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「2010 中小企業 IT 経営革新フォーラム」開催概要 
 

情報化部会 
日  時：平成２２年１１月１６日（火）１３：００～ １７：３０ 

  場  所：アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区九段北 4-2-25） ６F「阿蘇」 
内  容：【主催者挨拶】 NIC 会長  見学 信敬  

【来賓挨拶】 中小企業庁経営支援部 企画官 情野 久美子 氏 
【情報化優良企業表彰式】 
     審査経緯及び講評  選考委員 富士通㈱ 斎藤 靖 氏 
     最優秀賞表彰 
     優秀賞表彰 
     奨励賞表彰 
【講演】 

      全社的な「IT 活用の底上げ」で「強い会社」へ 
      ≪講師≫ 

リコージャパン株式会社 代表取締役会長  遠藤 紘一 氏 
     【講演】 
      「インターネットビジネスの最新動向と成功のポイント」 
       ～ネットとリアルの融合が生む新しいビジネスチャンス～ 
      ≪講師≫ 
       ㈱富士通総研 経済研究所 主任研究員  浜屋 敏 氏 
     【最優秀賞受賞企業事例発表】 
      「経営と IT 化戦略」 
       事例企業の IT 化について経営者からの発表 
       表彰企業を支援したセンターからの支援内容の報告 

【閉会挨拶】  NIC 理事長  藤井 敏夫 
    参加対象：都道府県等中小企業支援センター役職員、中小企業診断士、 

IT コーディネータ､中小企業経営者 当財団賛助会員等 

支援センター部会 

日  時：平成２２年１１月１７日（水）９：４５ ～ １１：４５ 
  場  所：アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区九段北 4-2-25） ７F「琴平」 

内  容：【主催者挨拶】 NIC 会長  見学 信敬  
【中小企業支援機関役職員表彰】 

NIC 会長表彰 
【講演】 
 中小企業の Web マーケティング 
≪講師≫ 

 ㈱スプラム    

 代表取締役  竹内 幸次 氏 
【閉会挨拶】  NIC 理事長  藤井 敏夫 

    参加対象：都道府県等中小企業支援センター情報部門の役職員 
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 皆様、こんにちは。只今ご紹介頂きましたリコージャパンの遠藤と申します。リコージ

ャパンというのは今年の 7月 1日に発足したばかりの会社で、それまでは全国にそれぞれ

都道府県を幾つかに纏めた、7 地区に分けた統括会社というのがありました。その前は都

道府県に 1個ずつ会社がありましたが、統合してきて、今年 7月にやっと 1つに纏めたと

いう事です。これも実は、IT やそれからお客様の色々な事業活動の広がりを見てという事

なのですが、その辺も後でお話の中で触れたいと思います。それから、日頃は弊社製品・

サービス等を色々ご愛顧頂いていると思います。本当にありがとうございます。では、今

日は時間があまり無いので、先へ進めさせて頂きたいと思います。 

 それでは、今日は上記の流れでお話を申したいと思います。ただ、一応こう分けてあり

ますけれども、このとおりではなく、途中で後の分を先に一緒に混ぜて話すとかいう事が

時々ございますので、その時は後のページをスキップさせて頂くという事で進めたいと思

います。 
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 まず、リコーグループというのはどういう展開をしているのかという事を簡単に触れて

おきませんと、色々お話をさせて頂く上で、多分、バックグラウンドが分かりにくいと思

いますので、少し触れさせて頂きます。 

 リコーはリコーグループ全体で社員が約11万人近くおりまして、海外の売り上げが50％

を超えています。このグローバルの地図で見て頂いても分かりますように、日本だけでは

なく、アメリカ、ヨーロッパ、中国、アジア・オセアニアに、それぞれ販売、生産会社、

一部はR&Dをするところもございます。売り上げは連結で2兆円を少し超したところです。 
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 事業概要ですが、ここの上段に記載しているものは、多分、普段、皆様の目に触れるこ

ともあるものですが、カメラは別として、下段に記載してあるものは、あまり目に触れら

れずに、実際使われていてもあまりご存じないと思います。これは、このような上段に記

載しているものを作るために必要だった色々な技術があり、その技術を 1つ 1つ抜き出し

て新たなお客様を探して、色々ビジネスを展開をしているという事です。後ほど述べます

けれども、日本の生産拠点のかなりの部分が中国等に移っていったわけですが、部品ユニ

ットを作る、あるいは消耗品を作るという事で、生産拠点が生き残っているという事です。

そして、消耗品を作る工場の中では、外に単独で消耗品を売っているのと同時に、いろい

ろな生産拠点の組み立て拠点で作っている製品に物を供給するという事も一緒にしている

という事です。そこでもいろいろ同期化をしなければいけないという事で、IT ネットワー

クが当然必要だという事でやってきております。 
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 それで、リコーは、もう何十年も前から、カスタマーサティスファクションという、日

本で CS という言葉があまり使われない時から、これを事業の基本に置いています。我々の

ビジネスの基軸を見ますと、昔は、個々の作業、プリントやコピーをする、それに何が書

いてあるかという事はあまり関係なく、何しろ綺麗なものを速く安くプリントするという

事をお手伝いするのがビジネスの中心でした。それから、後ほど述べますが、デジタル化

をして、だんだん原稿が電子的に作られるという事になり、OCR が発達してくると、読み

取る時に書いてある事が何であるかが分かるようになります。それは、実は、お客様の業

務ないしは業務の流れと言うものを自然に情報として機械は読み取ってしまっているとい

う事になるわけです。それを利用して、今度はお客様のワークフローを少しでも簡単に、

あるいはセキュリティも高く、それから、次の工程に自動的に仕事の流れ・進捗状況をお

教えするというような事までする事によって、お客様はドキュメントの流れを自分で管理

しようとしなくても非常に簡単に管理できるようになります。だんだんそういうお手伝い

もできるようになってくるという事です。 

 あるいは、例えば見積書を作ってお客様に出したとすると、よくある間違いで、前に出

した見積書と今度出す見積書が食い違っていて、お客さんから文句を言われ、不味かった

という事はよくある話だと思いますが、そういう事が起こらないように、ファイリングま

で一緒に自動的にしてしまうという事になります。そうなりますと、単なる機械だけでは

なくて、ソフトウェアが一緒に載っかって、サーバーとかネットワークに繋がっていると
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いう状況が必要になってきます。そして、ご自分でそういうシステムやネットワークを構

築できる方は良いのですが、なかなかそういうところまで行かないケースが多いという事

で、我々が、ソフトを作ったり、サーバーのメンテナンスをしたり、ネットワークのウォ

ッチングをしたりという事をするようになってきました。 

 実は、自分達もそういうふうに自分達の仕事を変えてきているわけです。その変えてき

た過程で、先程お話ししましたように、グローバル化がどんどん進んできており、その時

に得られた、日本の中だけではない、色々な事業展開のやり方も含めて、これを色々なお

客様に提供するという事まで、今、ビジネスの範囲として広がってきているという事です。

このようにだんだん広げる事によって、お客様にとってみると、一部のところのカスタマ

ーサティスファクションから、もう少し広がった、経営全体を見たサティスファクション

にだんだん変わっていくというふうに我々は狙って仕事を展開しているという事です。 
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 それで、皆様ご存じだと思いますが、経済産業省が平成 19 年にアンケートや実態調査を

実施して、日本の企業の IT の活用度合いというのを調べたものがあります。これはかなり

広く調べられていて、それ以降、このぐらいの規模で調べたものはありません。その中で

は、上記のようなステージで IT の活用度合いを説明しています。ただ少し使っているとい

う段階から、部門としてはかなりしっかり使っているという段階、それから、企業として

かなり使っていますという段階、その次に、今度は、企業と企業の間、あるいは産業の中

とか、そういう意味でだんだん IT 化の広がりが大きくなっています。 
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かなり大きな会社は、IT 部門も随分しっかりしていて、あるいは IT のための予算も出

せるので、外のベンダーさんを使ったりして、IT 化を図ることができますが、小さな会社

はなかなかお金が使えない。それから、人も本業の部署に人が居るだけで、IT のところに

なかなか投入できないという事で、ステージ 1 または 2に留まっています。実際、一時よ

く言われた言葉の中に 7 割企業と 3割企業という言葉があります。今日、私はここへは経

済産業省から頼まれて来ました。どちらかというと規模の小さいところはこちらに属して

いるので、そういう方のために、リコーがやってきた色々な具体的な例をお話しして、少

しでも参考にしてもらえるようにという事でお邪魔しています。 

 なぜリコーが選ばれたかという事を、私なりに解釈すると、自分の所だけではなくて、

私どもも色々なお取引先があります。部品のお取引先、材料、それから色々事務作業をお

願いしている所、あるいは販売、それからロジスティックス、色々な所があります。そう

いう所と我々は自分達が都合良くなるだけではなくて、WIN-WIN で行こう。要するに、我々

ももちろんですけど、取引している皆様のところとも、当然、その会社 1つ 1つが良くな

るように。それは、BPR、業務革新改善と、IT を上手に使っていこうではないか、場合に

よってはリコーはそういう事があまり得手ではない企業のところにはお手伝いをするとい

う事をしてきましたので、その辺も含めて今日はお話をしたいと思います。 
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 今日のお話の中心になりますところが、この 3 番目のデジタル化・ネットワーク化を先

取りした組織個々の改善と、個々の改善をうまく下敷きにして次々と大きく広げていくと

いう事です。その個々の改善の中には、リコー自身の改善と、それから、お取引先と一緒

になってやった色々な事が混ざっておりますので、その辺も少し触れながらお話ししたい

と思います。 

 

 それで、話が昔に遡るのですが、リコーは、91 年にかなり業績が悪くなりました。覚え

ていらっしゃる方もおられると思いますが、92 年というのはバブルが弾けた年です。要す

るに、昔、バブルがドカーンと弾けて、それから 10 年間、日本の経済というのは「失われ

た 10 年」と言われて低迷が続いて、その間に世の中の経済情勢がどんどん変わっていきま

した。そのバブルが弾ける直前に、リコーは実はこんなに業績が悪くなりました。まだ利

益が出ているように見えますが、実は営業利益の段階ではマイナスになっていましたが、

たまたまそれまで業績がそこそこだったので、積み重ねてきた色々な金融資産等があり、

それらが少し利子を生み、 後の純利益のところで赤字は免れたという事です。このまま

だったら完全に会社は潰れてしまう。事実、私はその時まだ役員ではなかったので知らな

かったのですが、後で聞かされた話だと、身売りの話があったそうです。当時、給料・ボ
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ーナスは皆カットされまして、それが 2年ぐらい続きました。 

 それから、93 年の 5月に日本版のウインドウズ 3.1 がやっと発売になりました。パソコ

ンに詳しい方はご存じだと思いますが、これを日本語版にするのに時間が随分かかってい

ます。アメリカで出た後、アナウンスされてから 2 年ぐらい遅れて出しました。私は 90

年の 10 月の末にアメリカの駐在から帰ってきましたが、アメリカにいたときはもう既にこ

れは出ていました。アメリカでは、もちろん、ウインドウズだけではなくて、アップルも

使っていました。いずれにしろ、当時はまだパソコンだったわけですけれど、パソコンで

結構色々な事ができるという事が分かって、日本人も使っていましたし、現地の人も使っ

ていました。こういう事で、いよいよこれが出るというアナウンスはされていたわけです

から、この業績の立て直しをしなければいけないという事の大前提に、オフィスでも家庭

でもパソコンがどんどん使われるようになるという事を前提にして物事を考えなくてはい

けないという事が 1つありました。 
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 会社の経営が悪くなったとき、立て直しをするためのてこになる事がいろいろあります。

例えば、太平洋戦争後、朝鮮の動乱がありました。日本では、その時をてこにして随分い

ろいろ製造業が伸びました。要するに、何か大きなものがありますと、それに乗ってバッ

と行く事ができるわけです。我々にとってみると、バブルが弾ける直前ですから、皆様は

わが世の春を謳歌している。我々は何に乗ったら良いのだろうという事を考えた時、この

ウインドウズ 3.1 が出て、皆が同じような OS を使って色々な事ができるという事に乗っか

るのが一番良いのではないかという事で始めたわけです。 

 今までの経営の悪かった事のツケが色々と出ているのを大掃除するために上記 CRP 活動

を推進したという事です。 
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 それで、先程のデジタルの話の続きですが、我々の業績がガクッと悪くなったのは、当

時、アナログの技術を使った機械を作って、コスト競争に負けてしまっていたという事な

のです。それを、今度、デジタルという新しい時代の技術を使って巻き返しを図ろうとし

ました。しかし、我々が試作をして第 1 号機を出していた時のデジタルコピー機というの

は、実はこの円の大きさがトータルのコストを表していて、この内訳を見ると、エレクト

ロニクスの比率が非常に大きくなっています。当然、デジタルですから、そうなるわけで

す。この問題を克服しないと、少しぐらいデジタルの良さがアナログよりもあったとして

も、そう簡単にお客様には受け入れてもらえないという事で、これを何とかしなくてはい

けないというのが基本的な大きな課題となりました。 

 昔のアナログの時代は、商品ライフも長かったので、企画をして設計試作をして量産の

ころには目標に届かないままスタートをして、3 年ぐらい作っている間に何とか帳尻が合

うという状態で企業競争に負けてしまったという事です。これを何とかするために一体ど

ういう事を自分達の仕事としてやっていかなければいけないかという事が課題となりまし

た。これは、当然、単なる物を作るとか買うとかという組織だけではなくて、どんな部品

を選ぶか、どういう作り方をするか、どこで作るか、どういうスペックにしてお客様にア

ピールするか等、色々な事を考えた全社活動として捉えなくてはいけないわけで、アナロ

グからデジタルに変わるという事を前提にしてお話を進めたいと思います。 

 デジタルの機械の特徴は、皆様良くご存じのように、パソコンでも、それから携帯でも、
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かなり商品ライフが短いという事です。それから、デジタル化した AV 機器、テレビ等も皆

商品ライフが短いです。昔のアナログ機械というのは、大体商品ライフというのは出して

から 低3年ぐらいはありました。しかし今の我々の機械の 盛期は1年しかないのです。

ですから、1 年少しのサイクルで品物がどんどん出ていかなくてはいけない。しかし、昔

は 3 年でやっと出せていたという事と、デジタルの部品、電子部品というのはかなり商品

ライフが短いのです。セルラーホンなんか出てくると、小さくなって、消費電力が少なく

なって、画像の表示がかなり良くなって、速くなってとかいうようになっています。それ

は中の部品がどんどん進歩しているからです。 
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 ですから、何を言いたいかというと、先程の 3 年サイクルで製品を開発している、ある

いは 1年少しかかるという事をしていたら、その間に、デジタルで使われる、PC や携帯な

どのメインの市場で使われている部品は市場からどんどん無くなり、部品が打ち切りにな

るわけです。試作の時、我々が使って、「ああ、これは良い。これで行こうよ」と決めても、

うちの製品を量産しようと思ったら、もう打ち切りになって、その部品がそのまま使えな

い。だから、それを避けるためにどうしたら良いかというと、その部品を買いだめしてお

くか、新しく、小さくなって高性能になっている部品を使って色々な事をやり直すという

事になります。デジタルの機械の場合は特に、色々な電磁波ノイズというのがどんどん出

ます。ご存じの方も多いと思いますが、電磁波ノイズが出て、それが、家庭で使われる場

合と職場で使われる場合は規制が違いますが、いずれにしろ、全部を作り直して、いろい

ろ測定をし直さなくてはいけない。そんな事をしていたらお金ばかりかかるということと、

時期が遅れてしまうということです。 

 それから買いだめをすると、新しい部品は必ず全部安くなりますので、結局、高い部品

をそのまま使い続ける話になります。そして、在庫を持っていなくてはいけない。それか

ら、その部品が足らなくなりますと、製品が作れなくなるわけですから、そのために必要

以上に持つ可能性があります。 後は捨てなくてはいけない。こういうジレンマが起こっ

てしまう。これをどうしなくてはいけないかという事が我々の次の課題になってきました。 
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 それで、我々が考えたのは部品が打ち切りにならない良いものを選択すれば良いという

