとなり、子会社群が日立製作所本体を超えている。
日立グループでは御三家とよばれる日立金属、日立電線、日立化成を筆頭に

15社が上場した。そして直系子会社は企業名の頭に「日立××」と付け、日立製
作所が株を50％超持ち、上場企業といえども子会社として日立製作所がガバナ
ンス＊2を握って離さない。そのため子会社の社長はほとんどが日立製作所からの
落下傘（天下り）である。子会社は上場するまでは日立製作所の100％持株で増
資＊3もさせない。つまり「親からのカネをあてにせず自分で独立独歩やる」ことを求
める。

1000を超える子会社群



上場後は日立製作所が50％超の株を持ち続けるため、証券市場から子会社が
得る資金とほぼ同額を日立製作所が子会社へ出資していく。このような状況の中、
日立グループ各社の株価は、業績に比べて低調なものである。と言うよりも工場
長などからなっていく上場子会社の経営者たちは株価になどほとんど興味がない。

＊1 上場親会社と子会社は1つの会社として決算を行なう。これを連結という。一方、親会社個別の決算を単体という。
＊2 経営者の指名権をコーポレートガバナンス、略してガバナンスと表現する。
＊3 新株を発行してカネを得ること。
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日立グループは1980年代に入って急拡大する。1980年度に連結ベースで売上
高が3兆円を超え、1982年度に4兆円、1986年度に5兆円、1987年度に6兆円、
1988年度に7兆円を超える、という形で急成長していく。これを支えたのがコン
ピュータ、半導体といったIT系の子会社群である。
まず1980年に入って拡大したのがシステム開発というビジネスであった。メイン
フレーム＊1という大型コンピュータを売るだけでなく、それを動かすための情報シス
テム開発を請負うというものである。これがメインフレームの数倍、数十倍、数百
倍の売上をもたらしていく。このため日立グループには多くの若者たちがシステム
エンジニア（システム開発を担う人）として採用されていく。
1980年代後半に入ると、このメインフレームの主要部品（メモリ＝記憶装置）であ
る半導体事業がこれを後押ししていく。東芝、三菱電機、富士通、NECといった日
本中の大手電機メーカーが半導体の大型投資を進めていく中、日立もこれに追随
する。そして「半導体王国日本」とよばれ世界中で日本メーカーが圧勝していく中、
日立グループにも多くの売上、利益をもたらす。
しかし1990年代初頭のバブル崩壊とともに業績は低迷していく。メインフレーム
向けのシステム開発ビジネスが終焉し、これとカニバリ＊2を起こすパソコン、サー
バー、インターネットといった新しいIT事業に出遅れてしまう。さらには新しい商品
が生まれなくなってマーケットが飽和してしまった家電ビジネスが、競争激化の中
で惨敗してしまう。

日立の業績拡大とつまずき



これに最後のとどめを刺したのがメインフレーム向け半導体ビジネスの終焉で
ある。メインフレームのメモリに使われる半導体は4年ごとにシリコンサイクルとい
う大きな需要の波があった。新しいメインフレームが4年ごとに登場し、それに合
わせて集積度を4倍に上げたメモリ（同じ大きさで記憶容量が4倍のメモリを作る）
の需要が拡大するというものである。集積技術が強い日本がこのシリコンサイク
ルで毎度圧勝してきた。しかしメインフレームからパソコンへ主役が移っていく中
で、“集積”というビジネスモデルが崩壊する。それまでの半導体ビジネスは巨大
な設備投資（集積度を高めた新しい半導体を作る新工場）を3年間行って、それを
1年間で回収するというビジネスモデルであり、莫大なカネを必要としていた。この
シリコンサイクルの崩壊で日立だけでなく、多くの電機メーカーは半導体投資を回
収できず大幅な赤字を背負っていく。最近のシャープの次世代ディスプレイ投資
による大赤字と同じ構造である。

1990年度の売上高7兆7000億円、営業利益＊35000億円をピークに、そこから4

年間は売上高が7兆5000億円あたりで推移し、営業利益は2000億～3000億円
台で低迷する。その後1995年度からは、今度は増収減益（「収＝売上」が増え、
「益＝利益」が減る）をくり返し、売上高は8兆5000億円まで伸びるが、営業利益
は2000億円を切るところまで来てしまう。安値で仕事を受注するため、営業利益
が落ちていくという現象である。



1996年度という「半導体シリコンサイクルを期待して不発となった年」から業績は
みるみる悪化していき、遂に1998年度は連結決算発表以来の赤字決算となって
しまう。売上高は7兆9900億円で営業利益は140億円であるが、純利益＊3はここま
での「無理」のウミを出す形で、実に△3390億の大幅赤字決算となる。そして日立
はそのおわびとして創業以来始めてトップの首を差し出す。

日立の社長は3代目からは日立入社のトップエンジニアがポストに就いてきた。
駒井健一郎（在任1961～1971年。主な仕事は「日立をグループ化」）、吉山博吉
（1971～1981年。「JR、銀行のシステム開発ビジネス」）、三田勝茂（1981～1991

年。「ITビジネスの確立」）と、東京大学工学部トップ卒業のエリートエンジニアが
ちょうど10年ずつその政権を担い、後継者へのバトンタッチの後は数年だけ会長
に就くというものであった。
三田の次の第6代社長の金井務も東京大学工学部大学院卒で、1991年に着任
した。しかし2001年を待たずして日立史上初の途中辞任となった。

1999年に就任した第7代社長の庄山悦彦は東京工業大学出身で、就任直前は
「傍流」と言うよりも「負け犬＊4」の家電事業を支えていた副社長であった。これまで
の社長のように重電、コンピュータという日立の2つの王道事業を担ってトップとい
う形とは異なるキャリアであった。



＊1 企業の中核となる大型コンピュータをメインフレームという。ほとんど同じ意味でホストコンピュータともいう。
＊2 カニバリゼーション（共食い）の略。自社が作った新商品によって、既存の自社商品の売上が落ちること。
＊3 営業とは事業のこと。営業利益（マイナスなら営業損失）とはその会社の事業が生み出す利益。その他の利益を加味した最終利
益を純利益（マイナスなら純損失）という。
＊4 戦略モデルとして有名なPPM（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント）で使われる用語。自社の事業や商品を獲得シェアとマー
ケット成長率で、スター（シェア、成長率ともに高い）、金のなる木（シェア高、成長率低）、問題児（シェア低、成長率高）、負け犬（シェア
低、成長率低）の4つに分けるもの。
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経営塾でのケースは一旦ここで終える。そして受講者たちに与えられるディス
カッションテーマは「日立はこれからどんな戦略ベクトルをとって変革していくべき
か」というものである。
しかしこれだけでは意見が挙がらないので、ここでマネジメント2.0の例（受講者
にはそう言わないが）としてGEのケースを追加する。日本の電機メーカーが常に
お手本としてきたアメリカ企業である。

1878年、発明王エジソンは「電球」を開発する資金調達のためにエジソン・エレク
トリック・ライト社を設立した。後のゼネラル・エレクトリック社であり、「GE」の名で
世界を席巻した企業である。GEは蛍光灯、扇風機、アイロン、トースターといった
家電を次々と開発し、それと並行してモーター、タービンなど重電にも進出していく。
1920年代には電力、産業プラント、運輸などが売上の大半となり家電は低迷して
いく。第二次大戦中は軍需工場へ変身し、航空、原子力などの技術を身に付けて
いく。戦後は自動洗濯機、そして世に名を知らしめた大型冷蔵庫を開発し、その後
テレビ、電子レンジ、ヘアドライヤーなどアメリカ型ライフスタイルの家電を提供す
るナショナルブランドメーカーとなる。

「選択と集中」のGE



このような中、1958年に会長兼CEO＊1に就任したコーティナーは事業多角化と
権限委譲を推し進め、SBU＊2という事業単位による新しい経営スタイルを確立し
た。SBUは120を超え多角化が進んでいくが、ここでコーティナーはROI＊3による
「事業の選択と集中」（その後これが日本で流行語となる）というポートフォリオ＊4

経営をとる。すなわちROIの低いSBU（投資したカネに対しリターンが小さい事
業）は撤退し、代わって新規事業へ進出するという新陳代謝をくり返していくもの
である。ベンチャーIBMと戦ったコンピュータや「ジャパニーズ・エレクトリックメー
カー」と戦ったテレビなどはその撤退の代表例である。1980年GEは売上高250億
ドル（1ドル100円なら2兆5千億円）、純利益15億ドル（1500億円）という決算と
なった。
この年にジョーンズ会長兼CEOが引退し、45歳の若さでウェルチが会長兼

CEOになった。そしてGEは激動の時代に突入する。先ほどの日立の激動の一昔
前である。

1980年代に入って日本を中心とするアジア企業の欧米進出が進む。アメリカは
官民一体となって戦うが、苦戦を強いられる。そして貿易・財政の巨大な「双子の
赤字」を抱えることになる。特に自動車、家電では日本に完敗の状態となる。



ウェルチはこの時次のような発言をしている。
「1945年から70年までの高度成長期におけるフォーチュン優良企業の500社のう
ち、半分がもうその企業名さえない。生き残りの条件は絶対的なNo.1、最低でも
No.1をおびやかすNo.2だ。開発、コスト、品質、アフターフォローのどれも他社よ
りも圧倒的優位に立たなければならない。その優位性の指標はROIである。もう
からない事業は、たとえそれがGEの伝統的事業であったとしても迷うことなく売却
し、そのカネともうかっている事業のカネで新しい事業を買う。」

GEは1980年代から90年代初頭にかけ、コアの電気事業分野で250事業を売
却、370事業を買収した。さらに90年代半ばにはエレクトロニクス、医療、航空宇
宙、さらにはクレジット、情報サービスなどの新規事業の買収を進め、ついに新規
事業の売上が既存事業を追い越してしまう。
事業の売却とあわせて人員削減というリストラ＊5も実施し、1980年から5年間で

従業員を30％カット、階層的な管理職体系を思い切ってフラット化した。
しかし残ったGEの従業員たちは苦悩する。生まれ育った地元の工場に勤め、後
輩のコーチ・リーダーとなっていくスタイルは破壊され、長年勤めた工場を移り、新
しい若いボスのもとで、新しいシステムでの新しい仕事を求められた。
GEはこうした従業員のモチベーション低下の中で、日本が高度成長期に行なっ
ていたQCサークル＊6をまねて、「ワークアウト」という運動を実施する。これは管理
職と一般従業員がテーマを決めて集まり、どうすればGEは勝ち続けられるか、そ
して「勝つ」とはどういう意味か、勝った後自分たちにどういうリターンがあるのか
などを話し合い、そして説明を受けた。



GEは1998年には売上が1000億ドル（10兆円）を超え、利益も100億ドル（1兆
円）近くに達した。

＊1 Chief Executive Officerの略。executive officerとは経営を担う執行役員のことであり、CEOはそのトップを意味する
＊2 Strategic Business Unitの略。本来は戦略的事業単位という意味であるが、一般には事業部（事業ごとに設定される独立採算制の
組織）と同意で使われる。
＊3 Return On Investmentの略。R（リターン）をI（投資）で割るというもの。ここでは「投資に対する見返り」によって事業を評価していくこ
とを意味している。
＊4 Portfolioとは紙ばさみのことであるが、「会社として事業バランスを考える」という意味でよく使われる。
＊5 リストラはリストラクチャリング（再構築）の略であるが、多くの場合人員削減による会社の立て直しのことを指す。
＊6 QCはQuality Controlの略であるが、QCサークルとは品質分野に限らず、現場で働く従業員がチームを組んで改善を考えていく小
集団活動を意味する。
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GEのケース提示後に、再度日立の変革についてディスカッションをする。ここで
経営塾受講者のマジョリティの意見は、このGE型、つまりマネジメント2.0である。
事業のポートフォリオを考え、ROIの低い「負け犬」、「問題児」は撤退し、「金のな
る木」のカネを「スター」、そしてROIの見込める新規事業開発へ回していく、という
“業績”を中心に考えるものである。
しかし実際の日立の変革はまったく異なるものであった。

1999年に就任したピンチヒッター社長の庄山は、思い切った事業変革からス
タートする。庄山着任当時の日立は業績低迷の中、「野武士魂はどこへ行った」
「経営・マネジメントなき企業」「何でもやるが、本当は何をやりたいのかわからな
い」とマスコミに揶揄されていた。
庄山もGE同様に「日立製作所本体」、「子会社」という事業単位（GEでいう

SBU）の見直しから入り、これを次の3つに分けて考える。
・日立製作所本体で行う事業
日立本体で行う事業を社会インフラ開発とする。創業時の「技術の日立」への

回帰である。1980年代から日立を支えたITについても、企業情報システムではな
く、ITのT（テクノロジー）、つまり「技術」に着目し、社会インフラとの融合を図る。か
つて日立がやったJR向けの「みどりの窓口システムの開発」を情報システムでは
なく新幹線システムの一部、つまり社会インフラの開発と考える。

日立の変革ベクトルは？



・日立の子会社として行う事業
「技術の日立」にフィットした事業だけを、日立というコーポレートブランドを共有
して子会社が事業継続する。ROIではなく「技術の日立」としてやるべきことをや
る。どんなにもうかるとしても日立グループとしてやるべきでない（やる必要がな
い）ものはやらないという変革ベクトルである。
ただし理念は共有するが、事業ごとに個別の経営戦略を持ち、自主独立を目指
す。さらに日立は子会社から「日立」「HITACHI」（海外ではハイタッチと発音）とい
うブランド・ロゴの使用料を徴収する。これで利益を上げるのではなく（子会社から
もらっても連結決算では変わらない）、使用料というカネで子会社の品質確保（日
立の品質基準に合っているか）をチェックする。日立のブランドを使って社会的ト
ラブルを起こせば、本体の事業をも崩壊させてしまうからである。権限委譲はする
が、日立本体が株主として子会社を品質監査する。
・日立グループからスピンアウトする事業
日立グループが行う必要のない事業、つまり「技術の日立」の理念にそぐわな
い事業はスピンアウトさせていく。日立のスピンアウトとは従業員リストラでも売却
でもなく、他社と提携し、そこへ事業を従業員ごと移管させていくものである。
日立はGEのようにROIという業績ではなく、企業理念、「日立らしさ」を基準とし
て選択と集中を進めていく。
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庄山が変革ベクトルを決めただけでは、当然のことながらこの後も日立のピン
チは続く。

1999年度、2000年度と少し風が吹いて売上高は8兆円台に、利益も3400億円
台に回復するが、2001年度に再度のピンチを迎える。売上高は8兆円を割り込み、
営業損失は△1170億円、純損失は△5860億円の大赤字となってしまう。
これは1996年の投資失敗後、今度こそと勝負をかけて巨大投資をした半導体
マーケットが遂に2000年に崩壊してしまったことが最大の原因である。まさに「そ
の場しのぎ」の投資であった。この半導体への投資失敗で、何と日立の金庫の
キャッシュが底をついてしまう。日立は旧財閥系の芙蓉グループ＊1にいたが、すで
にメインバンクの富士銀行はみずほとなっており、企業グループとしての体をなし
ていなかった。救いの手が現れない日立は、この時同じ状態に陥った他の電機
メーカーが手をつけた従業員リストラではなく、資産売却でしのいでいく。所有して
いる株、土地を一気に売却して（この後2003年にはやっと建てた御茶ノ水の本社
ビルさえも400億円で売却した）数千億円単位のキャッシュを得るが、それでも手
元流動性＊2は200億円台となり、30万人以上の従業員の給与を払う日立グループ
としては資金ショートが現実のものとなっていく。かつての「日立銀行」（カネをたく
さん持っている日立というイメージ）の面影はもうない。世間では「日立デフォルト＊3

説」がまことしやかに流され、「産業再生機構＊4は日立グループ34万人救済のた
め」と報道される。

不沈艦日立が沈没か



これを受け日立の株価は急落していく。そしてPBR＊5は1を大きく下回り、なんと
0.6台まで落ち込んでしまう。
ここに日立は創業以来の危機を迎えることになる。それだけではなく、半導体と
いう一発先行投資型のビジネスがどういうものなのかを、日立だけでなく社会へと
実感させる。そしてこれを機に多くの企業が投資を控え、キャッシュをためていく戦
略をとるようになり、日本中にキャッシュリッチ状態（企業内にカネが溢れている）
を生む（2015年麻生副総理はこれを「守銭奴」と言った）。

＊1 戦前に生まれた「多角化を行なう集団」である財閥（三菱、三井、住友、安田･･･）は、戦後占領軍に解体されたが、銀行を中核とす
る企業グループとして生き残った。芙蓉グループ（旧安田財閥）は富士銀行を中核として作られた企業グループ。
＊2 現金、預金、短期の有価証券などすぐにカネとなるものの合計金額。
＊3 デフォルト（default）はさまざまな分野でさまざまな意味に使われているが、ビジネスの分野では債務不履行を意味する。債務とは
やらなければならないことであり、ここでは払うべきカネが払えない状態をいう。
＊4 2003年から2007年にあった国策会社。デフォルト状態に陥った企業などを再生させることを目的として設立された。ダイエー、カネ
ボウ、ミサワホームなどの再生を支援した。
＊5 Price Book-value Ratio。株価を1株あたり純資産額で割ったもの。純資産とは会社を解散した時に株主の手に入るカネを意味す
る。PBRが1を切るということは、株主は会社を解散してカネをもらった方が株を証券市場で売るよりも得するということ。



庄山はこれでも従業員リストラをせず、先の変革ベクトルに沿って事業再編成を
進めていく。まずは巨額の赤字となった半導体事業から着手する。半導体は完全
にコモディディ化＊1し、コストだけの勝負である。そしてこのコストは作った量に比
例するので、大型工場で大量生産したものが勝ちという事業構造となっている。先
ほどの事業ベクトルから言って日立がやるべき事業ではない。そこでまずは2003

年に三菱電機と事業統合する。両社の半導体事業を会社分割によって切り離し、
「ルネサステクノロジー」という新会社へ事業移管するものである。
続けて、苦戦中の家電事業を分社化し、他社へのOEM供給＊2をその柱とする。
家電販売という技術、品質よりも性能、センス、マーケティング力が求められるも
のからは撤退し、家電製造の下請という日立本来の「ビッグクライアントの協力工
場として品質確保をベースとする事業」へと変身させていく。そのためライバルとも
言える松下（現パナソニック）とデジタル家電（65ページ参照）で提携（新製品開発
はせず、製品をOEM供給）する。さらには本体から産業機器事業、ディスプレイ事
業をも分社化し、次世代サーバーをIBM、ディスプレイを富士通、という形でメイン
フレーム戦争を行なったライバル2社と提携する。
この庄山のリストラにより2002年度には黒字へと回復し、2004年度は連結売上
高が9兆円、営業利益が2700億円を超える。

日立の変革プロセス



こうして変革の先が見えてきた2006年、庄山は自らが会長となり、8代目社長に
古川一夫を指名する。古川は初の戦後生まれの社長であり、日立の成長を支え
てきた「団塊の世代」のリーダーである。そして彼は東京大学工学部大学院出身
で、重電、IT畑を歩んできたまさに「日立の社長」である。30万人の頂点に立つ日
立の社長は「技術のトップ」というシンボリックな存在といえる。庄山は「技術の日
立」にふさわしい人に政権を戻すために事業変革を進めてきたのである。
日立は古川がトップになっても同じベクトルで変革を続ける。2006年にはマー
ケットにおいて当時一服感のあった原子力発電事業をGEと統合させる。成長事
業については、液晶ディスプレイと有機EL（72ページ）を松下、キヤノンと、携帯電
話をNEC、カシオと提携、という形で、実質的には事業移管していく。そしてマー
ケットでは成長感が強かったが、完全にコモディティ化したパソコンは遂に家庭用
も含めて全面撤退する。
マーケットにこびず、愚直に「技術の日立」に純化していく。

＊1 マーケットの商品が標準化され、各社の商品が似たようなものになっていくこと。
＊2 Original Equipment Manufacturerの略。他社のブランドで製造すること。
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2006年度は売上高が遂に10兆円、2007年度は11兆円を超え、利益は3000億
円台となった。ここでこれまで抑えてきた工場への設備投資を、この2年間で1兆
4000億円も行う。
そして2008年度決算を迎える。リーマンショックを受け、他の電機メーカーが業
績悪化させる中、売上高は10兆円ギリギリをキープしたが、何と純損失で△7870

億円というギネスブック級の赤字を計上する。
日立はそれでも従業員リストラは実施せず、トップの首を差し出す。2009年、庄
山会長とともに古川社長が3年で退任し、会長兼社長という異例の形で川村隆が
就任する。川村は1999年庄山が社長に就任するとその片腕として副社長となり、
2003年古川にその席を譲ってグループ会社へ移っていた。日立ソフトウェアエン
ジニアリング、日立プラント建設（後に日立プラントテクノロジーと社名変更）の社
長を務め、日立製作所社長となる直前は、日立マクセルの会長というポストに就
き、サラリーマン人生の終わりといえる古希（70歳）を翌年に控えていた。ここで突
然のカムバックであり、前代社長の古川より7歳も年上であった。日立の長い歴史
の中でも、ボードメンバー＊から一旦子会社へ移籍した「出向ではなく）人間が日立
本体のボードメンバーへ復帰したことなどなく、ましてやトップになるのは驚天動地
の出来事であった。

再度の大ピンチ



日立の事業変革では、業績がダウンしても現場で働く従業員の雇用は守り、やっ
ている仕事は継続させていく。ただ子会社を含めた経営陣だけはその責任をとり、
去っていく。しかし川村はこれから先、事業の再編のため子会社合併などの外科手
術をしていかなくてはならない。そのためその会社の業績が上がっていても多くの
子会社の経営陣に辞任してもらわなくてはならない。（2社が合併すればボードメン
バーは当然減らされる。日立においては解任ではなく辞任のため、子会社の社長
自身に「やめる」と言ってもらわなくてはならない）。
日立の基本はマネジメント1.0であり「入社年次」が序列の基本である。役所同様、
一番手が部長に昇格すれば、同期の課長たちは子会社へ部長として天下っていく。
そして先輩、後輩のけじめも厳しい。
川村は日立グループの最年長であり、どの子会社の会長、社長より年次が上の
先輩である。川村本人も後にこれについて語っているが、このことが経営陣の辞任
を進めやすくした。
「私もすぐに去るから、君も若き技術者のために去ってくれ」
まさに「「水戸黄門が徳川将軍になって世直し」という表現がぴったりである。

＊ 取締役、執行役員の中で実質的に経営を担うメンバーのこと。
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前述の2008年度の連結決算は、営業利益は1270億円と黒字であった。しかし
ルネサステクノロジーなどの持分法適用会社＊1の巨額損失などがあり、純利益で
は赤字となることがはっきりしてしまった。そこで経営陣が総退陣してクビを差し出
し、この期にすべてのウミを出す形で巨額の赤字決算とした。
この決算の本当の問題点は日立製作所の単体の方にあった。2006年度は売
上高2兆8000億円、営業損失△660億円、2007年度は売上高2兆8000億円、営
業損失△740億円、そして2008年度は売上高2兆6000億円、営業損失△320億
円と3期連続赤字であった。
この原因は日立本体、そして多くの子会社が統制もせずにやった（親会社と競
合することさえもあった）IT事業にあった。川村はこれを日立製作所の下に集約し、
「技術の日立がやるべき事業か」という指標で、環境変化の激しいIT事業を変革
していく。

失敗したシーンを考えて手を打つ



川村は日立上場子会社のうちIT会社を中心とする5社をTOB＊2によって完全子
会社化して上場を廃止するという荒業を行う。この5社とは、川村自らが“落下傘
トップ”を務めた日立ソフトウェアエンジニアリング、日立プラントテクノロジー、日
立マクセル3社の他、日立情報システムズ、日立システムアンドサービスである。
そのうえで日立ソフトウェアエンジニアリングと日立システムアンドサービスを合併
して日立ソリューションズ、日立情報システムズと日立電子サービスを合併して日
立システムズとし、それぞれ売上高3000～4000億円クラスのITベンダーグルー
プを作る。これでまず子会社間の事業重複をカットする。次に日立製作所で行っ
ている社会インフラに伴うITを中核として、本体中心にIT事業を集約させていく。
つまり社会インフラ事業とIT新会社の統合である。こうしてIT事業を日立製作所の
行うべき「技術事業」へと変化させていく。
その後、日立は半導体関連会社のルネサステクノロジをNECエレクトロニクス
（NECの半導体事業の子会社）と統合させルネサスエレクトロニクスという会社と
し、連結対象からはずす。つまり日立グループからの完全スピンアウトである。し
かし日立から半導体事業がスピンアウトしても、日立の技術者たちが新会社でそ
の技術を支えていく。私の知り合いにNECで半導体事業をやり、ルネサスエレクト
ロニクスへ移った技術者がいる。彼は「NECの半導体事業は日立の技術に染
まった」と言っていた。



目次

川村の気持は「これでダメなら、日立という会社は消えても仕方ない」であろう。

このケースにおいて経営塾で出した結論の1つは「マネジメント3.0における経営の
意思決定は、“失敗しても悔いなき手”を打つ」である。どんな手を打てば成功する
かはわからない。どんな手にも成功の可能性はあるが、失敗リスクもある。その時
の意思決定基準はマキシマックス＊ではなく、ミニマックス・リグレット＊3である。日立
という会社の存在価値を考え、それにフィットした事業に集中し、それでも失敗する
なら仕方ないというものである。

＊1 上場企業は子会社でなくても株を20％以上持っていれば、その会社の業績が連結決算に「持分法」（「持っている分だけ」という意味）
という形で加算される。この会社を子会社ではなく関連会社という。
＊2 Take Over Bidの略。株式公開買付。上場企業の株を証券市場外で不特定多数の株主から公開して買付けること。
＊3 ゲームの理論という応用数学で使われる用語であり、不確実性の下での意思決定基準のこと。いくつかある代替案の中で最良の
ケース（成功）を想定して最大の利益が得られそうな案を選択することをマキシマックス、各案ごとに最大（マックス）の後悔（リグレット）とな
るケース（失敗）を想定し、その後悔のもっとも小さい手（ミニ）を打つことをミニマックス･リグレットという。上では「成功シーンではなく、失敗
シーンを想定して、後悔なき意思決定をする」ということを意味している。



翌2009年度は1000億円の赤字であったが、その第3四半期、第4四半期＊は大
幅な黒字となった。こうして変革から一段落した2010年、川村は会長専任となり、
新社長には中西宏明が就任した。もちろん東京大学工学部卒業のエリート技術者
という「日立の社長」である。
日立はその後も変革を続けていく。事業ごとにあった研究開発体制を再編し、社
会インフラとITの2つに集約する。周辺事業では、2012年に子会社である日立金
属と日立電線を合併させることを決める。

2010年度、2011年度と営業利益は4000億円台と安定し、2012年度には5000

億円を超え、23年ぶりの最高益となった。この時マスコミは「日立は不死鳥のよう
によみがえった」と報じている。

2014年には三菱重工と火力発電事業を統合する。社会インフラ事業ではプラン
ナー、スポンサーとしてフロントエンドに立つのではなく、品質確保をテーマとする
バックエンド工場のスタンスをとる。
これこそが日立であり、老舗企業の変革で必ず起こる「創業回帰」である。
日立は、マーケットを追い続け、その変化に飲まれてしまった「その場しのぎの会
社」をこうして変えた。

日立の社長へ回帰



2014年にはこんな記事が新聞に載った。
「日立、英豪資源大手リオと提携して鉱山運営に参画」
久原鉱業所日立鉱山付属工場こそが日立の創業ルーツである。

経営塾ではこの後、創業回帰の日立と対照的なケースとしてソニーを取り上げる。

＊ 上場企業は四半期（3ヶ月）ごとにも決算をしている。
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今からほぼ1世紀前の1908年に井深大は神戸で生まれた。中学、高校を通して
井深はラジオ、アマチュア無線に興味を持ち、早稲田大学時代は特許をいくつも
取り、学生発明家として有名であった。卒業後、写真化学研究所という小さな会社
へ就職したが肌に合わず、兄弟会社の日本光音という映写機を作るメーカーへ転
職した。ここでは無線部に配属されたが、1940年この無線部を井深は「日本測定
器」という会社としてスピンアウトさせる。日本測定器は軍部から無線機の注文を
受け、ここで当時海軍技術中尉であった盛田昭夫と出会う。盛田は1921年に愛知
県の名門酒造り問屋の長男として生まれ、大阪帝国大学理学部物理学科卒業後、
技術軍人となっていた。
終戦を迎え、日本測定器は仕事を失って解散したが、元日本測定器社員は井深
を中心として東京通信研究所を設立し、ラジオ修理を収入源としてさまざまな製品
開発にチャレンジしていく。1946年にはこの組織を株式会社とし、盛田の経営へ
の参加を求めた。ここに社員20名の｢東京通信工業株式会社｣が設立された。後
のソニーである。

井深のミッション



井深は会社設立にあたり、会社設立目的、経営方針というミッションを掲げた。
その主旨は次のようなものである。とても社員20名の町工場のミッションとは思
えない雄大なものである。
・真面目な技術者の技能を最高度に発揮させるように自由闊達にして愉快な理
想工場を作る。
・不当なもうけ主義をやめ、いたずらに規模の拡大を追わない。
・極力製品の選択に努め、技術上の困難はむしろこれを歓迎し、量の多少に関
係なく最も社会的に利用度の高い高級技術製品を対象とする。また単に電気、
機械などの形式的な分類を避け、その両者を統合させるような、他社の追随を絶
対に許さない独自の製品化を行う。
・形式的な職階制を避け、一切の秩序を実力本位、人格主義に置き、個人の技
能を最大限に発揮できるようにする。
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東通工からソニーへ

38歳の井深、25歳の盛田を中心に東京通信工業は急拡大していく。まずは井深
のアイデアの「電気ざぶとん」が大ヒットし、次にNHKからの無線中継受信機が受
注でき、これで工場としての体を成すようになる。
このカネで東京通信工業はいよいよテープレコーダー(テープに音を録音し、再
生する機械)という「家電の商品開発」にチャレンジする。当時アメリカで登場したば
かりのテープレコーダーは、日本ではまだ大手電機メーカーでさえも手をつけてい
なかった。
井深たちは1949年試作機を完成させ、1950年｢テープコーダー｣という登録商標
をとり、その記録媒体となるテープに｢ソニ・テープ｣と名づけた。sonic（｢音の｣とい
う意味）からその名が付けられた。
テープレコーダーはなかなか売れず、さまざまな改良がなされていった。この改
良と並行する形で、盛田が中心となりマーケティング活動が進められた。ここから
ソニーの「技術」と並ぶもう1つのコアコンピタンス（核となるもの）である「マーケティ
ング」が生まれてくる。「マーケティングでニーズを収集し、それによって商品を改
良する」という形でテープレコーダーは売れ始める。
それを見て大手電気メーカーがこぞってこのマーケットに参入してくる。大手メー
カーのプロモーションがマーケットをどんどん大きくしていくが、そのパイのほとん
どがソニーへと流れ込み、ソニーの圧勝となる。この時ソニーは、「マーケティング
は、他社とともに一気にやることでマーケットパイは急拡大する。そして結果はトッ
プブランドが圧勝する」というマーケティングストーリーを持つ。



東京通信工業はテープレコーダーの大ヒットで社員が急激に増加していった。そ
してそのヒットを見てこれまでの工場で製造を担当する技能工だけではなく、大学
新卒の技術者予備軍が少しずつ採用できるようになってきた。井深は彼らには、
製品＊1を作ることではなく、商品開発＊1をやらせたいと思った。
ここで井深が目をつけたのは当時の最先端技術「トランジスタ」であった。トラン
ジスタはアメリカのベル研究所の3人の学者が特許を取っており、そのライセンシ
ング＊2は親会社であるウエスタン・エレクトリック社が行なっていた。東京通信工業
はテープレコーダーの開発を評価され、ウエスタン・エレクトリックからトランジスタ
の特許を日本で初めてライセンシングされた。これをベースとして、東京通信工業
は1955年、真空管ラジオに代わって日本初のトランジスタラジオ開発にこぎつける。
ソニーの経営テーマの1つである「小型化」の萌芽である。
盛田はこのトランジスタラジオ販売はチャネル（販売網）よりももっと消費者に近
い形で売ることを考え、自社直系の販売会社として東通工商事（後のソニー商事）
を設立した。
しかしその価格の高さからかトランジスタラジオは売れなかった。そこで東京通信
工業は他社へのOEM供給に切り替える。提供先は松下、三洋、早川電機（現
シャープ）といった関西の大手電気メーカーである。



大手電機メーカーの販売力でトランジスタラジオの販売は拡大していく。ここで東
京通信工業はトランジスタの本家本元のアメリカへ輸出することを考える。そして
アメリカではOEMではなく自社ブランドで売ろうと考え、「SONY」と名づけた。ソニ・
テープで使ったsonic(音)とsonny（「坊や」という意味）から取った。

1955年には資金調達のため株を店頭市場（現ジャスダック）に公開＊3し、1958年
には東証1部へ昇格した。これによって巨額の資金を得るとともに、知名度を上げ
る。
そして1958年東京通信工業はソニーへと社名変更する。ソニーは当時「東通工」
として世間に名前を知られており、この東通工、東京通信工業に愛着を持つ従業
員も多かった。しかし井深、盛田は「われわれが世界企業となっていくには、ソニー、
SONYという名が必要だ」と考えた。そして電気、機械、通信、工業といった事業領
域を限定する言葉を入れなかった。ミッションの「電気、機械などの形式的な分類
を避け･･･」に沿うものであり、ソニーの若者たちに自由に新しいものにチャレンジ
してほしいという願いでもあった。
上場で得たカネは商品開発だけではなくマーケティング投資にも流れていく。当
時の家電メーカー業界のマーケティングの主流は、チャンピオン松下が作ったナ
ショナルショップ（後にパナショップへ）という「自社商品の専売店ネットワーク」であ
り、他の家電メーカーもこれに追随して同タイプのものを作っていった。
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ここでソニーのマーケティングは｢グローバル化｣と「より消費者に近く」という他社
とは一味違う戦略ベクトルを取っていく。これは後述するようにマネジメント3.0の
マーケティングの2大テーマである。つまりソニーはマーケティングでも他社の一つ
先の手を打っていく。

1960年にはソニーアメリカを設立する。ソニーアメリカはアメリカの企業として、ア
メリカ人を相手に販売を行うものであり、日本の電機メーカーとしては初の現地販
売法人であった。SONYはこの後日本だけでなく、アメリカでも有名な家電のブラン
ドとなる。

1959年東京銀座に（後にここにソニービルを建てる）、1962年にはニューヨーク5

番街へ、消費者が直接来店して新商品を見られる場としてのショールームを開設
する。

＊1 工場で生産されたものを製品（product）、製品にブランド付けやパッケージングなどをして売れるようにしたものを商品
（merchandise）と表現する。
＊2 特許などの権利の使用許諾を与えること。
＊3 証券市場へ自社の株を上場することを公開と表現する。上場とともに社会へ自社の情報をディスクローズするためである。



井深ソニーはトランジスタの小型化技術を生かして、持ち運びができるポータブ
ルテレビの開発にチャレンジする。これがこの後ソニーが進めていく「技術展開」で
あり、「ある製品で生まれた技術を他の製品に活用していく」というものである。

1959年に8インチディスプレイ、1961年に5インチディスプレイを開発し、1962年
にはこれを世界最小のポータブルテレビとして商品化した。しかしマーケットはあ
まり反応しない。
ソニーは小型化と並行してカラー化にも取り組んでいく。カラーテレビはすでにア
メリカでは商品化されており、シャドウマスク方式というブラウン管＊1が用いられて
いた。しかしこのシャドウマスク方式は色が安定せず、画像が暗く、値段が高く、そ
のうえ故障も多かった。そのためアメリカでもカラーテレビはほとんど売れずにい
た。
井深は「シャドウマスク方式を脱却したソニー独自の全く新しいテレビを作れ」と
命じた。この井深の難問にチャレンジしたのは木原信敏である。木原は1926年生
まれで早稲田大学機械科を卒業後、1947年に東通工に新卒採用第1期として入
社し、テープレコーダー、トランジスタラジオ、ポータブルテレビの技術的バック
ボーンを支えた技術者である。

いよいよテレビへ



木原はアメリカでクロマトロンというシャドウマスクの6倍もの明るさを持つディス
プレイを発見し、このライセンシングを受ける。ただこのクロマトロンはコスト高、小
型化が困難ということがネックで、これまで軍事用にしか使われていなかった。ソ
ニーは前者については量産化によるコストダウンが早道と考え、この資金を得るた
めに増資を行う。そのためにクロマトロンによるカラーテレビ開発を社会へ発表し
た。
しかしソニーの訴求ポイントと言える小型化がどうしても実現しない。そして研

究開発費は雪だるま式に膨らんでいく。
この時ソニーのカネに関する責任者でもあった盛田は井深、木原へ次のように
言った。
「カネのことなど心配せず、とことんソニーらしさを見せて下さい」
一方、この時期カラーテレビの先駆者であるRCA社はシャドウマスク方式を改良
したカラーテレビを量産し、他メーカーもこれに追随していく。ここで木原はGEが発
表したシャドウマスクを一部改良したボルトカラー方式に着目する。しかしボルトカ
ラーのライセンシングを受ければ、「クロマトロン方式で開発」といってカネを集めて
おり、社会から批判を受ける可能性もある。そしてソニーがもっとも恐れたのは「開
拓者のソニー」というコーポレートブランドの崩壊である。



こうしたプロセスを経て、苦難の末誕生したのがクロマトロンにボルトカラーのアイ
デアを加味した「トリニトロン」というブラウン管である。ソニーはこれをカラーテレビ
の商品名とした。トリニティ（三位一体という意味。このブランウン管は3ビーム方式
というものを採用していた）とエレクトロン・チューブ（電子管という意味）を組み合わ
せた商品ブランドであり、そのネーミングにソニーのマーケティングセンスを感じさ
せる。

1968年に発表されたソニーのトリニトロンは日本のカラーテレビマーケットで圧勝
する。
さらにトリニトロンはコンピュータ用のディスプレイにも応用される。CG＊2、CAD／
CAM＊3などの世界で高い評価を受け、「画像のソニー」という一分野を築いていく。

1994年、トリニトロンブラウン管の累計生産本数は1億本を越え、1995年にはカ
ラーテレビマーケットで遂にワールドチャンピオンとなる。これまでの商品の中で最
大のヒットであり、ソニーを急拡大させていく。

＊1 電気信号を光信号に換えて画像を表示する装置
＊2 Computer Graphicsの略。コンピュータで画像を作成すること。
＊3 Computer Aided Design／Computer Aided Manufacturingの略。コンピュータを使って製品の設計、製造をすること。
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ベータマックスの敗北

ソニーでは複数のプロジェクトが同時並行して進んでいたが、テレビ技術とテー
プレコーダー技術が合体を見せる（57ページの技術展開である）。それがテレビの
動画を録画するVTR（ビデオテープレコーダー）である。

VTRは1950年代後半にはすでに欧米で商品化されていたが、日本では登場し
たばかりのテレビ局で実験的に導入しているだけであった。このVTRは大型、かつ
高価格から家庭にはとても置けないものであった。この2つを解消して家電化する
のがソニーのテーマである。コストダウンは売れれば大量生産で自然と解決する。
問題は小型化である。
ソニーはアメリカ・アンペックス社の方式を採用して日本初の試作機を作った。し
かし画質が悪くとても使いものにはならないものだった。ソニーの責任者はカラー
テレビ同様に木原である。彼は「ソニーらしさ」を求めアンペックス方式に代わる新
方式を考えていく。
まずはテープの小型化から入った。木原は白黒、オープンリール（カセットに入って
いないテープ）ではあったが、家庭用の小型VTRを商品化した。価格は20万円を
切ったが、マーケットは反応しない。ここでマーケティングから売れるための条件は
絞られた。カラー化、カセットテープ化である。



当然のことであるが、他社もVTRのカラー化、カセット化を考える。しかし各社が
それぞれ勝手にカセットテープの規格を考えていくと、録画機が違えばそのカセット
が使えなくなる。それが無駄な戦いを生むだけではなく、VTRの普及を妨げること
ははっきりしていた。
そこでソニーはカセットテープ規格の統一を呼びかけ、松下、日本ビクターと「U規
格」という協定を結ぶ。このU規格に基づいて各社がVTRを生産したが、いまだカ
ラーテレビの普及率が低く、かつ高価格のためマーケットは動かなかった。
この時、井深は木原に「ソニーが先導して、思い切った小型化を図れ」と命じた。
そして木原ソニーは1975年文庫本程度のカセットサイズで、カラー画像を1時間録
画できるVTRを開発し、「ベータマックス」と名づけた。遂にVTRの家電化である。
これに対し翌1976年、日本ビクターがVHS規格を発表し、これに則ったVTRを商
品化した。カセットサイズはベータマックスよりもやや大きいが、録画時間は当時の
テレビ番組時間の最大である2時間としていた。この時、ソニーは2時間録画できる
ベータマックス機の設計が終了していた。



目次

こうして互換性のないVTRがマーケットに現われ、世に有名なベータ対VHSの
戦いが始まり、家電メーカーはまさに二分された。ベータ側はソニーの他、東芝、
パイオニア、日本電気、アイワであり、VHS側は日本ビクターの他、日立、三菱、
シャープであった。
そしてこの戦いに決着をつけたのが松下であった。U規格ではソニーと共同開発
した松下は、最後の最後に創業者松下幸之助が決断した。「VHSの方が低コスト
である。後発メーカーとしてはVHSを選ばざるを得ない」
これをきっかけとしてVHSの圧勝のうちにVTR戦争は終わった。1988年遂にソ
ニーもVHS方式のVTRを発売し、創立以来始めてというほどの屈辱的な敗北を
味わう。



木原たちはVHS対ベータの戦いの決着を見る間もなく、次のテーマに取り組ん
でいた。VTRテープを音楽用カセットくらいの厚さ、大きさにし、カメラを付けた持ち
運びできるVTRを開発することである。
ソニーは1980年に音楽用のものよりさらに小さいカセットを持つ「カメラ付きポータ
ブルタイプVTR」を商品化した。しかし重さは2kg、記録時間20分というものであり、
マーケットは動かない。
ここでソニーはベータマックスの敗戦を反省し、単独先行を抑えようと考える。こ

のソニーの小型カセットテープのサイズに各社の機械が合わせられるように、この
後本格的な商品化をしばらく止める。
ソニーは1985年、満を持して本格的な商品を世に出した。この時、VHSで勝利

した日本ビクターは、ソニーのカセットテープよりもやや大きくVHSをベースとした
VHS-Cという規格を発表した。そしてこの規格に沿った「カメラ付きポータブル
VTR」を発表した。
これに対するソニーのVTRはカセットテープの小ささを活かし、ハード全体を思

い切って小型化した“手のひらにのるもの”だった。1989年ソニーはこの商品に「ハ
ンディカム」と名を付け、価格16万円でマーケットに投入した。テレビCMではハン
ディカムと本物のパスポートの大きさを比較し「パスポートサイズ」をコピーとして採
用した。
ハンディカムは大ブレークし、トップシェアを得た。
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ハンディカムで雪辱を果たす



一方、ソニーの最初の商品とも言えるテープレコーダー技術は別の技術展開を
見せる。1958年にはアメリカで先ほど述べた音楽用カセットテープが開発され、さ
まざまなタイプのカセットテープが各社から商品化されていた。ソニーは1957年時
点ですでにカセットテープレコーダーを開発していたが、それから20年近く経っても
全くと言ってよいほど売れていなかった。しかも1970年代後半にはVTRがテープ
の規格で敗北していた。
この時のソニーのカセットテープレコーダー部隊の製造責任者は後に社長となる
大賀典雄であった。大賀は自社規格を捨て、アメリカ大手電機メーカーのフィリップ
スの規格に乗ることを考えていた。しかしフィリップスは日本中のメーカーにこのラ
イセンシング料を要求していた。大賀は「ライセンシング料を無料にしないなら他社
の規格に乗る」と突っぱね、ついにフィリップスは互換性を持つことを条件に、その
規格を無料公開した。そしてこの船に殺到するように各メーカーが乗り、音楽用カ
セットテープは規格統一がなされた。
これに合わせるようにカセットテープレコーダー機も小型化が進んでいき、ソニー
は1977年プレスマンというモノラル（ステレオではない）タイプではあるが、手のひ
らに乗るカセットテープレコーダーを開発していた。

ウォークマンで独走



そして井深の言葉が新しい商品を生む。「アメリカへ出張するんで時間つぶしに
音楽を聴きたい。プレスマンじゃ音が悪いからステレオ回路を入れてくれ」
井深が使ってみると、スピーカーで聞くよりもかえって音に迫力があると感じ、「こ
れならいける」とGOを指示した。これを商品コンセプトとしてまとめたのは盛田で
あった。「若者が街をカッコ良く歩きながら音楽を聞く小さなステレオ。これに耳に
ぴったりして、小さく、しかし音に迫力があるヘッドホンを組み合わせる。この新し
いライフスタイルをソニーが提案する」
そしてこれに「ウォークマン」と名づけ、ソニーの創立33周年から3万3000円とした。
ソニーらしいおしゃれなコンセプトと名前である。
他社からコピー商品が出る中、ウォークマンはぶっちぎりのトップシェアを獲得し
圧勝する。

目次



1970年代に入って、ソニーではもう1つのプロジェクトが走っていた。それは「音
のデジタル化」であり、それによってテープに代わる音楽用のディスクを作ることで
ある。現代のデジタル家電の走りと言ってよいものである。
いくつかの会社がデジタル化にチャレンジしていたが、1977年ソニーは全く新し
い記録方式の小型デジタルディスクを発表した。これを見て、すでにレーザー光を
使ったディスクを開発していたフィリップスからの共同開発の要請がくる。この2社
の結びつきが直径12cm、最大記録時間75分というCD（コンパクトディスク）を生
む。しかしこの時すでに世界の20社以上が同様の小型ディスクを開発しており、
規格統一で話し合っても結論は出ず、各社が各自のディスクを使った音楽プレイ
ヤーの商品化に向けてなだれ込んでいった。
ソニーでこのCDプレイヤーの商品化にあたったのは、後に社長になるマーケ

ター＊1出井伸之であった。彼はこれに「CDP-101」と名づけた。この頃大企業と
なったソニーでは製品化までは技術者チーム、商品化はマーケターチームが担当
していた。

CD、MDでも連勝



この戦いに決着をつけたのは消費者というよりも、音楽というソフトウェア商品を
作るレコード会社であった。ソニーは1968年にアメリカのCBS・レコード会社との合
弁でCBS・ソニーレコードを日本で設立しており、1970年代後半にはトップレコード
会社となっていた。CDP-101の発表と同時に、CBS・ソニーレコードからCDに乗っ
た音楽ソフトが数多く出され、これが決め手となった。
結局音楽ソフトを作れないすべてのメーカーがこの音楽ソフトを動かすため、ソ
ニーのCDの規格を採用することになる。CDはあっという間に音楽業界を席巻し、
レコードはいつしかアナログレコードとよばれるようになった。ソニーはこのCDプレ
イヤーを量産し、小型化し、ウォークマンのCD版「ディスクマン」を発表する。
一方、カセットテープレコーダー担当の大賀はこのCDのデジタル記録技術を
テープに技術展開し、CDのように再生オンリーではない録音可能なディスクを作
ることを考えた。1991年これをMD（ミニディスク）として商品化する。MDは自分の
好きな音楽を録音でき、かつディスクにジャケットがかかっていて持ち運びに便利
であった。これをディファクト・スタンダード＊2とすべく各メーカーにライセンシングし、
ここでも圧勝する。



こうしてソニーは売上高7兆円を超え、世界に名を馳せる「ジャパニーズ・エレクト
リックメーカー」のトップグループの一員となる。しかしソニーは日立、東芝、三菱の
ような総合電機メーカーではなく、パナソニックのような総合家電メーカーでさえも
ない。冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、クーラー、掃除機、照明器具などの白物家電
（生活用家電）を作らず、テレビ、ゲームなどのアミューズメント家電に特化した巨
大電機メーカーとして異色の存在となる。井深のミッションにある「極力製品の選
択に努め」の実現である。

＊1 マーケティングのプロフェッショナル
＊2 実質的な標準規格のこと

目次



ソニーの社長は井深の後を盛田が継いだ。その後1976年には井深の腹心の創
業メンバーでありトランジスタの父とよばれた岩間和夫が継ぐが、井深は名誉会
長、盛田は会長としてソニーに残った。
社長になった岩間は巨大となったソニーの経営モデルの変革を図る。フレキシブ
ルに仕事を進めていくベンチャー企業モデルから、体系だった組織を持つ王者モ
デルへの変身である。まずは家電の王者である松下のあみだした事業部制（GE

のSBUと同じスタイル）を取り入れ、これに社内ベンチャー制を組み合わせる。社
内ベンチャーは事業部とは異なり、利益をコミットメントされることなく事業開発を
進めることができる。この体制の下、ソニーは音楽、映画、放送、さらには金融ま
で、さまざまなビジネス領域へ進出していく。この社内ベンチャーが、井深がいつ
も言っていた「コンピュータは大企業向け商品だから、絶対にダメだ。家庭を見ろ」
を破り、NEWSというエンジニアリングワークステーション＊1を開発し、多くのファン
を得た。これがゲーム機のプレイステーション（プレステ）、パソコンのVAIOという
ヒット商品へとつながっていく。

出井神話



しかし1982年岩間は社長在任中ガンにより急逝し、その後は最後の創業メン
バーと言える大賀が社長になり、さらなる変革を進めていく。
こうした変革の中で1988年ソニーを支えてきた伝説の技術者木原がソニーを去る。
木原はソニーと共同出資でソニー木原研究所という新しい会社を創った。新技術の
開発を担う若者たちを養成する組織である。木原は2011年ソニーがどん底の中、
急性心不全で亡くなる。
1993年盛田は脳溢血で倒れ、かつ井深が名誉会長も辞し、大賀1人の政権と
なった。大賀は権限委譲の必要性を強く感じ、事業部をさらに進化させ、当時流行
しつつあったカンパニー制という完全独立採算型の経営スタイルをとった。この8つ
のカンパニーのもとで組織のスリム化を進め、450もの「部」を削減した。
1995年大賀は会長兼CEOとなり、新社長兼COO＊2に前年に常務になったばかり
の57歳の出井を指名した。ソニーの歴代社長は井深以降すべて50歳代で就任し
ている。出井は早稲田大学政経学部を卒業して、ソニーに入社し、AV（オーディオ･
ビジュアル。音楽と映像を楽しむ）事業のマーケティングに携わり、社長就任時は
広告宣伝部門のトップであった。この出井が大賀の経営変革路線をさらに進めて
いく。



大賀と出井のコンビは、社内には「リ・ジェネレーション」（第2創業）を掲げた。こ
れは井深、盛田なき後のソニーに「もう一度ソニースピリットを」という思いである。
一方、社外には「デジタル・ドリーム・キッズ」というキャッチフレーズを発表し、新し
いソニーのイメージを提唱した。これはテープ、テレビ、ビデオのソニーから「デジタ
ル」をキーワードとして「夢のある子供たちのような企業」を目指していくという思い
である。
1996年ソニーは創立50周年を迎え、その創立記念日を従業員、家族とともに東
京ディズニーランドで祝った。
出井は2000年には大賀の退任とともに会長兼CEOに昇格し、社長に安藤国威
を指名する。安藤は東京大学経済学部卒業後、トリニトロンカラーテレビで独走す
るソニーに入社し、ソニー生命の誕生に携わり、ソニーのアメリカ法人社長として
グローバル化を進めてきた「経営のプロ」である。ただしこの時のソニーの経営権
は実質的にはすべて出井が握っていた。
出井は次々と経営モデルの変革を進めていく。その第一歩は「株主重視による
コーポレートガバナンス」というアメリカ型経営への移行であり、2003年には他社
に先がけて委員会設置会社＊3へと組織変更する。出井がここで株主に約束したの
は、ソニーの競争力であり、その原動力である「ソニー」というコーポレートブランド
の価値向上であり、それによる株価の向上である。
ソニーは1996年以降の企業イメージ調査で、常に「自己変革度」「コーポレートブ
ランド価値」のランキングでトップの座をキープし続ける。これらはいつの日か「出
井神話」とよばれるようになる。



一方、生産体制においては2000年10月にはアメリカEMS＊4トップ企業のソレクト
ロンにソニーの一部の工場を売却した。出井は外で生産できるものはすべてアウ
トソーシングしようと考えていた。

＊1 設計などに用いられる小型コンピュータ
＊2 Chief Operating Officerの略。CEOの下で事業経営を担う
＊3 社外取締役（従業員出身以外の取締役）が中心となって経営者を指名、監査していく会社スタイル
＊4 Electronic Manufacturing Serviceの略。下請型ではなく、独立して電子機器の製造を請負う会社

目次



2001年度の決算が2002年4月に発表された。連結では売上高7兆5783億円
（前年6兆8290億円）、営業利益1346億円（前年2253億円）と増収減益であった。
しかし衝撃的であったのはソニーの単体決算の方で、売上高2兆6441億円（前年
3兆75億円）、営業損失△530億円（前年営業利益504億円）という赤字決算で
あった。この決算を見て、マスコミは「出井神話は消えた」と手のひらを返したよう
にバッシングする。
ソニー凋落の象徴的な出来事は2002年1月に松下の発表したデジタルVTRカメ
ラが大ヒットし、このチャンピオンであるソニーをとらえたことである。
もう1つソニーが苦戦していたのが次世代ディスプレイである。ソニーは1990年
代後半にはトリニトロンをベースとした平面テレビ「ベガ」で大型テレビトップの松下
に肉薄していた。そのような中、21世紀に入ってからは次世代の大型ディスプレイ
として液晶およびプラズマ・ディスプレイ・パネル（PDP）が注目されていた。しかし
ソニーはトリニトロンをベースとしたフラット化にこだわり、液晶、PDPについては
完全に出遅れ、自社開発をやめ外部購入としていた。そして次の次のディスプレ
イ技術である有機EL（エレクトロ・ルミネセンス）とFED（フィールド・エミッション・
ディスプレイ）に集中投資を始める。しかしこれが商品化にどうしても結びつかない。
一方、この時ソニーを支えていたのは営業利益で800億円以上を稼いでいたプ

レイステーション2をはじめとするゲーム事業であった。

ソニーショック



1年後の2003年4月に行われた2002年度の決算発表はさらにショックなもので
あった。連結では、売上は少し落ちたが営業利益は1854億円に回復した。しかし
2002年度第3四半期（2002年10月～12月）は3ヵ月で営業利益が1995億円、4月
～12月の9ヶ月間にすると3000億円をオーバーしていた。そして年度決算が営業
利益1854億円となっている。つまり2003年1～3月の3ヶ月間で1000億円以上もの
営業損失を出したことになる。
これを受け、証券市場でソニー株は2日連続でストップ安となり「ソニーショック」と
よばれた。一時は25,000円を超えたソニーの株価は、2000年前半の16,000円台
から長期下落傾向を示し、2003年4月の決算発表時点では4,000円台であった。
そしてこの業績発表によって株価は一気に2,000円台に突入してしまった。PBRは
1に限りなく近づいていく。まさにソニーのコーポレートブランド価値はどこへ行った
のかという状況である。

2002年度の事業別の損益を見ると、情報・通信事業が170億円ともっとも大きい
赤字であるが、1～3月期で見るとエレクトロニクス系の事業のうち黒字はテレビ事
業の64億円のみで、あとはすべて赤字となっている。通期では1040億円の黒字の
ビデオ事業でさえ、1～3月は115億円の赤字となっている。一方、ゲーム事業だけ
で1127億円の利益を生んでおり、利益から見るとこれが過半数を占めている。まさ
に「ゲームのソニー」である。それぞれ5000億円を投資した半導体、有機ELはまっ
たく利益貢献していない。



ソニーはこの嵐の中の2003年6月に「クオリア」というブランドを持つ商品群を発
表する。量産化せず、受注生産対応でソニーショールームで受注するというもので
ある。中国などでは作れない超高級商品の提供であり、第1弾4モデルが発表され
た。高精度プロジェクター（240万円）、高機能CDプレイヤー（150万円）、高画質テ
レビモニター（130万円）、超小型デジタルカメラ（38万円）である。
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出井は株価ダウンを受け、急ピッチに構造改革を進める。目標は「2006年まで
に10％の連結営業利益率（営業利益／売上高）とする」であり、2003年10月出井
が構造改革策として2つの方針を発表する。
1つ目は合理化である。この中核はリストラであり、ソニーグループ全体で2万人
（！）の人員削減（国内では間接部門中心に7千人）を行なう。このための構造改革
費用を3350億円とする。さらにブラウン管製造は国内は撤退、世界でNo.1の企業
にアウトソーシングする。そのうえでインターネットによるサプライチェーン＊1を完成
し、資材調達コストを削減する。
2つ目は成長戦略であり、コア事業をエレクトロニクス、エンタテインメントとする。
エレクトロニクスはホーム（テレビ、ゲーム）とモバイル（ウォークマン、パソコン、デ
ジカメ、携帯電話）に集約する。そのうえでエレクトロニクス部門はゲーム事業を推
し進めてきた久夛良木健が事業責任者となり、出井はタッチしない。
テレビの王者ソニーも今や薄型テレビでは首位シャープのシェア54％に対し16％、

DVDレコーダーにいたってはシェア1％台にまで落ち込んでいる。ソニーは2004年、
薄型テレビ向け半導体部品へ活路を見出すべく、600億円を投じ増産を図る。しか
しこれも不発に終わる。

ソニーの構造改革



2005年に入って、2004年度の連結営業利益見込みを500億円も下方修正し
1100億円と発表する。松下、東芝、シャープがデジタル家電景気で売上を伸ばし
ていく中、ソニーの液晶テレビは30％超の下落となり1人負けの様相となる。

2005年5月には次世代ゲーム機として「PS3」を発表するも、任天堂に完敗して
しまう。2005年度第1四半期には、プラズマテレビが好調なライバル松下が増益
となる中、営業赤字152億円となってしまう。
これを受け2005年6月遂に出井が会長兼CEOを辞任し、その座をハワード・ス
トリンガーへと渡す。ストリンガーは1942年にイギリスで生まれ、オックスフォード
大学卒業後、アメリカへ移住し、CBS（放送局）に入社する。その後ジャーナリスト、
テレビプロデュサーとして働き、1997年出井によってソニーアメリカの社長として
ヘッドハンティングされたまさに部外者である。
こうしてソニーは「アメリカを主力マーケットとし、アメリカ人がガバナンスするアメ
リカの会社」へと変身していく。日本法人の新卒採用に占める割合も外国人が3割
を超える。
ストリンガーは就任後すぐにカンパニー制廃止、ソニー銀行、ソニー生命、ソ
ニー損害保険を持つソニーフィナンシャルホールディングス＊2を上場させ独立させ
る。あわせてSonetを持つソニーコミュニケーションネットワーク、ソニーが12.5％
出資するCS放送のスカイパーフェクト・コミュニケーションズ（スカパー）の株売却
を発表する。



ストリンガーは株売却で得たカネをエレクトロニクスに集中投資していく。そのう
えでブラウン型テレビ事業の撤退、クオリアの廃止、ロボットAIBOの撤退など
次々と改革を進めていく。資産売却を全体で1200億円、人員はさらに1万人削減、
経費削減は2000億円と発表する。
しかしソニーの株価は2006年に入っても続落していく。

2007年4月にはプレステの生みの親である最後のソニーマンとも言える久夛良木
が、その最後のポストとなったSCE（ソニー・コンピュータエンタテインメント：ソニー
のゲーム事業の子会社）の会長を更迭され、ソニーグループを去っていく。

2006年、2007年度は売上高が8兆円台となり何とか黒字を計上するが、2008

年度は売上高が7兆円台に落ち込み再度赤字へと転落する。2009年度、2010年
度は売上は落ちていくがリストラ効果で何とか黒字をキープする。
しかし2011年度は売上高が遂に6兆円台へと転落し、再び赤字となる。そして株
価も2011年には1,000円台、2012年にはとうとう1,000円も切ってしまう。
これを受け2012年4月ストリンガーは経営トップを退き、取締役会議長というバッ
クエンドの役職に就く。そして2013年にこのポストも辞任し、ソニーを去った。
代わって52歳の若さでSCE社長の平井一夫がソニー本体の社長兼CEOという
トップに立つ。平井は国際基督教大学を卒業後CBS・ソニーに入社し、SCEに
移ってプレステの北米販売を担当し、久夛良木に見込まれ、SCEの後継社長と
なっていた。



平井は社長に就任するとすぐにパソコンブランド「VAIO」を売却した。そのうえ
でテレビ事業を分社化し、さらにコアのエレクトロニクス事業もすべて分社化する
つもりである。そうなるとソニー本体は事業を持たない（ゲームなどはすでに子会
社になっている）持ち株会社＊2となる。これによって事業売却が容易（子会社の株
を売るだけでよい）になる。

GEが行った｢選択と集中」が平井の「変革」のベクトルである。
そして彼が描いている｢集中」は2つの事業である。1つはフェリカ＊3であてた電子
部品、もう1つが自らの出身母体であるゲーム、映画というアミューズメントである。

＊1 製品供給のための設計･調達･製造といった機能を連鎖させて1つのシステムとしていくこと。
＊2 株を持って子会社のガバナンスを有するだけの会社をホールディングス、持ち株会社という。
＊3 ソニーが開発した非接触型ICカード（リーダー、ライターから離れていてもOK）の規格であるが、これをソニーが公開したため、ほ

とんどの電子マネーで採用されている。
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このケースにおけるディスカッションテーマは「なぜソニーはここまで落ちてしまっ
たのか」と「平井ソニーはこれから先どうなっていくだろうか」である。これについて
のマネジメント3.0における結論は以下のとおりである。
まずソニーの凋落についてであるが、これはトップの交代によって加速度的に進
んでいったと考えられる。その兆候は井深、盛田の後の岩間がトップに就任した
頃に見られる。彼の変革は事業部制と社内ベンチャー制という経営モデルが対象
である。それは各事業部が利益を出し、そのカネでベンチャーをインキュベート
（育てる）するものである。
事業部制の最大の弱点はどうしても事業部長というポストが不安定（業績が悪
ければクビ）なため短期的な利益に走ることにある。まさに「その場しのぎ」である。
こうして夢を追いかける「ソニーらしさ」が失われていく。
このソニースピリットを継続するためのものが若者たちによる社内ベンチャーで
ある。しかし無名の東通工の時代に井深を慕って入ってきた木原のような若者と、
すでに大企業になって、「ソニー」というコーポレートブランドが確立し、企業偏差値
が高い（学生人気NO.1）時代に入ってきた若者とはタイプが違う。この若者たちに
ベンチャー（冒険）はできない。結局生んだのはサンマイクロシステムズが開発し
た小型コンピュータを安く売ること(NEWS)であり、東芝が考えたノートパソコンを
おしゃれな紫色にすること（VAIO)であり、任天堂のファミコンをパクること(プレス
テ）だけだった。