事です。「おかしいじゃないか、部品は打ち切りになるのだ」と言ったじゃないか、という

事はどういう事かというと、昔は、いつ打ち切りになるのか我々には分からなかった。だ

けど、部品屋さんは、自分達が開発して、いつ頃こういうのに変えようかと思っているの

ですから分かっているわけです。それで、部品屋さんのメインのお客さんというのはパソ

コンとか携帯の人達です。その人達にはそういう情報は流れているわけです。その情報を

こちらにも何とか流してもらえるようになればいい。ところが、我々の作っているのはパ

ソコン等に比べれば全然量が少ないわけです、だから、メーカーというのは、買う量が少

ないお客には、将来の情報をなかなか流さないわけです。それを何とか流してもらうため

にどういう事を考えたかといいますと、実は、リコーでは、今まで開発の人が、手当たり

次第に自分が気に入った部品を使ったり、購買の人が少し安そうだというのでパッと買っ

てきて使っていたりしていたわけです。ですから、どういうメーカーさんとどういう部品

については末永く使っていこうとかというポリシーがなかったわけです。それを作ること

によって、要するに、幾つかの主要なメーカーさんに特定して発注をしていくという事に

よって、将来の情報も得やすくなるというふうに考えて、全部集約をしました。 
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 そうしたら、以前はデータベースに入っていた電子部品が3万5,000種類ありましたが、

実際、5～6 人の人間がかかって整理をした結果、約 10 分の 1 に減りましたので、結果と

して、安い部品を、それから、将来の情報も一緒に得ながら、自分達のデータベースを再

構築する事ができました。そういう事によって、部品の価格も下がった、調達期間も短く

なった、それから、種類も少なくなり、在庫も減り、品質も当然向上する。こういう事に

なりまして、実は、これからお話をするリコー挙げての SCM、サプライチェーンマネジメ

ント、要するに、製品ライフがどんどん短くなってグローバルになれば、在庫の危険とい

うのは非常に増えるわけですが、在庫を余分に持っている、商品ライフが短くなれば捨て

なくてはいけなくなる、そういう事を避けられるような体質にだんだんなっていったわけ

です。 

 この間、リーマンショックの後、自動車屋さんが随分急激な減産を何カ月か続けました。

あれはどういう事かというと、全世界にある彼らの在庫がどのぐらいあるかという事がよ

く分からなかったのです。結局、彼らは直売しているわけではなくて、販売店さんがあり、

ディーラーさんがあって、そこへどんどん押し込んでいるだけなのです。少し売れないと、

販売リベートをつけて押し込んでしまうのです。だから、エンドユーザーに渡っていなく

ても、販売店さんが「そういう有利な条件なら仕入れましょう」と言ってくれると、本当

に売れなくなったという事がメーカーに伝わってくる時期が遅れてしまうのです。我々は、

08 年の 6 月には、売り上げがあまり伸びなくなったという事が分かりました。これは IT
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の効果です。ところが、自動車屋さんがそういう事に気づいて減産を始めたのはその年の

12 月です。という事は半年ずれていて、我々はそれだけ早く分かって、いろいろ調整を始

めて、結果として自分達も大きなダメージを受けなかったし、部品屋さんも大きなダメー

ジを受けなかったという事ですけれど、自動車屋さんは本当に大変だったようです。 

 ただし、同業者でも、減産をしたのは翌年になってからという方もいらっしゃいました。

うちと同じ部品仕入れ先を使ってらっしゃるところが酷い目に遭われて、リコーに来て「仕

事くれない？」と。「リコーさん、明日の分、先に入れさせてよ」「明後日の分、先に入れ

させてよ」という話になり、ご相談には応じました。 

 先程言いましたように、3万 5,000 点が 3,000 点になる、350 社の取引先から 140 社まで

絞り込めたという事で、1 社当たりについては纏めた品種で量も増えて、そして、主要な

顧客として認識して頂いて、いろいろ先の情報が頂けるようになったという事です。 

 これは IT と全然関係ないのです。しかし、こういう事をやらないで、いくら IT を入れ

ても、何も役に立たないという事です。規模が大きくなって、そして効果が出ないという

事で、後程もっと劇的な話が出てきますけれど、 初のうちはほとんど IT など要らないの

です。 

 電子政府の話があります。電子政府では、中央省庁、自治体もそうですけど、色々な手

続きを電子化して、窓口でキーボードを使って申請手続きをしますが、それらは全て既存

の手続きをそのまま電子化したという事で、何の効果も無いのです。担当者は全部そのま

ま居るわけです。普通、我々が IT を使うというのは、その事務作業をしていた人がほとん

ど要らなくなります。スピードが速くなる、それから、例えば何かの証明書をもらって別

の窓口へ行くというのが要らなくなるという事ですが、全部違うのです。証明書をもらっ

たのを持って隣へ行くのです。隣が受け付けて、それを見て何かやります。そういう業務

の流れをそのまま全部残しているので、全く役に立たない。私は今、内閣府、総務省、経

産省から頼まれて電子行政の事について文句を言う仕事をやらせて頂いております。それ

から、経団連でも、情報化部会とか、電子行政推進部会の部会長をしています。 
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 それで、そういうふうに作ったデータベースは、今、全世界にある我々の生産拠点です

とか購買拠点、あるいは R&D をしているところで必要な場合にはそれを使って色々役に立

てています。ですから、それは品質も保証されていて、価格も一応リコーが全部買ってい

るものがベースになっているという事です。 

 お手元の資料は、中に一部、細かい絵が描いていないものがあります。これはそのまま

出すと怒られるので、一応隠してあります。ここにはこんな事が描いてあったという事だ

け頭の中に入れて頂いて、あとは目で覚えておいて頂きたいと思います。 

 それから認定部品データベースについてお話しします。IT の非常に重要な所は、少し業

務改善をして、少し IT を入れて効果が出た、そこでお仕舞いにしてはいけないという事で

す。それをベースにしながら次々と乗っけていかなくてはいけないという事を言っていま

す。これは単品の部品を幾つか纏めて 1 つの回路基板にするというときに必要な編集の標

準です。それから回路をどういうふうにするのか、それで出来上がったものがどういう動

きをしてくれるのか、それから、それがエレキだけでは成り立ちませんから、機械的な動

きをするものとの組み合わせでどうなるのかという事まで、CAD や CAM を使って積み重ね

ていきます。これがしっかりしてないと、皆狂っていくわけです。先程言いましたように

ある部品が変われば、もう 1回やり直しになってしまいます。という事で IT の非常に重要

なところは、何かあるとき入れたとしても、それを使ってその上に次々乗っけていかなく

てはいけない。そうしないと一時良くても、すぐ陳腐化してしまうという事になります。 
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 近、リコーグループだけではなくて、リコーの複写機やプリンターを使って頂いてい

るお客様、あるいは IT サービスを導入して頂いているお客様で、他の部品や材料を買って

いる量がリコーよりも少ないとすると、部品や材料というのは買っている量によって皆値

段が変わってくるので、当然、同じような材料とか部品は高いのです。そういうお客様に、

「御社の図面、少し見せて頂けませんか？どんな部品を使われていますか？どんな材料を

使っていますか？」とお聞きし、「うちで共同購入してあげますよ」、「そういう事に興味あ

りませんか」という提案を始めています。そうすると、例えばそのお客様が 100 で買って

いたとします。量が 10 分の 1ぐらいであれば、少なくとも我々は 70 円か 60 円で買ってい

ます。例えば 70 円で買って、手間代とか何かも入れて 80 円でお渡しすると、20 円下がり

ます。それで、お客様は、リコーにインターネット等で連絡すれば、そのまま「はいはい」

と言って回していくだけで良いわけですから、購入の手間も発注する手間も無くなります。

そうすると、それだけでも競争力が強くなって、多分、中国から来たのにも抵抗力が上が

るという事を考えて、我々は今、そういう提案をし始めています。そうすると、すごい興

味を持ってどんどんお見えになります。これはまだあまり地方ではやっていませんが、東

京近辺と、それから大阪、名古屋あたり、こういう話をして差し上げています。 

 それのもとになっているのは、このサプライヤー、部品の仕入先さんです。大体うちの

サプライヤーさんは、大きな所で数百人、そして 10 人、20 人のところもあります。です

から、材料を買う量も少ないし、それから、IT を担当する専任の人が居るはずもない。そ
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ういうところが IT をきちっとやれないと、あるいは環境の問題をきちっとクリアできない

と、ビジネスを続けられないという事になるわけです。我々はその話を分かっていますの

で、こういう部品を一緒に良い技術を出してもらって安くて良い物を作ろうという事だけ

ではなくて、一生懸命 IT のサポートをするとか、あるいは ISO を取るためのサポートをす

るとかという事をして参りました。 



－22－ 

 

 それから、もう 1つ、我々が SCM をする時、注文をしてから欲しい部品が短い時間で入

ってくるという事が非常に重要なファクターです。IT で、いついつ寄越せというオーダー

は出せますけれど、現実にその物ができなければ間に合わないわけです。それで、どうし

ているかというと、普通はサプライヤーさんが自分のリスクで部品を作って持っています。

それで、注文が来たら納入するというケースが多いのですが、そうすると、設計変更があ

ったり、製品が突然打ち切りになると、サプライヤーさんはそれを全部自分の負担で処分

しなくてはいけない。それでは、結局、サプライヤーさんの業績がいつもそれで悪化して

しまう。これを避けるためには、やはり注文されてから作っても、数も質も間に合うとい

う事にしたい。そのためにはどうしなくてはいけないかというと、源流である物を作る工

程できちっとできるようにならないといけない。しかしサプライヤーさんによってはご自

分でそこまでなかなかできないケースが多い。リコーも自分の中でいろいろ部品を作って

いますので、そこで色々な経験を持った人間をサプライヤーさんの工場へ派遣して、一緒

に改善をするという事をしてきました。それが、日本の中にあろうが、中国であろうが、

ずっと一緒にやってきたという事が源流保証活動という事です。 
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 あとは、 初は FAX 等も使っていましたが、インターネット等を使って図面のやりとり、

見積書のやりとりをする事によってフェイストゥフェイスでする業務をどんどん減らすと

いう事です。フェイストゥフェイスでするという事は、どっちかが動いていかなくてはい

けないという事なので、それだけ時間が無駄になりますので、それは減らす。それからも

う 1つは、インターネットを使えば、そのたび毎にドキュメントが残って、誤解もないし、

質問があったら的確な質問もでき、答えも出せるという事なので、あまりそういう事が得

手でないところには、インターネットの設置から、ソフトの導入から、全部お手伝いをし

てきています。それで、その上に載っかって使われている、我々が作ったものを仕入れ先

さんにも使って頂いています。 
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 先程ありました環境問題で、有害物質、こういうものを使ってはいけないというヨーロ

ッパで RoHS 指令というのがあります。これも、先程言いましたような 100 名ぐらいまでの

会社だったら、全世界でそういう環境規制がどんどん厳しくなっているという事を自分で

全部把握し、そして自分の使っている材料、消耗品、製造用の副資材等を全部チェックす

るという事はほとんど不可能です。そういう事をするのに時間がかかれば、コストがかか

る、品質は悪くなる、納期が遅れるという事になります。それで全部リコーが調べたもの

を取引先さんにはお見せしています。要するに、インターネット経由でアクセス権を与え

て、利用して頂いているという事です。実は、そのお陰で、うちのコンペティターは全部

その恩恵に預かっています。 
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 それから、先程少しお話ししました ISO の認証についても、書き方についても分かりに

くい書き方をしてある部分がありますので、 初から ISO の色々な規定を全部読みこなし

てきちっとやれるというわけには、なかなかいかないです。我々は全部先行して認証をと

っていますので、「あ、ここをまずやらないといけないな」と思ったところを抜粋して、そ

の部分だけ、リコーの例えば環境の認定書というのを設定して、皆様に集まって頂いて、

座学をし、やりたいと手を挙げたところには行って教えます。また、審査員の資格を持っ

た人がどんどん出てきていますから、その人たちが見て OK を出す。そうすると、例えば本

番のものの 7 割ぐらいそれでできているので、残りの 3割はもう少し時間をかけてやりな

さいという支援をやって参りました。今、もう取っていないところは無いと思いますが、

我々の仕入れ先さんというのはやはりその業界の中でも先駆けになった人たちばかりです。

そのお陰で仕事が増えたという人もいます。ISO の 14001 版、早く取ったお陰で、今まで

注文がもらえなかったところから取れたという事がありました。 
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 今までお話ししてきた事を簡単に纏めると、こんなふうになっております。部品のとこ

ろの集約の話と、それから設計の仕事のやり方を非常に合理化した、生産性を上げたのと

同じように、メカのところもやりました。Σ－Ｅというのは、Ｅはエレクトロニクスです。

Ｍというのはメカニクスという事で、シグマというのはエンドトゥエンド、要するに、

初、選ぶところから使って、先程説明しませんでしたけれど、スペアパーツの話とか、そ

ういうところまでずーっと続けているという、シグマ・インテグレーションの意味です。

そして、あとは仕入れ先さんのところの色々な源流保証活動という事をして、要するに、

IT の話もこの中に入っていますが、実際に物を作ったり管理をしたりするという人間がか

かわって色々な事をやらなくてはいけないところを、いかに整理整頓し、要らない事を外

し、できなかった事を入れるという事をやってきているという事です。 
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 実は 1つ、IT の非常にすさまじい効果といいますか、ここにあるグローバル在庫ビュー

ワ、グローバルインベントリービューワについてお話しします。先程お話ししたように、

リコーは全世界に、販売をして、サービスもしています。作っているところも色々な所で

す。ですから、物が売れて、色々な工場からそれぞれ供給されていかなくていけない。昔、

日本でほとんど作っていた時代は、毎月 1 回、生産と販売のミーティングがあって、3 カ

月先を、何を何台作ろうというような事をやっていたわけです。そうして、日本でつくっ

た物をアメリカやヨーロッパに出荷をしていました。そして、現地には相当な在庫がある

にもかかわらず、足らない、今度は余ったと、こういう話をいつもしていて、飛行機で送

ったりしていたわけです。そういう事をしていたのではとてもたまらない。中国で作った

り、色々な所で作るから、ますます大変だという事で、まず考えたのは、「一月に一度では

なくて、毎日わからないの？」と私がある時言いました。 

 そしたら、情報システム部門の連中がものすごく喜んで、「やりましょう」と。どうして

だかわかります？大変だと思いますよね。だけど、情報システム部門の人はなぜか喜んだ

のですよ。会社のお金で 新の技術と 新の設備を導入する事ができると喜んだのです。

「幾らかかって、どのぐらいでできるのか、少し見積もってくれ」と言ったら、「やはり 3

年ぐらいかかるでしょう」そして、「費用はウン百億かかります。」、「ばかなことを言うん

じゃない」と。 

 というのは、リコーは、販売会社を、ヨーロッパやアメリカで M＆Aしました。ですから、
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元々のリコーのシステムだけではなくて、買った会社の色々なシステムがそのまま生きて

いて、ヨーロッパでは 26 種類あり、ほとんど全部、もう、誰が作ったか判らなくて、いな

くなった IT ベンダーのもので、そこに居る会社の人が一生懸命メンテナンスしながら使っ

ている。そういう状況なので、これを一度に纏めるとなったら相当金と時間がかかる。そ

れは良く分かるのです。だけど、必要な情報は全部あるのです。問題はどうやって集めて

くるかだけなのです。集めるだけに 3 年もかかって、何百億もかかるのかと言ったら、そ

うではない。彼はすごく立派な 1 つのグローバルシステムを作り上げようと思ったわけで

す。いいですか、IT 屋さんと話をするとき、気をつけてください。自分の金ではないから、

目いっぱい使おうとします。 

 いずれにしろ、先程言いましたように、2 兆円の売り上げの 1 兆円以上が海外です。そ

こから集めてきた情報を毎日分かるようにするのです。そして、彼ら専門家は 3 年間でウ

ン百億円と言ったのですが、結果は 3 カ月、2,500 万円でできたのです。先程言いました

ように、全部データは入っているわけです。だから、持ってくるだけで良いのです。持っ

てくる、この受け場所のリレーショナルデータベースを作って、そこにインターネットで

放り込むだけで良いのです。少し人手は余計にかかるのですが、そのおかげで実は、業界

ではとても誰も出来ないような資金効率、在庫回転効率になっています。 

 そういう意味で、IT 屋さんの言うことをそのまま聞いていれば、IT が経営に充分役に立

つようには、なかなかならないケースがあるということをよく頭に置いておいて頂きたい。

いいですか、その時データはあったのです。無いデータを集めろと言っているわけではな

いのです。そこのところだけ頭に置いといて頂くと、皆様が何かやる時にも非常に役に立

つのではないかと思います。 

 あと、これはあまり皆様とは関係ないと思いますが、1 つだけ、こういう事も業務の中

では考えなくてはいけないよという事があります。我々の製品は、1 台 1 台お客様に買っ

て頂くケースと、それから、纏めて買って頂くケースがあります。そうすると、1 台 1 台

の場合は今月何台売れるだろうとさほど大きく予測が狂いません。ところが、一括の商談

というのは、取れた時は何千台、何万台になる事もあります。それから、決定も今月では

なくて来月、再来月になる事もある。そうすると、製品を用意して待っていても、それが

ドサッと余ったりする。今度、だめだと思っていい加減にして、数を揃えていないと、突

然足らなくなってしまう、こういう事が起こるわけです。昔はそういうものも全部混ぜて、

過去の毎月の売れ方のデータがありますから、それを見ながら、「今月はこのぐらい売れる

んじゃないの？」と予測していました。だから一括商談があったとき、無いとき、それら

の区別は全くなく、全部、実績の数字だけをもって傾向値を見て予測をしていました。こ

れを、一括商談用のものと、1台 1台のものに分けました。 

 一括商談というのは、実は、皆大きなネットワークに繋がるわけなので、それぞれ、本

体だけではなく、そこに付く色々な周辺機器があります。紙のソーティングをするとか、

それから、ソフトウェアで色々なものを付けなくてはいけない。これが 1台 1台売れると
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きはある率なのですが、一括商談のときは全数きます。そうすると、そういう本体以外の

ものの予測も非常に難しいので、一括商談の分は別にセールスマンにモバイルを持たせて、

そこに、自分達のお客様、それから、いつこういう商談が始まって、どういうものがくっ

ついてきて、それで、例えば 1,000 台の商談だったら何日間に分けて納入するとか、そう

いう事をできるだけ、分かった時にどんどん入れさせる。そうすることによって、ものが

いつあれば間に合うのかという事を分割して見えるようにしました。昔は、1,000 台の商

談ありきで、いつ入るかなんて全然入っていないのです。だから、1 台目は今月行ったと

しても、1,000 台目は再来月かもしれないのに、それを全部、1台目を入れるときに全部揃

えなくてはいけないみたいなやり方をしていました。 

 申し上げたいことは昔、人間技でやっていたときは、例えば 1,000 台を 10 回に分けて入

れるというのは全部書いて入れて、それが少し変わったらまた直して入れて大変だったの

ですが、もう全部、そういう情報が入れられるようなテンプレートを作っておいて、そこ

を少し入れ替えれば自動的に、あ、前の情報とこういうふうに変わりましたよというふう

に自動的に皆、変わったところだけが分かるようにしました。 

 そこで申し上げたいのは、これをエクセルでやってはいけないという事です。随分業務

でエクセルを使われているでしょう？エクセルを使っていると 1回出したものが 1つも変

わらなければ良いけれど、その後、変わった時、どこが変わったとか説明をつけなくては

いけないし、そのまま受け取ったら、変わっているのか、変わっていないのか、分からな

い。そうすると、皆がまちまちの情報を使って仕事をする事になる。今、3 年ぐらい前か

ら私はエクセル追放運動をしています。エクセルは個人用としては非常に良いです。しか

し、皆がコラボレーションして仕事をしようという時に、情報がどんどん変わっていくと

ころのアプリケーションにエクセルを使って、それで情報を撒いていたら、いつのものが

正しいのか判らなくなります。それで失敗している人が多いのです。だから、データベー

スをネットワークの上に置き、いつもそこで修正をして、修正されたら常にそれが自動的

に、送られた人のところにこういうところが変わりましたというふうに繋げてあげないと

いけないという事です。 

 月次に生産販売計画を作っていた時代から、一足飛びにウィークリーにできたわけでは

なくて、月次の計画をウィークリーに分けて出荷するように約束をして、製品の品質を安

定させるという活動も一緒にしてきました。そして、先程の GIV ができましたので、今度

はウィークリーの生産計画の見直しもできるようになりました。これはおもしろいことに、

月に 1 回していた時のやり方だと、担当の人たちが情報を集めて、疑問のある個所につい

て聞き回りをしたりして、月 1 回でもかなり時間がかかっていました。ウィークリーにす

るようになったら、先程のデイリーのデータが皆分かっているから、もう何も調べる事も

ないので、月に 低 4 回するわけですが、それでも生産販売計画を見直す人たちの時間は

少なくなって、残業もかなり減りました。 
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 それからもう 1 つは、デジタルになって品種がどんどん増え、お客様の仕様で納めなく

てはいけないようになりました。アナログの時代、あるいはデジタルの 初の頃は、スタ

ンダードのスペックの物を、そのままお客様のところにお届けすれば良かったのです。ネ

ットワークに繋がるようになりますと、IP アドレスを付与するとか、例えばハードウェア

のところですとハードディスクの容量を増やさなくてはいけないとか、メモリを増やさな

くてはいけないとか、FAX のアプリを載せなくてはいけないとか、色々な事があって、そ

れらはお客様毎に皆違うのです。そうなると、それを遠い工場で作って持って行っても、

実際、空振りになることが多いのです。そこで、我々は、アメリカやヨーロッパにあった

別の目的で作っていた工場の質的転換をして、 終的なお客様のニーズをインターネット

経由でセールスから貰って、そこで 終的にファイナライズして出すという事にしました。 

 実は、覚えていらっしゃる方もあると思いますが、反ダンピング、アンチダンピングで、

日本の複写機というのは特にヨーロッパではつい 近までダンピング関税が掛かっていま

した。どうしてかというと、ヨーロッパに幾つか複写機を作る企業がありましたが、日本

勢がガーッと行って、我々と対抗できなくて皆潰れてしまったのです。今、全世界で複写

機が作れる会社というのは、日本の会社以外は 1 社だけ、アメリカのゼロックスコーポレ

ーションだけなのです。それも大きいものしか作れないのです。後は全部、日本企業です。 

 

 だから、我々の業界は政府から補助は貰った事は無いのです。それから、省エネに関す
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るものも貰った事は無い。減税措置もして貰った事は無い。誰も助けてくれない。自分で

助けるしかない。そういうところの方がしぶといのです。誰かのところへ行けば助けても

らえる、親父のところへ行けば何とかしてくれるのではないかと、思っているうちは一人

前では無いわけです。うちは親父も伯父さんもいないので、自分で自分の事をやるしかな

いのです。 

 やはり何か頼れるものがあるといけないです。緊迫感を持って、明日潰れるぞと。先程、

リコーは、潰れそうになったと言いました。スタートはやはりそこからなのですよ、誰も

助けてくれない。そしたら、お金を使う時でも、それから何かをする時でも、ものすごく

慎重に考えます。そして、やり出して必死になってくるという姿勢なのです。だから、そ

ういう事を一緒に手伝ってくれている取引先さんはすごく貴重なのです。その人達に役に

立つことなら我々もやはりしなくてはいけない。そうすると両方一緒になって強くなりま

す。 
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 要するに、中国とか日本のメインの生産拠点では完成品にして出さない。部品とか、ユ

ニットにして出して、昔、アンチダンピング用につくった現地の工場を、我々はこれに変

えたのです。これをやり出したのが 1999 年ごろです。ですから、もう 10 年少し経ちまし

た。お陰さまで、他社は全然ないので、かなり重宝しています。 

 今までお話ししてきて、容易に想像がつくことだと思いますけれど、昔は工場で作った

標準仕様の製品しか出していませんでしたから、全部きちんとした梱包が必要でした。何

故かというと、工場から出ていく所は全部倉庫だったのです。ところが、先程お話しした

ように、ネットワーク時代になって、お客様の特別なスペックを色々入れて、一つの物に

していますから、工場から出るとすぐお客様の所が行き先なのです。直送なのです。直送

だとこんな立派な梱包など要りません。ただ透明ビニールでラッピングしているだけです。

きちんとした梱包は何のために必要かというと、倉庫に置いて積み重ねるためです。積み

重ねないで直接持って行く物にそんなもの必要ありません。きちんとした梱包で持って行

ってお客様のところのネットワークに繋ぐというと、まず梱包材を取るのに時間がかかり

ます。ダンボールの屑等がバラバラと出るわけです。透明ビニールのラッピングであれば、

ペリペリと剥いですぐ取れます。これだと 30 分で動き出します。立派な梱包では 1台する

のでも 低 1 時間、それも 2人ぐらいでするわけです。お客様のところでネットワークに

繋げるとかいってグチャグチャやっていると、お客様は仕事にならないわけです。透明ビ

ニールのラッピングであれば、1 台ずつ、ペリペリ、カチャ、ペリペリ、カチャで良いわ
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けです。そして、全部、IP アドレスから何から振ってあるわけですから、そのままスーッ

と動き出すわけです。ものすごい大好評です。アメリカでもヨーロッパでも日本でも、1998

年から始めています。 
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 今までのお話を纏めたのが、ここに書いてあります。 
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 それで、＠Remote という機能がありまして、インターネット上に繋いで、お客様より許

可を頂きますと、それぞれの機械の使用状況・現状が全部、リコーのセンターで分かるよ

うになっています。どれくらいトナーを使ったとか、そろそろメンテナンスした方が良い

という情報等、必要な情報が全部入り、それにより、例えばトナーでも計画配送するとか、

機械がダウンする前にサービスマンがディスパッチされて、そこで未然のメンテナンスを

する等という事をしています。それら全部を IT を使って行っているわけです。ですから、

お客様はトラブった時にどうとか、あるいは、ものが無くなったからすぐ持ってきてくれ

とか、そういう事をする必要が無くなっている。大手のところは結構そういうふうになっ

ています。特に 1 つの工場とかビルディングの中に何台も置いてある場合は、それを全部

纏めてするのは大変です。どこに置いてあるかも全部登録してありますので、Ａ棟、Ｂ棟、

Ｃ棟と、1階、2階、3階の東側とか、南側という事が全部登録してありますので、すぐ分

かります。サーッとそこへ行かせて頂くという事によって、お客様は自分で監視している

必要がなくなります。それらの消耗品も自分でお持ちになっている必要がほとんどない、

ごくわずか持っていれば良いという事になります。 
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 それから、もう 1 つ、簡単にお話ししますと、インターネット時代になって、どんな小

さな会社でもほとんど、海外との取引や、やりとりが増えています。そうすると、日本で

は夜でも、向こうの国にとってみると昼というのはいくらでもあるわけです。そういう時

差の問題があって、日本のオフィスが動いてなくても、向こうから色々なものが入ってく

る、プリントアウトして欲しいものが入ってくるというのがあるならば、24 時間 365 日の

サービスというのが会社によっては必要だという事です。我々は、この 24 時間 365 日のサ

ービスを、今、どんどん広げています。 

 どのようにしているのかというと、サービスする人は在宅です。当番が決まっていまし

て、それで何かありますと、パッとインターネットを通じて在宅のところへ行って、どこ

どこのお客様の所に行ってください。もうデータは全部入っていますから、そのまま行け

ばいい。もしサービスに必要な部品があるとすれば、今までのメンテの保守の履歴がこう

だから、ひょっとするとこういう部品が必要になる可能性があるので持って行きなさいと

いうような事を言います。手持ちの中に無ければ、その情報が今度は、部品のセンターへ

飛んで、バイク便がバーッと走り出して、向こうでドッキングするという事になっていま

す。ですから、ダウンタイムも非常に短いという事です。 
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 そして、これはつまらない事なのですが、皆様、名刺をお持ちですよね。ご自分のプリ

ンターで印刷されている方、どの位いらっしゃいますか？外でやられると、多分 100 枚単

位で、1,000 円ぐらい取られているのではないでしょうか。 近安くなったから、500～600

円でしょうか。今はプリンターで全部できます。我々は 10 年以上前に自社プリンターで始

めました。私のはカラーで写真が入っているのですが、これも全部、自社のプリンターで

作っています。私は 100 枚単位でもどんどん無くなっていきますが、組織変更等があり 100

枚もらっても 100 枚使い切ることがない人もいるでしょう。半分ぐらい余ったのを捨てて

しまう、こんな事をしているのです。それで 10 枚単位なのです。 

 台紙をリコーというところだけ例えばカラーで印刷して、それはプリプリントしてあり

ます。それを持ってきて、カッターだけ総務が持っていて、それをカチャンカチャンと切

って、皆で適当に分けて、あとはモノクロで印刷して使います。 

 ですから、我々が例えば海外へ出張する時でも、「あ、しまった無い。困った」という事

はありません。向こうに連絡しておいて、向こうで印刷してもらったら、パッとピックア

ップすればそれで良いわけです。在庫管理が要らない。ですから、今日、どこかへ行こう

と言って、「あ、無いぞ」と言ったら、30 分前に気がついていればほとんど 100 枚ぐらい、

すぐにできます。 

 そういう事で、もう前の話ですけど、年間 3,000 万円浮いています。こんなもの、IT も
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くそもないじゃないですか。だけど、勝手に作られると困りますから、全部、データベー

スがあります。誰が何枚作ったかというのはログか残ります。使うはずのない人がたくさ

ん作っていると、「おまえ、何しているんだ、何か悪用しているのではないか」と、そうい

う事まで分かるという事です。 
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 それから、もう少しお話をさせて頂くと、IT の使い道は色々な所にあるという事です。

こういう事です。リコーでは、社員食堂が工場やオフィスにもあって、昔はメニューとし

て現物が置いてありました。現物を置くという事は、そのものは食べられないので、 後

は、捨てざるを得ないのです。ある工場では、月約 140 食分捨てていました。これを全部

デジカメで撮り、もう古くなったラップトップのカラーを置いて、メニューが入れ替わる

ようにしながら順繰りに回るようにして、ネットワークで見せる。そうすると、社員が来

て、何を食べようかなと思って見て、これにしようと選択します。捨てないで済むように

なって、環境にも良いしコストも下がったという事です。 
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 これは食堂の話ですけれど、何処かへ行って役に立ててください。工場だと、若い食べ