ソニーはなぜ凋落したか



ベンチャーとは言ってもアイデアがあるわけではなく、マーケットニーズを調査し、
それに合わせたものを作っていく「普通のメーカー」となり、井深たちが作りあげた
「ソニー」というコーポレートブランドだけが頼りとなっていく。そして事業部は業績
が出ないとその商品から撤退していき、どこかの会社が開発する新しい商品が
出るのを待つことになる。カラーテレビ、ウォークマン、そして失敗はしたがベータ
マックスを創ったソニーはもうそこにはない。
大賀はこの状況を予知していたと思う。しかし自らも既に還暦を迎え、若き日の
井深のような「ヒラメキ」はない。そこで若きエリート出井に託す。彼が出井に託し
た遺言はリ・ジェネレーション、つまり日立が目指した創業回帰であった。
大賀の遺言は井深の創ったミッションである「技術者の技能を最大限に発揮さ
せる」であり、「自由闊達にして愉快な理想工場」であり、「もうけ主義はやめ、い
たずらに規模の拡大を追わない」だったはずである。
しかし出井がトップとして行ったことは、当時のマスコミやビジネススクールで騒
がれたアメリカ型ガバナンスの導入である。つまり「株主のための会社になる」で
あり、株主の求める利益、株価を追うことであり、井深が禁じた「もうけ主義」その
ものである。これこそがマネジメント2.0である。



そしてソニーは技術から離れて行き、出井は自らの出身母体であるマーケティン
グ、アミューズメントへと舵をとる。
ソニーはベータマックスをはじめとしていくつもの敗戦を経験してきた。しかしそれ
でもソニーらしさを失わずに踏みとどまっていた。それは盛田が言ったように（58

ページ）「カネよりもソニーらしさの方が大切」だからである。利益を求めたソニーは
利益が落ちれば何もなくなる。利益を絞り出すために井深たちがもっとも大切にし
てきた技術者をリストラし、仕事という「愉快な理想工場」をアウトソーシンングする。
そして絞り出した利益で何とか夢をつかもうとする。しかし業績は上がらず、夢は
消えてしまう。昔のソニーなら業績は上がらなくても夢は消えなかった。
マネジメント2.0のガバナンスルールによって利益の出せなかった出井はクビに
なり（日立のように自らクビを出して自らの意思で後継者を選ぶのではなく）、ソ
ニーのDNAからもっとも遠いストリンガーへとバトンタッチさせられる。ストリンガー
は株主のため、自らの保身のため、もうけの絞り出しをして、それを投資せずに利
益として計上する。無論ヒット商品は作れず、他社が作ったゲームソフトのハード
使用料、ソニーとは遠く離れた金融ビジネスで稼ぐ。銀行、保険といった金融ビジ
ネスは信用力がすべてであり、たしかに皆が知っている「ソニー」というコーポレー
トブランドは活用できる。ただこれはブランドの消費でしかない。
こうしてソニーらしさは消え、単なる有名ブランドの1つとなる。そしてストリンガー
はこのブランドまでも利益、株主のために切り売りしていこうとする。まさにその場
しのぎの経営である。
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そしてトップは平井にバトンタッチされる。確かに日本人であるが、アメリカ育ちで
あり、技術者ではなくプロの経営者である。彼がトップになって新聞に載った記事
は大株主のファンド＊との戦いであり、株主対策である。その戦略テーマは「いかに
投資家に好かれる会社になるか」である。こうして井深の創業ミッションからはかけ
離れたソニーとなっていく。
ここでソニーの打つ手はやはり創業回帰であろう。ソニーらしさへの回帰である。
かつてのアップルが同じ現象をたどり、一度は去った創業者スティーブ・ジョブズが
帰ってきてアップルらしさを取り戻した。ソニーの井深はもういないが、井深と同じ
考えを持ち、ソニーのミッションにふさわしいトップを創ることであろう。これならソ
ニーは業績を落としても、それがソニーであり「悔いなき手」と言える。

＊ fundは資金という意味であるが、日本で俗に言うファンドとは「資金を集めて株の売買、M&Aを行なう企業体」をさす。
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ソニーはどうやったら立ち直れるか



私の経営塾、リーダー塾の出発点はハウス食品と近畿コカ・コーラボトリングと
いう2つの会社である。このハウス食品をケース風に紹介しよう。

1913年浦上靖介は大阪に薬草を扱う薬種問屋「浦上商店」を創業した。後のハ
ウス食品である。ハウス食品のルーツはメーカーではなく「問屋」という流通業であ
り、マーケティング、セールスをその活力の源としている。

1926年に入って「ホームカレー」という家庭向け即席カレーを販売している稲田
商店を買収した。このカレーが好調なので、1928年「即席ハウスカレー」と改称し、
ブランドを前面に押し出し、新聞広告を打ってその販売拡大に努めた。家族経営
時代のハウスにとって一発大勝負に出たと言える。そしてカレー粉開発の本家本
元のエスビー食品（当時の日賀志屋）には勝てないながらも、売上は急拡大する。
戦後1947年には株式会社へ改組して「株式会社浦上糧食工業所」とし、1949年
「株式会社ハウスカレー浦上商店」へと社名変更した。その後1960年には「ハウ
ス食品工業」、1993年には「ハウス食品」へとさらに2回社名変更を行っている。1

回目は「カレーのハウス」からの脱却であり、2回目は「工業」からマーケティングカ
ンパニーへの変身を目指すものである。

「カレーハウス」の成長



カレーは順調に売れていたが、1950年代に入ると他社から固形ルータイプの商
品がいくつか発売される。1960年社名変更したハウスもルータイプの商品を開発し、
これに「印度カレー」という名前を付けた。
そしてその3年後の創立50周年にあたる1963年に「バーモントカレー」という記録
的なヒット商品を生み、一躍「カレーのハウス」の名を世にとどろかせることとなる。
バーモントカレーは「リンゴとハチミツを使った辛くない子供向けのカレー」という他
社には全くないユニークな商品であり、このあたりから「ハウスらしさ」というものが
生まれてくる。1968年にはバーモントカレーと対照的な辛いカレーであるジャワカ
レーを開発する。バーモントカレーで育ち、大人になってジャワカレーにスイッチす
るというカレーライフサイクルを提案し、カレーのチャンピオンの座を勝ち取る。
そして1964年に入ってカレーと関係のない商品を開発・発売する。「家庭で作るプ
リン」である。これがハウスの多角化の出発点である。その後、豆腐など家庭での
手作り食品を提案し、後にフルーチェという手作りデザート商品をヒットさせる。
このハウス食品が飛躍していく中で、1966年創業者浦上靖介社長が急逝する。
そして副社長兼営業本部長（今でいうマーケティング本部であり、商品開発機能も
担っていた）の次男浦上郁夫が29歳の若さで社長へ昇格する。実はバーモントカ
レー、プリン、豆腐の発案もすべてこの郁夫であった。



彼が社長になることでハウス食品の多角化はますます進んでいく。そしてその営
業の担い手としてパワー溢れる団塊の世代の若者を大量採用し、急拡大していく。

1966年にはシチュー、1970年代に入るとレトルトカレー、レトルトシチューにも
進出した。

1973年には当時カップヌードルで一躍名をはせた日清食品をはじめとして、ハ
ウスと比べものにならないほどの巨大食品メーカーがひしめく即席ラーメンにも進
出した。ここでもハウスらしいユニークさを出していく。今になって流行している「つ
けめん」、高級味の「マダムヤン」、さらには地域ごとのラーメン開発を行う。九州限
定のとんこつ味の「うまかっちゃん」、北海道の「うまいっしょ」、関西の「好きやね
ん」、関東の「わっしょい」と言ったものである。そして「うまかっちゃん」は今でも九
州地区でトップシェアを保っている（他はすべて製造中止）。

1974年にはエスビー食品の独壇場であった「ねりわさび」をはじめとする香辛
料マーケットにも進出し、洋がらし、コショー、七味と次々と商品を広げ、「対エス
ビー」の戦いをカレーで圧勝した勢いで香辛料でも挑んでいく（結果的にはここで
はどうしてもエスビーには勝てないが）。

1978年にはやはり競合がひしめく菓子スナック製品にも進出し、ポテトチップを
ひねって、とうもろこしを原料とする「とんがりコーン」を大ヒットさせる。



1983年には「カレーにはおいしい水」というコンセプトで日本初のミネラルウォー
ターである「六甲のおいしい水」というブランドを作り、「産地名を入れる水」という当
時の日本にはなかった新しいネーミングコンセプトを生む（現在はアサヒへ事業売
却）。さらに電子レンジ食品、ドレッシングと次々と新分野進出を果たし、各分野で
他社にないユニークな商品を打ち出していく。

ハウスは創業50周年の1963年にやっと売上高30億円を突破したが、その後
1967年100億円、1971年200億円、1973年300億円、1974年500億円、1975年
600億円、1976年800億円、1979年900億円、そして1982年には1000億円を突
破してしまう。
この成長を支えたものを私は「百三つマーケティング」とよんでいる。次から次へ
と商品を出し、「はずれれば廃番、当たればつっこむ」というものである。少し大げ
さではあるが、100のうち3つ当たればOK、3つの成功で97個の失敗をカバーする
というものである。
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2002年、バリバリの団塊の世代であり、浦上郁夫の下でハウスの成長を支えて
きた小瀬昉が新社長に就任し、ムードは一変する（私はこの頃すでにハウスと付
き合っていたが、ムードの変化を感じた）。そしてサプリメント、口臭予防剤、シル
バー向けレトルト食品など再び飛び地＊のような進出を開始し、百三つマーケティン
グで「黒豆ココア」、「ウコンの力」など大ヒット商品を再び生む。
小瀬が掲げたキーワードは「変革」である。私はこの頃のハウスから変革というこ
とを学んだ。私はこの学んだことを2006年に『コーポレート・イノベーション』（産業
能率大学出版部）という本にまとめ、これを経営塾の教科書としている。その本の
まえがきにハウスの想いを次のように記した。

ハウスから学んだ変革



これまで日本を支えてきた日本的株式会社は今「変わりたい」という切なる願い
を持っている。これは日本国民が政治に対し、「改革」というキャッチフレーズに賛
同する不思議な現象とよく似ている。
この願いはどこから来ているのだろうか。
企業という生き物は「変わりたい」という変革の思いと、「このままでいたい」とい
う保守の思いが常に併存している。変革には「変わる」ための時間と労力が必要
である。保守には何もいらず、ただ流れに任せるだけである。企業が普通に生き
ていれば、当然のことながら変革よりも保守のベクトルが働いて、企業は「変えら
れない」。しかし変革へのストレスは、企業の若手層を中心にマグマのように企業
内に蓄積されていく。
戦後60年間で確かに企業は変わった。しかしそれは企業の意思で「変えた」の
ではなく、いつの間にか「変わった」のである。そしてバブル崩壊後には、リストラ、
コーポレートガバナンスなど企業の意思とは逆方向に変えざるを得なくなり、結
果として「変わってしまった」。この変化は変革マグマを沈静化させるのではなく、
むしろ活性化する方向に動かしていく。そしてついにこのマグマを地上に噴き出
す企業が現れてくる。この企業を導火線として、日本中の企業でこのマグマ噴火
が始まろうとしている。



この噴火は従来の問題点改善や環境適応といったものとは異なり、聖域なき抜
本的改革を起こそうとしている。かつては従業員が指摘するのはタブーとされた
企業目標、業績評価といった経営者の専権事項、かつてはブラックボックスが当
然でむしろそれを美としていた給与、人事評価、昇格といった人事制度、かつて
は当然のように考えられていた生産性向上、競争優位性が本当に幸せをもたら
すのかという疑問…。まさに企業における従来のあらゆるパラダイムを再考、そ
して否定するものである。
本書はこのマグマ噴火をコーポレート・イノベーションと表現している。
コーポレート・イノベーションは「変わってどうするんだ。変わったら幸せになれるのか」と
いう問いに対する答えはあえて持たず、「変わらなければ企業じゃない」という理念、「変わ
るんだ」という意思、「今変わらなければ変わる時がない」という時代認識に支えられるも
のである。

本書はこの理念、意思、時代認識のもとに、「企業は従業員が作り上げたものである」、
「イノベーションには従業員の合意が必要である」という2つの原則をベースとして書いたイ
ノベーションパラダイムの記述書であり、イノベーションを志向する企業への提案書である。

＊ 現在の事業とは関係のない分野への進出を「飛び地」と表現する。
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私がハウスで携わった仕事は新しいリーダーの養成である。テーマは変革であ
り、これがいつの間にか「創業回帰」となった。小瀬が入社した頃のワクワク感の
ある、業績よりもハウスらしさを大切にする会社に変革することである。
このリーダー塾はこれからリーダー職につく人を対象とし、この塾を修了しない

とリーダー職になれないというものである。手挙げスタイルであり、リーダー職に
チャレンジしたい人が自職場での変革テーマを掲げて応募する。受講者はまずは
変革に関するセミナーを受け、各自が変革テーマについての計画を立て、半年か
ら1年程度自らの職場で実行し、その結果を発表会でプレゼンテーションし、審査
を受ける。この審査に合格するとリーダー昇格試験を受ける資格が得られるという
ものである。
塾のセミナーではまずハウスのミッション（企業理念）「食を通じて家庭の幸せ

に役立つ」について考える。「食」とは何か、「家庭」とは何か、どんな「幸せ」かと
いったことである。私がこの塾を企画していて思い出したのは自分自身がいた日
立グループである。私が日立でリーダー職になる前に研修があり、その教科書は
「落穂拾い」という日立の理念が書いてある本であった。

ハウスの創業回帰



ハウスのリーダー塾ではさらに企業理念のバックボーンともいえる「ハウスの意
（こころ）」（他社では行動基準とよばれるもの）というミッションについても皆で考
える。そこには「創意ある仕事こそ尊い」「謙虚な自信と誇りを持とう」「ハウスの
発展は我々一人一人の進歩にある」「世にあって有用な社員たるべし、又社たる
べし」･･･といったことが書いてあり、私が学んだ「落穂ひろい」にそっくりだった。
当時副社長であり、後にハウスのトップに立つ浦上郁夫が社内報で「ハウスの
意」について自分の言葉で自分の解釈を書き、それを皆で読んで考える。
この塾は10人程度を1クラスとして進めていった。そしてやっていくうちに何と66

回を重ねた。自分でもよくやれたと思うほどの回数である。
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これらのケースワーク、ディスカッションで得たミッションの意味について、私は
経営塾、リーダー塾などで次のようにレクチャーしている。
「企業の変革の原点はミッションである。ミッションは社是、企業理念、経営理念

などとよばれるもので、自企業のあるべき姿を表現したものである。
ミッションには3つの意味がある。

1つは存在価値である。人間は生きていくために1人ですべてのことを行うわけ
にいかず、自然に機能を分担していく。これが社会という組織である。ある人は魚
を捕り、ある人は魚を切り、ある人は魚を運び、ある人はこのために船を作り････と
いうものである。これらの分担作業は同一の作業をやっている人がチームを組んだ
方が合理的ということで企業が誕生する。つまり企業は社会の1部門である。この
部門としての分担作業がミッションの第1であり、『自企業が何のために社会に存在
しているか』ということである。
社会において技術を分担するのが日立であり、食を分担するのがハウスである。

社会における分担作業は分担しているメンバーが1人でも欠けると成り立たない。
社会はそれぞれの企業が存在していることを前提に各メンバーが仕事をしている。
だからこれが消え去ることは社会に対する最大の“責任”放棄であり、それはゴー
イングコンサーン（企業は社会に存在し続けるべき）というキーワードで表現される。
つまりミッションは現代企業のキーワードであるCSR（Corporate Social 

Responsibility：企業の社会的責任）と表裏一体をなすものである。

ミッションの３つの意味



このミッションの存在価値こそが企業のピンチを救ってくれる。日立はデフォルト
状態になったが誰もこれをつぶせとは言わなかった。何としても救おうという動き
が社会に生まれた。ソニーはどうだろうか？JALもデフォルトしたが、社会が救っ
てくれた。東京電力は震災で自力で立ち直ることは不可能であったが、誰も「なく
せ」とは言わなかった。日立もJALも東電も社会に存在価値があるためである。オ
リンパスも粉飾決算という、やってはならないことをやったが、その技術が社会に
必要であるため救ってもらえた。
この存在価値で社会に貢献していれば、仮にその場しのぎの会社になって業績
を追いかけて失敗しても、その企業に挽回のチャンスを与えてくれる。だから多く
の会社のミッションには『どうやって社会貢献するか』が書かれている。
居酒屋などをチェーン展開するワタミグループは『グループ社員の仕事に対する
心構え』の中で『勝つまで戦え、限界からあと一歩進め、結果がすべてである』と
書いている。ここに社会での存在価値を感じるだろうか。そしてワタミはブラック企
業と言われ、ピンチに陥っている。



ミッションの2つ目の意味は、フラッグ（旗）となることである。ミッションに合意して、
そこで一緒に働く従業員はこの旗の下に集まっている。それは従業員の働く価値
観のようなものであり、これに賛同した人が集まっている。これに合意できなけれ
ば『その組織を去れ』というものである。『ハウスの意』『日立の落穂拾い』がこれに
あたる。
この価値観の統一が変革の原動力となる。自らの価値観と合った方向に向かっ
ていくことに多くの人はワクワク感を覚える。だから経営塾などで自社のミッション
について話し合うと、多くの企業では驚くほど議論が盛り上がる。組織を去って30

年近く経つ私にとっては『何が楽しいのか』と思うほど意外な光景である。
ミッションの3つ目の意味は意思決定の方向となることである。経営者が悩んだ
時の意思決定基準を表している。日立が事業の選択と集中を考える時、それが
『技術の日立』にふさわしいかと考える。近年のソニーにはこれが欠けている。プ
レステ（ゲーム機）、VAIO（パソコン）、Xperia（スマホ）は井深の言う『他社に追随
を許さない独自の製品』だろうか。全く同じものが他社にあるのではないか。
ハウス食品はウコンの力がバーモントカレーを抜くほどのヒットとなった。しかし
ウコンの力の発売前に錠剤のウコンを発表し大失敗していた。ここで一般の会社
でウコンの力を商品開発会議にかければNOが妥当であろう。しかしウコン飲料は
どこの会社も商品化していない。『ハウスの意』にある『創意ある仕事こそ尊い』か
ら経営はどう判断すべきであろうか。『仮に失敗してもそれがハウスであり、悔い
はない。』が判断基準である。」
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私が2011年から付き合っている企業に高砂熱学工業がある。
高砂熱学工業は1923年高砂煖房工事として設立された、空調をはじめとする設
備機器施工のトップ企業である。私が2011年に受けた最初の仕事は次期経営者
の養成であった。社長の大内厚は1949年生まれの団塊の世代であり、2010年4月
に社長へ就任した。前任の石田栄一は会長として残ったが、同年11月急逝してし
まう。大内の「自らは経営者の心の準備なくして社長になってしまった。次の経営者
には経営の学習をしてからやらせたい」という思いで、高砂の経営塾はスタートした。
開講当時この塾の責任者であった人事部長山本幸利は、これを変革のトリガーと
とらえ、この塾のキーワードを次のように整理して受講者に伝えた。
・CSR経営→品格のある会社に
・会社の継続→危機意識の共有
・マネジメント力の向上→マネジメント力がある人を経営者、管理職にする
・思いつき経営の打破→まさに「その場しのぎ」を変革する
・学ぶ風土づくり→学ぶことを美とする
・ボードメンバー候補のプール→経営者予備軍を作り、いつでもやれるようにして
おくといったものであり、まさに私がこれまで進めてきた「変革」とぴったり合ってい
た。こうして私と高砂との関係はヘビーとなり、その後4年間で経営者候補～現場
リーダー候補まで200名を超える人たちがこの塾に参加していった。
この塾で話し合う最初のテーマは次のような高砂のミッションについてである。

高砂熱学の変革ベクトル



(社是）人の和と創意で社会に貢献
（経営理念）
1.最高の品質創りを重点に社業の発展を図り社会に奉仕する
2.全員の創意を発揮し顧客のニーズに対応した特色ある技術を開発する
3.人材育成と人間尊重を基本として人の和と品性を高揚する

このディスカッションでは経営者候補からリーダー候補までほとんどの人の意
見が一致する。「これこそが高砂だ」。ベテランは若き頃の自社を懐かしみ、若者
たちはこの旗の下に集まったことを思い出す。そして自らの行動がいつの間にか
それを忘れて、その場しのぎになっていることを感じる。多くの高砂マンが強く合
意するのが「和」「創意」「品質」「技術」「品性」というキーワードである。「我々が
目指すべきものは利益ではなく、品質、技術であり、これを社会へ胸を張って言
いたい。高砂を自分の息子、娘たちが入りたいと思う会社にしたい」
昔は「天下の高砂」と言われ、この業界に入った人は誰でも一度は勤めたい会
社であった。そして今でも技術力は（取得特許件数でも、論文件数でも）業界№1

である。この誇りを持ち、そして他社のマネではなく高砂にしかできない創意ある
仕事をしたいと思う。そしてそれを変革のベクトルとしたいと感じる。
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私が2010年から携わった会社にプラントエンジニアリグ大手の千代田化工建設
がある。千代田は三菱石油（現JX日鉱日石エネルギー）の工事部長であった玉置
明善の「戦後の石油精製事業の再開に備えて技術者を温存し、産業設備専門の
高度な技術会社を作りたい」との熱意から、1948年三菱石油のバックアップを受
けて誕生した。
その後グローバル化を図り、1970年には受注高が1000億円を突破し、1980年
代には3500億円レベルとなる。しかしこの後、韓国企業などの参入による競争激
化に伴い、1996年に赤字決算となって低迷してしまう。そのため1998年から東京
三菱銀行（現在の三菱東京UFJ銀行）、三菱商事などの経営支援を得てリストラに
着手する。従業員数を大幅に減らし、2003年度には営業利益ベースで黒字になる。
そしてLNGプラント（138ページ参照）の第一人者として再び成長していく。
危機を脱した2007年に社長になったのが久保田隆である。彼も1946年生まれ
の団塊の世代であり、千代田の成長そして復興を支えてきた第一人者である。

2010年、彼の命で次世代のボードメンバーを養成すべく経営塾を開講し、これを
私が担当した。そして2013年まで5クラスで100名を超える卒業生を出した。現在
ではその中から10名近い執行役員が誕生している。その後、久保田は2013年に
会長は、2015年には相談役へと退いている。

復興の千代田化工建設



例によってこの塾はミッションのディスカッションから入った。千代田のミッション
（経営理念）は次のようなものである。
「総合エンジニアリング企業として、英知を結集し研鑽された技術を駆使してエ
ネルギーと環境の調和を目指して事業の充実を図り、持続可能な社会の発展に
貢献する」
ここでの意見はどこに着目するかで2分される。前半の基本ベクトルにはすべて
の人が合意する。後半の「事業の充実」「社会の発展に貢献」の2つについて、「ど
ちらが目的で、どちらがそのための手段か」ということである。「事業の充実、つま
り安定的な成長が経営の目的であり、そのために千代田は社会の発展に貢献す
る事業を行う」という意見と「社会の発展に貢献することが目的であり、その手段
として技術の駆使や事業の充実がある」という意見である。
ディスカッションでは前者がまず発言する。「どうすれば受注が上がり、利益が
上がるのか」である。これをいつも頭に置いて仕事をしているので、次々と意見が
出る。しかしこの経営理念を冷静にじっくり読んでみると、こう解釈するのは不自
然だという思いが塾に生まれてくる。



「我々千代田は社会のための企業だと言いたいのだと思う。そのために事業を
やっているととらえるのが普通だろう。少なくとも社会の人たちはそう解釈する」
そして日立、ソニーのケースワークをやり、後者の意見に集約されていく。この
塾の最後に作成する修了レポートに多くの受講者はこう書く。
「今までミッションなんて考えたこともなかった。これを考え、そのベクトルから離
れないよう現場を指導していくことが組織のリーダーたる経営者の役割である」。
この経営塾では修了レポートをベースに発表会を行なう。自らが経営者としてど
のようなことをやりたいかをプレゼンテーションするものである。ここである受講者
がこの「社会貢献」をベースとした発表を行った。千代田の人たちは海外出張も多
く、セミナーの特定のフェーズをやむなく欠席する人もいる。ミッションのディスカッ
ションフェーズを欠席していた人から、この発表者へ質問が出た。
「そんなことじゃ利益が出ないのでは」
発表者と質問者は次のように議論していく。
「利益よりも大切なものがある。それがミッションだ」
「それじゃ2000年当時の悪夢をくり返す」
「あの時だって社会に貢献しているからこそ、我々に救いの手が出された。少し
前につぶれた某証券会社には救いの手はなかった」
「そんな崇高な理念じゃ食っていけない」



この2人の意見はかみ合わない。それは理念（価値観）が違うからである。もちろ
んどちらが正しいとは言えない。しかし価値観の違う人が同じボードのメンバーに
なってしまうと、上のような議論となり、合意点が見つからない。
発表者が私に救いを求めるので次のように発言した。
「崇高な理念を持って食えなくなった会社は見たことがないが、崇高な理念を持
たないで利益を追いかけ食えなくなった会社はたくさん知っている」
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経営塾、リーダー塾では経営戦略について考えるために、オムロンのケース
ワークを行なう。

先進性のオムロン

1930年立石一真は自ら持っていた実用新案「ズボンプレス」の製造を京都で
採光社という名で始めた。しかし販路の確保ができず解散に追い込まれる。
1933年立石は再起を図るべく、レントゲン写真撮影用部品を作る工場として、立
石電機製作所を大阪に従業員3人で設立した。1945年京都へ工場を移転し、
1948年には株式会社へ改組した。1959年に後で述べる「社憲」というミッションを
制定し、ブランドをオムロンと定めた。その後1990年には社名もオムロン株式会
社と変える。1980年代からはアメリカ、オランダ、シンガポール、ナイジェリア、中
国へと海外事業展開を図る。

オムロンは1960年に世界初の無接点近接スイッチの開発を皮切りに、次々と
新製品を開発していく。「西のソニー」とよばれ、京セラ、ロームとともに京都のハ
イテクベンチャーとして名をはせる。



オムロンの特徴はマーケットへの先進性である。他メーカーに先駆けて、いち早
くマーケットに乗り込む。しかしオムロンが切り開いたマーケットは後発の大手
メーカーに切り崩され、いつの間にかトップシェアを明け渡している。
1970年代の金融機関の第2次オンラインシステム時代（239ページ参照）には

ATM（Automated Teller Machine）の先駆けとなる現金自動支払機を世界で初
めて製品化する。しかしこれがATMとして本格的に導入される1980年代の第3次
オンラインシステム時代には、コンピュータを含めて提案してくる富士通、日立に
敗北するだけでなく、オムロン同様にメインフレームを持たない沖電気にも完敗し
てしまう。
1970年代後半には、FA＊1の分野で、数値制御用のコントローラを開発しトップ
シェアをとるが、10年後には三菱電機にトップの座を奪われ、オムロンのシェア
はその半分にも満たない状況となってしまう。
それでもオムロンは次から次へと新しい分野へチャレンジし、マーケットを切り
開いていく。そして常にテクノロジーの力で他社をリードしていく。スイッチの技術
からセンシング技術、リレー技術、光技術へとその領域を広げていく。さらにATM

の技術をベースとして、さまざまな金融機器、鉄道会社の自動改札、RFID＊2など
の商品化へもチャレンジしていく。1980年代には家庭向け製品にも進出し、血圧
計、体重計などの分野でこれまでのスタイルとは異なるユニークな製品を開発し
ている。



経営モデルとしては1999年から独立採算型のカンパニー制を導入する。カンパ
ニーとしては次の5つを作るが、この他に事業本部がある。ここでいう事業本部は
68ページの社内ベンチャーと同様のもので、RFタグ＊2、自動応答システムなどの
新分野の商品化を図っている。

・インダストリアル・オートメーション・ビジネスカンパニー（IAB)

･･･コントローラ、センサー、産業用スイッチなど
・エレクトロニクス・コンポーネンツ・ビジネスカンパニー（ECB)

･･･民生用スイッチ、アミューズメント機器、複写機、プリンタなど
・ソーシアル・システムズ・ビジネスカンパニー（SSB)

･･･電子決済、交通･道路管理、入退出管理、カードリーダー・ライタ、貨幣
識別処理など
・ヘルスケア・ビジネスカンパニー（HCB)

･･･健康機器、医療機器など
・クリエイティブ・サービス・ビジネスカンパニー（CSB)

･･･アウトソーシングサービス

＊1 ファクトリーオートメーションの略。工場の自動化のこと。
＊2 接触させずに電波によってモノを認識する技術。適用例として電子マネー、RFタグ（荷物に付けるタグに使う）がある。78ページの
フェリカもこの１つ。
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立石義雄は創業者の三男であり、1963年立石電機へ入社した。1973年に取締
役、76年に常務、83年に専務となり、1987年代表取締役社長に就任した。
新社長就任後のオムロンはベンチャースピリットがますます高まってくる。「The・

KURUMA-ZA」と称して、立石が若き社員と直接懇談し、彼らの意気込み、アイデ
アを活用しようと考える。この大企業の社長が若手社員と直接面談するという手
法は当時マスコミで話題となり、以降新任社長がとる基本的なスタイルとして定着
していく。そして1999年には北海道でのトマト栽培までチャレンジした。88ページ
で述べた「飛び地の事業開発」という本業と全く関係ない分野への進出であり、経
営の教科書では禁じ手とされるものである。
そうした中1998年度にオムロンはピンチを迎える。前年度は6000億円を超えて
いた売上が5600億円までダウンし、純利益は180億円から20億円へと、大幅な減
収減益を迎える。この時、ボードメンバーの多くは従業員削減によるリストラを行
なってこのピンチを乗り切ることを提案する。しかしここで先ほどの社憲という創業
者の定めたミッションが生きてくる。

リストラをやるべきか、やらざるべきか



この社憲は「われわれの働きでわれわれの生活を向上し、よりよい社会をつくり
ましょう」というものである。創業者は従業員を見つめ、その存在理由を「従業員
の生活向上」においたのである。この社憲に従えば、特定の従業員の生活を破
綻するリストラはできない。立石社長は「人は切らない。雇用は守る」とこの提案
を却下する。そして巨大となったオムロンをトップ1人で利益管理できないと考え、
これを機に先ほどのカンパニー制をとる。
1999年度、2000年度の2年間は何とか業績をやや回復するが、再度の大ピンチ
が2001年度の決算に来る。売上高が5340億円（前年5943億円）、純損失が
△158億円（223億円の利益）の減収減益となり、実に26年ぶりの赤字決算と
なった。そして株価は3000円台から一気に1300円台へと急落していく。