盛りの男と、それから、食べたいけど食べないで我慢している若い女性といるわけです。

それから、関係なくうんと食べる人がいる。以前は、180ｇ入りのご飯だけだったのです。

それで、足らないと「足せ」。余る人は、そういう事を言わずに持っていって余らしている。

結果として、それを処理して捨てるので、年間かなりのお金が掛かっていました。これを

いろいろ観察してみると、3 つに分ければ大丈夫そうだというので、いつもカウンターの

ところに 3 つ置いておきます。それで、1 つ抜けると、それを補充する。昔は、足してく

れとか、減らしてくれとかという話もあったので列が渋滞していましたが、渋滞も無くな

り、作業する人もすごく楽になり、結果として捨てる量も少なくなりました。これで年間

数百万浮いています。 

 



－42－ 

 

 今、申してきましたことは、要するに、色々な改善を色々な所で実施しているという事

をお話ししたかったのです。皆様のところに入ってないのですけれど、業務改善活動は次々

としていて、現在もまだ実施しているという事です。 

 



－43－ 

 

 それから、業務改善活動は営業、生産、購買、設計、人事、それから QA と、そういう色々

な部門で色々な違うものをどんどんしているという事です。そして、そういうものの中の

かなりのものがベースになって、先程からお話ししている SCM（サプライチェーンマネジ

メント）に繋がっている。要するに、あちらこちらで色々な事がきちんきちんと行われて、

それが維持されるようになっていないと、全社的に非常に効果のあるような IT の活用の成

果が得られない。もちろん、これ 1 つ 1つで、全部、成果は得られているのですよ。得ら

れた上に、先程こう言いました。部品のデータベースがあって、その上に乗っけていくの

です。そういうのがあちこちにあるのを、全社の連携プレーができるようになって大変大

きい効果が出るというものもあるという事です。 
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 それで、世の中が不景気になったから今こそ改革をという話がよくありますけど、今お

話ししてきた事を思い起こして頂ければ、今実行して今すぐ役に立つようなことが改革な

のでしょうか。そんなわけはないと思うのです。私はヘモグロビン何とかというのが少し

高くて、糖尿病だと言われています。その時の体重が 70 キロ弱あり、医者から「あなたは

太り過ぎだから少し減らしなさい」と言われて、運動をしたり、色々な事をして減らして、

今、66 キロを切っているところです。今の体重は身長から言うとベスト中のベストです。

それでも値は全然変わらないのです。10 年かけてここまで来たのです。それなのに何も変

わらないのです。それをもって医者に、あなたの根拠は何処にあるのだと言っています。

私の根拠は 10 年だ。何を言いたいかというと、要するに、薬を飲んで減らしても本当は良

くなくて、私みたいに徐々に、時間をかけて減らしてくるのが良いと思っています。要す

るに、改革というのは劇薬を飲むのとは違うものです。絶対に体質にならなくてはいけな

いという事で、少しずつ少しずつ足らないところを直していくという事が非常に重要で、

そのようにすると大失敗もないし、効果も必ず、日銭を稼ぐように纏まって入ってきます。 

 先程、10 万人社員がいると言いました。1日 100 円、改善効果が出ることをしたとする

と、10 万人分、1 年間 200 日で幾らになるかと計算すると、100 円を 200 日で 2 万円、10

万人で 20 億円なのです。たった 1件の 100 円のことが 10 万人いたら 20 億円になります。

100 円の改善効果が出るようなことができないという自信のある人いますか？「少し電気

をポッと消すだけで良いんじゃないの？」「水道の蛇口少し早く閉めるだけで良いんじゃな
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いの？」という事だと思うのです。そういう事は、「大したことがない」と言って、計算も

しないで実行しないのです。だから、毎日コツコツするという事が何にしてもやはり大切

だと思います。確かにドカンとやる必要もあります。しかし、私はドカンとやらないでで

きるようになった方が良いと思います。 
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 そして、業績がこんなになりましたという話と、もう 1つ、在庫回転期間についてです。

我々リコーの在庫回転期間は、去年はコンスタントに 2 カ月切っています。同業界の日本

のコンペティターは、3 カ月に 1 度しか正式なものが出ませんから、クォータリーの決算

の情報から取っているだけです。彼らは、期末に損益計算書やキャッシュフローを良く見

せたいわけですから、色々の事をしているので、期末だけ見たらこんなに下がっているの

です。それでも、我々とは一月以上の差があります。回転期間で一月という事は、リコー

の場合の売り上げで言いますと 1,000 億円超のキャッシュになります。 

いくら黒字に見えても、キャッシュが回らなければ潰れるわけですから、どんな企業に

とてもキャッシュフローは非常に重要です。要するに、キャッシュを生み出すという事は、

毎日毎日の仕事がきちっと行われて、余計な在庫を持ってない、捨てるような事もない、

そういうふうになって初めて、余計な出費がないのでお金が貯まってくるという事である

わけです。 
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 それで、先程も少し話しましたけれど、IT 活動としてはこんな事をしてきました。要す

るに、まずは業務を止められないか、それから、プロセスの中抜きができないか、これは

1 つ、IT の非常に重要な BPR の視点です。それからもう 1 つは、今までできなかった業務

ができるようにならないかという事です。これは、先程のグローバルインベントリービュ

ーワで見て頂いてわかるように、毎日、全世界の在庫が分かるなんてとてもできなかった

し、できるとも思っていなかったのです。ところが、色々な事をしてきたらできるではな

いかという事になり、それが、先程お見せした、他社と比べて大きな回転期間の差のある、

1つの大きな元になっています。毎日の新鮮な情報が入ってくるという情報の差です。 
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 この辺は、見ておいて下さい。 
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 役員情報交換会と言って 1993 年から始めて、役員のほとんどが出席して毎月 1回ずつ開

催している会議があります。これは担当の人が、部門を問わず、自分達のテーマの報告を

し、色々サジェスチョンを貰ったり、質問を貰ったりするという会議をすることにより、

テーマも進み、人材の発掘にもなるという活動です。例えば営業の人が人事の役員の前で

説明したり、経理の役員の前で説明したりします。皆が出ていますから、「あ、何だ、あそ

こにあんな良い奴が居るじゃないか」という事や、なかなか良い事をしているなと気がつ

いたりします。すると、その部門の中で人材として認められるだけではなくて、リコーグ

ループの中で、あそこになかなか良い人が居るなというような事まで見えるようになって

きて、何かあった時、「あいつに少し相談に行けよ」という事にもなる、という効果も出て

きました。 
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 後にお話ししたいことがございます。先程言いましたが、大きく分けて 2つあります。

これが 1つ目。小さな企業で IT 部門を専門で持っていないところでも、どんどんサーバー

を使ったりネットワークを使ったりするようになりました。そのお陰で、便利になりまし

たが、自分でメンテナンスができないわけですからトラブったら大変な事になります。原

因の究明もできないという事で、特に今の環境というのは、ベンダーは一緒ではないでし

ょう。サーバーはどこだとか、ネットワークはどこだとか、パソコンは何とかだとか、ソ

フトは何とかだ。そうすると、どこが悪くておかしなことが起こったのか、よくわからな

い。マルチベンダーの 大の欠点はそこなのです。ユーザー側に IT のトラブルの仕分けが

できるような力のある人が居ない限り、たらい回しにされてしまいます。リコーは自分で

色々な事をしてきていますし、オンサイトでお客様の所へ行き色々な事をやれるエンジニ

アが多数居ます。日本だけでもオンサイトで 3,000 人ぐらい居ます。北方 4島には居ませ

ん、その手前までは居ます。それから、尖閣諸島には居ませんが、沖縄には居ます。冬で

も何でも必ず行けるようになっています。 
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IT サービスで、「ブロードバンドパック」と我々が呼んでいる商品名で、2004 年の 10 月ご

ろに始めたサービスですが、今、7万事業所入っています。お陰さまでユーザーの皆様は、

ご自分の仕事に使うだけで済むようになっています。これはもう毎月、少ない時でも 3,000

件、多い時だと 5,000 件ぐらいずつ増えています。 
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 それから、もう 1つ重要な事、要するに経営者は、IT の技術の事は極端な話、分からな

くても良いのです。ただ、こういう事をやりたいという事と、それから、ご自分の常識を

働かせて、先程のような 3 年の何百億掛かるという話が出てきたとしても、データは入っ

ているではないか、それを毎日見せろと言っただけだというふうに問題を整理して言って

あげれば、IT の人も、そうかと、自分が早とちりで考えたことでなくても 初は良いのだ

という事になります。そういう IT のスペシャリストと経営者の間のコラボレーションとい

いますか、共同作業というのが非常に重要だというふうに私は思います。 
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 後にこれをお話ししたいと思います。何かいろいろトラブルが起こると、すぐ皆様は

「何でこういう事が起こったの？」と思います。という事は、心の中で、あるいは部下に

対しても既に「その原因は何だ」と聞いているという事です。ところが、良く考えて下さ

い。ある現象がトラブルでも何でも、間違いなく、こういう現象だという事がはっきり掴

めた時には、その次に「何で」で良いと思います。ところが、パッと見て何か不具合が起

こっていると、原因系の話をしているという意識がなくても、「何で」と言ってしまって、

対策をすぐ求めてしまうのです。 

 ここで、少し別の話で考えると、冷静になって理解できると思います。私が医者へ行っ

た。そして、頭が痛いと言った途端に向こうが対策を出してきた、「あなたは脳腫瘍に違い

ない。すぐやりましょう」。これは怖くてしょうがないでしょう？頭が痛いと言ったら、「熱

は？」とか、「いつから？」とか、「どの辺が痛いの？」と聞いて、それでも何か少し怪し

いなと思ったら、「じゃあ少しスキャンしてみましょうか」と大抵は調べますよ。 
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 何れにしろ、どういう事が起きているのかという事を良く確かめるという事をまずしな

ければ、問題の解決というのはできません。問題がはっきりしないのにどうやって解決す

るのかという事です。皆は「可視化」という言葉を良く 近使っていますが、私に言わせ

れば「可視化」というのは「因数分解」です。問題というのは色々な因子が重なり合わさ

って発生しています。だから、一度にこの問題を解こうと思って、そこに、「ｘ＝1じゃな

いの？」「2じゃないの？」と代入しても、かなり時間がかかります。代入してもだめなの

です。皆様が良くやるのは、パッと現象を見て、代入して、あ、これが答えに違いないっ

てやってみる。だめだった。じゃあ、次、こういうのをしてみよう、こういうのをしてみ

よう、これを問題解決活動だと皆が間違っているのです。要するに、まず因数分解するこ

となのです。 

 どういう事かというと、何か不具合が起きました。例えば、今、リコーで、物を届けた

ときに傷が付いているというクレームをときどき受ける。で、傷を無くせというオーダー

だけ出しました。そして、皆が必死になってしましたが、あまり良くならない。それで、

どういう傷なのか見せてくれと。どんな品物にいつ頃ついたのか、ルートがありますから

ね、ここで見つかったのか、あそこで見つかったのか、どこで見つかったのか、全部整理

してくれと私が質問しました。そしてその人たちが、整理してもらったのを見せに来まし

た。「どうした？」と言ったら、「はい、ほとんど解決しました」と。それはそうですよ。

何が傷ついている、どこで傷ついていると分かったら、今度は、そこだけ見れば良いので
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す。ああ、こういう事をするから傷がつくのだと自然に分かります。私は自分で問題解決

した事はありません。ほとんどは皆が解決するお手伝いです。 
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 これももう 1 つだけ。左上の図は何回か物を作ったらこれだけ時間がかかりましたとい

う図です。これを分解してみると、今の因数分解と同じです。1 つの物を作るのに幾つか

の作業でやります。こういうふうに、ばらついています。かかった時間が一番短いところ

がこのように、必ずそれぞれの作業であります。左上のグラフで一番短いところがいつも

いつも短いわけでは無いのです。これを、1 つでも良いから、短いところにコンスタント

にあるようにしたとしたら、一遍にこれがこのような直線になります。答えはもう既にこ

こにあるのです、それぞれ、分解したから見えているのです。分解しないで左上の図だと

絶対見えません。だから、先程の荷物がどこで傷ついているの、どんなものが傷ついてい

るのという事さえ分かれば、目の前に答えがあるのですから、自然に答えは見えてきてし

まう。だけど、一緒になっていると分からない。 
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 という事を是非頭に置いて BPR の強力な推進のためにお役に立てて頂けるとよろしいん

ではないかというふうに思います。小さな問題を馬鹿にせずに、それからどんどんやって

いけと私はいつも言っています。これは簡単にできるだろうと。A の問題は絶対簡単にで

きない。できないから残っているのです。C の問題はやらないから残っているのです。小

さいのだから、やればすぐできるのです。 
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 という事で、皆様のプリントは見えにくくなっていると思いますが、見えない階段と私

は呼んでいます。1つ1つ小さな階段を上っている時には周りの人には分からないのです。

しかし、自分は、先程の因数分解、可視化ができていれば、しっかり上っているという自

覚症状はあります。上司も分かるのです。そうしたら必ず毎日一生懸命続けていけるので

す。ところがです、ここから高い所に飛び上がらないと誉められない、自分も良く分から

ない状況だと、途中まで行って皆放棄してしまうのです。いいですか、赤ん坊が今日、ヨ

チッと歩いた。赤ん坊は、一遍にさっさと歩けるわけがないのです。明日、もう少し歩け

るようになった。一月見なかったらもっと歩けるようになったのではないか。ここばかり

見ていると、突然歩けるようになったように思っているかもしれないけれど、実は、昨日

より今日、余計に歩けるようになる。多分明日はもう少し歩いていけるのだろう。でも、

ときどき転びます。でも立ち上がる。 初は自分で立ち上がれなかったのが、自分で立ち

上がれるようになる。これが人材育成なのです。 
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 時間が過ぎてしまいましたが、この辺で終わりにさせて頂きたいと思います。何しろ、

気づきと学び、細かい事を馬鹿にしないで気付いて、それをどんどん追いかけていくと、

いつの間にか大きいことにどんどん繋がっていくという事を学ばれると思います。これを

部下と上司が、あるいはチームとして一緒になってやっていく事が、実は IT を活用する上

でも非常に重要な基礎になると思います。ですから、IT だけやろうと思っても、それはエ

クセルを使って余計混乱させる事になる危険もあるので、是非気をつけて頂きたいなとい

うふうに思います。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 
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 今、ご紹介いただきました富士通総研の浜屋と申します。私どもの会社は名前のとおり

富士通のグループ会社ですが、今日は 1人の研究員として、今、IT を使ってどういう新し

いビジネスが生まれているのかというお話をしたいと思います。今日、表彰の中にも、Web

マーケティングでｅコマースをやってらっしゃるという方もたくさんいらっしゃいました

が、先程のお話にもあったように、今までにない少し変わったタイプのビジネスも出てい

ます。今日は、そういう新しい技術を使ってどういう新しいビジネスが生まれているのか

というところを少しお話ししたいと思います。 

私がこれからお話ししたいことは 3つあります。まず、1番目は AR、すなわち拡張現実

や、今日の表彰の中にもありましたけれども、皆さんご存じの GPS（位置情報関連技術）、

新しいモバイル端末に代表される通信技術の発達によって、リアルな世界、いわゆる私た

ちが住んでいるこの物理的な世界の情報がどんどんデジタル化され、可視化されています。

今まではインターネットの世界はインターネットの世界としてそこで閉じて、色々なゲー

ムが行われたり、ビジネスが行われたりしていたわけですが、今はリアルの世界の情報と

インターネットの世界の情報がまさに融合してきつつあります。それが具体的にどういう

ことかというのはこれからお話しします。そして、リアルな世界の人・モノの動き、つま

り、例えば私が今日ここにいるというような情報、あるいは工場の 1つ 1つのものがどう

いうふうに動いているかという情報が全部、ネット上のデータベースに蓄積されて、交じ

り合って新しいものが生まれ、そしてまたリアルの世界で何か新しいことが起きていると

いうようなことです。 

 で、重要なのは、今まであまり可視化されていなかった、今まであまりインターネット
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とは関係なかったような、このスライドで言うところのリアルな世界の情報がどんどんイ