立石社長は当然のことであるが「連続赤字は避けなければならない」と考える。
オムロンは1962年に上場しており、その後増資をくり返しており、創業家は株主と
いってもガバナンスを持っているわけではない。ここで連続赤字となればこのガバ
ナンスを外部にとられるリスクも抱えている。
利益を出すためには収益アップとコストカットが戦略テーマとなる。カンパニー別
の戦略としては、競争激化で最大の赤字となったSSBはソリューションビジネスと
いう高付加価値ビジネスへの転換、売上の1／3を占める№1カンパニーIABは販
売チャネルの強化で収益アップ、売上2番手のECBは価格競争力のために中国
生産へ･･･というものであった。
社長は各カンパニーとともに利益目標作りに入るが、各カンパニー長とも利益
アップの約束ができない。カンパニー制のオムロンでは、利益責任は社長ではなく
カンパニー長にある。そして各カンパニー長の結論は「リストラもやむなし」であっ
た。
ケースは一旦ここで終わる。ディスカッションテーマは「この後の立石社長が打つ
べき手を考える」というものである。
「カンパニー長の意思でリストラをする。その上でカンパニー長も退職して責任を
とる」、「社憲に反するリストラをするくらいなら、あえて赤字となってもしかたがな
い」、「ここでつぶれたり、ファンドにガバナンスをとられれば、もっと強烈なリストラ
をせざるを得なくなる」･･･といった議論がぶつかっていく。
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このケースには続きがある（時間が2002年で止まっているので当然であるが）。
オムロンは2003年3月末までに1600人程度の従業員リストラを行うことを決める。
創業社長と従業員カンパニー長の意見の対立は、結果として後者の意見が通っ
た。そしてこれに反対する立石社長は辞任して、トップの座をECBのカンパニー長
であり従業員から出世した作田久男専務に渡す。
作田はリストラといっても従業員をクビにするのではなく、事業売却という手段を
とる。事業を従業員ごと他社へ売却するというものである。前述の日立の手法に
似ている。そしてこれをマスコミに「就社ではなく就職」（従業員は会社に入ったの
ではなく特定の仕事に就いた）と訴える。作田は立石社長のように初めから経営
者として入社したのではなく、自らも電子部品製造を入社以来やってきた。だから
働く従業員の気持ちはわかる。自分が現場にいたら、オムロングループにいて新
しい仕事を進めていく若者たちの下について新しい仕事をやるよりも（34ページの
GEのように）これまで培ってきた経験を生かして「今の仕事を続けたい」と思う。だ
からオムロンでなくても今の仕事を続ける場所を探してあげた方がよい。
彼は社長になってすぐの2004年に、オムロンが商品開発してマーケットを切り開
いたATM事業を日立との合弁会社へ移管する。これでこの合弁会社はトップシェ
アとなる。オムロンのATM事業は「負け犬」から一気に「金のなる木」の一部となる。
さらにはこの人たちはATM事業のグローバル化にも携わることができる。
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リストラしても仕事を守る



立石義雄は社長を辞任して会長という立場となる。ここで彼は創業回帰ではなく、
オムロン従業員による「第2の創業」をプロデュースする。具体的にやったことは
ミッション、つまり社憲の見直しであり、ミッションのターゲットを従業員から社会へ
変えるという変革である。そして彼が選んだ言葉が松下の創業者である松下幸之
助の金言「企業は社会の公器である」であり、これを企業理念とする。
創業者ガバナンス＊の時代は創業者が会社の顔であり、彼が社会と接し、自ら
が雇った従業員を守り、育て、そしてコントロールしていく。しかし従業員ガバナン
スとなってしまうとコントロールの歯止めがきかなくなる。従業員が天下の会社が
従業員のためだけに仕事をやれば、最悪のリスクを抱える。それは社会の不利
益になるようなことでも、自らの利益になることであれば踏み込んでやってしまい、
社会から糾弾されることである。その場しのぎの会社が陥る最悪のアクシデントで
あり、バブル崩壊後これがマスコミを賑わしていた。
立石は株主の代表として、従業員をコントロールすべく、「企業は社会のもので
ある。だから社会のためになることだけをやれ。君たち従業員が自分たちのため
だけに仕事をすれば、いつでも従業員からガバナンスを奪いとる」というものであ
る。
さらには自らの考える「オムロンらしさ」を経営理念として定める。それは次の3

つである。

企業か社会の公器



・チャレンジ精神の発揮
・ソーシャルニーズの創造
・人間性の尊重
この経営理念をフレームワークとして、社長を中心とするボードメンバーが経営
計画を作り、それを株主をはじめとする社会に承認してもらうことで、経営を実行
する権限が委譲されるというガバナンスモデルである。この「計画による権限委
譲」という考え方もマネジメント3.0のコアの1つである。ポストに全権が委譲される
のではなく（ポストに就いたらその仕事をする権限を持つのでなく）、計画の範囲
内で「その計画を実行できる権限」だけが委譲されるというものである。
立石はこれを制定した後、会長から取締役会議長という株主と取締役の接点に
立つポストとなり、オムロンの経営をチェックしていく立場となる。
オムロンはこの後、チャンレンジ精神、ソーシャルニーズ創造を戦略の基本ベク
トルとして、人間性の尊重を守りながら次々と変革を進めていく。具体的にはオム
ロンがやるべき戦略的事業を決め、「就職」という考えで事業売却をしてそのカネ
を戦略的事業へとつぎ込んでいく。



オムロンはこうしてV字回復していく。まさに“その場しのぎからの変革”である。
2014年度には売上高8472億円、営業利益は865億円まで拡大する。
変革の先が見えた2010年、作田は49歳の山田義仁を次期社長に指名する。イ
ケメンのスポーツマンタイプで、グローバル化に携わっていた山田を、「チャレンジ
精神」、「ソーシャルニーズの創造」のシンボルとして選んだ。新しいミッションと彼
の明るいキャラクターでオムロンの求心力を高めていきたいと考えている。

＊ 創業者およびその一族が経営者となることを創業者ガバナンス、従業員社長が次の社長を指名していくことを従業員ガバナンスと
本書では表現する。
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このオムロンのケースからマネジメント3.0として学んだのは2つのことである。
1つは変革とミッションの関係についてである。変革とは現状の問題点を改善する
のではなく、ゼロベースで考えて夢を創ることであり、その夢を描くためにミッション
が使われるということである。「こういう会社であるべき」という思いを、経営者はミッ
ションを通して出すことができる。
もう1つはその夢というビジョンについてである。「ミッションから考えれば我が社は
こういう仕事をやるべき、そうすればこうなるはず」というものがビジョンである。ビ
ジョンは競争力、マーケットニーズといったものから生まれるのではなく、従業員が
持っている「らしさ」であり、能力がそのベースである。
従来の中期経営計画（3～5年）などにおけるビジョン作りのやり方は、「中期的な
経営目標を設定し、経営環境（ライバル、顧客といったマーケット環境、社会環境）
を分析し、持っている経営資源（ヒト、モノ、カネ）から目標達成のための戦略を考え、
これを経営計画にまとめる」といったステップであった。

戦略フロー思考



これをマネジメント3.0では変革し、「ミッション→ビジョン→戦略ベクトル→経営目
標→経営計画」というステップとする。これがマネジメント3.0の基本といえる戦略フ
ロー思考（上位テーマから順に考えていく）である。すなわち「ミッションをベースと
して夢というビジョンを作り、その夢実現のための戦略を考え、その結果を予測し
て目標とし、これを経営計画によって株主と約束する」というものである。目標より
も大切なものがミッションという社会における企業の存在価値であり、ビジョンとい
う働く従業員の夢である。だから目標を達成しても、ミッションに反していたり、ビ
ジョンという夢を実現しなければ意味がない。そして昨日、今日よりも（その場しの
ぎではなく）未来を大切にする。そのため戦略フロー思考においては、中期ではな
く長期経営計画（10年程度）が求められる。
もっと言えば、未来を見つめて長期経営計画を作ることこそが変革である。
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私が長くつきあっているクライアント企業に山武から社名変更したアズビルがある。
まずはこの会社の歴史をケースワーク風に紹介しよう。

1906年、山口武彦は欧米の工作機械などを輸入・販売する商社として山武商会
を設立した。後に「計測と制御」で知られることになる山武の誕生である。
山武は商社として創られたが、第一次世界大戦で取扱商品である輸入機械の売
上が伸びていく中でマーケットチャンスを迎える。1932年山口は山武商会を株式会
社に改組し、工業計器の組立を開始する。メーカーへの変身である。1936年には
輸入・販売していたアメリカのブラウン・インストルメント社（後にハネウェルに吸収
合併される）の計器を国産化する。1942年には山武商会を山武工業と社名変更し、
商事部門を子会社としてスピンアウトし山武商会とした。いよいよ「計測と制御の山
武」の夜明けである。
この時、山口は企業理念（ミッション）として｢人間の苦役からの解放」を掲げ、
オートメーションを山武の旗頭とする。山武はほぼ同時期に生まれた計測・制御
メーカーである横河電機（戦後ヒューレット・パッカードと提携する）とともに計測・制
御、と言うよりも日本のオートメーションの先駆者として先頭を走っていくことになる。
戦後1949年、企業再建整備法＊1により、山武工業の第二会社として山武計器を
設立し、ここに事業を移管する。

日本のオートメーションの先駆者「山武」



1952年に山武計器は一大転機を迎える。ハネウェルとの技術提携契約の締結
である。翌1953年には資本提携＊2し、1956年には山武計器を山武ハネウエル計
器と社名変更した。ここに戦後初の日米企業が50対50で合弁するという会社が
誕生する。ただハネウェルは出資比率50％を占めているが、ガバナンスを行使せ
ず、資本提携という形のままとした。
この資本で1961年藤沢に工場を建設し、マイクロスイッチ、空調制御機器の生
産を開始する。
この当時の企業理念は「First in control」であった。制御（control）の世界的リー
ダーであるハネウェルと手を組むことで、日本の制御事業の第1人者を目指すと
いうものである。

1963年には、機器の単体販売からシステム販売へ移行するため、計装＊3工事
部門の強化をスタートする。その第1が空調計装工事部門の独立であり、子会社
として山武計装（後に山武ビルシステムへ）を設立する。1965年には工業計器の
試運転、保全を行なう山武メンテナンス（後の山武エンジニアリング）が誕生する
する。1966年には親会社の山武ハネウエル計器を山武ハネウエルと商号変更し、
総合オートメーションメーカーとして歩んでいく。

＊1 戦後、企業の金融危機を救うために別会社を作るなどの特別措置が認められた。
＊2 2つ以上の会社が株によって結びつくこと。
＊3 計装とは計測･制御のための機器を整備して測定すること。
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1990年に入って山武は2度目の転機を迎える。ハネウェルが出資比率を50％
から24.15％に変更し、共同事業から包括提携契約という形に変わったことである。
それまで山武はグローバル企業であるハネウェルとの提携という枠の中にあっ
た。ハネウェルはほとんど全世界でビジネスを展開しており、そのため山武は実
質的には海外進出の制約を受けていた。
このハネウェルとの関係変更により山武はグローバル化を進めていく。1995年
タイ、上海の進出を皮切りに、アメリカ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、台湾
と現地法人を展開していく。

1997年にはハネウェルとの契約が包括的提携契約から「事業ごとの提携契約」
に変更される。これを受け山武は1998年に大規模なグループ企業の再編を行う。
山武ハネウエルを山武、山武計装を山武ビルシステム、山武エンジニアリングを
山武産業システムとして、事業単位に統合再編した。

激動の時代



1999年ハネウェルはアライドシグナルに吸収合併されるが、そのブランド力の
高さから社名をハネウェルとした。そして遂に2002年、山武は新ハネウェルより株
を自己株式としてすべて買い取り、資本関係を解消する。
この激動の時代の企業理念は「Savemation」（日本語では「省」）であった。

Savemationとはsaveとautomationの合成語で、オートメーション技術を通して省
力、安全に寄与するという意味である。この激動の時代を支えたのは1998年に
社長に就任した佐藤良晴であった。

2003年、佐藤は自らの経営の最後の仕上げを行う。それは山武、山武ビルシス
テム、山武産業システムの3社を合併して山武とし、2つの社内カンパニー制をと
るというものである。山武伝統の事業といえるアドバンスオートメーションカンパ
ニーと、事業のもう1つの柱に育っていたビルシステムカンパニーである。
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この変革を終えた2004年、佐藤は自らは会長に退き、57歳の若さで小野木聖二
を社長に指名する。小野木もまた1946年生まれの団塊世代である。
小野木は社長就任後、当時としてはまだめずらしかった10年間の長期経営計画
「115ページ参照）を掲げ、さらなる山武の変革を社内外に強く訴え、これを急ピッ
チで進めていく。
まず2カンパニーに加えて、もう1本の柱となる新しい事業を模索し、東証一部上
場企業の金門製作所を買収する。金門は1904年創業のガスメーター、水道メー
ターのトップメーカーであるが、バブル崩壊後の2000年代に入って経営は悪化し、
2004年には産業再生機構の支援を受けることとなった。山武はその支援者として
名乗りを上げ、2006年子会社とした。小野木はこれをライフオートメーション事業と
名付け、ホームコンフォート（全館空調）などを含めた新規事業開発を目指していく。
これでアドバンスオートメーション事業、ビルディングオートメーション事業、ライフ
オートメーション事業という3本柱となる。
そして2006年には創業100周年を機に企業理念を一新して次のようなグループ
理念を制定し、あわせてazbil（アズビル）というコーポレートブランドを発表する。

小野木の大変革



グループ理念
私たちは、「人を中心としたオートメーション」で、人々の「安心、快適、達成感」を
実現するとともに、地球環境に貢献します。

そのために
・私たちは、お客さまとともに現場で価値を創ります。
・私たちは、「人を中心とした」の発想で、私たちらしさを追求します。
・私たちは、未来を考え、革新的に行動します。

azbilとは

azbil（アズビル）はautomation・zone・builderの意味で、グループ理念である「ヒト
を中心としたオートメーション」で、人々の「安心、快適、達成感」を実現するととも
に、地球環境に貢献します、という思いを込めたグループの象徴です。
オートメーション（automation）の技術によって、グループ理念のキーワードであ
る安心･快適･達成感のある場（zone）を実現（build）することを表しています。



そして2012年には山武をアズビルと社名変更した。
アズビルはこれを機にパブリックリレーションズ（151ページ参照）を強化していく。

3事業ごとに子供のキャラクターを設定し、小野木社長はテレビ番組ワールドビジ
ネスサテライトに出演し、さらにはコーポレートイメージをテレビCMを始めとするさ
まざまな媒体で訴える。
アズビルはさらなるグローバル化も進めていく。インド、ブラジル、サウジアラビア
へ進出し、2013年にはアメリカのボルテック（渦流計のグローバルメーカー）、スペ
インのテルスター（製薬企業、研究所向けの装置などを開発･製造･販売している
メーカー）の大手2社を相次いで買収する。

2012年、社名変更を終えた小野木は会長へ退き、1955年生まれ57歳の曽禰寛
純を社長へ指名する。曽禰は1979年に東京工業大学大学院（制御システム工学
専攻）を卒業して入社した、まさに生え抜きのトップエンジニアである。
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私がアズビルと付き合いを始めたのは1997年頃からであり、山武がグループ
を再編し、新しいビジネスモデルを模索している頃である。私は当時いくつかのIT

ベンダーとソリューションビジネスの立ち上げを行っており、それに関するセミナー
を開発し、実行していた。山武にはこのソリューションビジネスのセミナーをエンジ
ニア、セールスを対象に数年かけて実施した。
しばらくして山武は組織そのものが激動していく時代となり、教育をしている場

合ではなくなった。小野木は後に私へ「会社そのものの変革に10年近くかかって
しまい、その間マネジメントに関する教育をやってこなかった。この新しい会社で
事業変革を遂行していく新しいリーダーを創りたい」と語っていた。
この事業リーダー養成に対していくつかの教育ベンダーが提案した。結果、その
うちの1つの教育ベンダーがビジネススクールをベースとして部長、本部長クラス
に経営者教育を実施した。このベースはマネジメント2.0であり、そのテーマは「他
社との差別化」「勝つための戦略立案」「コストダウン」といったものであった。実施
後の山武での評価は散々であり、これを見直すこととなった。その頃になって、私
は山武でリーダー教育をやっていることを知り、早速経営塾、リーダー塾を提案し、
これが受け入れられて2009年から実施することとなった。

アズビルの人材育成



小野木はセミナーの1回目のオリエンテーションでその目的を説明した。「アズビ
ルグループの理念を実体化させたい。それぞれの事業ラインでアズビルグループ
ならではの“人を中心としたオートメーション”の事業モデルを強固にし発展させて
ほしい。それをこのセミナーを通して学び、これについて考えてほしい」と講話した。
ここでは例によってミッション、戦略、マーケティング、組織、マネジメントについ
てケースワーク、そして自社についてグループディスカッションし、自らの意見をレ
ポートにまとめるという形で進めていく。当初本部長クラスから始まり、徐々に組
織の下位層へ移し、今では新任管理職クラスを対象としてセミナーを行なっており、
受講者はすでに500人を超えている。
このセミナーをやったからと言って、業績が上がるわけではない。業績向上では
なく変革について皆で考え話し合っていくものである。アズビルはこれだけの時間、
マンパワー、カネを変革のためにあてている。
受講者たちは自らの受講順が来るのを心待ちにして、受講後「最近上司たちが
変わって見えるのはこのためか」と納得する。セミナーのムードは回を増すごとに
上がり、欠席、遅刻もなく、作るレポートの質は年々上がっている。私はアズビル
の変革への想い、そしてその底力を強く感じている。「企業は自らを変えることに
これほど真剣になるんだ」という驚きさえも感じている。



社長となった曽禰はアズビル・アカデミーという組織を作り、カンパニーごとに分
散していた人材育成チームをここに集約する。そして「学習する企業体」という
コーポレートメッセージを発する。「アズビルは学習し、成長し、社会に環境適応し
ていきたい」という社外と言うよりも従業員へのメッセージである。azbilグループの
理念である「人を中心とした」を実現し「わたしたちらしさ」を醸成し、「未来を考え、
革新的に行動する」ために「学習する」。
私は色々な会社へ行っているが、このアズビルのセミナーへ行くとなぜかほっと
する。学習する意欲がある人たちと接するからであろう。
同じテーマでセミナーを受けても業績ばかりを考え、「こんなこと今の仕事に役
立たない。こんなことで業績は上がらない」と思っている“その場しのぎの人たち”
と仕事をするのは嫌である。
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私が長く付き合っている私のクライアント企業にコカ・コーラウエストがある。これ
もケース風に紹介しよう。
コカ・コーラビジネスはアメリカで生まれたが、その特徴はボトラーとよばれるフ

ランチャイズシステムにある。ザ・コカ・コーラカンパニーとよばれる会社がフラン
チャイザー（略してザー。コンビニチェーンで言えば本部会社）となり、ボトラーとよ
ばれるフランチャイジー（略してジー。加盟会社）となる企業と契約を結ぶ。ボトラー
は対象地域の地場企業などの資本のもとに設立され、フランチャイズ契約にて認
められた地域でのコカ・コーラの独占的販売権を得る。あわせて原料の供給を受け、
製造に関するすべてのライセンスを得る。
後発のペプシ・コーラも同一のボトラー・フランチャイズシステムを展開し、各エリ
アにおいてコカ・コーラ対ペプシ・コーラのボトラー同士の局地戦が繰り広げられて
いく。アメリカでは一時600を超えるコカ・コーラボトラーがあったが、ペプシなどの
他の飲料会社と激しい戦いをしていく中で、大都会など中小企業では生き残ること
が難しい地域もあり、製造・販売の規模の利益を得るために、ボトラー同士の合併
が繰り返されていく。

1957年コカ・コーラビジネスは日本へ上陸する。日本でのビジネスモデルもアメ
リカ同様フランチャイズシステムである。まず、ザーとしてザ・コカ・コーラカンパニー
の100％子会社である日本コカ・コーラ株式会社を設立する。そのうえで全国の地
域ごとに、地元資本などによるジーを募集した。

コカ：コーラウエストの誕生



ジーのボトラーは社名の頭に地域名称をつけ、「××コカ・コーラボトリング」とす
るが、日本コカ・コーラからは独立した会社である。ボトラーはコカ・コーラの製造・
販売に関するライセンスを取得し、それを実行する。一方、ザーの日本コカ・コー
ラは商品開発、テレビコマーシャルなどのプロモーションを担当する。
コカ・コーラは上陸してすぐに日本でもトップ飲料となり、その後、さまざまなヒット
飲料商品を開発していく。コカ・コーラグループは1つの企業ではないが、飲料メー
カーとして見ればグループ全体では日本一のシェアを持つようになる。こうしてコ
カ・コーラグループ全体で売上高1兆5000億円、飲料シェア30％、従業員23,000

人、営業所数545ヵ所、セールスルート数7,500ルート、取引顧客数55万軒、自動
販売機数98万台を抱える巨大企業グループを築きあげた。
私が関与したのはこのうちの近畿コカ・コーラボトリング（近畿社）である。近畿社
は1960年大阪にキリンビールおよび三菱重工業の出資によって誕生した。当社
は日本コカ・コーラとフランチャイズ契約を締結し、大阪府、兵庫県、京都府にお
けるコカ・コーラの製造・販売権のライセンシングを受けた。
ボトラーはその後、全国展開するコンビニチェーンとの取引、さらにはウイスキー、
ビールから多角化し、オールジャパンをエリアとするサントリーの台頭を受け、合
併をくり返していく。その走りが1999年の山陽コカ・コーラボトリングと北九州コカ・
コーラボトリングの合併により誕生したコカ・コーラウエストジャパン（CCWJ）であ
る。その後富士コカ・コーラボトリングと中京コカ・コーラボトリングの経営統合＊に



よりコカ・コーラセントラルジャパンが生まれた。
近畿社の親会社であるキリンもキリンビバレッジという直系の飲料子会社を設立
しており、近畿社を子会社として持っている理由があまりなくなっていく。そのよう
な中、近畿社とCCWJは経営統合して（後に合併）、コカ・コーラウエスト（CCW）
は生まれる。

＊ 共通の親会社を作って両社がその支配下に入ること。
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私が最初に近畿社に訪問したのは1994年であり、目的は有名な大学教授がメイ
ン講師となった経営塾の講師として呼ばれたのである。キリンが去っていく中で新
しいプロパー（近畿社入社）の経営者を作るというものである。私はその中でマー
ケティング、ITなどのテーマを担当した。まだ30歳代であり、受講者は全員年上の
部長、本部長、工場長といった人たちである。塾がスタートした初期の頃は、ほと
んどの人がいわゆる「たたき上げ」で学習意欲はない人も少なからずいた。彼らが
コカ・コーラビジネスをここまで成長させてきた中心人物であり、その実績が自らの
プライドになっていた。「勉強なんかしなくても、これまで仕事で結果を出してきた」
というものである。私は「だったらこんなセミナーを受けなければよいのに」と思った。
ただその中に1人極めて学習意欲の高い人がいた。後に近畿社の社長となり、合
併後CCWの社長になる吉松民雄である。吉松も1947年生まれの団塊の世代で
ある。

経営塾かリーダー塾へ



彼は少数派の学習タイプであり、特に顧客との接点であるマーケティングに強い
興味を持っていた。それから彼とのつき合いは続いていくが、私は彼に消費財
マーケティングについて教えてもらったと思っている。
私はこの時の受講者の1人が言った「こんな難しいこと、若い時に勉強したかっ
た」という一言が頭に残った。そしてもっともっと若い社員への教育を提案した。入
社3～5年目あたりをターゲットとしてそこから3年間に渡って、その“難しいこと”を
学習するものである。そして採用された。名前は近畿人材開発塾である。休日に
若者たちが集まり、学習し、近畿社の明日を考えるというものである。ここから前
述したリーダー塾というものが誕生した。

彼らの上司である管理職からは「こんなことをやったって仕事に役立たないだろ
う。そんな頭でっかちを作ってどうするんだ」という反対の声が出る中、吉松などの
経営塾の学習派の支えもあって継続していった。さらには塾の卒業生たちの「もっ
と勉強したい」というリクエストに応え、次々に新しいセミナーコースを開発して
いった。
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変革に必要なのは経験ではなく知識

そして今、CCWはさらなる変革期を迎えている。首都圏という巨大マーケットを
抱える東日本のボトラーはコカ・コーライーストジャパンとして統合し、ザーである
コカ･コーラ本体が経営に乗り出している。フランチャイズというビジネスモデルそ
のものの変革である。さらには競合サントリーが飲料部門を独立させて上場させ、
コカ･コーラグループをそのターゲットとしている。こうした中、ボトラーはさらなる再
編成が求められている。
この嵐の中でCCWには若きリーダーが次々と誕生する。ほとんどはこの塾で教
育を受けた卒業生である。
変革に必要なのは過去の栄光ではない。変革リーダーとしての条件は過去の実
績ではない。「新しい仕事のやり方を考える」というビジネスモデルの創造であり、
そこでどういうオペレーションをとるかというマーケティングであり、その結果を予
測するアカウンティング＆ファイナンスの知識である。これこそが塾で学習してい
るメニューである。
変革に必要なのは、「頭でっかち」と批判する人もいるが、ノウハウ、経験ではなく
知識だと思う。知識は本人の経験ではなく、先人たち、もっと言えば社会の経験を
体系化したものである。この知識を持っている人が組織リーダーになっていくのが
マネジメント3.0である。



CCWグループのトップに立った吉松は、CCWJとの経営統合時に創った経営
理念「飲料ビジネスの未来を創造します」に変えて、次のような新しいミッションを
提示し、これを「企業理念」とした。つまり「経営の考え方」（経営理念）ではなく、
「企業の存在価値」（企業理念）を定義したものである。
『飲料を通じて価値ある「商品･サービス」を提供することで、お客さまのハッピー
でいきいきとしたライフスタイルと持続可能な社会の発展に貢献します』
さらには「長期経営構想2020」の中でウエストビジョンという夢を訴える。マネジ
メント3.0の戦略フロー思考である。そのうえで企業理念の唱和、現場での各チー
ムごとのディスカッションを求め、自らも各現場へ行って直接話をする。
さらには「W’ing College」という名で従業員のキャリア形成のための社内スクー
ルを作る。それはリーダー塾としてのジュニアマネジメントコース、ミドルマネジメ
ントコース、経営塾としてのシニアマネジメントコース、エグゼクティブコースから
成る。
ここで企業理念を浸透させ、全く新しいCCWを創ろうとしている。そして吉松自
身も教壇に立ち、自らの想いを直接受講者に訴えている。ここで「企業理念にあ
る“価値”とは何か、どんなライフスタイルがハッピーか」といったことをディスカッ
ションしていく。

コカ・コーラウエストの変革



この塾でこんなことがあった。吉松が「各部署ごとに企業理念と自らの仕事の関
係を話し合ってもらっていると思うが、君はどんな感じだ？」と質問した。質問され
た相手は財務担当のマネジャー候補であり、こう答えた。「私は財務なので企業
理念とは直接関係ない仕事ですが、･･･」と前置きして答えた。吉松は顔色を変え
てこう言った。「企業理念に直接関係のない人などこのCCWにはいない」。

この塾を「企業理念（ミッション）→長期経営構想2020（ビジョン）→経営計画→

マネジメント→オペレーション」という戦略フローをベースに自らの仕事を考え直す
場とし、それを実行できる新しいリーダーを創ろうとしている。
変革リーダーの第一条件は業績の期待度でもリーダーシップでもなく、戦略への
合意度であり、その展開力である。
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経営塾、リーダー塾ではグローバル化について考えるべく日揮のケースワーク
を行なう。
日揮は前記の千代田化工建設と同一業界にいるグローバル企業である。

EPCの日揮

1928年、日本揮発油株式会社は東京内幸町に資本金250万円で設立された。
設立目的はアメリカUOP（ユニバーサル・オイル・プロダクツ）社所有の石油精製
関連のプロセスに関するライセンシングを受け、太平洋沿岸に製油所を建設、運
営していくことであった。しかしカネ、技術、オイルメジャーとの関係から製油所ビ
ジネスを行うことを断念する。そこでとりあえずUOPのライセンシングの代理店と
してフィーを得ることにした。

1930年代半ばにはこのカネをベースとして、エンジニアリング事業を始めるよう
になる。エンジニアリング事業とは、プラントの建設をオーナーとして行うのでは
なく、これをサポートする事業であり、日本揮発油が開発したビジネスモデルと
言ってよい。



ここに日本初のエンジニアリング・コントラクターが誕生した。ゼネコン（ゼネラル
コントラクター）との違いは必ずしも明確ではないが、ゼネコンが「土木･建築工事
の“建設”を請負う」というイメージが強いのに対して、エンジニアリング・コントラク
ターは「“設計”(エンジニアリング）、さらには“プロジェクトを請負う」というイメージ
のものである。

1956年、日本揮発油は出光興産の徳山製油所の建設プロジェクトを一括受注
する。このプロジェクトを日本揮発油は短期間で完成させ、エンジニアリング・コン
トラクターとしての評価を確かなものとした。この受注時に作られたエンジニアリン
グ・ビジネスモデルはEPCとよばれている。設計（Engineering）、調達
（Procurement）、建設（Construction）という3フェーズをプラントオーナーから一
括受注するというものである。

EPCの基本的な契約スタイルは、通常の建設業者がとるコストプラスフィー契約
（実費負担という意味。実際にかかったコストにフィーをのせる。コストレインバー
ス契約ともいう）ではなく、ランプサム・フルターンキー契約（ランプサム＝定額で
請負契約。フルターン＝引渡し後のプラントの稼働を保証する）である。つまりプラ
ント建設に伴うリスク（コスト、稼働）を、オーナーではなくエンジニアリング・コント
ラクターが負うというものである。逆に言えば、リスキーなだけに他社がなかなか
踏み込めない領域と言ってもよいものである。

1950年代後半からの高度成長期には、製油所、石油化学コンビナートの建設
計画が相次ぎ、日本揮発油は石油精製、石油化学のプラントを次々と受注し、石
油プラントコントラクターの第一人者となっていく。 目次



1965年日本揮発油はもう１つの大きな転機を迎える。ペルー、アルゼンチン、ベ
ネズエラ向けの製油所建設プロジェクトを相次いで受注したことである。
このグローバルビジネスにおいても先ほどの「フルターンキー」で契約する。それ
までの海外の生産設備などにおける一般的な契約では、設計、必要な資材などを
部分的に受注するものであったが、これを建設を含めて丸ごと海外から受注し、現
場での稼働保証まで行なうものである。
ここではプラントの設計、調達、建設をすべて現地国で行い、建設パワーも現地
国の労働力が担う。数年に渡るものがほとんどで、現地のカネで現地の労働力を
使って、日本揮発油は技術のみを供与する。したがって労働需要の喚起、技術発
展という意味で現地国からの抵抗は少なく、むしろ「ウエルカム」といえる。
この頃から海外拠点を次々と開設し、マーケットを中国、東南アジア、中南米さ

らには北アフリカ、東欧へと拡大していく。こうして日本揮発油は製品輸出とは異な
る、当時としてはめずらしい本格的なグローバル化を進めていく。

グローバルカンパニーへ



日本揮発油の名を世界にとどろかせたのは、1969年のアルジェリアのアルズー
製油所建設という超ビッグプロジェクトであった。その受注規模は日本揮発油に
とって当時の年間受注総額の3割にも及ぶものであり、まさに日本揮発油の社運
をかけた大事業とよべるものであった。しかしこの巨大プロジェクトが難航する。
現地の技術パワーの未成熟、集中豪雨、法律、商慣習、文化、生活習慣、宗教と
いった諸問題が次々と現われてくる。今で言うカントリーリスクである。
違約金を払ってプロジェクトをキャンセルするという選択肢もある中、日本揮発油
は持ち前の粘り腰でプロジェクトを続行させていく。そして4年後の1973年、アル
ズー製油所は遂に完成し、テープカットの日を迎える。アルジェリア政府からは
「日本揮発油は真のアルジェリアの友であり、いかなる困難に遭遇しても必ずやり
抜く会社である」という最大級の評価を受けた。日本揮発油はこのプラント完成後
も、長期に渡っての技術アシスタントサービス、一般にはコントラクターが対応しな
いようなスペア部品の供給なども行って、アルジェリアとの良好な関係を続けてい
く。日本揮発油はランプサム契約ゆえにこのプロジェクトで巨大な損失を発生させ
たが、これによってEPCビジネスにおける大きなノウハウを得たことは間違いない。
この頃にはすでに海外受注比率が50％を超えている。