ンターネットに取り込まれつつあるということです。それは、インターネット・オブ・シ

ングス、つまり、ものがどんどんインターネットにつながってくるというふうにも言われ

ています。RFID（Radio Frequency Identification＝電波による個体識別）とかユビキタ

スという世界もありますし、それから、今度、日産のリーフ（LEAF）という電気自動車が

出る予定ですが、実はリーフは通信機能を持っており、1 台 1 台のリーフの走行状態が把

握できるようになっているそうです。このように、色々なものがインターネットにつなが

るようになります。 

 それから、「データ・イズ・ザ・ネクスト・インテルインサイド」ということを、ウェブ

2.0 ということを 初に主張したオライリー（Tim O'Reilly）という人が言っています。

昔はコンピュータというのは、CPU、つまり計算すること自体が価値だったわけです。パソ

コンの CPU はインテルのものが中心だったのですけれども、いかに速く計算するかという、

そのこと自体が価値だったわけです。ところが、もはや、いかに速く計算するかというチ

ップそのものの価値だけではなく、チップで何をするのか、いかにデータをためて、その

データからどういうふうに新しいものを生み出すのか。単純に言えば、「データをためたほ

うが勝ちだ」というようなことも言われています。これから色々なベンチャー企業の事例

をご紹介しますが、色々な分野のデータをたくさんためた企業ほど、これから勝負に勝っ

ていくのでないか、とオライリーはウェブ 2.0 ということで言ったわけです。例えば、私

は今日ここに来るのに suica を使って会社からここまで来ました。その記録は、どこかの

データベースに蓄積されているわけですね。つまり、インターネット上のデータだけでは

なくて、リアルの世界での人とモノの動きが全部、ネット上につながりつつある。そのこ

とから新しいサービスが出ているのではないか。 

 それから、2 番目です。今まではそういうリアルの世界とネットの世界は、どちらかと

いうと別々のものだったわけですけれども、これが結びついて融合しつつある。リアルと

ネットが融合する場をここでは「プラットフォーム」と呼びます。これも、今日、私のお

話の中で 1つ覚えていただきたい言葉ですけれども、これから「プラットフォーム・ビジ

ネス」というものが重要になります。このプラットフォームというのは、色々な人たちが

活動する土台、情報が流通する土台のようなものです。後でまたご説明しますけれども、

そこで情報が、全部コンピュータの上でやりとりされますから、全部デジタルな形式でそ

れが蓄積されて、新しい価値が生まれる。このプラットフォームビジネスというのがこれ

からの重要なビジネスになっていくということです。 

 そして、3 番目です。実は、これからお話しするような新しいビジネスというのはすべ

てクラウドコンピューティングに関係しています。例えば、皆さんもお使いかもしれませ

んし、私もスマートフォンを使っていますが、スマートフォンで利用するデータというの

は必ずしもこのスマートフォンの中に入っているわけではないのです。スマートフォンを

経由してどこかのデータベースに入っているわけです。それは、ネットを通じた雲（クラ
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ウド）の向こう側のデータベースに、私がここで色々使ったデータが入っている。それが

クラウドコンピューティングということなのです。 

 今までの企業が情報システムをつくるときには、自分たちでサーバーを購入して、そし

て、専門家の人たちがソフトウェアを開発あるいは購入して情報システムをつくらなけれ

ばいけなかったわけです。ところが、今は、雲の向こうにあるサービスをインターネット

経由で使えます。ですから、今まで充分に情報技術が発達、普及していなかった分野、今

日の表彰の時にも、今までとは少し違う分野の企業が表彰されたというお話がありました

が、例えば農業の分野、それから、今まであまり ICT（Information and Communications 

Technology＝情報通信技術）が使われなかった、充分に活用されていなかったという意

味では、例えば医療とか福祉の分野、それから、漁業とか、教育とか、そういう分野にも

これからどんどん情報通信技術が使われていくのではないでしょうか。そして、そういう

分野でデータがうまく共有されれば、中堅・中小、あるいは零細企業でも、お互いにデー

タを活用することによって大企業と同じように情報資産というものを持てるのではないか。

それが 3番目のお話です。 

 今日お話しすることは、2つ参考文献があります。1つは、この日本情報処理開発協会、

JIPDEC というところが今年の 3月に出した研究会の報告書で、私どもはこれの事務局をや

らせていただきまして、大学の先生とか実務家の方、それから、例えばｅコマースをやっ

ていらっしゃる方、あるいは、これからお話しする電子書籍とかも関係しておりますので、

通信社の方などを委員にして、これからどういう新しいインターネットビジネスが生まれ

るのか。あるいは、それがどういうふうにリアルなビジネスとつながってくるのか。そし

て、そのような新しいビジネスを発達させるためには何が必要かというようなことについ

て報告書を書きました。ここに URL がありますので、もしご関心のある方はそれをご覧い

ただければと思います。 

 それから、もう 1つ、今日お配りしています、「NIC ねっと」というこの雑誌です。ここ

に今日お話しするような内容のことを大体 5ページにわたって書かせていただきました。

「ネットとリアルの融合による新しいネットビジネスの登場とそのインパクト」というこ

とで、もし今日、私のお話に関心をもっていただければ、後でもう 1度これを読み直して

いただければというふうに思います。
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 私が先ほど申し上げましたように、今までのインターネットビジネスというのは、例え

ばグーグルで色々検索をする、ヤフーのようなポータルサイトを利用するとか、もちろん

すべてリアルの世界にかかわってはいるわけですけれども、基本的にインターネットの世

界で閉じたものだったわけです。インターネットの世界の情報を対象にしていろいろビジ

ネスをしていました。仮想空間（バーチャル・リアリティ）を使ったゲームもあります。

そして、ネットの世界はネットの世界で新しいインターネットビジネスがたくさん生まれ

てきました。下のほうに UGC/CGM と書いてありますけれども、これは User Generated 

Content あるいは Consumer Generated Media、いわゆるウェブ 2.0 の SNS（Social 

Networking Service）に代表される、我々消費者自身が簡単に情報発信をできるサービ

スですけれども、そこに書き込まれた情報にもとづいて、いろいろなビジネスが起こって

きたわけです。 

 一方でインターネットに接続されていない世界というのがあり、それは右側のリアルな

世界ですが、これはネットの世界よりももっと豊かで非常に大きな世界です。例えば皆さ

んが地方で何かお店をやってらっしゃるというようなときに、今まで言われたのは、リア

ルな世界では物理的なお店が必要です。これはブリックアンドモルタル（Brick and 

mortar）というふうに言われます。レンガとしっくいのお店を出してビジネスをします。

一方、それとは別にネットの世界で Web 商店、ｅコマースをする。これはクリックの世界

です。そして、ネットでもリアルでも商品を売るようなビジネスは、両方あわせてクリッ

ク＆モルタル（Click and mortar）というふうに言われるわけです。これも今までは基
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本的には同じものをネットの世界とリアルの世界で売っていたわけです。これは、同じも

のをあくまで別々の販売チャネルで売りますので、なるべく相乗効果を高めようとするわ

けですけれども、下手をすれば、チャネル同士が、共食いというか、お互いにお互いを食

べてしまう、つまりネットは儲かってはいるけれども、リアルのほうは全然儲からないと

いうようなこともあるわけです。これはネットとリアルの世界が並列に並んでいたという

ふうに考えても良いかもしれません。 

 ところが、これからお話しする新しい技術を使ったサービスというのは、ネットとリア

ルの世界が並列に並んでいるのではなくて、イメージとしては層になって重なってきてい

ます。例えば、ネットの世界で友達と話をして、ネットの世界で色々ゲームをしているの

だけれども、そのプロセスでリアルの世界のお店に来てもらって、そこで何か買ってもら

うというような世界になります。ネットとリアルの接点のところに新しい場が生まれて、

そこから新しいビジネスが生まれているということです。 
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 今申し上げたような観点で、では具体的にどういう分野でこれから新しいビジネスが生

まれてくるのかということを考えたときに、4つ領域があるのではないと考えています。1

番目は、位置情報関連のサービス、それから拡張現実。これが一番基本的なところではな

いかと思っています。それから 2番目は、ライフログとか生活支援、我々生活者のデータ

をどこかにためて、それを分析した結果をフィードバックするというようなサービスです。

それから 3番目は、電子書籍とかコンテンツ配信の分野。それから 4番目は、必ずしも BtoB

だけではないのですけれども、クラウドコンピューティング。こういう 4つの分野でどん

どん新しいサービスが生まれてきているのではないかというお話です。 
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 では、まず、技術の話を簡単にします。注目する技術の 1番目は、今度 12 月に NTT ドコ

モさんが「Xi（クロッシィ）」というサービスを始めますが、LTE（Long Term Evolution）

という無線で 70 メガぐらいスピードが出る通信規格です。それから 2番目の技術は、モバ

イル端末です。ちなみに、皆さんの中で、今、スマートフォンと言われるものを使ってら

っしゃるという方、どれぐらいいらっしゃいますか、ちょっと、お手数ですが、手を挙げ

ていただけますか。まだほとんどあまりいらっしゃいませんね。わかりました。実は、私

もつい 近までは携帯電話さえ社給のものしか持っていなかったのですが、やはりこれか

らはスマートフォンを使わないと新しい ICT とビジネスの関係のことはわからないと思っ

て、スマートフォンを使い始めました。 

 それから、3 番目の技術は拡張現実です。バーチャルリアリティというのは、例えばコ

ンピュータシミュレーションで現実の世界とは全く別の世界をつくって、その中でシミュ

レーションをやるというようなことだったわけです。一方、拡張現実というのは、Augmented 

Reality、現実を強化するという意味で、現実の世界の上にコンピュータで作成された情報

を映し出すということです。ですので、現実とバーチャルが完全に区別されるものではな

い。現実のものの上にコンピュータの情報を映して、人間の行動を支援するような技術が

拡張現実です。 

 それから 4番目は、車のナビゲーションとかでおなじみの位置情報関連技術です。今日

お話しするのは大体こういうような技術に基づいたサービスです。 
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 それから、もう 1つのキーワードはプラットフォームビジネスです。これも詳しくお話

しする長くなりますが、プラットフォームというのは、もともとはちょっと高くなったと

ころという意味です。ここにも書いてありますように、情報をやりとりするための「基盤」

あるいは「土台」というふうに考えてください。ここでお話しするのは、基本的にはこの

スライドの下のほうにあるメディア機能型プラットフォームというものです。例えばイン

ターネットの中でオークションをする仲介のビジネスもそうですし、それから、クレジッ

トカードのようなものもプラットフォームビジネスと言われています。ソーシャルネット

ワーキングサービス（SNS）とか、クチコミを投稿するサイトのようなものもプラットフォ

ームビジネスであるというふうに言われています。
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 このプラットフォームビジネスがどうして注目されているかということをお話します。

ツイッターというサービスはみなさんご存知だと思いますが、色々な人がツイッターとい

うプラットフォームの上でいろいろなことをつぶやいています。つぶやく人、つまり利用

者が増えれば増えるほど、利用者にとってツイッター、すなわちプラットフォームの価値

が高まります。ツイッターと同じようなサービスで、例えば 1万人の利用者があるサービ

スと何億人使っているサービスがあるとすれば、それは何億人使っているサービスの方が

ずっと色々な情報が入るわけですから、価値が高いということになります。このように、

利用者が多いほどプラットフォームの価値が高まるというのは、「サイド内ネットワーク効

果」と呼ばれます。 

 それから、このプラットフォームビジネスのもう 1つの特徴は、これに補完業者という

のが出てくるということです。例えばツイッターなら、一般の利用者だけではなく、ツイ

ッターを広告などのビジネスに使うこともできます。プラットフォームを広告に使おうと

いう企業にとっては、一般利用者が多ければ多いほどプラットフォームの価値は高いわけ

ですが、これは異なる種類のプレイヤー間のネットワーク効果ということで、「サイド間ネ

ットワーク効果」と呼ばれます。いすれにせよ、これからご紹介する事例の多くはプラッ

トフォームビジネスとしての要素を持っていますが、プラットフォームは、なるべく先に

多くの利用者を集めた方がネットワーク効果が高くなり、プラットフォーム自体の価値も

大きくなるということです。
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 このスライドは、これからのネットビジネスのトレンドは何かということを 7つにまと

めたものです。「センサー網でリアル世界が可視化されて接続される」とか「ソーシャル＆

パーソナライズ」とか、「リアルタイム＆モバイル」とか、世の中で言われているキーワー

ドをまとめたような図ですが、ここで一番私たちが重要だと思っているのは、一番上の「ネ

ットとリアルが一体化する」というところです。 
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 今、7 つトレンドをお話ししましたけれども、それぞれについてキーワードをお話しし

て、幾つか具体的なお話をしたいと思っています。 

 まず、「ネットとリアルが一体化する」というポイントですが、リアルの情報がインター

ネットにつながるためには、現実世界のどこで何が起こっているかということがわからな

くてはいけないので、そのときに一番重要になるのが位置情報です。まずは、位置情報を

うまく使っている実際の新しいサービスをいくつかご紹介します。
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 初は、ロケーションバリューという会社が提供している「おてつだいネットワークス」

というサービスについてです。これは、例えば私が大学生だったとしましょう。大学生で、

アルバイトの登録をします。そうすると、例えば、今日、授業が休講になって、2 時間、

時間があいた。その 2時間の間、ちょっとバイトをしたいなというふうに考えます。そこ

で、GPS 付きの携帯電話でこのサイトにアクセスすると、近くで短時間のバイトを探して

いるコンビニニエンスストアなどが表示されます。つまり、お手伝いしたい人とお手伝い

を必要としている人が、位置情報を仲介にして非常に近いところで結びつく。このスライ

ドに「細切れの労働力」と書いてありますが、位置情報を活用することによって、例えば

1 時間だけ時間が余ったけれども何か仕事をしたいというようなニーズにこたえるような

サービスが可能になるということです。 

 

 この「おてつだいネットワークス」を提供しているロケーションバリューという会社は

非常にユニークな会社で、名前からおわかりのとおり、ロケーション、つまり「位置」が

価値だということをコーポレートビジョンにしています。「おてつだいネットワークス」は

「位置×ワーク」ですが、彼らは「ワーク」以外にもさまざまなサービスを展開しようと

していまして、その一つが、 近はじまった「ダイン」つまり食事と位置を掛け合わせた

サービスで、これは「イマナラ」という名前が付けられています。この「イマナラ」は、

基本的にはクーポンのビジネスです。ただ、今までの印刷のクーポンだと、例えば何月何

日まで有効とかいうふうに書いてありますが、何時とか詳しいところまではコントロール

できません。ですから、クーポンを例えば 100 枚配ってしまったら、極端な話、100 人全
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員がその日に来てしまうかもしれないわけで、クーポンを出す側としては、印刷したクー