1976年には、さらなる巨大プロジェクトのアルジェリア・ハッシルメルの天然ガス
処理施設を受注し、アルジェリア政府とのパイプの強さを示した。

1980年受注したクウェートの製油所近代化プロジェクトでは、コンピュータを使っ
た見積手法、工程管理手法、品質管理手法などの科学的マネジメント手法を他社
に先駆けて導入した。日本揮発油は以降の営業では、このプロジェクトマネジメン
ト手法を前面に出し、「工事請負業から脱却したエンジニアリング企業らしさ」をア
ピールしていく。
そして1980年代に入ってプラントパターンとしては大きな転換点といえる「LNG

プラント」をマレーシア、オーストラリアから相次いで受注する。
LNGとは「Liquefied Natural Gas」の略で、「液化した天然ガス」のことである。
天然ガスは自然に産出される化石燃料でメタンを主成分としており、不純物が少
ないので、同じ化石燃料・ハイドロカーボン（炭素原子と水素原子で作られた化合
物）である石油、石炭と比べるとCO2（二酸化炭素）の排出量が少なく、クリーンな
エネルギーである。LNGはこの天然ガスを冷却して液化し、体積を圧縮したもの
である。欧米などでは産出地と消費地が近いのでこの天然ガスをパイプラインで
運べるが、日本などのようにこれが離れているとコストがかかりすぎる。ここに
LNGによる長距離輸送や備蓄が力を発揮する。天然資源なき日本はLNGを海外
から大量輸入しており、世界のLNG量の半分近くを消費している。日本に近隣の
韓国、台湾を含めると、世界の3／4以上がこの地域で消費している。主な供給源
は先ほどのマレーシア、オーストラリアやインドネシアである。



LNGは海上輸送をメインとしており、冷却する設備の他に、冷凍輸送技術、安
全技術などの先端テクノロジーが必要となる。日本揮発油は先の2つのプロジェ
クトでこのテクノロジーをいち早くキャッチすることになる。
このLNGプラントの受注により日本揮発油は、その後世界的に需要の高まっ
ていく天然ガス分野のリーダー的存在となり、LNGプラント4強（アメリカのKBR、
ベクテル、日本の千代田化工建設）の一角を占めるようになる。
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日揮のミッション

1976年日本揮発油は社名を「日揮」、グローバル名をJGC Corporation（元々は
Japan Gasoline Companyの略であったが、今は「日揮」同様にJGCを何の略だか
公表していない）とした。そして日揮、JGCになってからも、ますます海外のビッグ
プロジェクトを受注していくようになる。

これにあわせて企業理念を次のように定める。
「エンジニアリング業をコアとするグローバルな企業グループとして永続的発展
を目指し、世界経済と社会の繁栄ならびに地球環境の保全に貢献する」
そのうえで次の4項目を「共有する価値観」とする。

1.判断基準 ：高い倫理観と法令順守
2.行動基準 ：公正で透明性のある企業活動
3.企業風土 ：進取の気風と自由闊達
4.ベクトル ：顧客満足と当社の社会的信用の確立ならびに社会との共生

による社業の発展
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1980年代半ばからの円高不況時には、韓国などの国際的な価格競争が激しく
なっていく中で現地法人を設立して対抗していく。
バブル崩壊後の1990年代後半になると、このエンジニアリング・マーケットの盛
況を見て、大手電機メーカーグループ、ゼネコン、商社などが参入し、マーケットは
ボーダレスになっていく。ここで日揮は日本では唯一と言ってよい非財閥系として
孤軍奮闘する。銀行というカネ、商社という営業力のバックボーンを持たず、すべ
て自らのリソースで戦っていく。その戦略の最大ベクトルは国内から海外へのマン
パワーの全面的なシフトである。まさに「グローバルカンパニー化」である。

1997年には、横浜みなとみらいにそびえ立つタワー１棟をワールドオペレーショ
ンセンター（横浜本社）として、ここに国内のほとんどのメンバーを集約させる。

2013年1月、日揮はアルジェリアで大きなトラブルに見舞われる。アルカイダ系
の武装勢力が、日揮が受注していた天然ガス精製プラントを襲撃し、これにアル
ジェリア政府軍が応戦し、武装勢力を制圧した。そして日揮のプラントにいて人質
となっていた人たちが解放された。しかしはっきりと公表はされていないが、少なく
とも23人の人質が死亡した。その中には日本人10人がおり、全員が日揮関係者
であった。
この報道によってプラント・エンジニアリングという仕事がいかに困難で、リスクを
伴うものであるかを世界、特に日本に示した。



この日揮のケースでのディスカッションテーマは、「日揮はなぜグローバル化に
成功したのか」である。
近年、日本の大企業の多くはグローバル化を戦略テーマとしている。私がつき
あっている会社も例外ではない。経営塾などでビジネスチャンスをディスカッション
すれば3K（国際、環境、健康）がキーワードとなる。しかし真のグローバル化に成
功している企業はあまり見当たらない。私もケースを作成すべく、グローバル化の
成功例、失敗例を探したが、失敗例がマジョリティである。そして成功例のほとん
どは現在進行形であり、冷静に見ると最終的には「失敗するのでは」というものも
多い。つまり“その場しのぎ”で業績を出し、今は成功しているように見えるが、長
い目で見るときっと失敗するであろうということである。そして新聞紙上には「中国
からの撤退」「現地国から日本企業へペナルティの支払要求」「現地法人での労
働トラブル」といった記事が多く見られる。
ここで日揮のグローバル化について、マネジメント3.0では2つのことを挙げる。
「ビジネスモデルそのもの」と「信頼感」である。
グローバル化について、経営として考えるべきことは、そこは外国だということで
ある。その国には国益があり、その国益は法律で守られている。その国益に反す
る最大の行為は「日本企業が進出して、その国の企業と戦い勝利し、その国の社
会から益を奪い、さらに労働を奪って失業を起こすこと」である。

グローバル化の成功要因



こうであればいくらその会社がその国に法人税を払っていても、いくらその国の
消費者がより良い商品をより安く手に入れていても、その利益を奪い返し、自国
の企業が同等のビジネスを実現できるようにする。世界に規制なきマーケットは
なく、国ごとに完全に分断されている。世界中からビジネスの自由を求めて集
まった国であるアメリカでさえ、日本の自動車、半導体には大抵抗した。日本だっ
て外国に比べ弱い農業は外国企業の進出から何とか守ろうとしている。

これを理解するために経営塾、リーダー塾ではIBMがコンピュータビジネスで日
本進出した時のことをケースワークする。日本に上陸し、70％以上のシェアをとっ
た巨象IBMに対して、日立、富士通連合は国のバックアップを得て何とIBMのク
ローンマシン（全く同じコンピュータ）を作って抵抗した。そしてIBMの日本におけ
るシェアを1／3にまで落とした。今、日本は立場を変えてこのシーンに直面して
いる。



グローバル化で大切なことは、まずはこのパラダイムを理解することである。だ
から決して「日本マーケットはもう伸びが期待できない。島国日本を出て発展途上
国という力の弱い国を見つけて進出し、そこで利益を出そう」といった豊臣秀吉や
戦前の大日本帝国のような発想は持たないことである。
日揮の第1の成功ポイントはそのビジネスモデルである。「自社の持っている技
術、ノウハウをベースとして、現地国の人たちが働いて、その国の社会インフラを
作り、そのインフラの運営というビジネスとしてはもっともおいしい所（定常した収
入がある）はその国に置いて行く」というものである。新幹線を後進国とともに作っ
て、運転という仕事、運賃という収入をその国に残していくのと同じである。
「後進国へ自社商品を輸出」というビジネスモデルでは、最初は売れても、いず
れはコピー商品が出てきて撤退に追い込まれる。まさにその場しのぎのビジネス
である。先述のとおり日本だって後進国であった時はコンピュータビジネスでこの
コピー商法で対抗している。
そしてこのビジネスモデルを支えるのは現地国からの信頼感である。「この企業
となら一緒にやりたい」という気持ちである。それを企業側から見れば「自社が
培ってきた技術・ノウハウは他の国でも貢献できる。そしてそれはその国の幸せ
である。地球のために社会貢献したい」という想いであり、マネジメント3.0ではこ
れをインテグリティと表現している。
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integrityは辞書では「高潔、誠実、正直」といった日本語に訳されているが、マ
ネジメント3.0では少しニュアンスが異なる。
ドラッカーが自著でこのintegrityという言葉を使い、日本では一躍有名になった。
ドラッカー本の訳者はこれを「真摯さ」と訳した。「真摯」とは辞書によれば「まじめ
で熱心なこと」とあるが、これも少し違う。マネジメント3.0で言うインテグリティに最
も近い日本語は「品格」である。ソニーのミッションにある「人格主義」も同意であ
る。
ここまで変革のケースを挙げてきて気づいた人もいると思うが、日本企業が大
きな分岐点を迎えたのは1990年代末期から2000年代初頭にかけてである。
1990年代に入ってバブルが崩壊し、その後は「不毛の10年」といわれた。その10

年間、企業は業績が落ち込んでいく中で何もできなかったが、この後で景気の小
さな波が来てやや息を吹き返す。そしてここぞとばかりたまっていたウミを出すべ
く特損＊1で大赤字を出し、経営者は自らのクビを差し出した。この時、代わって経
営者になったのが、そこから先の変革の主役となる団塊の世代である。
この変革の萌芽期にマスコミに華々しく登場したのが、ホリエモン＊2、村上ファン
ド＊3といったそれまでにはいなかった若き経営者たちである。彼らを見て多くの経
営者が持った感情は「美しくない」というものである。

インテグリティ≒品格



「経営にもっと品格がほしい」。
彼らを反面教師として日本にインテグリティという概念が生まれてくる。そして経
営の教科書はランチェスター戦略（第1次世界大戦時の戦闘がモデル）、孫子の
兵法（中国の古典的な兵法書）、ポーターの「競争の戦略」（競争志向のマーケ
ティングの教科書）といった戦争モノから、インテグリティのドラッカーへと移って
いく。
この時ウミを出して去っていく経営者たちが一様に思うのが「いつの間にか、う
ちの会社はインテグリティを失ってしまった。どうしてこんなに業績ばかり追いか
けるようになってしまったのだろう」という“その場しのぎ”のマネジメント2.0の反
省である。
ここで去っていく経営者たちは、次の変革を担う団塊の世代の経営者に遺言を
残そうとする。そしてあることに気づく。自分たちの先輩で、戦後日本をここまで
復興させた「創業者」とよばれる人たちはインテグリティが高かったことである。
「日本を復興させる」という高いインテグリティの下に多くの人が集まり、成長して
きた。それが本書が取り上げた日立の小平、ソニーの井深、盛田のコンビ、さら
には松下幸之助、豊田喜一郎、本田宗一郎といった戦後の日本を支えてきた創
業者たちである。



変革を期待して去っていく経営者たちは自らの会社の歴史を振り返り、自社の
創業理念を見つけ、それを明文化したり、自らが入社した頃言われたことを思い
出して自分たちでミッションを作る。ここでは「インテグリティを上げる」ことを命題と
して、このミッションに次の経営の禁じ手を入れる。
高度成長を支え、そして戦いにあけくれてしまった団塊の世代などの次の経営
者は、このインテグリティをベースとする変革に強く同意する。そしてバブル崩壊
後の苦しい経営環境の中で会社が行なってしまった「従業員のリストラ」という非
情の手を反省する。
これが本書で述べた日立の創業回帰であり、オムロンの立石の「企業は社会の
公器である」であり、日揮の共有価値としての「高い倫理観、公正で透明性のある
企業活動」であり、「ハウスの意」にある「世にあって有用な社員たるべし、又社た
るべし」であり、高砂の経営理念にある「品性」である。
さらにはこの後、日本でマスコミを騒がせる派遣切り＊4、粉飾決算、誠実さのな
いトラブル対応といった事件を通して、経営におけるインテグリティのウエイトがま
すます高まっていく。

＊1 特別損失の略。リストラ費用（退職金の上乗せなど）といった事業以外のイレギュラーな損失。
＊2 元ライブドア社長の堀江貴文氏のこと。ニッポン放送の買収などでマスコミを騒がせた。
＊3 村上世彰氏がリーダーとなっていたファンドのこと。阪神電鉄の買収などでマスコミを騒がせた。
＊4 労働者派遣契約を打ち切ること。
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マネジメント3.0ではこのインテグリティを次の3つのキーワードで表現する。
1つは「愛」である。特に団塊の世代の経営者たちが好んで使うキーワードである。
コカ・コーラウエストのビジョンでは「お客さまに愛され、株主・地域社会に愛され、
社員が愛する会社へ！！」と表現している。この「愛」を「信頼」という言葉で表現
することも多い。千代田では「経営理念」の解釈として「すべてのステークホルダー
から信頼され･･･」とWebサイトに書いてある。
インテグリティにおける愛のポイントは「経営者から従業員への愛」である。私の
クライアント企業の社長（実名を出そうとしたが、残念ながら「恥ずかしいのでやめ
てくれ」と言われた）が経営塾で次期経営者候補に向かって次のようなことを言っ
た。
「経営者になるなら従業員に愛されることが必要だ。愛されなければ経営者とい
うポストはつらい。従業員から不平、不満をぶつけられたら経営者なんてやってら
れない。では愛されるにはどうしたらよいか。それは自分が従業員を愛することだ。
そしてあなたたちが見本となって、社会から愛される従業員を育ててほしい」。
経営者から従業員への愛は、「従業員から会社、経営者への愛」を生み、それが
最終目標である「社会から愛される会社」を創る。

インテグリティを構成するもの



インテグリティの出発点と言える「経営者から従業員への愛」は2つの要素に因
数分解できる。「尊敬」と「感謝」である。
尊敬とは、「経営者は従業員を尊敬しろ。従業員の経験不足を指摘して叱るの
ではなく、従業員各自が持っている自らより高い能力を見つけて尊敬しろ。若者た
ちが持っているバイタリティ、創造力をリスペクトしろ。それが変革の原点である」
ということである。高砂の経営理念にある「人間尊重」、オムロンの経営理念にあ
る「人間性の尊重」である。
感謝とは、「経営者、管理者は現場で働く従業員たちがやっている仕事が生むカ
ネで、自らの給与を貰っていることをいつも心においておく。そして感謝の目を組
織の中で日の当たらない仕事をやっている人に向けろ」ということである。これに
ついてはテーマ6の「現場」の所で詳しく述べる。
インテグリティの2つ目のキーワードはフェアである。この「フェア」には2つの意
味がある。公正と公平である。多くの企業の行動基準には「公正」という言葉が用
いられている。公正の反対であるアンフェアはルール違反という不正だけではなく
道徳違反も含まれている。これが日揮の「共有する価値観」にある「倫理観」であ
る。もう1つの「公平」は後述するダイバーシティと表現される。

3つ目のキーワードは「プライド」である。日本語では「誇り」という表現が最も近く、
もう少し踏み込んで「自信」と表現してもよい。「ハウスの意」にある「謙虚な自信と
誇りを持とう」である。少しネガティブに言えば「そんなことをして恥ずかしくないの
か」という自制心である。
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従来、経営者の仕事は「戦略ベクトルの策定」と「資源（ヒト、モノ、カネ）の調
達・配分」であった。しかしマネジメント3.0ではもう1つの仕事がある。それがパブ
リックリレーションズ＊であり、これこそが「その場しのぎの会社」から脱却するポイ
ントである。パブリックは「社会」、リレーションズは「関係」であり、パブリックリ
レーションズとは「社会との関係を考えること」である。94ページで述べたCSRは
「企業の社会に対する責任」である。「責任」は「関係」の一部であり、CSRはパブ
リックリレーションズの一部である。
このパブリックリレーションズだけが経営の仕事と考えることもあり、その場合
は戦略ベクトルの策定以降の仕事を「執行」と表現する。よく言われる「経営と執
行の分離」、「取締役（パブリックリレーションズ担当）と執行役員（戦略担当）の分
離」である。69ページで述べたCEOとCOOも同じ分担である。オムロンのケース
でいえば株主代表の立石が会長、取締役会議長としてパブリックリレーションズ
を担当し、それ以外の経営を社長以下、ボードメンバーが担当するものである。

パブリックリレーションズこそが経営者の仕事



マネジメント3.0におけるパブリックリレーションズの指標はインテグリティである。
つまり「社会から品格がある会社に見られたい」「立派な会社と評価されたい」と
いう気持である。人間でも年収を自慢する人は美しくない。控え目で人格のある
人が「立派な人」である。企業でも売上の大きさ、人数の多さ、ましてやもうけとい
う利益の大きさを自慢するのは美しくない。この品のない自慢（「過去最高益」「利
益倍増」･･･）がマスコミの論調のバックボーンにある「大企業悪人説」を生む。
「中小企業はまじめに汗水たらしてがんばっているのに、大企業は中小企業を下
請として使い、利益を絞り取る」という不思議な社会的感情である。この感情を払
拭させるものがインテグリティであり、団塊の世代をはじめとする変革経営者たち
が目指すものである。
彼らがインテグリティからこのパブリックリレーションズを考える時、現代経営の

2つのキーワードが浮かび上がってくる。ダイバーシティとワークライフバランスで
ある。

＊ 略してPRだが、一般に使われているPRとはニュアンスが違うので、マネジメント3.0では略さずそのまま使う。
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ダイバーシティ（diversity）とはもともとは「多様性」という意味であるが、ビジネス
の世界では「性別、キャリア、国籍など多様な人が集まることでシナジーを生んでい
く」という意味で使っている。
このダイバーシティで、グローバル化とともに今注目を集めているのが男女差別
の撤廃である。1986年の男女雇用機会均等法施行以降、社会から強く求められて
きたテーマであり、これまでの経営者がうまく変革できなかった領域である。そして
近年になって政府が大企業にさらにこれを強く求めている。
うまくできない理由は「女性活用」つまり「優秀な女性が入ってきたがうまく活用で
きない」という考え方にある。「活用」はどう考えても上目線である。マネジメント3.0

において、組織メンバーはポジションは違っても「公平」であり、1つの目標に向かっ
て仕事をしていく「仲間」である。決して経営者が労働者をうまく使って利益を出して
いくものではない。日揮のグローバル化で言えば、「安い外国人労働力をうまく使っ
て利益を出す」のではなく、「社会インフラを使う現地の人たちと一緒に作っていく」
という経営スタンスである。
ダイバーシティのポイントはシナジーであり、一緒に働くことで互いにとってハッ
ピーさが増すということである。

ダイバーシティはシナジー



ある企業で女性社員だけを集めて、このテーマでセミナーをやったが、彼女たち
が求めるものは「公平」というインテグリティであった。そして「女性ということで一
括りにするのはやめてほしい」というのが大勢の意見である。
「女性に合った仕事」ではなく、会社という組織の各メンバーが「能力に合った仕
事」を公平に担当していくことである。「女性はきめ細かさがあるので、事務処理が
向いている」といった考えは捨てることである。男性だってきめ細かさがある人もい
る。「きめ細かさ」という能力に着目して、その能力に合っている仕事が事務処理
なら、人員配置をそう説明してほしい。
これは外国人についても同様である。「中国人は･･･」「ベトナム人は･･･」といった
ことを決して思わないことである。その人の能力だけに着目すること、これがダイ
バーシティである。
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もう1つのキーワードはワークライフバランスである。変革時に従業員を中心にパ
ブリックリレーションズを考えると、それは仕事（会社）と生活（社会）の関係につい
て考えることとなる。この時考えるべきポイントはインテグリティである。
「従業員が夜遅くまでバリバリ働いている会社」と「仕事がすべてに優先するので
はなく、個人の生活も大切にする会社」のどちらを求めるのか。まさに経営の本質
に関わるテーマであり、意見の分かれるところであろう。しかし企業のインテグリ
ティを評価する社会は、もう結論を出している。後者である。この社会の意向の中
で経営者がパブリックリレーションズを設計すれば、答えは自ずと出る。
これに関しての現場の課題は2つある。「残業」と「育児」である。
「残業」についても価値観、美意識の問題だと思う。「夜遅くまでがんばって働い
ている人」と「定時になったら帰る要領のよい人」のどちらを評価するかということと
同じである。
残業について能力の高い若者たちに意見を聞くと、一様にこう答える。「残業は
不公平だ。能力がなく仕事の遅い人の方が給料をたくさんもらうことになる」。そし
て多くの経営者は彼らを支持し、残業削減を訴える。しかし管理職の多くはこれを
理解できず、「人件費削減」と考えてしまう。「残業を減らし、利益を出す」というもの
で、この誤解がサービス残業（残業代を払わない）という違法行為さえも生んでし
まう。

従業員の働きやすい職場を考える



残業について、マネジメント変革の中でやれることは2つある。1つは「残業しない
で帰る人は能力が高い」という考え方を人事評価の仕組に取り入れることである。
つまり時間評価から能力評価へのシフトである。もう1つはこれを受け残業代とい
う時間給から能力給（能力の高い人に給与が分配される）へ少しずつシフトしてい
くことである。
しかし残業代は法的には払わなくてはならない。このインテグリティの思いが政
府へ届き、ホワイトカラーエグゼンプション＊1というキーワードを生んだが、残念な
がら国会議員がマネジメント3.0について理解しておらず、あまり前進していない。
伊藤忠商事が「20時以降の残業を原則禁止」というものを打ち出したが、これに
対する私のクライアント企業の社長たちの反応は「いいねえ、こういう手があった
か」であった。
もう1つは「育児をしながら働くことを実現すること」についてである。マネジメント

3.0ではこれも「やらなくてはならない」社会規制としてとらえるのではなく、パブリッ
クリレーションズと考える。育児休暇、育児期間中の時短勤務といったことをインテ
グリティから考えればどうすればよいかは見えてくる。つまり「どうすれば社会から
立派な会社」と評価されるかを考えることである。そしてマタハラ＊2をとるような管理
職を早く見つけ降格させていくことである。それは「ルール違反」と言うよりも「美しく
ない」「品格がない」ということである。



インテグリティという概念を取り入れることで、従業員が働きやすい環境が作ら
れ、リストラなどの「その場しのぎ」を拒否し、グローバル化を含めた社会貢献を意
識するようになり、従業員のプライドが高まっていく。これがマネジメント3.0である。

＊1 ホワイトカラー（オフィスなどで仕事をする人）の労働規制（残業代の支払いなど）を緩和していくこと。
＊2 マタニティハラスメント。職場における妊娠や出産した人に対するいやがらせ。
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経営塾、リーダー塾ではマーケティングのケースとしてビール業界を使う。

ビール業界の歴史

ビール業界の幕開けは1890年代であり、さまざまなビールメーカーが乱立して
いた。その中で生き残っていたのは大阪麦酒（ブランド名はアサヒビール）、札幌
麦酒（サッポロビール）、日本麦酒（エビスビール）、ジャパン・ブルワリー（キリン
ビール。香港の会社であったが、その後麒麟麦酒が引き継ぐ）の4社であった。

1900年代に入って大阪麦酒・札幌麦酒・日本麦酒の３社は合併し、大日本麦酒
となった。こうして戦前には大日本麦酒がシェア75％の巨象となり、麒麟麦酒
25％を大きく引き離した。戦後、大日本麦酒は過度のシェアにより、アメリカ占領
軍によって2分割される。合併前の前身企業をベースとして、名古屋を境にほぼ
東西を2分割する形で、以下の2企業に分かれた。
・朝日麦酒（シェア30％）後にアサヒビール株式会社に社名変更
ブランドはアサヒビール、ユニオンビールの2つ。本社は東京にあるが、支店は
すべて西日本で、工場も東京・吾妻橋（現本社）以外は吹田、西宮、博多とすべて
西日本。



・日本麦酒（シェア38％）後にサッポロビール株式会社に社名変更
ブランドはサッポロビール、エビスビールの2つ。本社は東京、支店はすべて名
古屋以東にあり、工場も門司以外は札幌、目黒、川口、名古屋とすべて東日本。
このように両社はもともとは東西を2分する兄弟会社であったが、ビール需要の
増大とともに、互いが互いのエリアを攻めるようになり、両社のシェア争いが激しく
なっていく。しかし両社ともに分割後は苦しい戦いを強いられることになる。
一方、キリンは兄弟会社のシェア争いを横目に、急激にシェアを伸ばしていく。
そして当然のことながらアサヒ、サッポロはシェアを落としていった。その理由とし
て言われているのは、キリンの特約問屋＊であり、それによって系列化した酒屋の
力である。アサヒ・サッポロの分割当時、キリンはシェア25％ながら、高知、尼崎、
横浜、仙台に工場があり、ここをベースとしてほぼ全国に特約問屋を持っていた。
これに対しアサヒ、サッポロは特約問屋も東西に2分割される形となっていた。酒
類の製造・販売は免許制である。特約問屋という卸売業も、酒屋という小売業も
その対象であり、ほとんど新たな免許がおりないため、これを増やすことができな
い。ビールマーケットの急激な拡大の中で、唯一の全国販売網を持つキリンが範
囲の利益を得ていった。



1963年には洋酒業界の№1であった寿屋（後のサントリー）がビールの製造免
許を取得して、ビール業界へ進出してきた。
こうして1970年代の後半にはキリンのシェアが60％を超え、サッポロ、アサヒ、
サントリーと続き、3位のアサヒのシェアは10％台まで落ち込んだ。キリンの主力
商品であるラガービールはビールの代名詞とまでいわれるようになっていった。

＊ 特約とはメーカーなどと特別な契約をし、そのメーカーの商品を中心に売ること。ここでの特約問屋とはビールメーカーと特約を結ん
でいる卸売業のこと。
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1980年代に入って、アサヒビールの経営は悪化の一途をたどった。社長の延
命直松（メインバンクの住友銀行出身。アサヒビールは旧財閥系の住友グルー
プの一員）は、営業部隊に徹底した「どぶ板営業」によるルートセールス＊を命じ
た。しかしこんな「その場しのぎ」の根性論でシェア低下の流れが止められるは
ずもなく、シェアは10％を切るまでに凋落し、「夕日ビール」と呼ばれるようになっ
てしまう。ここで社長は村井勉（住友銀行出身）へ交代する。村井は着任してす
ぐ若手社員との積極的な飲みニュケーションを行なう。このあたりから少し流れ
が変わってくる。
この若者たちがロゴの変更を提案する。アサヒビールの伝統的なロゴ「朝日が
昇る絵」から、「Asahi」への変更である。村井はロゴを変えるなら「味も変えろ」と
指示し、5000人調査といわれる消費者への味覚調査を実施した。そして出した
結論が「コクとキレを合わせ持つビール」であった。コクとは「風味」であり、キレと
は「のどごし」を意味している。
これに対する技術サイドの意見は「コクとキレはトレードオフだ。コクつまり味わ
いのあるビールを作れば、当然のどごしが悪くなる。つまりぐっと飲むわけには
いかなくなる。逆にキレを上げればコクを落とさざるを得ない」

アサヒビールの変革



若者たちは彼らを必死に説得した。「今、作ることのできるビール」ではなく「マー
ケットが望むビール、消費者が買ってくれるビール」を作らない限りアサヒビール
に明日はない。これが「その場しのぎ」からの脱却の第一歩となる。
そしてついに新しいビールが誕生した。「アサヒ生ビール」である。「コクがある
のにキレがある」というコピーを、当時全盛期にあったプロゴルファーのジャンボ
尾崎と青木功を使ってテレビコマーシャルでくり返し訴えた。
時を同じくして、社長は村井から、後に中興の祖と言われる樋口廣太郎（元住
友銀行副頭取）へとバトンタッチされた。この時アサヒには吾妻橋工場跡地の売
却の話が挙がっていた。樋口はこのアサヒビール発祥の地を何としても守るべき
であり、これを守るために全社一丸となるということを目標とした。まさに最後の砦
である。
樋口は着任早々、フレッシュローテーション（マーケティングレディと呼ばれる
パート主婦を動員して、製造後3ヶ月たったビールはすべて店頭から撤去する）、
100万人試飲キャンペーン（缶ビールを道行く人に配る）、キャンペンガールによ
る街頭および酒屋での試飲会と次々と手を打っていく。これだけのカネを一気に
つぎ込んだのは創業以来初めてのことである。
アサヒ生ビールは好調な売れ行きを示し、1986年アサヒビールは10.3％と2桁
シェアへ回復した。（1位キリン59.7％、2位サッポロ20.7％、4位サントリー9.2％）。
それでもキリンの背中ははるか彼方である。



しかし樋口は1987年の年頭所感で「自分の在任中にキリンを追い越す」という
とてつもない夢を社員に話した。この時、この夢が本当に実現するとは誰一人思
わなかった。

＊ 得意先を一軒一軒定期的にまわること
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アサヒビールのマーケティング部長松井康雄は「とりあえずビール」という言葉
からビールの飲料シーンを考えていた。この顧客の商品使用シーンを考えるとい
うことがマネジメント3.0のマーケティングの原点である。
「ワインや日本酒のように食事中に飲めるビール」、「飲んだ後、味が口に残らな
いものを作り、なおかつコクを残すようにできないか」「料理の味を生かす日本酒、
ワインの辛口のようなビール」という使用イメージである。
この辛口ビールへのチャレンジは社内でコードネームFXと名づけられ、多くの試
作品が作り出されていった。そしてついに318号酵母が発見され、辛口ビールは
誕生した。
これにアサヒスーパードライとネーミングして、1987年3月発売された。
「この味がビールの流れを変える」というコピーで大量のテレビCMを打ち続け、
スーパードライは発売当初から奇跡的な快進撃になった。これを見て翌1988年に
はキリン、サッポロ、サントリーの3社がドライビールを相次いで商品化していく。し
かしドライビールの出荷ケース数は、2年後の1990年にはアサヒ1億1300万、キ
リン890万、サッポロ310万、サントリー280万となり、アサヒの圧勝のうちにこの年
ドライ戦争は終わる。各社が2年かけて行なったドライビールのCMラッシュは、ア
サヒのスーパードライの知名度のみを上げる結果となった。

スーパードライの登場



この快進撃はさらに進んでいく。それを支えたのは消費者の購買スタイルの変
化である。バブルが崩壊していく中で「家飲み」が拡大し、食卓にビールが登場し
てくる。このビールを購買するのは主婦であり「重いびんよりも缶」が当然の流れ
となる。そのためビールびん配送のための「特約問屋の物流力」というキリンの強
みが次第に生きなくなってくる。
さらにはもう1つのキリンの強みである酒屋も変化していく。流通規制緩和＊の中、
大手スーパーのビール販売力が増し、安売りが可能となったビールはスーパー
の目玉商品となる。さらには酒屋が次々とコンビニへと変身していく。
これでキリンの持っていた「特約問屋－キリン配下の酒屋」というチャネルが
ゆっくり崩れていく。
アサヒは1989年（平成元年）、創立100周年という大きな節目の年に、東京吾妻
橋にそびえる本社ビルを完成させた。そして21世紀には遂にキリンビールを抜き、
ビール業界のチャンピオンに君臨することになる。

＊ 1990年代に入って、海外からの圧力で従来はほとんどおりなかった酒類の小売免許がおりるようになったり、実質的に価格統制さ
れていたビールが自由な値段で売れるようになった。
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実はこのケースの対象企業はアサヒビールではなく、負けたキリンビールである。
ここからが本当のケースのスタートである。
キリンビールには一時期シェアの高さから、分割論が出たこともあった。1989年
巨象キリンはスーパードライに敗北したことが信じられずにいた。
「ドライという同じ味のビールを出して、トップブランドのキリンがなぜ負けるん
だ？」
キリンはスーパードライに対抗すべくあらゆるタイプのビールを作っていく。キレ
もコクも高い黒ビール、スタウト、マインブロイ、キレが高くコクの低いモルトドライ、
コクが高くキレが低いファインピルスナー、ハートランド、キレもコクも低いライト
ビール、ファインドラフトといったものである。
このテイストポートフォリオはすべて失敗に終わった。キリンはジリジリとシェアを
落としていく中で、コクとキレから脱却した全く新しいコンセプトを生むことが求めら
れていた。
そして1990年に誕生したのが「一番搾り」であり、一番麦汁だけを使うというアイ
デアである。一番麦汁を使えばおいしいビールが出来るわけではないが、そのフ
レッシュなイメージは「熟成するほどおいしい」という既成概念を取り払い、スー
パードライの“キレ”というキャッチコピーにも対抗できるものである。