ポンというのはなかなか使いにくいという問題があります。ところが、「イマナラ」は、そ

れを時限クーポンというかたちにして、いつお客さんに来てほしいかというようなことま

でコントロールできるようにしています。 

 具体的なサービスの内容は、基本的には、今ご紹介した「おてつだいネットワークス」

と同じようなことで、飲食店などが自分のお店の近くにいる人たちに対して、たとえば「こ

れから 8 時までの間だけ先着 10 組に夕食を 30％オフにします」というようなクーポンを

提供するサービスです。サービスの流れとしては、利用者が携帯電話から使う場合、まず、

サイトにアクセスすると、それだけで今自分の近くでクーポンが出ているお店がわかりま

す。その中から自分が行きたいお店を選んで、クーポンを表示してダウンロードして、そ

れをお店に持っていくと、例えば 30％オフになるというようなことができるわけです。 

 このサービスも「日経トレンディ」などの雑誌やテレビ番組などでも紹介されています。

先日、土曜日の朝早く起きて「めざましテレビ」という番組を見ていたら、ちょうどレポ

ーターの人が若い女性 2人を連れてこのサービスを使って、いかに割引できるかというよ

うなことをやっていました。このサービスを使って、お昼ご飯を食べて、それから女性に

エステに行ってもらって、カラオケに行って、それから夕食にちょっと豪華な和食を食べ

て、デザートにアイスクリームを食べて、クーポンを使わなければだいたい 1万 6,000 円

だったのがクーポンを使うと 7,000 円以下にできたという例を紹介していました。 

 近、インターネット上では、グルーポンという、グループで共同購入割引するクーポ

ンのビジネスが非常に流行していますが、「イマナラ」は時間限定、場所限定だという特徴

があります。ただ、こういうサービスは密度が高くてマッチングしやすい地域に限られて

いる可能性はありますので、地方ではまだ十分なサービスがないかもしれません。
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 次の事例は、「チェックインサービス」と言われているもので、その代表例がこれからご

紹介する foursquare（フォースクエア）です。これは何かというと、仕組み自体はそんな

に複雑なものではありません。例えば、私が、ここアルカディア市ヶ谷に来たら、「ここに

来たよ」ということでボタンをポチッと押すという、それだけのサービスです。そのこと

によって、例えば私がこのアルカディア市ヶ谷に 10 回来たら、私はそこの「Mayor」にな

ることができます。Mayor は市長のことですが、一番のお得意さんというような意味があ

ります。日本でもこのサービスは使えるのですが、日本の場合はまだビジネスに活用して

いる事例はありません。ただ、アメリカでは、例えばスターバックスと提携して、スター

バックスのお店の Mayor になった人には割引をするというようなことをやっています。つ

まり、この foursquare を使うことによってスターバックスに何度も足を運んでもらおう、

というような感じです。 

 このようなサービスのおもしろいところは、自分の友人と情報を共有することができる

点です。私の iPhone には、突然、自分の知り合いが、どこかの場所に「チェックイン」し

たということが表示されます。すると、「あぁ、あいつ、今ごろこんなところにいるのか」

というようなことがわかりますし、それがいま自分のいる場所に近ければ、そこに会いに

行こうというようなことにもなります。もちろん、そういう通知を表示しないようにもで

きますが、流行の言葉を使えば「ソーシャル」ですが、自分の居場所を友人と共有するこ

ともできるわけです。 
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 位置情報関連サービスの 後の事例は、「コロプラ」です。これもかなり有名になってき

ましたが、ネット上で自分の町（コロニー）を成長させていくというゲームです。ただし、

コロニーを成長させるためには、移動して「プラ」という通貨をためなければなりません。

このプラは、GPS で測定した利用者の移動距離に応じて与えられますので、移動すればす

るほど優位にゲームを進められます。家に閉じこもってインターネットばっかりしていて

も、このゲームはおもしろくありません。どんどん外に出て色々なところに行くことによ

って、初めてこのゲームの意味がある。 

 コロプラでもう 1つ興味深いのは、リアルのお店との連携です。これは、提携している

お店で商品を買うと、「コロカ」というカードがついてきまして、そのカードの番号を入力

すると、コロプラの特別アイテムをもらえるという仕組みになっています。このアイテム

が欲しいために、コロプラの利用者はいろんなところに旅行して、お店でお土産を買いま

す。あるお店では、普段は 50 歳以上のお客さんが中心なのですが、コロプラと提携した途

端に、30 代とか 20 代のお客さんが増え、2カ間に全国各地から 1,000 名以上の来店があっ

た、という事例もあるようです。 

 コロプラのアイテムを集めるためのバスツアーというのも企画されていますし、ＪＲ九

州は「コロプラ☆乗り放題きっぷ」を発売して、九州各地を回ってコロプラを楽しむとい

う企画もありました。それから、コロプラと提携している企業同士が連携するという事例

もあるようです。具体的には、盆栽を売っている千葉の会社と、九州の佐賀の窯元がコラ

ボレーションをして、新しいセット商品を販売するということも行われています。つまり、

コロプラというサービスが 1つの土台、プラットフォームになって、地方の会社にコロプ
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ラの利用者がたくさん訪問するというだけではなく、地方の企業同士が新しい商品開発を

行なうようなことも起きているということです。
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 それから、もう 1つ注目されるのが拡張現実関連サービスですが、これは「セカイカメ

ラ」という有名な事例がありますので、ご紹介したいと思います。セカイカメラは、頓知・

（ドット）という会社がつくったアプリで、発表時には世界的にも注目されました。iPhone

のカメラで写した現実世界の映像に重ねて、ネット上に登録されたさまざまな情報をタグ

で表示するもので、昔はこういうことをやるためには特別なゴーグルをつける必要があっ

たわけですけれども、それを iPhone でやってしまったということで、非常に驚かれたわけ

です。このような拡張現実関連のアプリは、セカイカメラだけではなく、たくさんありま

す。セカイカメラも、町の中だけではなくて、屋内でも実験が行われていて、例えばロエ

ベというブティックでは、室内測位技術を使って、利用者の前にある製品に関する情報を、

iPhone の画面で表示する。たとえば、ある場所にバッグがあるとすると、そのバッグが作

られた工程やデザイナーの思いを動画で映し出す、というようなこともできます。このよ

うなサ-ビスは博物館などでも行われていて、展示物の説明などに利用されているようです。 

 これは、観光にも非常に有効です。しかも、色々な言語で簡単に情報を表示することが

できますので、看板などを立てる必要がなく、例えば京都に行って iPhone で景色をのぞい

たときに、この建物はいつ頃建てられてどのような用途で使われている、というような情

報を、例えば中国語とか、英語とか、いろいろな言葉で表現することができます。実際、

そういう実証実験は、高山、佐賀、京都などで行われています。 
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 それから、私たちは、ライフログ、生活支援という領域にも注目しています。位置情報

や拡張現実関連のサービスがたくさん出てくると、我々の色々な情報とは、 初にも言い

ましたように、雲（クラウド）の向こうのサーバーの中にたまっていくわけです。そうい

う情報を活用するには、もちろんプライバシーという非常に大きな問題がありますが、そ

れをうまく解決することができれば、利用者にとても便利な情報を提供することもできる

ようになります。今、実際に NTT ドコモにはｉコンシェルというサービスがあり、テレビ

でコマーシャルもしていますが、例えば自分はジンギスカンが好きだということを登録し

ておけば、おいしいジンギスカン屋さんの近くに来ると、その情報を携帯電話が自動的に

教えてくれるというような使い方もできるわけです。それは、色々な情報を収集して、そ

れを分析することによって、1人 1人の人が必要としている情報をレコメンデーション（推

薦）するというようなサービスです。 

 レコメンデーションは EC サイトでもよく使われていまして、一番有名なのはアマゾンの

レコメンデーションです。私たち 1人 1人が購入した情報を分析して、今度はこの利用者

はこういう本を買いたいだろうということを推測して、それをホームページに表示する。

つまり、単に情報を集めるだけではなくて、集めた情報をうまく活用して、そして、それ

を利用者にフィードバックする。そのための技術というのは、今、非常に進んでいます。

もっともよく使われるのが「協調フィルタリング」というレコメンデーションの方法です

が、それ以外にも様々な方法で一人ひとりの利用者にふさわしい情報を提供するサービス

が生まれつつあります。 
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 後にお話しするのは、電子書籍のお話です。本というものも、今まではインターネッ

ト上にはつながっていませんでした。それが、アマゾンの「Kindle」のような電子デバイ

スの出現によって、私たちはいつでも好きな時に自分の欲しい本をダウンロードして読む

ことができるようになりました。 

 でも、Kindle のすごいのはそれだけではありません。Kindle は、専門の端末で読むこと

もできますけれども、このスライドに書いてあるとおり、パソコンとか、iPad、iPhone、

ブラックベリーなど、さまざまな端末で読むことができます。しかも、それは全部シンク

ロすることもできます。つまり、例えば、私がある本を通勤電車では iPhone で読んで、自

宅でまたパソコンで読むというときに、通勤電車で 50 ページ目まで読んだら、次、自宅で

その本をパソコンで開くと、やっぱり 50 ページが開かれます。これは、私がどういうふう

にその本を読んでいるかという情報がすべて、Kindle のサーバーに蓄積されているという

ことです。今までのお店では、POS つまり、ポイントオブセールス、販売時点のデータを

集めていますから、ポイントカードなどで顧客を特定できれば、その顧客がいつ何を買っ

たかといことはわかるわけです。ところが、電子書籍のようなコンテンツだと、そのコン

テンツがどのように利用されているかということもサーバーで管理することができますか

ら、POU、つまりポイントオブユースのデータを把握することもできます。そのことによっ

て、特定の顧客がそのコンテンツをどういうふうに使っているか、例えば一晩で一気に全

部読んでしまったのか、それとも 1 週間かけて読んだのか、1 ページ読むのにどれぐらい

時間がかかっているのか、そういう情報まで企業の側が把握できます。そうすると、その

顧客が本当はどういう内容の本を好きなのかということが、購買時点の POS のデータ以上
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に詳しくわかるようになります。 

 もう 1つ興味深いのは、Kindle では自分の好きなところに線を引くことができます。そ

うすると、線を引いたところに、例えば「11 人のほかの人がここに線を引いています」と

いうようなメッセージが出ます。私たちにとって今まで読書というのは 1人で本を読むこ

とだったわけですが、電子書籍ではこのような機能が加わることによって、リアルタイム

で、ほかの人と一緒に本を読んでいるような体験ができます。「僕以外に 11 人、ここに線

を引いている人がいるのか」ということがわかるわけです。これは、私たちにとっては全

く新しい読書体験になります。また、Kindle では、もっとも多くの人に線が引かれた箇所

をチェックするという機能もあって、電子書籍は紙の書籍を単に代替しているだけではな

く、読書体験を他人と共有できるという新しい価値も提供していると言うことができます。 
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 いまお話したことをビジネスモデルの視点からまとめたのがこの図です。本読むという

行為のように、今までインターネットにはつながっていなかったことがネットにつながる

ことによって、例えば読書体験を他人と共有できるという新しい価値が生まれます。これ

が、新しいビジネスモデルの中心になります。ビジネスモデルは、誰にどのような価値を

どのように届けるかという戦略モデルと、その価値を誰と協力してどのように創造するか

というオペレーションモデル、そしてその価値からどのように利益を得るかという利益モ

デルから成り立っていますが、リアルとネットの情報が結びつくことで、新しいビジネス

モデルが続々と生まれてきています。この図は電子書籍に代表されるコンテンツ配信のビ

ジネスモデルを表したものですが、今までお話した位置情報サービスや拡張現実関連のサ

ービス、ライフログや生活支援のサービスについても、これと同じような図で新しいビジ

ネスモデルを説明することができます。
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 後に今日お話ししたことをまとめると、色々な技術が普及することで、ますます多く

のリアルの世界の情報がインターネットの情報と融合されるようになり、その融合が行わ

れるプラットフォーム関連で新しいビジネスが生まれています。プラットフォームに蓄積

された情報は、プライバシーの問題がありますが、それをうまく乗り越えることができれ

ば、今までにない新しいビジネスを創造するための基盤になりますし、例えば先ほどのコ

ロプラのような事例にも出てきましたように、今までのリアルのビジネスにも大きく貢献

するようになるでしょう。 

 これからのインターネットビジネスは、インターネットの世界で閉じているのではなく、

リアルのビジネスといかに上手に組み合わせていくかが重要になります。逆に言えば、リ

アルのビジネスもインターネットのデータを活用することで、顧客に新しい価値を提供で

きるようになります。ネットとリアルが融合するということは、今までネットの世界でビ

ジネスをしていた人たちがリアルのビジネスに乗り出してくるというだけではなく、今ま

ではあまりネットに関係のなかったリアルのビジネスが、どんどんネットを活用して、自

分の現在の強みをさらに強くしたり、新しい領域に進出したりするチャンスが増えるとい

うことです。インターネットビジネスに強い人とリアルのビジネスをやっている人がうま

く協働することができれば、本当に新しい価値が生まれる。中堅・中小企業の経営環境は

大変厳しいと言われていますが、今日ご紹介したような新しい技術とサービスを使えば、

今までのビジネス領域でももっともっと新しい価値が生まれるし、日本ならでは、中堅・

中小ならではの新しいビジネスができるはずだと考えています。 

 では、私のお話は以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 
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皆さん、こんにちは。お疲れのところ、ありがとうございます。私は株式会社のスプラ

ムの代表取締役の竹内と申します。今日は皆様方に、お手元の資料に基づいて、中小企業

の Web マーケティングの成功のポイントを少しだけお話させて頂こうと思っています。 

 日本には中小企業が 99.7％もあります。これは多くの中小企業さんが自覚していない内

容です。「エ？ そんなに中小企業ってあったんか」。数で言ったら 420 万企業のうちの 280

万企業が個人事業主です。ですから、かなり規模の小さい企業さんも日本には多いという

ことを改めて私も認識しております。規模の小さい中小企業は、大企業の発した言葉に対

して、これはうちの業界とは関係ないとか、うちの規模では実行できないとか、何となく

IT が浮ついた理論上の机上論のように見えてしまう方が多くいらっしゃるように思いま

す。私はほぼ毎日、現場を回って中小企業に具体的なアドバイスをしています。私は商店

街の活性化、ポイントカード、色々なテーマについてアドバイスしてきましたが、こんな

に中小企業さんの目が輝いているのは初めてだと感じていることが 近続いています。ブ

ログを作って、自分でブログを書くことができるという状態を知ったときの中小企業の経

営者の目の輝き、すごいものがあるなと感じています。 

 今、私は、ある中小企業支援機関の主催で、小規模事業者 10 人の方に集まって頂いて、

そこで各自持参したパソコンを LAN に接続して頂き、とりあえずは共通事項としてブログ

を作ろうということをやっています。今年ももうすぐ始まりますが、初回の日、大体 30

分経過して、自分のブログができたときの喜び、すごく大きいですね。私は、100 の理論

を語るよりも、１つの実践で、『できるんだ、自分の手で IT を使いこなせるんだ』と思っ

て頂く事が、中小企業の、特に小規模企業の IT の支援ではすごく重要な事だというふうに

思っております。 

 「成功のポイント」について、今日は色々な切り口の中でかいつまんで話させて頂こう

と思っています。Web は、もう皆さんはご存じのとおり、インターネットです。インター

ネットを生かしてという事になります。多くの中小企業さん、小規模企業さんは、Web と

いっても何の事だか分からない方もいらっしゃいますから、「Web はインターネットのこと

ですよ」と伝えて差し上げてください。それから今度は、マーケティングという言葉もよ

く分からないです。変に横文字をたくさん使ってしまうと、何となく反感を覚えてしまう

方も中にはいらっしゃいますから、私はいつも置きかえていきます。インターネットを使

って、簡単に言ったらマーケット、市場に対応することですよ、これがマーケティングと

いう言葉と私は置き換えていきます。市場対応のことです。もっと平たく言えば、インタ

ーネットを使ってお客を１人でも 2 人でも増やす、インターネットを使って売上高を１割

でも 5％でもいいから増やす、そんなことを具体的に言っております。 

 その後にいろいろな事例を話していく事例として挙げさせて頂くのは、有限会社で、昔

からある老舗の眼鏡屋さんです。眼鏡は粗利が 7 割、8 割取る事ができる商売です。ネッ

トでコンタクトレンズを売り始めましたが、実際に見てみるとコンタクトレンズ１個当た

り単価は決して高くはないのです。べっ甲でつくった眼鏡、手作りの眼鏡等を売っている
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お店ですが、それと比べるとコンタクトレンズの金額は相当安いです。 