キリンビールから戦いを見る



この一番麦汁を使うというユニークな発想と、緒形拳を使った「うれしい」（キリン
のミッションは「うれしいを次々と」）というコピーが消費者の心をつかみ、1991年
には7000万ケースという大ヒットとなった。さらに1992年にはこの流れの中で
「ビール工場・できたて出荷」を発表し、550万ケースという中ヒットを生む。
一番搾りは1994年には8000万ケースを突破し、あわせて長期低落傾向に

あったラガーも微増し、キリンは復活の手応えを感じた。しかし実はこの年は猛
暑であり、他社はさらに売上を伸ばしており、キリンのシェアは逆に下がっていた。
そしてこの1994年をピークとして一番搾りは出荷数を落としていく。一方、スー
パードライは一度は落ちついた売上が、逆にこの1994年の猛暑を機に、再び上
昇していく。
この時キリンの営業部隊は悩んでいた。売上を落としていく特約問屋、酒屋に
対し大黒柱「ラガー」とヒット商品「一番搾り」のどちらをプッシュするかである。酒
屋の限られた販売パワーの中で、一番搾りをプッシュすれば、スーパードライより
もラガーを食うのははっきりしていた。

1995年になってアサヒは「生ビール売上NO.1」というコピーを前面に押し出して
くる。ビール全体では未だにラガーがトップシェアである。このコピーを苦々しく
思ったキリンがとった戦略は何と「ラガーの生ビール化」である。まさに「その場し
のぎ」である。ラガーとは貯蔵工程で熟成したものであり、生ビールとは熱処理を
していないという意味で相反するものではなく、その両立は可能ではある。しかし
多くの人は「熟成」（ラガー）と「生」は相反するものとしてとらえており、キリンの営
業さえそのコンセプトを今1つ理解できない。



1996年「ラガーは生へ、味がある生へ」のコピーで、ラガー生は誕生した。キリ
ンの営業部隊の大プッシュによりラガーは微増したが、スーパードライはそれ以
上に伸ばし、この年6月には１ヶ月だけではあるが、スーパードライ（1620万ケー
ス）はラガー（1610万ケース）をついにとらえた。これが43年ぶりのビールトップブ
ランドの交代劇としてマスコミをにぎわした。
ラガー生は「びんビール」というイメージを払拭し、スーパー、コンビニの缶ビー
ルで売上を伸ばしていく一方で、「ラガー好き」のヘビーユーザーにブランドスイッ
チをするチャンスを与えてしまった。「同じ生ならスーパードライを飲んでみるか」
である。
そしてラガー生はコンセプトが近くなってしまった一番搾りを食い始め、一番搾り
はこの先さらに出荷量を落としていく。一番搾りの下落から１年すると今度はラ
ガーまでも下落を始めた。キリンのシェアは下落を続け、ビール全体のシェアで
ついに遂にアサヒに背中を見せるところまで追いついてこられることになる。
この時、実は私はマーケティング支援という仕事でアサヒと付き合っていた。そ
の時の社内のムードはまさに絶頂の盛り上がりだった。この時、何度もアサヒの
マーケターたちとスーパードライという勝利の美酒を酌み交わした。逆にこの時
のキリンのムードダウンは計り知れないものであったろう。



この1996年には総会屋への利益供与事件、「太陽と風のビール」の雑菌混入
事件と不祥事が相次ぎ、社長である真鍋圭作は辞任する。私もいろいろな会社を
見てきたが、不思議なことに会社のムードが落ち込んでいくと過去の不祥事など
が見つかっていく。「悪い時には悪いことが重なる」である。しかしこれが変革への
トリガーとなることもめずらしくない。
この年社長になったのは佐藤安弘である。佐藤は入社後経理マンとして働き、

1960年代は前述の近畿コカ・コーラボトリングへ出向し、工場などを経てキリンエ
コー（ホテル経営などを行なっている）へ出向しており、ビール畑というエリート
コースを歩んできたかつての社長とは異なるタイプである。「この人が社長に？」
という驚きの人事で、日立の川村と重なるところがある。
この時、税法を考慮した発泡酒＊1がサッポロ、サントリーから相次いで発売され、

折からの不景気風の中で評判をよんでいた。佐藤は社内の反対を押し切り、ただ
ちに発泡酒への進出を決めた。発泡酒のコンセプトは「ラガーとカニバリせず、
スーパードライを食う」つまり辛口発泡酒へのチャレンジである。これは清酒の「淡
麗辛口」という表現から「麒麟淡麗」と名づけられ、1998年発売された。そしてア
サヒがかつて「打倒キリン」として打ったプロモーション（試飲会など）を、まるでコ
ピーするかのように「打倒スーパードライ」として実行した。



淡麗は発売10ヶ月余りで4000万ケースという大ヒットとなった。
2000年、社長は荒蒔康一郎へと変わる。キリンはビール、発泡酒が売上の

70％を占めるものの、医療、食品、外食などの事業ドメインも持っていた。荒蒔は
社長に成る前はこの医療事業のカンパニー長をやっていた。前任社長の佐藤が
残した遺言は、「ビール事業について既成概念を持たず、新しい目で見てほしい」
という変革の想いである。

2001年に入り、アサヒは満を持していたかのように真紅の発泡酒「アサヒ本生」
を発売し、大ヒットに結びつけた。ビール・発泡酒マーケットが前年より少し出荷
量を落とす中、アサヒだけが10％近くの伸びを示した。そして、遂にアサヒは№1

シェアの座を手に入れた。
一方キリンは、スーパードライを「一番搾り」で、ラガー生化のミスを発泡酒で何
とかしのいだが、シェアの長期低落傾向に歯止めがかからない。



ここで打った手は「クラシックラガー」の発売であり「栄光の時代よもう１度」であ
る。これもまた「その場しのぎ」と言わざるを得ない。
しかし、キリンの営業には若き力が生まれてくる。この時のキリンビール社員の

50％以上はスーパードライ後の世代である。つまりかつてのキリンの栄光の時代
を知らない世代である。若き力はディズニーランド隣地のショッピングセンターイク
スピアリ、アクアシティお台場、東京ディズニーシーでの開拓に勝利している。特
にディズニーシーでは厳しい要望（缶はダメ、ライトビール、プライベートブランド＊2、
スクリューキャップ）をクリアして、独占販売を得ている。この時のリーダーはキリ
ンのどん底といえる1990年入社の若手セールスマンである。

＊1 麦芽の量を落とすことで税法上はビールではなく雑酒扱いとし、税率を下げることによって低価格にするもの。
＊2 メーカーではなく、販売業者の名前のブランド。
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この2000年代初頭でケースは一旦終わる。ディスカッションテーマは「キリンは
なぜ負けたのか」「キリンはこれからどうして行くか」である。
キリンの敗因についてディスカッションすると大きく2つの事が挙がる。キリン自
身に関することと経営環境の変化についてである。前者のキリン自身について挙
がるのは「トップシェアにあぐらをかいていて保守的になっていた。殿様商売に
なっていた」というものである。では「なぜ保守的になったのか」である。
このケースはトップシェアが「弱み」ということを教えてくれている。キリンは60％
超のシェアであるラガーを持っている。アサヒにはほとんど何もない。アサヒは新
商品を出し、それが当たればその分シェアが上がっていく。キリンは何か新商品
を出せば、60％の確率でカニバリを起こしてしまう。そうなるとキリンはスーパード
ライを食い、ラガーを食わない商品を作るしかない。一番簡単なのはスーパードラ
イと同じドライビールを出すことである。しかしビールを飲む消費者がビールの味
だけで選ぶわけではない。これまでもビールを飲み比べてキリンを選んでいたの
ではなく、酒屋に配達を頼めばラガーが来て、飲み屋に行けばラガーしかない。
キリンの囲い込み（205ページ参照）の中でラガーを飲んでいた。その味に満足し
ていない顧客の中には、キリンがドライビールを出せばラガーからスイッチングす
る人もいる。そしてこの顧客は同じドライを飲むならCMで有名なスーパードライを
選ぶ。こうして各社のドライラッシュはスーパードライの1人勝ちとなり、当然のこと
だがトップのラガーからのスイッチングが一番多い。

トップシェアであることが弱み



これに気づいたキリンの最前線の営業マンは自ずとラガーを押すようになる。こ
うしてタイムラグを経て（スーパードライのブランドが浸透した後で）ラガー対スー
パードライという戦いになる。こうなると消費者は味の選定をしやすくなる。そして
「苦い本格的なビールのラガー」と「苦味がなく食事の味を変えないスーパードラ
イ」が 「互角」となっていく。互角となれば、かつてチャンピオンだったラガーは惨
敗、スーパードライは圧勝という結果となる。
トップシェアというのは強みよりも大きな弱みを抱えている。トップシェアであるが
故にカニバリを恐れて新商品を出せず、守りに入ってしまう。経営としては目標を
シェアとするわけにはいかず（もうトップなので）利益アップしかない。そのためコス
トダウンが最大のテーマとなり、利益を絞り出していくようになる。これを受け現場
は厳しいムードとなる。成長を目指して戦う時代とコツコツとコストダウンをしていく
時代のどちらがムードが高いかは言うまでもない。そしてこの時、経営者、管理職
のポジションに就いているのは、かつてトップシェアをとった戦争の功労者であり、
自分たちの戦果を守ることに何の抵抗感もない。しかし現場の若者たちは勝利の
シーンを味わうことなく、ただ昨日よりもコストを下げることだけを要求される。
私のクライアント企業の多くは特定分野でトップシェアを持っている。ハウスはカ
レーで、高砂は空調工事で、アズビルは計測と制御で、コカ・コーラは飲料で、千
代田はLNGでトップシェアである。そしてこのケースを学びトップシェアのリスクを
知る。「トップシェアで稼いだカネを新規事業、グローバル化に回していって足下
の事業は本当に大丈夫か？」である。そしてトップシェアの事業を見つめ直す。味
であり、品質であり、技術である。
そしてこれによって創業期のたくましさに回帰できないかと願う。
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ところでなぜキリンは何十年も勝ち続けていたのだろうか。
それはマーケティングの教科書に書いてある「トップシェアの強み」が生かされて
いたからである。トップシェアという「金のなる木」で生んだカネをそのトップ商品に
つぎ込んでいく。プロモーション、チャネル作り、バージョンアップ･･･。それでも溢れ
たカネを、アンゾフなどのマーケティング学者が書いているように自商品とカニバリ
しない新事業へ流す。つまり多角化である。キリンはラガーでもうかったカネをラ
ガーの特約問屋、酒屋へ、そして溢れたカネを医療などの新事業へつぎ込んでいく。
一方、アサヒもビールでもうかったカネをビールへつぎ込む。そうなるとカネの差で
どうしてもキリンが圧勝し、ますますシェアが離れるようになり、さらにこの現象が
はっきりしてくる。
しかしここでアサヒがビールでもうかった以外のカネをつぎ込んでいくと、ゲーム
の構造は変わる。アサヒは住友グループにいて、そこの金庫番である銀行のトップ
が来て、「今のビールマーケットならカネをつぎ込めば勝てる。住友グループのカネ
を入れてキリンを倒す」と考えるとどうなるかである。他に事業を持っていてそこで
もうかったカネをぶつけられると、そこのトップは厳しい。しかもそのトップシェアで
生んでいたカネの一部はもう別の事業へ流れる仕組ができている。これでは防戦
一方になってしまう。

他でもうかったカネをぶつけられては



これはどんなマーケットでも見られる。ゲーム機で言えば「任天堂のファミコン対
ソニーのプレステ」である。任天堂はゲーム機のカネだけで戦うが、ソニーはテレビ
でもうかったカネをつぎ込んでいく。そして血みどろの戦いとなる。そうしていくうち
に今度はパナソニック、東芝などが白物家電などでもうかったカネを新しいテレビ
につぎ込み、テレビトップのソニーは既存のテレビマーケットが小さくなっていく中で
カネが続かない。
私のクライアント企業であるコカ・コーラグループは飲料で圧倒的なトップシェアを
持っていた。しかしサントリーはウイスキーでもうかったカネを戦争コストにぶつけ
てシェアを侵食してくる。そしてサントリーは機を狙って上場し、そこで得た数千億
円のカネでコカ・コーラと短期決戦を臨む。コカ・コーラ側はボトラーからのロイヤル
ティ＊で日本コカ・コーラが広告戦争を行ない、小売店舗との価格折衝などの局地
戦ではボトラーが戦う。戦争としての軍事本部はおかず、実質的にはボトラー各社
の多国籍軍である。これではサントリーに勝てない。そこでボトラーは統合し、かつ
ザーとしてのコカ・コーラ本体が最大の戦地である東京を中心とする東日本で、自
らが局地戦に乗り出すべく、コカ・コーライーストジャパンを作った。
歴史をさかのぼって見れば、コカ・コーラは缶コーヒーの「ジョージア」に他の飲料
でもうかったカネをつぎ込み圧勝した。そして今度はコンビニのセブン-イレブンが
出した「いれたて100円コーヒー」という異業種参入で苦しい立場となる。
これらトップシェア企業がここから先どうするかは、後述する「キリンはこれからど
うするか」で考えていく。

＊ ジーからザーへ払うカネ
目次



ディスカッションでキリンの敗因として挙がる2つ目の環境変化は、流通について
である。これに関してはマネジメント3.0ではマーケットビューという概念を取り入
れる。従来のマーケティングのテーマである「マーケットでどう勝つか」ではなく、
「マーケットをどう見るか」である。
マネジメント3.0では2つのマーケットビューを持っている。1つはライフサイクル
ビューであり、もう1つはバリューチェーンビューである。後者については後述する。
これまでアンゾフ、コトラー、ポーターなどのマーケティング学者がマーケット
ビューのモデルを提案しているが、すべてが競争志向である。「ライバルに勝って、
シェアをとって№1に」というものである。自社のマーケットをもっと冷静に遠くから
見るのがマネジメント3.0である＊1。
ここではマーケティングミックス（マーケティングの要素）を「商品」、「売り手」（こ
のうちの1つが自社）、「顧客」、およびマーケットの後半で現われる「流通」の4つ
とする。そのうえでマーケットの動きをパワーバランスでとらえ、次のような仮説を
持つ。
「この4つのマーケティング要素のパワーバランスは時とともに変化していく。そ
してこの変化はどんなマーケットでも同じ経過をたどる」というものである。した
がって自社マーケットの「今」の時代がわかれば、「未来」の動きが予測できるとい
うものである。

マーケットをライフサイクルで見る



その“変化”は次のようなものである。
マーケットは画期的な商品の誕生によって生まれる。本書のケースで言えばカ
ラーテレビ、ウォークマン、ATM、EPC、ウコンの力、コカ･コーラといったものであ
る。画期的な商品を開発した売り手は、その使い手である顧客を探す。たった1社
で未知で無限ともいえる顧客にプロモーション（商品認知）しなければならず、膨
大なコストがかかる。これがマーケット開発であり、ここに「商品中心マーケット」が
生まれる。これがマーケットライフサイクルの第1世代である。



このマーケット開発をやるかどうかはまさに理念である。「やったらうまく行く」、
「やらなかったらうまく行く」というものではない。その企業の価値観、企業理念と
いうミッションによって決まる。オムロンは仮にマーケット開発をした後に大手メー
カーが参入して、負けてしまおうと開発を続けていく。オムロンの理念は「ニーズ
のキャッチ」ではなく「ソーシャルニーズの創造」である。ハウスも「創意ある仕事こ
そ尊い」でウコンの力を出した（コピー商品は出てきたが）。ソニーもそんなタイプ
の会社である（少し色あせているが）。一方、日立、パナソニックはマーケットが成
り立ってから自社が持つ技術力、マーケティング力で参入していく。
ここでマーケット開発をする売り手が考えるのは参入障壁（他社に参入させない
方策）である。その典型的なものが特許を含む社会規制である。社会は「マーケッ
トイノベータを守る」という政策をとっている。
しかしいずれライバルはマーケットに参入してくる。この新規参入者は先住者の
弱みをつく。その商品を買っていない顧客、買っても満足していない顧客を見つけ、
その買わない理由、満足しない理由を解消した商品を出していく。ラガーが苦くて
食事にあわないなら、苦くないすっきりとしたビールを作る。そして先住者も同タイ
プの商品を作る。こうなると商品差別化の戦いとなり、マーケットは信じられない
ほどの商品ラッシュになっていく。黒いビール、赤いビール、小さいビール、大きい
ビール、北海道のビール、九州のビール、和食のビール･･･。



そしてこれが消費を刺激しないと（マーケットが拡大しないと、ビールを飲む人が
増えないと）売れる量が変わらないのに商品種が増えることでコストアップし、しか
も最後は価格勝負となっていく。マーケットが拡大しない中でのコストアップ、プラ
イスダウンでマーケットのトータル利益は小さくなり、仮に勝っても利益が出ない
状況となる。そして弱者は去り、2～4社くらいの強者の戦争となってくる。これが
「売り手中心マーケットの時代」というライフサイクルの第2世代である。そこに顧
客はいない。あるのは売り手同士の戦争だけである。
この時困るのが実はその顧客である。1日1本しか飲まないビールが何百種類
もあっては、何を買ってよいのかわからない。ここに誕生するのが流通である。
流通は売り手ではなく買い手である。顧客に代わって商品を購入するエージェン
トである。キリンの特約問屋、松下のパナショップ、トヨタのトヨタディーラーは流通
ではなく、売り手の一部である販売会社である。流通の存在価値は買うことにあ
る。だから流通は「売る人」（セールス）よりも買う人（バイヤー）が組織の上位に立
つ。



このビールケースでの流通登場は、規制が消えて参入したスーパー、コンビニ
である。流通はマーケットの後半戦に必ず登場する。家電業界、カメラ業界では
大型量販店、建設業界ではゼネコン、IT業界ではシステムインテグレータ＊2とよ
ばれる企業である。近年では保険業界で複数の会社の保険を扱う「ほけんの窓
口」である。私は今スマホの選定をしているが一体何を買えばよいのかわからな
い。ネットワークサービスなどと一体化した商品となっているが、このパターンが
ほぼ無限にある。ここにやっとイオンなどの大手流通業者が「流通」として参入し
てきた。
流通は売り手戦争をさらに煽る。ほとんど同じ商品を持つ数社のメーカーを競
争させて、「もっとも安く好条件の所から買う」という形で利益を生んでいく。流通
の合言葉は「益は買にあり」である。利益の源は「売る」（コンビニで売っているの
はアルバイト）ではなく「買う」（買っているのはプロ）にある。



この流通中心マーケットの中でキリンの打つ手は何だろうか？
それは戦わないことである。ライバルに勝つことだけを考えていては流通の思う

ツボである。勝ったとしても利益は流通に吸いとられていく。それにいち早く気づく
のがトップシェアにいる（だった）企業である。

№2のアサヒには「勝つ」という目標がある。それは負けているからであり、仮に
シェアがトップと並んでも、何とか頭1つ抜けたトップを目指す。これで社内はぐっと
盛り上がる。一方キリンは「ずっと勝っていた」。こちらは「勝っているシェアを何と
か維持する。少しでも減らさないようにする」である。そして仮に再び勝っても「これ
まで」が続くだけであり、そこに勝利の喜びはない。もっと言えば、負けが見えて何
とかがんばろうとしている今の方が（キリンの若者たちが新しい受注開拓したよう
に）、かつての王者でいた時より社内のムードは高い。
ここで冷静に考えたキリンはあることに気づく。それは流通がこの戦いの先導

者であり、この流通とのパワーバランスを決めているのは顧客にあることである。
これを崩すには、流通という壁を越えて自らが顧客を見つめることである。
こうして誰がビールを飲んでいるかを忘れ、ひたすらスーパー、コンビニのバイ
ヤーと条件折衝をし、そのパワーバランスから価格を下げ、自らの首を絞めている
「その場しのぎ」を反省する。

不戦の誓い



キリンの荒蒔は社長就任後に「敗北宣言」を出す。つまり「アサヒに負けたこと」
を認める。そして2001年には、「どうやったら勝てるか」ではなく、「お客様本位」を
経営キーワードとして、「お客様に近づき、お客様の声を聞いて、お客様に愛され、
信頼される企業グループへ変身する」という「新キリン宣言」を発表する（190ペー
ジのドラッカーの言葉そのものである）。これが「顧客中心マーケット」というマー
ケットライフサイクルの最後の世代への移行である。
このことに気づいた企業は顧客（ビールを飲む人）を「お客様」、流通を「お取引
先」としてはっきりと分ける。そしてお客様だけを見つめるようにマネジメントして
いく。
自社のビールが売れるようにするために顧客を見つめるのではなく、顧客の幸
せのためにビールを作る。スーパードライに勝てる商品ではなく、お客様が望む
商品を出し続ける。仮にそれがラガーとカニバリしようと構わない。発泡酒、第3

のビールを顧客が求めるならもうからなくても、キリンにとって幸せがなくてもそれ
を提供すればよい。ビールを飲みたいドライバーにはノンアルコールビールを提
供すればよい。それがビールとカニバリしても顧客が望むならどんどん作り続け
る。これがマネジメント3.0におけるカスタマーマーケティングである。



経営はこのカスタマーマーケティング変革のターゲットが営業部隊にあることに
気づく。流通へのルートセールスに明け暮れ（ゴルフ、接待をして、流通の商品陳
列、棚卸まで手伝い）、いつの間にか流通をお客様（さらには上司、神様）のように
思い、社内では「売れる商品が出てこない」と愚痴を言っている営業部隊に変革の
メスを入れる。
キリンの荒蒔は2006年会長となり、社長には営業のトップであり、伝説のセール
スマンと言われた営業本部長の加藤壹康を指名する。加藤が営業本部長時代に
荒蒔の命でやった営業変革を評価してのものである。彼のやった営業変革は次の
ようなものである。
営業部隊に対してアサヒとの戦いにおける主力武器の「値下げ」を禁止し、条件
折衝をやめさせ、小売の店舗を「売り場」という流通の目ではなく、顧客の「買い
場」と呼ぶようにする。さらには顧客が買った後に着目し、どんな飲み方をしている
のかを組織横断のチーム（生産、マーケティング、購買･･･）を作って皆で考えさせ
る。キリンが売っているのはビールという「商品」ではなく、「さわやかさ」「おいしさ」
という「価値」である。これが後述するバリューチェーンの原点である。

目次



私が付き合い始めた頃のクライアント企業のマーケットライフサイクルは、ほとん
どが流通中心マーケットであり、ここからの脱却を図ろうとしていく。
ハウスの小瀬は社長就任後の社内向け経営方針の中で「流通と戦え」と指示し
ている。「ご用聞きをやめ、プライドを持って営業しろ。スーパーのバイヤーが『値
引をしないならエスビーにする』といったら『どうぞ』と言え。ハウスの力なくしてカ
レー売り場が作れるはずはない。もしやるのなら目の前のお店でハウスのカレー
を売れ」
コカ・コーラウエストの吉松も「店舗に行ってバイヤーと価格折衝をしてくるだけ
ではだめだ。その店頭に自社商品、他社商品がどう並び、それを誰が何と一緒に
買っているのかをよく見ろ。自販機に行ったら、そこを通る人を見て、買う人、買わ
ない人がどれくらいいるかを見ろ。買っている人はどういう動きをしているのかを
見ろ」として、マーケティングのコアターゲットを消費者におき、「もっとマーケティン
グを勉強しろ」と若者たちへ言う。
高砂では経営塾、リーダー塾で「顧客は誰か」と言う私の問いに対して、真剣に
ディスカッションしている。顧客がゼネコン（空調工事を発注している会社）だと思
うなら、ゼネコンの望む短納期、低コストの工事を提供するというのが戦略であろ
う。しかしこれでは人件費の安いパワーを探し、ゼネコンに頭を下げて仕事をやる
（やらされる）ことになり、現場は疲弊していく。

戦う相手はライバルではない



一方、ゼネコンを流通ととらえ、その工事によって生まれる成果物（空調設備）を
使う人が「顧客」であると考えるなら、快適さがあって省エネの空調が戦略のキー
となる。ここに高砂の技術が生きる。
この高砂のセミナーを外部のセミナーハウスを使ってやっている時、プロジェク
ターの映りが悪くて私は困った。高砂はこのセミナーハウスを1年に渡って使って
いくロイヤルカスタマー＊である。ここで私は次のようにコメントした。「このプロジェ
クターのメーカーはこの建物を建てたゼネコンやセミナーハウスを顧客と思ってい
る。しかしゼネコンもセミナーハウスもプロジェクターは使わない。それなら納入す
るプロジェクターは安くて、メンテナンスしやすくて、それなりのものにすればよい。
しかしここで我々利用者が一言、『こんなプロジェクターではセミナーをやれない。
別のセミナーハウスに切り換える』と言えばガラッと変わる。セミナーハウスは『プ
ロジェクターくらいのことで顧客を失ってしまうのか』ということに気づく。そしてセミ
ナーにおけるプロジェクターの価値を再認識し、利用者の使い勝手がよいプロ
ジェクターに切り替わる。この時セミナーハウスは、プロジェクターメーカーと価格
折衝などしない。プロジェクターは戦略ツールであり、映写技術の高いプロジェク
ターメーカーと手を組んでいく。こうしてバリューチェーンは生まれる。バリュー
チェーンの原点はこの『顧客の声』である」
バリューチェーンとは親・下請といった関係を脱却して、流通経路における企業
が対等な形で手を組んで、顧客へ価値（バリュー）を提供していく仲間（チェーン）
のことである。



この頃になるとマーケティングの先生もコトラー、アンゾフ、ポーターからドラッ
カーへと移る。そしてドラッカーの有名な寓話「3人の石切工」を見つける。この話
は私のクライアント企業の何人もの社長が講話に使っている。
「3人の石切をしている人に何をしているのかと聞いた。1人目は『私は石を切っ
てカネを得ている。生活のために仕事をしているんだ』と答えた。2人目は『国で
№1の石切になるために技術を磨いている』と答えた。3人目は『石を切ってこの
石で社会の人が集う教会を作っている』と答えた」
無論3人目の石切工になってほしいということである。
ハウス、コカ・コーラで言えばどうやったら売れるかより、カレーを食べて、コカ・
コーラを飲んで「おいしい」と言ってくれる顧客の顔を、アズビル、高砂、千代田で
は快適な空間で働き、生活している人をいつも頭に描いていく。
そしてドラッカーの格言の中に（ドラッカーは格言のホームラン王である）マーケ
ティングのヒントを見つける。例えば次のようなものである。
・顧客は商品を買っているのではなく、欲求の充足を求め、価値（バリューチェー
ンのバリュー）を買っている。今日の商品で満足しない欲求は何かを考えることが
「波に乗っているだけの企業」と「成長する企業」との差になる。波に乗っているだ
けの企業は波とともに衰退する（うまい！）。
・顧客の利益のためではなく、売り手が自らにとって合理的と考えるものを押し
付けようとすれば（205ページの囲い込み）必ず顧客を失う。顧客が買っていると
考えるもの、つまり価値を考えることが重要である。



・顧客と市場を知っているのはただ１人、顧客本人である。だから顧客に聞き、
顧客を見て、顧客の行動を理解することで、はじめて顧客とは誰かを知り、何を行
い、いかに買い、いかに使い、何を期待し、何に価値を見出しているかを知ること
ができる。（185ページの新キリン宣言そのものである。

マネジメント3.0のマーケティングのポイントは、ロイヤルカスタマーという自社の
ファンを見つけることであり、その“声”を自社商品に生かしていくことである。つま
り従来のマーケティグのようにライバルを見つめて商品の差別化を行うではなく、
自社と顧客との関係を中心に考えていくことである。

＊ 自社商品に忠誠度（loyalty：ロイヤルティ）を持って、繰り返し購買してくれる顧客のこと。

目次



キリンは戦うことを放棄した。だからキリン対アサヒという戦争は、アサヒが勝つ
（正確に言うと勝っているように見える）可能性は高い。
アサヒは勝ちを目指しているので、勝ち続けなくてはならない。そして勝つことの
喜びを常に求めていくなら、勝ってしまった後は戦争相手を探し続けなければなら
ない。私が付き合っていた1990年代のビール戦争の頃のアサヒの社内には「打
倒キリン」というポスターが貼られ、ムードは最高潮であった。そしてアサヒは勝っ
てしまう（キリンが負けたと言っているので間違いない）。そうなると「打倒キリン」
のポスターははがさなくてはならない。「勝つ」ことを目標にすれば「勝ってしまった
らどうするか」が最大のテーマとなる。
そうなると仮想の敵を作るしかない。この時サントリーのWebサイトに「アルコー
ル度数シェア№1」と書いてあった。そこでアサヒはこの№1を目指してウイスキー
メーカー「ニッカ」を子会社とし、ビール以外のアルコール飲料のノウハウを持つ
協和発酵から酒類事業を買う。さらには飲料マーケット全体での№１の座を目指
し、コカ・コーラとサントリーの激戦地へも乗り込み、チルド飲料メーカーのエル
ビーを買収し、トマトジュースのカゴメと提携し、ハウスからミネラルウォーター事
業を買い、味の素の配下にあった大手飲料メーカーカルピスの株を買う。さらに
はグローバルに進出し、世界№１を目指す。
キリンの“ものさし”は顧客本位であり、勝ち負けではない。キリンを買ってくれる
顧客を大切にするという姿勢を崩さなければ、仮に負けても悔いはない。
これがこのケースワークの結論である。
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さらに経営塾、リーダー塾では「セブン対ローソン」というケースワークをやること
もある。このコンビニマーケットではイトーヨーカ堂というスーパーが作ったセブン
－イレブンジャパン（SEJ。セブン－イレブン店舗のザー会社）が圧勝する。コンビ
ニ誕生時のスーパーのチャンピオンであったダイエーはローソンで追随するが、差
は開く一方であった。
セブンとローソンの差がもっとも開いたのは2005年頃である。セブンは2位ローソ
ンに対し、「全店売上で2倍、本部の営業利益で4倍、純利益で5倍」というとてもラ
イバルとはいえない状況となってしまった。そしてSEJは営業利益で何と小売業世
界№1となる。
これをローソンから見ていくケースである。
2000年、ダイエーは益出しのためにローソン株を三菱商事に譲渡して、ローソン
を上場させた。
三菱商事は2002年5月に43歳の新浪剛史をローソン社長として送り込む。ここ
で新浪は巨象SEJとの戦いの旗を下ろしてしまう。

SEJのミッション（創業理念）は「既存中小小売業の近代化と、活性化」である。つ
まりフランチャイズシステムのザーとしてのSEJの顧客は、消費者ではなくジーで
ある中小小売店である。この店がSEJに加盟してセブン－イレブンになり、そこか
らロイヤルティという収入を得るというフランチャイズビジネスである。無論ローソン
も設立当時はこのコピーモデルであった。

セブン対ローソン



ここでは店舗ブランドの差で、立地のもっともよい角地＊の酒屋などをセブン－イ
レブンが取り、ローソン以外のコンビニはそれと対抗する店舗を狙うというマー
ケット構造であった。ローソンはセブン・イレブンと同じ土俵で戦ってもブランドによ
る立地の差で勝てない。結果としてセブン・イレブンの日販（店舗での1日あたり
の売上高）は60万円を超え、ローソンは40万円台に留まり、50万円の壁にあえ
いでいた。そしてこの日販の差で良い立地の新規店をセブン－イレブンに取られ
るという悪循環となっていった。
ここで新浪はSEJと全く異なるミッションを打ち出す。「私たちは“みんなと暮らす
マチ”を幸せにします」を企業理念として「マチのほっとステーションの実現」をそ
の経営目標とする。つまり顧客は酒屋ではなく、コンビニの来店客である。セブン
－イレブンがIT、物流といった形で加盟店へのサービスに投資をしていく中、ロー
ソンは加盟店とともに消費者を見つめていく。前述したバリューチェーンの発想で
ある。彼はセブン－イレブンが作ったコンビニというモデルを脱却し、消費者をセ
グメント化して、ナチュラルローソン（無添加、無着色のプライベートブランドを中
心）、ローソンストア100（100円均一の店）、ローソンマート（生鮮食品を扱う）と
いった店舗の組み合わせで、マチのニーズをカバーしていく。そしてV字回復を遂
げ、新浪は一流経営者としての称号を得る（この称号で2014年サントリーホール
ディングスという創業家の会社へ社長として就任する）。



一方、セブン－イレブンは相変わらず売れ筋、もうけ筋の商品を並べ、メーカー
とプライベートブランドを作って利益を出し、･･･とトップを独走して行く。この土俵
でセブン－イレブンには勝てない。しかし「消費者が求める店にしよう」というロー
ソンにとってそんな結果は大した問題ではない。
マーケティングのケースは戦いの虚しさを教えてくれる。マーケットパイが増え
ない中での戦争は敗者だけでなく、勝者にもダメージが残る。これがマネジメント
3.0におけるマーケティングの結論である。

＊ 道路の交差点などにあって、顧客がその店を認知しやすい場所
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経営塾、リーダー塾では、マーケティングのもう1つのテーマといえるアライアン
ス（同盟）について考えるため、菱食のケースワークを行なう。

ボランタリーホールセラー菱食

卸売業（ホールセラー）は一般の人たちにはなかなかわかりづらい企業である。
消費者向け商品はメーカー→卸売業→小売業と流れていくので、中間業者とい
う表現がぴったりである。
卸売業はマーケティングの原点である「誰を顧客と考えるか」で大きく2つに分
かれる。1つはメーカーを顧客とするものである。その典型はビールのケースワー
クで出てきた特約店であり、さらに特定メーカーの専売になると代理店とよばれる。
「取引先の小売業からの注文でメーカーから商品を購入して届ける」というスタイ
ルであるが、実質的には「メーカーに代わって商品を配送し手数料を得る」という
ビジネスモデルである。このタイプはメーカーの工場ごとに作られることが多い。
もう1つのタイプが小売業を顧客と考え、顧客の代わりにメーカーと条件折衝す
るものでボランタリーホールセラーという表現をとることが多い。このタイプは地
域密着型（地域の小売業をサポートする）のタイプが多い。



1979年三菱商事系の食品卸会社である北洋商事、野田喜商事、新菱商事（本
社大阪）、新菱商事（本社東京）の4社が合併し、全国をサービスエリアとするボラ
ンタリーホールセラーである菱食が誕生した。
発足してすぐの1980年にはVICTORY作戦という長期経営計画を社内外に発
表し、新しい卸売業への変身を目指した。1985年には世界一のボランタリーホー
ルセラーであるアメリカフレミング社と業務提携した。1990年には創立10周年を
機にこのフレミングからの指導をベースとして新たな長期経営計画となるDREAM

計画（114ページの“夢”というビジョン）をスタートし、その柱を物流充実と総合卸
化＊の2つとする。

1992年には酒類卸の菱和酒類販売を手始めにいくつかの酒類卸を吸収してい
く。1993年には菓子卸の中四国橘高へ資本参加する。菱食はこの2つのM＆Aに
よって総合卸への足固めを行う。

＊ 卸売業は業界ごとに縦割りであり、加工食品、酒、菓子、雑貨など商品セグメント別に存在している。これを統合していくこと。
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1997年菱食は菓子卸、日用雑貨卸を巻き込み、3社の共同出資でRSO（リテー
ルサポート大阪）という新しい卸売業を大阪府八尾市に設立した。出資金で倉庫お
よびオフィスを借り、従業員はすべて3社からの出向社員という実験企業であった。
その実験内容は菱食が目指すフルライン・フルカテゴリー・フルサービス＊1という真
のボランタリーホールセラーの実験である。

RSOは売場面積30坪（100㎡、コンビニの一般的な広さ）～150坪程度の地域
に密着したミニスーパーを取引先として、その扱う商品をすべて用意し、求める
サービス（リテールサポートと表現する）を提供するという当時としては全国的にも
めずらしい卸売業であった。
RSOではまず小売店を定期訪問する人間にセールスという名称を使うのをやめ、
「リテールサポーター」という職種とした。そのうえでリテールサポーターの職務を、
これまでのセールスが行ってきた販売条件の折衝や納品ではなく、取引先小売店
の売上が拡大するようにさまざまなサポートを行うこととした。そしてこのリテール
サポーターを小売店への支援業務の出来具合で評価し、これによって給与を払う
ように体制を整えた。

フルラインの実験



RSOでは月に1回、取引先小売店を集めて売上向上のための勉強会を開いた。
ここにリテールサポーターが担当顧客とともに出席し、両者が手を取り合ってイン
ストア・マーチャンダイジング（店舗の品揃え、陳列）、さらには消費者の購買行動、
ライフスタイルなどについて勉強していくこととした。RSOの会議室にはシミュレー
ションルームというモデル店舗を作り、小売店に対しそこでRSOとしての商品陳列
の提案をした。アメリカのフレミングが行っている小売店長向けの有料スクールを
まねて作ったものである。
このリテールサポートを何とか有料にしてビジネスとして確立させたい。そのうえ
で商品粗利＊2という発想を捨て、物流、IT、リテールサポートといった中間業者とし
ての「サービスにチャージする」という発想を何とかRSOで実現し、これを本体の
菱食で本格的に取り入れるよう考えていた。



さらにRSOは勉強会に参加している取引先に対し、無償のEOS＊3提供を提案し
た。すなわちEOSに関するすべてのコスト（システム開発費、ハードウェア費用、
通信費などのランニングコスト･･･）をRSOが負担するものである。そしてEOS利
用の条件はたった1つ、RSOとの100％取引である。顧客であるミニスーパーの
店舗に必要な商品は、すべてRSO側で用意して一括で配送する。小売店はEOS

の発注端末を使い、棚札＊4およびオーダーブック＊5のバーコードをスキャンするこ
とで発注していく（この当時の受発注は電話がほとんどであった）。
RSOではEOSで発生するデータを用いて小売店へのデータ提供サービスを始
める。小売店の発注データはRSOとの取引が100％であるので、ほぼ小売の売
上データにあたると考えてよい。このデータを使って小売店がもうかるための
「モーカリースト」と称して、次の2つのレポートを提供することにした。
・ウランちゃん…一定期間発注されておらず、店での取扱いを中止した方がよい
と考える商品
・ビルド君…自店では扱ってはいないが、他店では売れており、扱えば売上の拡
大が期待できる商品
つまり「ウランちゃん」をカットし「ビルド君」を導入することで店の売上を伸ばそ

うというものである。レポートにはウランちゃんをカットしてビルド君を導入すると、
どれだけもうかるかをコンピュータで計算することとした。
リテールサポーターがこのモーカリーストを小売店の店長へ届け、これをベース
にディスカッションすることで、リテールサポートの「質の向上を図る」ものである。



RSOでは多種類のレポートを出しても使いこなせないので小売側が見るレポー
トをこの2つに絞り込み、これを徹底的に活用することを前面に打ち出した。この
レポートの小売側の反応は良く「チャンスロス（販売機会の損失）が削減した」とい
う声が多かった。
RSOは設立後2年目にこのEOSを完成させ、その後4年間は年率140％という
驚異的な伸びを示し、100％取引の店舗は100店を超えるまでとなった。
しかし設立後6年を過ぎた頃から取引先店舗の増加は頭打ちとなり、その後メン
バーは歯が抜けるように減っていった。
こうしてRSOは10年もたずして会社を解散する。

＊1 ラインとは店舗における商品部門のこと。食品部門、日用雑貨部門･･･。カテゴリーとはラインの中の分類のこと。食品部門の中
の生鮮カテゴリー、加工食品カテゴリー･･･。フルライン・フルカテゴリー・フルサービスとは店舗が扱うすべての部門、部門内のすべての
カテゴリーをすべてサービスすること。
＊2 「販売額－仕入額」のこと。いわゆるマージン。
＊3 Electronic Ordering Systemの略。コンピュータ、ネットワークを使って受注・発注を行なうこと。
＊4 商品棚に貼る発注用の札。
＊5 発注用の台帳。
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ここでのディスカッションテーマは「なぜRSOは失敗したのか」、もう1つは「菱食
はこれからどうするか」である。
ディスカッションで挙がってくるのはまさに粗捜しである。「他の卸に発注できな
いので納入価格が高くなって小売がやめていった」「リテールサポートのレベルが
低かった」「小売店がサービスにカネを払うのを惜しんだ。日本ではサービスにカ
ネを払わない」･･･
実はこのケースは少し違う形でやることもある。「年率140％で100店を超えるま
でになった」で終えてしまうものである。こうしておいて「どう感じるか」と聞くと「う
まい囲い込みだ」という意見が大勢を占める。
ケースワークは必勝のテクニックを学ぶものではない。勝っている企業だってい
ずれは負けるかもしれない。必勝テクニックなんて世にあるはずもなく、皆が学べ
ばそれは単なるインフラとなり、その反対をやれば勝てるかもしれない。ケース
ワークをやる目的は、ライバルに勝つためではない。そこに自社のヒントを見つ
けるだけのことである。

囲い込みなんてやるのか



このケースワークで学ぶべき1つ目のポイントは「囲い込み」についてである。こ
れについて経営塾では「IBMのサチュレーション＆バージョンアップ戦略」という
ケースとあわせて学習することが多い。IBMがメインフレームのマーケット開発を
する時、マーケットを制覇するためにレンタル（売るのではなく貸すことで企業の購
入抵抗感をとる）によって一気にばらまき（サチュレーション＝飽和）、基本ソフト＊

に互換性を持たせないことによって（他の会社のコンピュータではIBMのコン
ピュータで作ったソフトが動かない）囲い込み、次々とバージョンアップ（上位機種
に取り替えさせる）して、くり返し購入を促す戦略である。まさに今のWindowsであ
る。
「囲い込み」とは顧客に対し商品の性能、価格以外によって自社商品を選択さ
せることである。190ページで述べたようにドラッカーが禁じ手としているものであ
る。
このIBMの囲い込みのやり方を聞くと、多くの受講者は「うまい。うちもやりたい」
と言う。しかし顧客にとっては何のメリットもない。高砂でも「新規物件の工事を低
価格でもよいから受注し、リニューアル時には高砂しかできないのでそこで利益を
出すという方法がこれにあたる」と言う。しかし「本当にその方法をとってよいか」と
私がたずねると、その前に学習したインテグリティを思い出し、「美しくない」と考え
る。ビールメーカーで学んだようにライバルに勝つことより、顧客の幸せを考える
ことの方が大切だと気づく。



そして経営塾の受講者の70％くらいの人は「囲い込み」という戦略を否定し、
30％は「でもそんなきれいごとを言ってたら相手にやられてしまう」と反論する。そ
して結論は出ない。ここでその企業がミッション重視のインテグリティ確保を考え
れば、前者の人たちが組織リーダーとなり会社を変革していく。

＊ 昔はオペレーティングシステム（OS）と言った。コンピュータのハードウェアと利用者が使うさまざまなソフトウェアの中間にあるソフト
ウェアで、ハードウェアとセットで販売するのが普通。
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もう1つの学ぶべきポイントはアライアンスである。
私は菱食のケースに関するディスカッションの途中でヒントを出す。
「モーカリーストに着目してほしい。ウランちゃんをカットしてビルド君を入れるとど
うなるか」である。
多くの受講者は「皆同じ店になってしまう。地域の特徴が出ない店となってしま
う」と言う。そして私が「セブン・イレブンをはじめとするコンビニチェーンは全く同じ
手を打ち、圧勝している」と反論すると「ミニスーパーがコンビニに負けて取引先が
消えていく」と答える。さらに私が「ミニスーパーは意外に底が堅い。コンビニより店
は広く、主婦が夕食の素材とする生鮮食品や手づくり惣菜などで健闘している。」
と言うと沈黙する。
ここで私はアライアンスについてレクチャーする。
まずはRSOの取引先100店が同じ品揃えになったら何が起きるかである。ミニ
スーパーが店内に平均4000アイテム＊の商品を持っているとする。これで100店舗
が全く違う品揃えとなると、それをフルサポートするRSOは4000×100＝40万アイ
テムの商品種を用意しなくてはならない。これがRSOの実験テーマであるフルライ
ン・フルカテゴリーのネックである。しかし100店舗が全く同じ品揃えになると4000

アイテムですむ。そうなるとRSOの商品ストックコスト、物流コストが減り、RSOが
メーカーから1商品種あたり買う量が100倍となり、価格折衝がしやすくなる。つま
りRSOにとっては“大きなプラス”を生む。

アライアンスのポイントは分け前を決めること



しかし取引先の小売店側から見るとRSOよりもずっと“小さなプラス”の店だけで
なく、これによってマイナスの店（受講者が指摘したとおり）も出てくる。

RSOと小売店100店が1つの企業なら大きなプラスである。これが多店舗展開を
支えるチェーンストア理論である。個々の店よりもチェーン全体で考える。しかし
RSOと小売店は1つの企業ではない。これがアライアンスである。
マイナスの企業や、小さなプラスがあってもそれに気づかない（RSOからのサー
ビスを正当に評価していない）小売店は脱退する権利がある。こうして小売店は
去り、RSOのスケールメリットは小さくなってしまう。
ではどうすればよかったか。それはアライアンスの最大のポイントといえる「分け
前を最初に決めること」である。
日本でアライアンスが成功しない理由はここにある。アライアンスという2つ以上
の会社が独立したまま手を握って新しいことを始める時、互いが「win‐win」だと
考えると、そのアラインアスによるリターンの分配を深く考えず、「とりあえずやって
みよう」と思ってしまう。“その場しのぎ”のアライアンスである。

RSOのケースであれば、売買取引によって生まれるそれぞれの“もうけ”によっ
て分配しようとする。そしてRSOは大きくプラスとなり、いくつかの小売店はマイナ
スとなってやめてしまう。ここで逆にアライアンスがうまく行かず、全体がマイナス
になると、やめるのではなく、何とかうまく行くように両者が努力するので意外に続
く。そしてうまく行けば行くほど破綻する。



私はよく漫才コンビを例えに使う。売れない時代は1日のギャラが1万円で1人5

千円ずつであれば、分け前よりも両者で何とか売れるようにがんばる。しかし売
れて、1日100万円のギャラになり、50万円ずつの分配となると明らかに貢献度の
高い方は不満になる。「俺1人がしゃべって人気もあるのに、折半はひどい･･･」と
いうものである。こうしてコンビは破綻する。
このシェアをうまくやっているのがコンビニ、というよりこのモデルを開発した

SEJである。「もうけ」をどうやって計算するかというアカウンティングシステム（カネ
を計算する仕組）をITで作り、もうけの何％をロイヤルティとするかをフランチャイ
ズ契約時にはっきりと決めている。
日本的な商慣習の中で、売買関係にある企業間のアライアンスでは、どうして

も「もうけの分け前はもうかってから考えよう。分け前よりまずは取組が成功する
ことが大切。とらぬ狸の皮算用はやめよう」となってしまう。
この粗利による分配にはもう1つの問題がある。それはゼロサムゲームというこ
とである。これはゲームの理論の用語で、AとBの売買取引の時によく使う。A（売
る）からB（買う）への売買取引では、Aが10円値引きすると10円もうけが減り、B

が10円もうけが増えるというものである。RSOでいえば伸びていた小売店側のも
うけが安定してくると（伸びていてもいつかは落ち着く）、当然のように価格折衝を
する。ここでRSOが値を下げてもうけを減らすと、小売店のもうけが増える。これ
では協働ではなく「もうけの奪い合い」となってしまう。



実はコンビニでも同じ現象が起きている。酒屋からコンビニに替わった頃は売上
が急激に伸びるので不満はない。しばらくして落ち着いてくると、店舗は24時間
開き、オーナーである自分は24時間365日働いているのに、ザー側は若いスー
パーバイザー（店舗指導員）がたまに来て、たいしたことを話すわけでなく、ロイ
ヤルティだけは粗利の30％も40％もとる。そして売上が落ちるとこの不満が爆発
し、訴訟になることさえもある。
私は1995年頃から数年間サークルKというコンビニ本部のコンサルティングを
請負っていた。加盟店から評判があまりよくないスーパーバイザーの変革である。
この時、加盟店との間で訴訟が多発していることをマスコミで知って、何となく納
得した。このモデルを作ったSEJは、スタート時点では2000～3000店の展開を
想定し、これで初期投資を回収するようにロイヤルティを設定していた。しかし予
想以上の10,000店超えとなって、世界一の利益を出すようになってしまった。そ
してSEJは上場企業なのですべてディスクローズされている。ジーからすれば「取
り過ぎだろう」と思うのが当然である。このSEJが作ったもうけの分配率をベース
として、他のコンビニも設計しており、私もザーの取り分は「今の半分くらい」が妥
当ではと思った。しかしザーからすれば今さら変えられない。取り過ぎを認めてロ
イヤルティを下げれば、「過去の分も返せ」と言われるからである。

＊ 商品種。コンビニは最低が3000アイテム
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次は「RSOの失敗で、菱食は次にどういう手を打つか」である。多くの受講者の
意見は「囲い込み、フルラインをやめて、小売店が自由に仕入先を選択できるよう
にする」である。
しかし菱食はそれとは全く反対の手を打つ。
菱食は2003年に「EVOLUTION21」という長期計画を発表している。その概要

は次のようなものであった。
「食のフルシーンにフルライン・フルカテゴリーでお応えする先進のフル機能・フル
サポートとグループネットワークを強化」

RSOの実験テーマそのものである。つまり実験は失敗に終わっても戦略ベクト
ルは変えず、戦略遂行のやり方を変えるだけである。
この時、代表取締役であった廣田正は次のように述べている。
「我々の仕事は、メーカーと価格などの条件を折衝し、その入手した商品をより高
く小売業へ販売していくという『取引』（先ほどの「売買関係」）ではない。消費者に
対し、メーカー・小売業とともに、求められる商品を、求められるタイミングで、求め
られる価格で提供することである。これを実現するためにメーカー・小売と『取組』
（＝アライアンス）をしていくことがその仕事である。取引から取組へである。そして
その取組で我々が着目すべきは、商品を提供するメーカーではなく、商品を消費者
へ販売する、そして販売の場を提供してくれる小売業である。我々菱食のお客様は
メーカーではなく小売業である。

菱食の打った手



我々菱食が小売業にとって、なくてはならない存在になることがミッションであり、
理念であり、戦略といえる。」
菱食はこのフルラインを実現するために、限られた小売業（スーパー）とは特別
の契約を結ぶ。実質的には菱食がスーパーの食品売り場を借りて、ここで食品の
販売を行うというものである。そしてスーパー側には場所代プラスアルファを払う
というビジネモデルである。つまりRSOがやったことをさらに強化し、もうけの分配
をはっきりさせることである。菱食にとってRSOは実験であり、「その場しのぎ」の
利益を出すものではなかった。
具体的にはスーパーとの間で商品単位に年間取引量を約束する。仮にこれを下
回ってもそのリスクは原則として菱食が負担する。日揮のランプサム契約とよく似
ている。そう考えると日揮もプラントオーナー、あるいは現地国とアライアンスを組
んでいると見ることもできる。
スーパーはこの約束した取引量に応じて一定のもうけが保証される。こうなれば
無論店舗に陳列する商品の決定権は菱食にある。菱食としては売場トータル、さ
らには菱食側のトータル利益を考えながら各店舗の陳列する商品を決定する。そ
してこの約束した取引量を超えた分のもうけは基本的にスーパーに還元される。
つまりスーパーには最低の粗利が保証され、店舗でプロモーションを行って増え
た分のリターンを受け取ることができるというものである。こうして菱食はミッション
であるフルラインを何としても実現しようとする。



「売れるものを予測し、メーカーからそれを調達すること」が菱食の仕事であり、
「その商品を売る場を提供し、買いやすい場を作り、夕食のメニューを提案してい
くこと」がスーパーの仕事という形でアライアンスをする。プロとプロとのアライアン
スであり、これが廣田の言う「取組」である。
アライアンスは親、下請の関係とは違う。親がゼロサムゲームの支配者となり、
下請に「もうからず死なない程度」にもうけを分配し、さらには代替会社をいくつか
持って（いつでも下請切りができる）やっていくというものではない。アライアンスは
互いが対等の関係、と言うよりも互いのプロとしての力をリスペクトして手を握る。
ゲームの理論においても「ゼロサムゲームに最適解はない。最適解を生むのは
ゲームの各プレイヤー（菱食、小売業）が協力して1つのプレイヤー（消費者）に向
かっていく協力ゲームに変えることである」としている。

189ページのバリューチェーンもアライアンスの1パターンである。菱食の考えた
バリューチェーンは消費者に「夕食をおいしく食べる」という価値（バリュー）を提供
するアライアンス（チェーン）である。
従来からあるサプライチェーンは供給（サプライ）という商品の動きをスムーズに
して、そのチェーンリーダー（メーカーなど）が利益を生むという戦略である。一方、
バリューチェーンはその商品の最終使用者の価値に着目するアライアンスである。
菱食はさらなるフルライン、フルサポートを目指し、2011年には明治屋商事、サ
ンエス、フードサービスネットワークの食品卸3社と合併して三菱食品となった。現
在、売上高は2兆円を超え、食品卸業界№1である。
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この「互いをリスペクトしてアライアンスする」という考え方は、アライアンスをより
強固にしたM&A＊1にも適用できる。AがBを買収する時、どうしてもBという「会社を
買う」、さらには「その従業員を買う」という錯覚に陥る。法的には、AはただBの株
を買い、経営者の指名権を持つだけのことである。
ここでも親･下請型買収ではうまく行かない。会社は従業員がすべてである。会
社を買収して株主になればその会社が持っている資産は手に入るが、そこで働く
人は買えない。人間にはその会社を退職する権利がある。外から来た人に乗っ取
られたと思えば、他で働ける力を持っている能力の高い人はやめ、その力がなく言
うことを聞くしかない人だけが残っていく。
これを世に教えてくれたのはホリエモンである。彼がニッポン放送の買収に入っ
て、いい線まで行っていた時である。かつてのニッポン放送の人気ディスクジョッ
キーで、その後ボードメンバーとなっていた人がテレビ番組のインタビューでこう話
した。
「堀江さんはニッポン放送の何が欲しいの？放送免許のアンテナか？堀江さん
が乗っ取れば我々はやめて別の会社へ移る。我々は番組を作るプロだ。どこでも
食っていける。堀江さんはどうやって番組を作るんだ？」
これがこのM&Aの流れを変えた。
マネジメント3.0で行われるM&Aは買収ではなく、アライアンス、と言うよりも「協
働」と表現される。A社の従業員とB社の従業員が一緒に働くことで、A社にもB社
にもハッピーが生まれる、つまりシナジーを生むことにある。 目次

M&Aで人は買えない



コカ・コーラウエストは2010年、360億円でキューサイグループを買収した。当期
純利益（2010年度は76億円）の5倍の買物である。
キューサイは「青汁」を初めて商品化し、「テレビCM＆自社単独の通販テレビ番
組＋電話受付」というビジネスモデルで急成長した企業である。しかし2000年代
に入り、青汁のコピー商品を全く同じビジネスモデルで他社にぶつけられ業績は
急速に落ちていく。その参入者は同一タイプのメーカーである「やずや」だけでなく、
大手化粧品販売メーカーのファンケル、ヤクルト、そして巨象サントリーである。
176ページで述べた「他に金のなる木を持ち、ブランド力が高い企業の参入」では、
青汁しかないキューサイはひとたまりもない。
キューサイはヒアルロン酸コラーゲンのサプリメントのNO.1シェアを持つ日本サ
プリメントを買収して、商品領域を広げるが、業績悪化に歯止めがかからない。そ
して2006年ファンドにより友好的買収＊2される。その後キューサイはコラーゲン配
合化粧品、毛髪剤、目によい健康食品、もろみ酢、無添加せっけんと次々とニッチ
商品でヒットをとばし、2009年の売上高は200億円を超えた。

リスペクト型の買収



コカ・コーラウエストはボトラーであり、商品開発はほとんどやったことがない。
近畿コカ・コーラボトリング時代は関西限定商品を開発したこともあったが、商品
開発を担う日本コカ・コーラとの関係で消えた。コカ・コーラウエストで次期マネ
ジャー候補たちが自社についてディスカッションをすると、地域限定のしがらみよ
りも、ザーとの関係で商品開発できないことへのストレスを訴える声が多かった。
そこでコカ・コーラウエストグループは商品開発という場をキューサイに作った。
2011年キューサイの従業員がコカ・コーラウエストのマネジャー養成セミナーに
参加したが、極めて明るかった。ファンドがガバナンスを持っている状況から、コ
カ・コーラウエストグループ（社長以下すべての人がサラリーマン）の一員となっ
た。皆が働く仲間である。しかもコカ・コーラウエストグループが商品開発部門を
強く求めていたことを知り、自分たちがこのグループに入った意味を自覚する。彼
らはコカ・コーラウエストグループのミッションに強く合意し（コカ･コーラウエストの
従業員より強い）、これこそが自分たちのやるべきこと、やりたいことだとグルー
プディスカッションで明るく語っていた。



高砂は2012年ジャスダック上場の丸誠を買収した。丸誠は大型ビル、病院、ホ
テルなどを中心とした建物設備の保守、点検、清掃などのサービスを行う会社で
あり、買収後自社のサービス会社と合併させた。
このねらいはバリューチェーンであり、顧客（設備の最終利用者）への価値提
供の充実である。高砂から見れば丸誠の従業員と一緒に働くことでシナジーが
生まれることである。決して乗っ取りでも、ましてや天下り先を見つけたのでもな
い。高砂に丸誠という会社、従業員へのリスペクトが生まれればこのM&Aは成
功する。
ハウス食品は2006年に武田薬品の子会社である武田食品工業を買収した。

2013年にはホールディングスを設立し、ハウス食品とハウスウェルネスフーズ
（健康食品）の2事業会社制とした。健康食品のプロといえる武田の従業員とウ
コンの力を作ったハウスの従業員を1つの会社で協働させ、そのシナジーを高め
ようとしている。
マネジメント3.0におけるM&Aはシナジーを生むためのものであり、それぞれ互
いが互いの能力をリスペクトすることが成功条件である。

＊1 Mergers（合併）＆Acquisitions（買収）の略。他社の株を買うことでそのガバナンスを得ること。
＊2 経営者が合意の上買収されること。
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デンソーの誕生

次のテーマは現場と人材育成である。ここではデンソーのケースワークを行なう。

1949年トヨタ自動車の電装部品工場が分離独立し、資本金1500万円で日本電
装株式会社が誕生した。1951年には早くも名古屋証券取引所に上場し、1953年
には東京、大阪の両証券取引所にも上場した。約4500億円の資金を証券市場よ
り調達し、刈谷、安城、西尾などに次々と工場を設立した。デンソーの株はトヨタ
自動車および豊田自動織機で30％を保有しており、トヨタグループ企業といえる。
しかしその部品供給はトヨタグループを越え、世界中の自動車メーカーをその顧
客としている。

1953年に当時世界最高峰であったドイツのロバートボッシュ社と電装品に関す
る技術提携契約を結ぶ。1961年には品質管理のノーベル賞ともいえるデミング賞
を受賞し、その品質の高さを証明した。

1971年にアメリカ・ロスアンゼルス、1972年にはタイ、オーストラリア、カナダ、
1973年にはオランダに進出しており、まさに世界の部品工場とよばれるようにな
る。そして1996年に社名をデンソーと変えた。
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事業内容は、自動車部品としてパワトレイン機器（エンジン関連）、電気機器、電
子機器、熱機器、ITS（Intelligent Transport System：カーナビ、ETCなど）、小型
モーターなどを取り扱い、その他グループ会社のデンソーウェーブが産業機器
（バーコードリーダー、ICカードリーダー、ロボット）を扱っている。そして世界のトッ
プシェアを占める部品は点火コイルなど数多く、デンソーの電子部品を使わない自
動車メーカーは皆無といえる。
現在、連結売上高4兆円、従業員14万人を超える巨大部品メーカーである。
デンソーの最大の特徴は、その品質と生産管理で世界に誇るトヨタ自動車の部
品工場ということである。本来部品工場は製品組立工場の下請または協力工場
的な立場でグループを作り、クローズドな関係をとる。しかしデンソーはこのトヨタ
の関連工場が世界の自動車メーカーにオープンになったものである。創業後まも
なく上場し、トヨタからの脱却を図ったことにその戦略ベクトルがうかがえる。



デンソーのリストラ

デンソーは1990年代後半に激動の時代を迎える。デンソーのビジネスモデル
はコピーされ、1997年にはフォードからビステオン、1999年にはGMからデルフィ
という形で巨大自動車メーカーから部品工場が独立し、世界へ供給する部品メー
カーとなっていく。さらには1990年代後半にはドイツのダイムラーとアメリカのクラ
イスラーの合併、日産とフランス・ルノーの提携に見られるように世界の自動車業
界が再編される。この再編の最大の目的はトヨタに対抗すべく、部品調達の合理
化であり、インターネット時代に最も安い部品をグローバルにシステマチックに買
おうという「世界最適調達」という動きであった。そしてトヨタもこの波の中で、系列
を越えた部品調達を始める。これによって自動車部品業界は戦国時代を迎える。
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この戦争の中でデンソーは自動車部品メーカー世界チャンピオンの座から落ち
てしまう。

1996年、石丸典生社長（東京大学工学部卒業、工学博士）は、リストラの担い手
として名古屋大学経済学部卒業で経理畑を歩んできた岡部弘を次期社長に指名
する。日立の川村タイプといえる。岡部は自らがいた本社部門を徹底的に合理化
し、2005年までに4000名の人員削減、10の部門の分社化を行うと発表した。その
うえで製品別に細かく分かれていた事業部を4つのSBU（エアコン、エンジン、電機、
電子）にまとめスリム化した。これで中間管理職を思い切って削減し、かつ本社も
SBUの経営にタッチせず、完全な権限委譲を行う。そしてリストラの成果が見えて
きた2003年には社長を退き会長となり、深谷紘一を社長に指名する。深谷は東京
工業大学機械工学科を卒業し、生産現場を歩んできたバリバリのデンソーエンジ
ニアである。リストラ後に生まれる社長の典型的パターンである。そして2007年、
岡部は株主に約束したリストラ目標を達成し、デンソーを去っていく。