 当時の中小企業支援機関の専門家を派遣する事業で、私は初めてこの企業さんと出会い

ました。私はいつもこのノートパソコンを持参して、今は色々な通信の端末を持って行っ

て、どこでも完璧なコンサルをするようにプロとして自覚を持っています。現場に行って、

「竹内さん、 近、楽天市場というのかい？ あれが 2 年前にできて、随分売り上げを伸

ばしているようなんだけども、うちの業界ではまだ誰も売ってないようなんだけども、ど

うなんだ」という相談を受けたのです。そこで、今だったら何となくうちに籠ってしまっ

て、「まだリスクが高いからやめたほうが良いですよ」とか、「まだ分かんないから、いい

んじゃないですか、ほっといて」とか、そんなことを言う方もいるかもしれませんが、「竹

内さん、10 年たってネット通販が白黒ついてしまってからの失敗よりも、まだ白黒つく前

の今、体験する失敗のほうが経営上で有効だろう」と彼は言ったのです。そうか、そうい

うふうに前向きに考える経営者だったら是非やりましょうと言って、現場で私がネットへ

つないで、楽天市場へ連絡をして、資料請求したところが始まりだったのです。 

 初月、コンタクトレンズがかなり売れましたので、半年たった段階で、これからずっと

低価格で勝負していくのか、低価格に背を向けて、品質重視、サポート重視で行くのかと

いうことを考えました。そして、商品の 2 割くらいは低価格を追求するけれども、8 割く

らいはそうでない経営をしていこうと決めました。その結果、お陰さまで売り上げが驚く

程伸びました。問屋さんも、メーカーさんも、仕切りの値段を特別扱いにしてくれる程で

す。配送業者も、一々この会社に売れたからと取りに行くというのは面倒なので、「うちの

倉庫を使って下さい」と言って物流業者まで寄ってくるようになりました。もともとは家

族経営でやっていた眼鏡店がここまで売り上げを伸ばしました。「じゃあ、これからでも、

うちの業界でやっていけるかな」と希望に満ち満ちた顔で話を聞いて下さる中小企業の方

が多いです。 

 近ではブログとツイッターが話題です。マーケティングの中でもリサーチもしくはプ

ロモーション機能として大きいのはこの 2 つです。今度は私の事例で大変恐縮ですが、私

もブログを毎朝書いております。例えば珍しいかもしれませんけど、中小企業診断士さん

が書いているブログを読みたいと思った方がいたとします。そうすると、中小企業診断士

のブログを読みたい、Yahoo さんは全部で 90 万件のページを見つけ出しますが、お陰さま

で私のページが一番上に出てきます。たまに落ちてしまいますけれども。では中小企業ブ

ログではなくて経営ブログだったらどうだろうとやってみると、今は 2億 4,900 万のペー

ジが見つかる中で、私のブログは 2番目に出てきます。 

 この知識領域のことを SEO（Search Engine Optimization）という言い方をいたします。

私は、業者を一切使わないで、ブログとかツイッターを絡めて中小企業さんのネットショ

ップなりホームページをかなり上位にするのが得意の人間です。よく中小企業さんから、

「SEO の業者でどこの業者がいいか判別してくれ」、「この業者に頼んだけれど効果がない

ので理由を教えてくれ」といったことでコンサルに入ることもよくある話です。見てみる
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と、大ざっぱですけれども、決して一流の知識を持っているわけではないと思われる SEO

業者が大体3割から4割位あるよう思われますから、ぜひ皆さん方は支援機関さんとして、

地元の中小企業がどこの SEO 業者を使ったら良いのか、その基本的な知識として、お手元

にあると思いますが、小冊子「中小企業 Web マーケティング 成功のポイント&事例企業」

の中に私が書かせて頂いた Web マーケティングの SEO の基本を掲載しているところを参照

にして頂きたいと思っています。 

 今、ご覧になって頂きたいのは、アクセス数です。私は毎朝、ブログを書いております。

朝書くというのが継続のポイントだと私は思っています。夜寝る前に書くのでしたら、暇

があったら書くとか、お客が少ないから書くという、そんなものではないのです。Web マ

ーケティングは、もっと必死になって、朝、お客に対して、「今日は、うちの店、こんなの

が目玉商品としてあるよ」、「こんなのが特売だよ」といったことを伝えるのがブログです。

そう考えると、毎朝書くべきです。私は毎朝書いて 5 年半経ちました。5 年たつと、775

人、1,000 人超える時もありますが、ちょっと少なかったな。ページビューといって開か

れたページの数が約 2,100 ページビューです。大体 3倍になっているということは、１人

が平均 3 回ぐらい開けて下さったということになります。5.5 年、毎朝書き続けた結果、

１日大体 800 人くらいの方が読んで下さるようになったのがこのブログでございます。 

 では、今度は、ツイッターはどれほどの効果があるのかということでこんな検索をして

みようと思います。中小企業診断士さんが書いているツイッターを読みたいと言う方が、

たまにはいたとしましょう。そうすると、「中小企業診断士、ツイッター」で検索すると、

250 万件中で、私のツイッターが一番上に表示されて出てきます。当然、ブログも 1 位、

経営ではたまに今みたいに 2 位になりますが、ツイッターで１位、中小企業の SEO でも 1

位に出るように自分で努力してやっております。 

 それをクリックすると私のツイッターが出てきますが、多くの中小企業さんには「ツイ

ッターって何ですか」というところから入る場合もあるのですが、この右側の小さい数字

をご覧になって頂きますと、私がボソッとつぶやくと、3,146 人の方の目に触れる可能性

がある。これがツイッターというものです。ですから、ツイッターというのは、数字が必

ず左と真ん中と右に出ているのですが、この真ん中の 3,146 という数字がブログで言った

ら読者に相当する数で、「ここを増やさなくてはいけませんよ」ということを中小企業さん

によく言います。ツイッターは約 1.5 年、1日、今、30 回ぐらいつぶやいておりますけれ

ども、それで大体 3,000 人くらいが私のことをフォローして下さっているということです。 

 こういうふうに明示してみると、ホームページの時代よりもブログ、ブログの時代より

もツイッターといって、消費者に触れやすいメディア、消費者も参加しやすいメディアが

どんどん増えているという説明をよく致します。「そうか、竹内さん、ツイッターというの

は 140 文字でいいんだろう？ ブログみたいに写真張ったりする必要ないんだろう？」「そ

うなんですよ。とりあえず、今日仕入れた麺の硬さとか、きょうは曇っているからこんな

水の調合でうどんを作ってるよとか、そんなことをつぶやいたらどうですか」と現場で言
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うと、「おお、それやろう」と言ってツイッターをやる気になる方が非常に増えています。

ツイッターとブログとホームページとを全部絡めた形で Web マーケティングと私は呼んで

おります。お陰さまで、これをしっかり実行している中小企業さんは業績が悪化していな

いのです。非常に業績が良いところが多いです。
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 今日お集まりの皆さんはもうプロフェッショナルの方ですから、解釈論だけ加えさせて

頂こうと思っています。 

 一番上の図を見ると、インターネットの利用者数は、今、日本では 9,400 万人を超えま

した。このデータは国が取っているデータですけれども、1 億 2,000 万人ほどを母数とし

ているデータです。日本人は 1 億 2,705 万人です。ということは、705 万人がこの統計か

らは抜かれています。705 万人は母数から控除されてしまっています。この母数というの

は何なのかといったら、6歳以上です。6歳以上の子どもを母数として見たら、日本の国民

の 78％がインターネットを利用している国になったという捉え方です。この 78 という数

字が上がっているという点も着目したいところではありますが、私がもっと着目したいの

は、6歳以上を母数にしているという点です。この事を逆に考えると、6歳になればインタ

ーネットを使うことができるという前提で統計がとられているという事です。つまり、小

学生になればインターネットを使うもので、使わないといけない、使うのが普通だという



 

－94－ 

とらえ方をして頂きたいと思います。 

 今から 16 年前、『インターネットが商店街を活性化する』といったテーマで、商店街向

けのセミナーの講師をしました。当時はパソコンを持ち歩くこともなく、プロジェクター

もなかったもので、カレンダーを後ろ側にして、模造紙のようにして、マジックで書いて

説明した覚えがあります。インターネットとはこういうものですよと話した覚えがありま

すが、あのころ、「いいですか、商店街の皆さん、韓国や、台湾では、親戚のお子さんが小

学校に入学すると、親戚一同がお金を出し合ってパソコンを買い与えているのですよ」と

いうことを話した覚えがあります。「エー？ そうなのか。おれなんてまだパソコン使えな

いけどな」と言っていたのが今から 15～16 年前の話です。その文化は日本にはありません

が、海外では、小学校に入ったイコール、インターネットやパソコンに親しんでもらわな

いと困るというような文化があるという事だけお考えになってください。 

 そして、よく見ると、19 年あたりからこの上昇の率が上がっている感じがしませんか。

私は 2 つくらい理由があると思っています。１つ目の理由は、やはり不況の影響が長引い

ているからだと思います。不況だと何故インターネットユーザーが増えるのか。理由は 2

つあります。不況ということは、値段が安い物を買いたい人が増えます。デフレになって

しまいましたけれども、安く買いたい。もしくは、就職をしたい。つまり、再就職をした

い。学生だとしたら、公認会計士さんになって合格者の半分の就職先がないという話で、

大学を出た方でもなかなか就職がないというのが新聞紙上を賑わしております。2つです。

不況ということは、物を安く買いたい人と、仕事が欲しいという人、両方の面からインタ

ーネットが欠かせないものになってきています。 

 では、不況で、今、どのような方が増えているのかと、スマートフォンにインストール

されている価格調査アプリケーションを使い、その場で商品のバーコードから金額をイン

ターネットで調べる方です。 

 今どちらかのお店に行きました。棚に欲しい商品がありました。「あった、あった、この

商品欲しいんだよな」と棚から手にとってレジに持っていくのかと思ったら、店内でアプ

リケーションを起動させてバーコードを読みます。そうすると、店頭だと 950 円、ネット

だと 800 円とわかります、店頭は単にスキャンするためだけに来ただけであって、買うの

はネットだというお客様が意外といらっしゃいます。これを使えばバーコードが載ってい

れば も安い商品を見つけることができますから、この話を聞くと仕入れが安くなる、経

費が削減できるといって喜ぶ方が多いです。 

 ところが、この話をして 10 秒くらい経つと経営者の方は「まずいな」と考えます。これ

が普及してしまったら全て安いお店からお客さんは買うようになってしまうと思います。

私は、小売業は接客というものにも特許を与えていいくらい、接客業だと思っています。

物を売っているのはいわゆる道具に過ぎない。しかし、これでは接客の巧みさ、それは一

切出てこないです。だから、今のような価格調査アプリケーションが世の中に出た時に、

私は自分のツイッターでつぶやきました。皆さん、このような価格調査アプリケーション
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を使えば安い物を買える、これは良い事だと思う。けれど、安さで物を選ぶ以外の商品選

択も広げていてくれないと、結果的に言うと、「お父さんが倒産しちゃった」というよくあ

る笑い話になってしまいます。お父さんの勤務していた会社は問屋さんで、奥さんがいつ

も安売りのディスカウントで買っていたら、そのディスカウントに負けてしまった地元の

スーパーに商品を卸している問屋にお父さんが勤めていた。つまり、奥さんが安いものを

買ったが故にお父さんが失業したという、こういう循環の事を分かりやすく説明すると、

確かに自分の今日の収入・支出の事を考えたら安いものを欲しいけれども、経済を回すと

いう考え方を持っていたら、場合によっては、予算をつける、物を回す、地元で物を買う

ということも重要だという事に気づく方が多くなるのではないかと思っています。 

 今の私の話し方から皆さんご理解頂いたと思います。私は、インターネットを使って物

を安く買うということを両手放しで喜ぶタイプではありません。今度はまるっきり逆のこ

とをお話しします。不況とは、もう１つ、わがまま、自分の好きな物を買いたい人も一方

で増えています。レザーブランド製品を製造販売している会社です。ショールーム的な店

舗を儲けています。たとえば自転車の前につけるフロントバックは 13 万 8000 円で売って

います。確かにマーケットがあるからこの値付けをしているのです。ドラッカーの言葉で

すけれども、起業家がどのような分野でどのような事業展開をしているのかをよくウォッ

チすると、現在の既存の中小企業の経営改革の方向が見えてくるといいます。つまり、起

業家は必ず、非常にリスクはあるかもしれないけれども、成長著しい分野で起業しようと

しています。これも１つの分野だとお考え下さい。 

インターネットを使うという事は、マスコミなどでは、ここにまた激安店ができたとか、

また、牛丼店が安くあると、こんな事ばかりを紹介されていますが、インターネットで、

あまり知られていないような富裕層向けの商売というのも、実はじわじわと広がっていま

す。日本には 4,700 万世帯あり、年収 1,000 万を超えている世帯だけをカウントすると、

12.4％あります。12.4％の世帯は数にすると約 580 万世帯です。580 万世帯は年収が、お

父さんもお母さんも合計すると 1,000 万を超えます。そこを狙ったマーケティング、富裕

層マーケティング、富裕層向けのマーケティングも存在するということを覚えておいてく

ださい。各地域で有名なブランド、特産品がたくさんあります。そういったようなものを、

地元だけの消費ではなくて、日本全体に売って欲しいなと思っています。 

 有名なのは、「富裕層のためのスーパーリュクス」というページです。皆さんの地域でも、

「インターネットって価格競争ばかりでつまらない」という人がいます。「俺のとこはちゃ

んとうちの商品の価値を分かってくれる人に売りたいんだ」というタイプです。そういっ

た方にはこのページをご紹介して頂きたいと思います。このページを見てみると、そうか、

インターネットという世界は、安い物を買うためのメディアではなくて、自分がわがまま

放題で、自分にとって 適な商品をよく選んでくれるような富裕層を見つける事もできる

メディアだ、そんなふうにお考えになってほしいと思います。確かに、町を歩いていけば、

激安、安売り、何割引きばかりです。インターネットの中だと、自分の好きなものを選ん
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で作ってもらえるという、そういったものもチャンスとしてあるとお考えください。 