技能学校をなぜ残したのか

この岡部がリストラで一切触れなかった所がある。それが製造現場である。そし
てその象徴がデンソー工業学園という技能学校である。デンソーは1954年という
創業まもない時期に技能者養成所を設置し、1970年にはこれを日本電装学園と
いう専門学校に、さらに1987年に現在のスタイルへと改組している。ここには中
学卒業後の高校としての工業高校課程、専門学校としての高等専門課程、そして
短大課程という3つのコースがある。通常の学校とは異なり、入学するにはデン
ソーの採用試験を受け、従業員となる。そのうえで社会人としての待遇（給与、賞
与、福利厚生）を受けながらも仕事を免除され、訓練生として学習に専念する。
デンソーは技能五輪にも力を入れている。技能五輪全国大会は、青年技能者
の技能レベルの日本一を競う技能競技大会である。その目的は「次代を担う青年
技能者に努力目標を与えるとともに、大会開催地域の若年者に優れた技能を身
近にふれる機会を提供するなど、技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重
機運の醸成を図ること」としている。
技能五輪には国際大会もあり、2年に1度開催されている。技能五輪全国大会
はこの国際大会の選考も兼ねている。デンソーはこれまで国際大会での金メダル
も数多く取得し、国内大会では常に全メーカーでトップの成績を誇る。
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このケースワークでは、この学校での実際の教育シーンをビデオで見せている。
このシーンでの講師は現役の技能工（22歳）であり、中学卒業後デンソーに入社
し、この技能学校で学び、国際大会で金メダリストとなった人である。教わる訓練
生も次大会の金メダル取得を目指している。
ここでケースは終わる。ディスカッションテーマは「デンソーはなぜ技能学校を残
したか」である。技能者を育てるならライバル社同様OJT＊で十分である。この学
校というOff-JT＊では講師、生徒の人件費をかけ、学校で作った製品はすべて捨
てており膨大なコストである。利益を求めて従業員リストラさえも進めているのに、
なぜこの学校を捨てないのかという疑問である。
逆に教育コストを落とすために誰にでもできる仕事とし、派遣などのテンポラリー
スタッフ（期限付きで働く）を多用し、さらには製造を人件費の安い中国、東南アジ
アへ移していくのが当時のメーカーの基本戦略であり、そのうえで部品などの下
請けメーカーは「親工場について中国へ」というのが時代のその時代のトレンドで
あった。デンソーも嵐の中にあり、経営としては価格競争力を高めるために「この
学校を切る」というのがむしろノーマルな選択肢といえる。

＊ OJTとはOn the Job Trainingの略で、仕事をやらせながら教育していくこと。一方、仕事を止めて教育することをOff-JTという。



人材育成の目的

受講者の意見は「技能力の向上のため」「デンソーDNAの伝承のため」といった
ものだが、私が「それならOJTでもできる」と言うと考え込んでしまう。
このケースでマネジメント3.0として学ぶべきことは2つである。
1つは人材育成についてである。これには2つのテーマがある。1つは「何のため
に人材育成をやるのか」である。もしデンソーがコストダウン、利益などの業績を上
げるためなら、もちろん学校などいらない。どう考えても人材育成よりも業績を上げ
るもっと良い手段がある。マネジメント2.0なら先ほど述べた当時の日本メーカーの
トレンドのように誰でもできるような仕事にすべく単純化、標準化を図ればよい。そ
れが技術である。技“術”はシステムであり、同じものをインプットすれば誰がやっ
ても同じものがアウトプットされる仕組を目指す。しかもデンソーは部品メーカーと
いう「より強く標準化が求められる苦しいビジネスモデル」である。技“能”とは個人
の能力である。しかしデンソーに金メダルをとった人がたくさんいても、その人たち
がすべての部品を作るわけではない。製品メーカーや部品メーカーの仕事は高級
レストランのようにカリスマシェフが作るのではなく、ファミリーレストランのようにそ
の会社のシステム（技術）で誰が作っても同じものを作れるようにしなくてはならな
い。金メダリストが作った部品を自慢しても仕方ない。
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では「人材育成は何のためか」であるが、それは企業目的というミッションである。
デンソーは技能を育てる会社であり、それが社会での存在価値である。製造とい
う仕事をやりたい人が集まり、製造という仕事にプライドを持ち、高い製造能力を
持った人を育てる場である。
高砂のミッションには「人材育成と人間尊重を基本として人の和と品性を高揚す
る」とある。ここでは人材育成の目的を「人の和と品性を高揚する」と定義している。
業績向上ではない。その目的に応じて人材育成の手段は選ばれる。
前述のようにアズビルの曽禰は社長就任後「学習する企業体」を訴えている。そ
して経営塾、リーダー塾という人材育成も決して業績向上ではなく、戦略実現の
ツールと位置づけている。



「教える」という仕事

人材育成のもう1つのテーマは、教育には教わる方だけでなく、「教える方もいる」
ということである。このケースでビデオを使う理由はそこにある。講師である22歳の
若き金メダリストはこのビデオの中でこう発言している。
「私も先輩から色々なことを教わってきた。そして自分の年になると教わったもの
に自分なりのものを加えて後輩に伝えていかなくてはならない」

22歳で「この年になると」である。見方を変えれば22歳で金メダルという技能の頂
点に立った彼は、これから先一体何を目指して仕事をすればよいのだろうか。ここ
でデンソーという組織は彼に「人に教える」という仕事をチャンスとして与える。「人
に教える」というのはある分野でプロフェッショナルとなった人にとって「究極の仕
事」である。プロのスポーツマンが引退すると、必ずやりたがるのが次のアスリート
の育成である。
塾の受講者たちは、22歳の彼の顔が自分たちの部下、後輩よりもハツラツとして
いることに感動する。



受講者はこの2つのことから教育の本質を知る。教えることは先輩にとって本来
の仕事であり、生きがいということである。そして自社の教育についてディスカッ
ションし「現場の教育」がいつの間にかなくなっていることに気づく。OJTのコーチ
を決めてもなかなかやろうとせず、若者が育たない。原因はコーチではなくその
上司にある。上司のマネジャーは今の業績に追われ、教育という最大のマネジメ
ントができなくなっている。だからマネジャーの口ぐせは「忙しくてOJTなんてやっ
てられない。中途で即戦力を採用してほしい」である。こうやってその場をしのい
でいる。ここで受講者たちはOJTのコーチに着目し、彼らにそれが仕事だというこ
とをはっきりと伝えるようにする。
そこまで考えればやるべきことはそれほど難しくない。コーチのOJTという仕事
を目標管理＊に入れ、人事評価することである。OJTを後輩のためにきちんとやっ
ている人、やらせているマネジャーを評価し、彼らをバックアップしていく。
さらには現場の教育をサポートするためにコカ・コーラウエストは前述したように

W’ing Collegeを、アズビルはアズビル・アカデミーを、高砂は高砂テクニカルア
カデミーという現場学校を作っている。

＊ MBO（Management By Objectivesの略）の訳。自らの目標を自らで立て、上司とともに組織の目標と調整していくシステム。ほと
んどの日本の大企業でこれを取り入れている。

目次
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職場に光を

デンソーのケースにおいて、マネジメント3.0としてもう1つ学ぶものがある。それが
上の最後に出たキーワード「現場」である。
経営塾、リーダー塾で、誰が自分の会社を支えているかを話し合えば、答えはい
つも決まっている。いわゆる現場である。株主でも、経営者でも、経営戦略でも、マ
ネジャーでもなく、現場で働く若者たちであり、その能力である。そしてこの人たちの
仕事から自分たちの給料が生まれている。野球で言えば選手であり、監督、コーチ
が野球をやっているわけではない。
現場で製造に従事する技能工がデンソーを支えているのであり、管理職や経営
者はその人たちに食わせてもらっている。高砂でいえばゼネコンと一緒に現場で汗
水流して工事をしている若者であり、コカ・コーラウエストであれば真夏の暑い中に
飲料を運ぶ人であり、日揮、千代田であれば危険な地域であっても現場プロジェク
トを遂行していく人である。
こうしてこれまで日陰の存在であった現場がスポットライトを浴びていく。そして仕
事をしてあたりまえ、さらには「もっと早く、もっと安く」と厳しい働く環境を作ってきて
しまったことを反省し、「現場」をどうやって守っていくかを考えるようになる。アズビ
ルのグループ理念「人を中心とした･･･」であり、「現場で価値を創ります」である。
経営としてやるべきことは業績を上げることでも、株価を上げることでも、ライバル
に勝つことでもなく、ハッピーな現場を作ることである。そしてその苦しい現場を理解
したリーダー、経営者を創っていくことである。それがマネジメント3.0である。



インテグリティのサンフレッセ

2012年から私が付き合っている企業にサンフレッセがある。この企業を紹介しよ
う。
戦後間もない1948年、富澤幹太郎は埼玉県川口に太陽堂製パン所を設立した。
その後、横浜にもパン工場を設立し、川口では米飯給食も手がける。そして1978

年には後に当社の主力事業となる冷凍生地事業へ進出する。
1986年、富澤社長は会長に退き、長男三継が社長へ就任する。富澤三継も団
塊の世代であり、彼のバイタリティで太陽堂はさまざまな変革を遂げていく。マー
ケティングとしては冷凍生地事業の拡大で躍進を遂げ、1997年埼玉県伊奈へ新
工場、新本社を作り、社名をサンフレッセと変えた。
その後AIB（米国パン研究所）の工場監査を受け、2008年には「EXCELLENT」、

2010年には最高ランクの「SUPERIOR」を取得する。そしてこの品質管理力を武
器に取引先を広げていく。2012年には大阪営業所を開設し、さらにはアダマ、ワ
イズファクトリーという食品メーカーを買収し、さらなる拡大を果たしていく。

2012年、富澤社長は長男慎太郎へ数年後に政権移譲すべく、彼を支える次世
代リーダーの養成を考える。私にそのセミナーの引合が来た。富澤社長に会った
私の第一印象はインテグリティの高さである。私は「この社長ならきっと理解してく
れる」と思い、課長などの管理職に対し、これまでやってきた経営塾のエッセンス
部分を提供することを提案した。



富澤は「これまで現場のパン製造などに関する教育はやってきた。ただ大企業と
違ってマネジメント教育は全くやっていない。彼らはついて行けるだろうか？」と心
配していた。私は「大企業といったって、皆現場の仕事しか知らない人が管理職、
経営者になっているのです。心配はいりません」と答えた。
セミナー実施前に当社の工場見学をさせてもらったが、2つのことに感動した。1

つは説明してくれたマネジャーの現場へのプライドである。自分たちが作ってきた
現場を誇らしげに見せる姿に感動した。2つ目はそこで働いている人たちの生き生
きとした顔である。前述のデンソーの22歳の若者と重なって見えた。
そして本書に書いてきたケースワークを中心としたセミナーを実施した。1回目の
受講者は23人であった。私は彼らの学習に対する真摯な姿勢、変革への高い意
欲、そしてポテンシャル能力の高さに驚いた。そして受講者は一様に「会社を支え
るリーダーはこういうことを勉強すればよかったのか」と喜び、かつケースワーク、
ディスカッションを通して「若き力によるサンフレッセの変革」に共感していく。
私がこのことを報告書で富澤社長に伝えた時の満足そうな笑顔が忘れられない。
この笑顔がまさに従業員への愛であり、彼らの能力の高さに対するプライドである。
その後、管理職の下の層にも同タイプのセミナーを実施したが、状況は同じだった。
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2015年、経営塾のコンテンツを一通り学習した彼らは、さらなる教育を求めてき
た。「もっと勉強して、もっとサンフレッセの明日について話したい」というものである。
しかし売上は急拡大しており、2014年には製造ラインの追加もして、夜も「大忙し」
の状態であった。経営会議へ出されたセミナー提案については、ボードメンバーの
中から「忙しい時なんだから今年はやめたらどうか」という意見も出た。しかし富澤
社長は「『企業は人なり』。ここまでサンフレッセが伸びてきたのは従業員の力であ
る。今騒がれている企業間格差とは人の格差である。今のサンフレッセにとっては、
世代交代を目指したキーマンの教育、養成によるさらなる能力向上が最重要課題
である」としてセミナー実施を決定した。
経営から見た人材育成とは「従業員がまだまだ伸びる」という期待感であり、「従
業員自身も能力向上を願っているのだから、それに応えるべきだ」という愛である。
私が最寄り駅からサンフレッセまで若き従業員に車で送ってもらった時のことであ
る。私は彼に「会社はどうなの？」と聞いた。彼は「働きやすい、いい会社です。入っ
てよかったと思います」と即答した。私は「サンフレッセは一流企業だな」と思った。
社長の愛がまじめに学ぶ現場を作り、これが会社を自然な形で“一流”にする。
「一流」の評価基準は企業の大きさではなく、その能力であり、インテグリティである。
そしてサンフレッセという会社を大きくしてきたメンバーが去った後、教育を受け明
日を夢見た若者たちが社長の高いインテグリティを引き継ぎ、自分たちの高い能力
を生かす仕事を見つけるべく、変革を進めていくと思う。





銀行のネットワーク化

最後のテーマはITであり、みずほ銀行のシステム統合をケースとして使う。そし
てこれを通して変革そのものについて考える。

銀行が扱うものはカネよりも情報の方が多く、情報処理会社ともいえる。豊富な
資金を抱える銀行がITの新しい使い方を見つけ、コンピュータメーカーをはじめと
するIT業界にそれを実現するための資金を提供するという形で、銀行がリーダー
シップをとって日本のITモデルを築き上げてきた。ただコンピュータ導入が早かっ
た故に、過去の遺産を引きずってしまうことになる。
銀行のIT化は各銀行が競争するのではなく、大蔵省（現在の財務省）の指導の
下、いわゆる護送船団方式というスタイルで、各行横並びで、まさに調和をとって
段階的に進められた。
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1960年代初頭、すべての都市銀行と一部の地方銀行へ他業種に先駆けてコン
ピュータが導入された。これをスタートとして銀行はコンピュータのネットワーク化を
進めていく。1960年代後半になると、銀行は日本初のオンラインシステム（銀行の
本部と営業店のネットワーク化。当時はオンラインシステムとよばれた）を導入する。
これは後に第1次オンラインシステムとよばれた。1970年代に入ると第2次オンラ
インシステムとして銀行間のネットワーク化が始まり、あわせてATMが導入されて
いく。
1980年代後半のインターネットなき時代に、企業、家庭といった顧客とのネット
ワーク化にチャレンジする。これが第3次オンラインシステムであり、各行が何と
1000億円単位のIT投資を進めていった。



銀行の統合

1999年12月、第一勧業銀行（第一勧銀）、富士銀行（富士銀）、日本興業銀行
（興銀）は、みずほフィナンシャルグループとして経営統合することを正式発表した。
具体的には2002年4月1日をもって、グループ内の3銀行をみずほ銀行（個人、一
般法人を担当するリテール銀行）とみずほコーポレート銀行（大企業、金融法人な
どを担当するホールセール銀行）に統合・再編することである。

1999年8月には経営統合がほぼ内定し、情報システム統合を進めるためのプロ
ジェクトが作られた。このプロジェクトには各行の情報システム担当、情報システム
子会社（各行とも情報システム部門を子会社としていた）、コンピュータメーカーな
ど多岐にわたるメンバーが集められた。本プロジェクトの第一テーマは1999年12

月に行われる正式発表に向け、システム統合の基本的方針を決めることであった。
プロジェクトにおける最大の難題は、ATMというインタフェースを抱えるみずほ銀
行のシステム統合であった。これについては口座管理を行う「勘定系」とATMを中
心とする店舗用のシステムである「営業店系」の2つに分けて検討されることとなっ
た。
勘定系については第一勧銀か富士銀のどちらかのシステムに一本化すべく検討
が進められた。一般的には第一勧銀（これまで合併をくり返してきた）に比較して、
合併による劣化の少ない富士銀のシステムの方がやや品質が上と見られていた。
この検討を両行に中立なコンサルティング会社に委託したが、結果は「両行のシス
テムともほとんど同じ」というものであった。これを受け両行が話し合い、第一勧銀
に片寄せ（富士銀、興銀はこれに合わせる）することになった。



営業店系の検討はさらに混乱していく。営業店系は勘定系という目に見えない部
分とは異なり、顧客と直接のインタフェースである。そのため3行とその子会社が
工夫をこらしていた分野であり、何とか自システムを維持したいところであった。ま
た営業店には膨大な数のATMなどの端末が必要であり、これを納入する沖電気、
日立、富士通にとっても何とかせめて現状維持をキープしたい分野であった。
プロジェクトは混乱し、結局1999年12月の統合正式発表までには結論が出な
かった。
この後、もめながらも何とか決着し、勘定系は第一勧銀（富士通のメインフレー
ム）に片寄せ、営業店系は富士銀（沖電気のATM）、但しこれらをつなぐシステム
はIBMのメインフレームとする。そのうえでみずほコーポレート銀行は興銀（日立の
メインフレーム）という形で結着を見る。つまり3行および富士通、沖電気、IBM、日
立の4社の痛み分けという形をとった。
しかしみずほ銀行のシステム統合はこの後ダッチロールしていく。プロジェクトが
システム統合方針をもとにその費用を見積もったところ、1000～1500億円という
かなり幅のあるものであった。日本一の巨大プロジェクトといわれた第3次オンライ
ンの開発費用が1行あたり約1000億円のことを考えると、統合するだけでこの金
額は巨大すぎる。
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見積金額の報告を受けた経営サイドがその方針の続行を決めかねているうち
に、プロジェクトは検討が進むにつれ何度もその見積金額を変え、遂には2倍の
3000億円を超える所まで来てしまった。
この時点になってやっと経営サイドからのストップがかかり、みずほ銀行のシス
テム統合方針は白紙に戻る。しかし2002年4月1日にはみずほ銀行が誕生するこ
とは既定の事実でありくつがえせない。プロジェクトはこのままでは2002年4月の
リリース（システム運用開始）は難しくなると何度も経営サイドに訴えるがそれが伝
わらない。みずほ銀行はまだ誕生しておらず、誰がどのようにして意思決定する
のかがはっきりしていない。また経営サイドにシステム統合方針を理解できる「コ
ンピュータを知っている人」がいないことも事実であった。
そこでプロジェクトは何とか2002年4月のリリースを迎えるため、苦肉の策として
次のような形で2002年4月～2003年3月までの最初の1年間だけを乗り切り、そ
のうえで再度システム統合を考えることにした。
それは富士銀のシステムを銀行間ネットワークからはずし、そのまま第一勧銀
の後に置いて、この2つをリレーコンピュータ（富士通製）という中継機でつなぐも
のであった。要するに1年間は現行のシステムは何もさわらず、リレーコンピュー
タでつなぐというものである。
結局みずほ銀行はここまでの仮のシステム統合だけで、何と2000億円の費用が
かかってしまった。そしてみずほ銀行誕生の2002年4月1日という運命の日を迎え
る。



歴史的なシステムダウン

2002年4月1日開店と同時に、旧富士銀のキャッシュカードが他行のATM（旧第
一勧銀も含めて）で使用できなくなり、旧富士銀のATMでは他行（旧第一勧銀も含
めて）のキャッシュカードが使用できなくなった。つまり旧富士銀のシステムだけ他
行（直接接続されるはずだった第一勧銀のシステムとも）との接続が不能となった。
さらに預金残高エラー（残高が合わない）、振り込み拒否と信じられないような事
故が立て続けに露呈し、システムはあえなくダウンした。
4日後の4月5日の金曜日になって、4月1日付けの公共料金の口座振替の遅れが
約250万件、二重引き落としが約3万件発生し、二重引き落としは何とか5日中に
処理するが、遅れた引き落としの処理はあと1週間はかかることをマスコミに発表
した。
記者会見でのマスコミの質問に対し、みずほの新経営陣は「準備不足であった」と
釈明した。当時の柳沢金融担当大臣にはみずほ側から「リレーコンピュータに予
想以上の負荷がかかり、システムがこれを処理しきれずダウンした」と報告された。
柳沢大臣も所轄の銀行の事故であり、また報告内容も専門的でよく理解できず
「予想以上の負荷というが、そういうことで済むかどうか。仕方がないとは言いがた
い」と歯切れの悪いコメントをした。
しかし2002年4月1日のデータ量は十分予想できるものであった。またリレーコン
ピュータのどこにどういう問題があったのかは発表されていない。
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いずれにしてもシステムダウン、振込みの遅れはまだしも「残高が合わない」とい
う現象は第1次オンラインシステム以降、前代未聞のトラブルであり、銀行の「信
用」という屋台骨をゆるがすものであった。
その後マスコミはこぞってみずほのトラブル前後の対応を追及していく。「テスト不
足だ」「テスト段階でわかっていたはずだ」「システム統合のコンセプトがおかしい」
「3行の縄張り根性がその原因だ」･･･
しかしその声もいつの日か消えていった。
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なぜダウンしたか

ケースは一旦ここで終わる。ディスカッションテーマは「みずほのシステム統合の
進め方はどこに問題があったのか、どうすればよかったのか」と「みずほはこれか
らどうすべきか」である。
どの企業でやっても受講者の意見はほとんど同じである。問題点は「テスト不足、
時間不足」であり、その原因は「経営の意思決定の遅さ、主体性のなさ」である。し
たがって、「これからどうするか」は「経営が責任をもって意思決定し、テストをしっ
かりやる」である。
しかしこのケースは2002年で止めており、当然続きがある。



再度のシステムダウン

トラブルシューティングも落ち着いた2002年7月、みずほは再検討プロジェクトを
発足し、これまでの方針を見直すことになった。プロジェクト発足後すぐに勘定系を
どちらかに完全に一本化することを決定する。以前はあれほどもめた勘定系にお
けるコンピュータメーカーの商戦も、カットオーバーのトラブルで一変した。「もし万
が一、もう一度ダウンしたら…」と考えてしまい、ハードウェアが欲しいのはやまや
まだが、システム全体の責任者となって稼働責任を負うことは避けたいというのが
各メーカーの本音であった。
ここで手を挙げたのが富士通である。富士通はみずほを逃すと、都市銀行の勘
定系システムからほとんど撤退に近い状態となり、地方銀行、信託銀行、証券など
の金融機関の巨大マーケットを考えると苦しい。そこで火中の栗を拾う形で、富士
通が社運をかけた統合のためのプロジェクトを組む。無論自社の第一勧銀システ
ムへの片寄せである。

2003年1月、「片寄せすること」および「システム統合期限を2004年12月中とする
こと」がみずほの経営会議での了承を得た。
しかし富士通の統合プロジェクトでは旧第一勧銀システムへ旧富士銀系のATM

などの営業店端末を接続するだけなので、特に開発すべきものもなく、ただひたす
らテストをくり返すだけである。



1年もたたないうちに移行準備は整ったが、経営陣の指示は「慎重に、ノートラブ
ルで」であり、2004年7月から8回に分けて、徐々にATMを接続していった。そして
その8回の統合作業の度に、すべてのシステムを全面停止するといった、慎重な、
そして極めてイレギュラーな形での統合作業であった。

2004年12月17日金曜日から12月20日月曜日の早朝にかけて実施した最後の
ATM接続によって統合は完了した。実に足かけ6年、トータルとしては4000億円の
巨大投資となってしまった。
つまり受講者のディスカッションの結果どおり、経営者が責任をもって意思決定し、
驚くほど慎重にテストをした。
しかしシステムダウンは再度起きる。
2011年3月15日みずほ銀行に大規模なシステム障害が発生した。西堀みずほ銀
行頭取には15日早朝に一報が入った。
「大変です。この夜間にバッチ処理（まとめて処理すること）すべき38万件、4900

億円もの振込作業が現時点で出来ていません。原因は東日本大震災の義捐金の
振り込みが殺到したからだと思われます」



しかしここで営業店系のシステムを止めることもできず、3月15日の朝はそのま
ま走らせ、並行して夜間バッチ系のシステム回復を目指すこととした。しかしバッチ
系の未処理はますます膨らみ、この影響を受けてコンピュータがパンクし、17日午
前9時全ATMが停止した。週末の18日金曜日になっても復旧せず、このまま停止
となってしまい、19日～21日の3連休も完全休止とした。3月22日になってやっと
ATMは稼働し、22日中にバッチ処理も終了した。
これを受け、みずほ銀行西堀頭取は4月1日に就任する予定だった全国銀行協
会会長という銀行マンとしての最後の花道を辞退した。
翌月、みずほ銀行の西堀頭取、システム担当役員は引責辞任する。あわせてみ
ずほ銀行をみずほコーポレート銀行に吸収合併させることを発表した（社名はみ
ずほ銀行に変更）。
みずほのピンチはまだ続く。2012年から始まった金融庁検査で、みずほの実質
的な子会社であるオリコの暴力団融資が発覚し、行政処分を受けることとなった。
まさに171ページで述べた「悪い時には悪いことが重なる」である。
一方、システムについてはダウン直後の2011年5月、「みずほ銀行、みずほコー
ポレート銀行、みずほ信託銀行のシステムを共通化し、2016年春には新みずほ
銀行（旧みずほ銀行＋旧みずほコーポレート銀行）のシステムを統合する」と発表
した。
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2011年からの統合作業には富士通のみならず日立、日本IBM、NTTデータの大
手ITベンダー4社が参加したが大苦戦となる。統合費用は2500～3000億円と予測
していたが、作業量は増加し、費用が2倍に増える見込みになった。
そして2014年2月みずほはやっと決断する。システム統合というやり方をとらず、
システムをゼロベースで全面刷新することである。



すべて捨てる

読者の方はもうわかったと思う。このケースで学習すべきことは「情報システムを
すべて捨てる」という決断である。改訂をくり返せば劣化するだけである。企業にお
ける一般の設備投資では耐用年数を決め、更新していくのが当然である。家だっ
てそうである。家をきちんと設計して建て、家族が増えたり、生活様式が変わるた
びに改築していたら、使い勝手は悪くなり、カネはかかり、地震などのアクシデント
に弱くなってしまう。一旦全部捨てて建て直すべきである。
ではなぜ情報システムは改築を繰り返していくのだろう。それは205ページで述
べたコンピュータメーカーの戦略（囲い込み）に依存している。最初にコンピュータ
をダンピングしてでも導入してもらい、ここにさまざまなソフトウェアを乗せて重たく
なってくるとバージョンアップし、かつこれまでのソフトウェアがそのまま動かすよう
にしていく。こうしていくと巨大な情報システムが出来あがっていくのがわかると思
う。この巨大なそして難解なシステムを作るにはプロを必要とし、さらには動かすに
もプロが必要となり、コストは雪だるまのように膨らんでいく。コンピュータ利用者か
らは不満が出るが、これを守ることが命題の情報システム部門、カネを受ける側
のコンピュータメーカーは聞く耳を持たない。
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みずほの勘定系は何と1960年代に作ったものであり、その後50年に渡ってさま
ざまな機能を追加してきた。最初に根幹部分を作った人はもうこの世にいない。当
初設計がどうだったかを誰も知らないまま、次々とネットワーク化していく。
経営者は若い時代にITの教育を受けておらず、その知識がない。そのため巨大
化、ブラックボックス化した情報システムに対して何も言うことができない。情報シ
ステム部長は入社以来情報システムを担当しているため、盟友ともいえるコン
ピュータメーカーの言うがままである。利用者側が「何とかしよう」と言えば「システ
ムダウンしてもいいのか」とみずほのシステムダウンの例を出す。



情報システムのテーマはコストダウン

マネジメント3.0の変革では「すべての企業が今の情報システムについて賞味期
限を設け（つまり捨てる時期を決める）、それまでに新システムを準備する。情報
システム部門はシステム維持部隊とシステム変革部隊に分け、システム変革部隊
は新しいITベンダーを選び、そことアライアンスしていく。そしてその新システムの
賞味期限も開発時に設定しておく」が結論である。
これによって驚くほどのコストダウンができる。ある会社（残念ながら実名は出せ
ない）の経営塾でみずほのケースをやり、自社の情報システムについてのディス
カッションをした。この会社は売上高1500億円／年、付加価値（売上総利益）750

億円であった。そして前年にITの大規模投資を行なっており、ハードウェアリース
料が7億円／年、ソフトウェア減価償却費12億円／年（年間あたりのソフトウェア
費用）その他の維持運用費3億円／年という状態であった。



この年は増収減益であり、コストダウンがテーマとなっていた。そこでIT分配率
（年間IT投資額／付加価値額）を計算すると約3％であった。ほぼ売上が同じ同業
他社を調べてみると何と1％台であった。ここが経営塾のメンバーが遂に見つけた
コストダウンの宝庫である。しかし経営塾の受講者の1人である情報システム部長
がこれに抵抗し、情報システムコストの妥当性と新システム移行のリスクを熱弁し
た。これに対し他の経営塾メンバー（次期ボードメンバー）からの意見は「こっちは
現場で今1円単位のコストダウンをやっているのに、億単位のカネをジャブジャブ
使っているのは…」というものであった。
当社はコンピュータメーカーA社に発注しているが、このITベンダーに「囲い込ま
れている」（マーケティングでこれをすでに学習していた）という結論であり、経営塾
でリプレースを提案し、経営者もこれを決断した。そして複数のITベンダーに提案
を求め、「B社がERP＊パッケージを活用して新規システムを開発する」という形で
決着した。決断するまでに1年、移行に3年かかったが、年間ITコストは1／3（IT分
配率は1％台）となり、年間数億円のコストカットができた。
このITベンダーのリプレースによるコストダウンはさまざまな企業で見られる。経
営塾では、この後りそな銀行のケースを取り上げる。
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2003年3月大和銀行とあさひ銀行（協和銀行と埼玉銀行が合併）が合併してりそ
な銀行が誕生した。勘定系のシステムは大和銀行、あさひ銀行ともIBMがこれを
担当していた。合併前の2001年時点では大和銀行のシステム（IBMに運用を含め
てアウトソーシング）へ片寄せする予定であった。しかし2003年に入ってりそなの
経営が悪化し、国有化が決定的となり、システム統合プロジェクトが頓挫する。ここ
でりそなはシステム統合コンサルティングを受け、逆にあさひ銀行への片寄せを提
案される。しかし国有化後にJR東日本からりそなホールディングスの会長として乗
り込んできた細谷英二は、みずほと同じ「片寄せ」という「その場しのぎの案」をくつ
がえし、ゼロベースで検討するよう指示する。そして2004年1月になって、IBMから
リプレースしてNTTデータへ運用を含めてすべてアウトソーシングすると発表した。
従来のすべての銀行の勘定系システムは富士通、IBM、日立、NECが担当してき
たが、初めて4社以外のITベンダーが食い込んだことになる。
もっと衝撃的だったのはその金額である。システム統合、運用を含め7年契約で
トータル2000億円という破格の金額である。過去の銀行の勘定系システムの費用
と比べると数分の1という安さである。みずほが統合だけで4000億円かかったのと
は雲泥の差である。そしてみずほとは異なり、トラブルなく動き、勘定系以外のシス
テム移行も成功している。

＊ Enterprise Resource Planningパッケージの略。企業の根幹となる情報システムをパッケージングして販売するもの。
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エピローグ

みずほのケースが教えてくれているのは、これまで本書で述べてきたマネジメン
ト3.0における変革の本質である。それはすべてゼロベースで考えることである。
現状の問題点を検討して、それをその場しのぎで改善していけばどうなってしまう
かである。
変革は改善ではなく、すべての既成概念を捨て、ゼロベースで未来の姿を作り、
そこにアプローチしていく努力である。そして創った未来の姿が創業当時のもので
あることもまずらしくない。
そのきっかけは変革を志向する新しいトップと彼が選ぶボードメンバーである。
その変革リーダーたる新トップを指名するのは自社の変革を期待して去っていく
現トップである。そして今、去っていくトップの多くは、団塊の世代という戦後日本
の高度成長を支え、バブル崩壊に苦しみ、そして最後に変革への突破口を開い
た人たちである。
マネジメント3.0は去っていく団塊の世代の遺言であり、日本の伝統であり、彼ら
が愛したマネジメント1.0のDNAである。
このマネジメント3.0こそが「その場しのぎ」からの脱却の手順書である。
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