 今度は、パソコンから繋ぐ人、モバイルから繋ぐ人、ゲームから繋ぐ人、このようにイ

ンターネットの接続のし方は分かれているということを知っておいて頂きたいと思います。

今、日本では、このパソコンとモバイルを合わせたところが 7 割います。インターネット

ユーザーの 7 割はパソコンも使うし、モバイルも両方使います。ここで、モバイルって何

だという話題がよくあります。それが 2 つに分かれます。1 つがケータイです。昔は「携

帯電話」と 4 文字で漢字で書いたのですが、今はカタカナで「ケータイ」と書きます。多

分、電話というのはほんの１つの機能に過ぎなくて、携帯端末というとらえ方が一般的に

なってきているのだと思います。もう１つがスマートフォンです。スマートフォンという

のは、今、各社が色々なものを出しているわけですが、年末のボーナスが出たら何が欲し

いですかと言うアンケート等によると、ケータイ買いたい、買い替えたいという人はほと

んどいないです。日本ではスマートフォンに替えちゃいたいと言って、ケータイをやめて

スマートフォンにするか、もしくは、ケータイを持ちながら、プラスオンしてスマートフ

ォンの両方を持つか、どちらかの派が多いとお考え下さい。 

 多くの中小企業さんでは、電話の機能の料金にパケット放題を普通のせます。そうする

と、外でインターネットに接続してページを見ても、料金は一定です。そのパケット放題

部分を解約する方が多いのです。パケホーダイを契約したお金でもって新しくスマートフ

ォンを付け加えます。そうすることによって、もとの電話とパケット放題と合わせた料金

とほぼ同じ料金で両方使うことができる。これがビジネスマンとしては、今は一番多いス

タイルだというふうに思います。 

 パソコンからしかインターネットに繋がないという人も中にはいます。ケータイは電話

機能だけだという人も中にはいます。パソコンからだとしても、パソコンは、いわゆるノ

ート型パソコンで持ち歩きできるタイプなのか、デスクトップパソコンで持ち歩きができ

ないタイプなのか、大まかに 2 つくらいの種類に分けることができます。私の感覚的なも

のでは、今はノート型パソコンのほうが今は 6 割から 7割占めていると思います。ですか

ら、簡単に言えば、モバイルとパソコンを合わせた中で、パソコンからと答えたグループ

の中でも、またその 6割くらいはノート型を使っていると解釈をすれば、約 77％ぐらいの

方が、今日の私みたいに移動しようと思えばノートパソコンを小わきに抱えて、喫茶店や

電車に乗りながらメールを読んだりすることができるとお考えになると、これからはもう

お客様は、家で、もしくは仕事場で机に座って中小企業さんの情報を見てるのではなくて、

移動しながら見ているという感覚でネットを運用すべきだなというふうに思います。 
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 移動しながら見るということは、クイックレスポンスのこの QR コードが非常に有効です。

もう皆さんもよく使われていると思いますが、中小企業の現場では今だに使い切れてない

方が多いと思います。まず、中小企業さんで「経営資源って何ですか」というと、「人だよ

な」「モノだよな」「もちろん金だよな」と言って、この 3 つくらいは出る方が多いです。

「人」・「モノ」・「金」が経営資源だ、これはもう常識中の常識です。場合によっては中学

生・高校生でも答えられる時代かもしれません。ところが、人とモノと金だけで経営資源

が良かったのは 70 年代までであるとお考え下さい。1970 年代まではこれで OK だったので

す。80 年代が明けると同時に情報が資源化された。情報というものが、当時は、SIS(スト

ラテジックインフォメーションシステム：strategic information system)、といって、情

報システムそのものが受注力を左右するものでした。それまでの情報というのは、経費を

削減するとか、事務作業を合理化するといって、経費を削減する IT であり、それが 80 年

代になると、売り上げを上げるための IT に変わっていったのがこの「情報」です。 

 人・モノ・金・情報の次の 5つ目はどのようなものだと思われるのでしょうか。 

女性：時間。 

竹内：そうです。「時間」というのが第 5の経営資源です。今、周りを見てみると、実は時

間の経済価値に着目した企業が業績を伸ばしています。同じだったら早いほうがいい、同

じ料金だったら短い時間で提供したほうがいいと考えたのが、1つは床屋さんの業界です。

画面中央部の「さっ

そく作る」をクリッ

クします。 

3 種類のメニューの中から作成

したい項目を選び「作る」をク

リックします。 

入力し「作成」をク

リックします。 
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千円カットハウスがあります。駅の中にもありますが、あれは千円というところが付加価

値を得たのではなく、「10 分間で終わる」というその時間価値が も良かったとお考え下

さい。 

 もう１つ、「あす楽」というのもあります。楽天市場さんが今から 3年ほど前に始めた売

り方です。注文すると明日必ずお宅に届くというところに、倉庫を持っているお店だけを

括り直しをしたものです。例えば北海道のお店に、横浜のお客様が注文すると、今日注文

するとあさってあたりになってしまう場合があります。そのときは検索すると北海道のお

店が出てこないように、括り直しています。横浜のお客様に明日届く地域のお店しか出て

こない。これがまた付加価値を得ています。楽天で買うと何でも買うことができるという

イメージを持つ方が多いのですが、残念ながら、楽天で買うと、もしかしたら土曜日・日

曜日に１泊旅行に行く予定でカニを買ってしまった、そうすると、注文した段階では金曜

日に届くだろうと思っていたのが、日曜日に届きますというメールが来ると、「あれ、旅行

に行こうと思ったのに、せっかく新鮮なカニが」と思って、いつ届くかわからないから買

えない状態というのがよくあります。だから、楽天はそこに目をつけて、購入する直前に、

今買ったらいつごろ届くよということを前面に出すようにしました。これは中小企業に相

当効く効果があります。中小企業は、時間価値をもっと前面に出すと、低価格競争を脱す

る事ができるとお考え下さい。 

 纏めてみると、「時間価値の厳選」、これをよく中小企業さんにお伝えして頂きたいと思

いますが、2つあると私は考えています。やはり、「早さ」です。昔から出前迅速、ピザは

30 分、早いということは良い事です。これを可能にするのが実は IT を使った電子メール

であり、ブログであり、ツイッターであり、場合によってはデータベースであったり、見

積もりを合理化するなど、その意味では IT を使う価値があるとお考え下さい。2 つ目が、

例えばコンビニエンスストアなどに、「今日は 1,000 個のおにぎりを注文するよ、地元で運

動会があるんだ」と言うと、朝 1便から 1,000 個のおにぎりを届けられてしまったらお店

がおにぎりだらけになってしまいます。朝 300 個、昼 300 個持ってきて、夜 400 個持って

くるという、「タイミングを得たちょうど良い価値」、これが時間価値の厳選です。早いと

価値がある、ちょうど良いグッドタイミングだと価値がある、これが時間価値だとお考え

下さい。製造業で有名なのはジャストインタイムです。この事をジャストインタイム経営

とか、場合によってはジャストインタイム配送といって、セブンイレブン等の多くの流通

会社さんが、ちょうど良いタイミングというのに価値を置いた事業展開をしています。こ

の経営を、早いという事で、迅速だという捉え方をすると、「クイックレスポンス型の経営」

という言い方をしています。 

 時間という切り口から考えてみると、低価格を脱することかできる。逆のことを言えば、

IT を使えば時間価値を増幅することができる。そのタイミングを得てメールを出す事がで

きる。瞬時にして高い価値をつくり出す事ができる。これがすごく重要だとお考え下さい。

ですから、私は、この QR コードは、クイックレスポンスという、すぐに作ってすぐにお客
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様に伝える事ができるという意味が込められている、というふうに思っています。 

 この QR コードは、色々な Web サービスに簡単に繋がります。私がいつも推奨しているの

は、無料ですぐに QR コードが作れるサイトです。私も作っております。 

 今、QR コードを読むという事を順番にやってみましょう。携帯電話を出して、カメラモ

ードをオンにすると携帯の画面に QR コードを映します。このバーコード読み取りというボ

タンを押してみます。QR コードを読み取ると、接続先の名前が出てきて、アドレスという

のは、接続しようとしているアドレスが出ています。接続や決定ボタンを押すと、繋いで

良いですかと訊いてきて、繋いで良いですよというボタンを押します。そうすると、今、

携帯電話向けに情報が出てきます。表示される画面ですがパソコン向けのレイアウトと、

ケータイのレイアウトは若干違いがあります。今はもう一般的に、アクセスしてきた対象

がケータイならケータイ型のレイアウトに自動変換してサーバーが自動的に返します。パ

ソコンだと思えばパソコン型のレイアウトをして自動的に返します。「竹内さん、俺の会社

は小規模企業だけども、お客のケータイに QR コードでホームページを映したいけれど、ケ

ータイ専門のホームページをつくる必要があるのかい？」という質問が、昔、よくありま

した。今は一切必要ありません。今は、特にスマートフォンはパソコンと同じですし、一

般的な検索サイトも、スマートフォンの検索はパソコンと同じ扱いをします。昔は、モバ

イル SEO といって携帯電話からの SEO は別の領域がありました。今後はパソコンと同じだ

とお考えになって頂きたいと思います。「そうか、だったら、おれもブログをつくれば、お

客様のケータイでも、うちの安売りの情報だとか、うちの特価品の情報だとか、うちの新

商品の情報をお客さんに伝わるんだね」、「そうなんですよと、こんな言い方をしていくわ

けです。もし完全カスタムで作りたいという中小企業さんがいらっしゃったら、この無料

ですぐに QR コードが作れる QR サイトを使うと、完全カスタムメイドして作ることができ

ます。私もよくこれを使わせて頂いております。 
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 今度はブロードバンドの普及です。やはりこれからは動画を生かし切ることができる時

代だとお考え下さい。特に今年は Ustream(ユーストリーム)というのが随分普及しました。

事業仕分けの会場で多くの方がライブ放送で、インターネット上で見た方がありました。

随分普及した感があると思います。ですから、ブロードバンドが普及すると、まず、中小

企業が生かすべきメディアはこの 3 つであるとお考え下さい。3 番が、ユーストリーム。

１番 YouTube(ユーチューブ)、2番目がコマーシャライザーです。 

 中小企業がブロードバンドのトレンドの中で生かすことができるもの、まずは YouTube

です。これは録画されるものです。2 つ目がコマーシャライザーです。これは写真を動か

すことができるものです。写真が動く。CM です。3番目が Ustream と申し上げたのですが、

これは実はライブ放送ができるものなのです。YouTube というのも多くの方は見たことが

あると思いますが、中小企業さんが、「エ？ そんなに簡単にできるの？」と思う方が非常

に多くいらっしゃって、「業者に頼まないとできないものだと思ってたよ」という方がいら

コマーシャライザーの詳しい使い方は 
http://cmizer.com/home/howto 
上記を参照してください。 

Youtube の詳しい使い方は 
http://www.google.com/support/youtube/ 
上記を参照してください。 
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っしゃいますが、私は、YouTube は 3 つの段階で進めていこうと、いつもご説明します。

まず 1つ目は「撮影の段階」、2つ目が「編集の段階」、3つ目が「公開の段階」です。中小

企業ですから、ここになるべく費用をかけたくない、できる限り自作したい。私は現場で、

完璧な事を目指して高い値段で外注を出すよりも、6 割方の出来でいいから、時間とタイ

ミングをピッタリ合った形で自作しながら情報を公開していこうといつも言っています。6

割主義です。これは 6 割で良いと考えるのではなく、動きながらだんだん完璧にしていこ

うという意味です。完璧な計画を作ったり、用意周到で準備をしっかりやらないと動き出

さない方が、 近、多くなってしまった感があります。1 つ目の段階の撮影に関しては、

自分のケータイで撮影したもので充分です。これであればお金は一切かかりません。パソ

コンへの転送は記録メディアを使用したり、本体を PC に接続して行います。 

では、2 つ目の段階の編集が面倒だと思う方が中小企業さんには多いですが、これは

Windows のムービーメーカー(Movie Maker)を使うと無料で誰でも簡単に編集することがで

きます。Windows ムービーメーカーは、XP バージョン、Vista バージョン、7バージョン、

全部無料であります。買っただけで中に入っています。入ってなければ、マイクロソフト

のサーバーから無料で使うことができます。 

 

 

 

１個の動画に編集し直したら、今度は 3 つ目の段階の公開です。これをどこに公開する

かといったら、YouTube です。ニコニコ動画でもいいのですが、今回は YouTube に公開し

ていきます。これも無料で全部できます。YouTube を出して、アカウントさえ持っていれ

ば誰でもすぐに作る事ができます。 

 

 

 

 纏めてみると、YouTube に公開してからするものとして、吹き出し（アノテーション）

等を入れて説明を加えること、あとは、YouTube 上でオーディオを入れ替える。これは

Google が契約していますから、有名どころの音楽も著作権フリーで使うことができます。

これが YouTube の全体像で、すべて今のように簡単にできて、完璧な動画を作ろうと思っ

て半年後に製作するよりは、今の目の前の消費者に対して、「今、うちが作ったこの本格醸

造の醤油をご覧になってください」という事を店主が動画を使って訴えること、それがす

ごく重要な時代だとお考え下さい。これができる時代になったのです。 

 あと、コマーシャライザーというものがあります。これは CM 作成です。コマーシャライ

ザーはリクルートさんが、もう随分前から運営しています。これも無料で使うことができ

ます。今、11 万 5,000 件もの CM が作られています。私は随分 初から使っています。 

自分で撮影した写真をブログに公開し続けています。地元の方がそこの風景写真が掲載

Windows ムービーメーカーの詳しい操作方法は以下サイトにて確認できます。 
http://windowslive.jp.msn.com/guide/moviemaker/step1.htm 

YouTube での詳しい作業方法等は以下サイトで確認できます。 
http://www.google.com/support/youtube/ 
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されている私のブログにコメントを書くと、バックリンク効果というのがあり、私にコメ

ントして下さった人のブログとかホームページが検索で上位になる効果を生みます。その

ために私はこのブログを運用しています。今では仕事のブログよりもこちら方がアクセス

が増えています。 

 YouTube と違って良いところは、終わった後、 後に、誰も待ってないのに「待望の」

なんて自分で書いて、「こちらへどうぞ」とクリックすると、実際の当該ページへ飛んでい

くところです。今、もう 7,000 枚を超えましたが、１日 15 枚の写真を公開し続けています。

全部、今日撮った写真ではなく、どこかに行って、仕事で呼んでいだたいた地域で、呼ん

で頂いた仕事先でしか写真を撮らない主義です。これもアクセスはどれくらいかというと、

昨日は 1,000 を割っていましたが、952 人の方が約 6,500 ページ見て下さいました。比較

的写真の中では多い方だと思います。これを私が運用していて、このコメント欄というと

ころに、地元の、例えば地元の方がコメントを書いてくれると、SEO 効果といって、検索

が上位にいく効果を生んでいきます。実は私は、そのために運営しています。 

 次に、ユーストリームを紹介したいと思います。もう皆さんの地域でもいろいろな行政

機関、皆さんの機関でも使っている可能性はあると思いますけれども、事業仕分け等でこ

ういうふうにしているのですという事でご覧になって頂きたいと思います。 

 

 

 

 纏めてみると、ブロードバンドで時間を随分と費やしましたけれども、YouTube とユー

ストリームとコマーシャライザーを使いこなすようにすると、Web マーケティングでは中

小企業の良さが伝わる、時間価値が伝わる、迅速性が伝わる、完璧を求めて１年後に作る

なんていうことを言っていられない、とお考えになって欲しいと思います。 

 近ツイッターをマーケティングに生かす会社さんが増えてきています。ツイッターや

YouTube、ユーストリーム等をホームページに入れ込んで、その入れ込んだような新しいペ

ージを作っています。 

ホームページ作成ソフトもツイッター連動や動画の入れ込み等に対応するようになり、

代表的なもので BiND for(バインドフォー)、ホームページ・ビルダー、Dream Weaver(ド

リームウィーバー)等があります。 

ユーストリームの詳しい作業方法等は以下サイトで確認できます。 
http://www.ustream.tv/support-center 
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 今度は高齢者が増えてきたという話題です。上の図は１年間でどれだけ年代別にネット

を使っている方が増えたのかという事を見ているのですが、急激に伸びたのは 60 代の世代

です。60 代の前半・後半は相当なネットユーザーが増えているというデータがあるわけで

す。58％の方がインターネットを使ったことがあると答えています。という事は、先ほど、

とにかく安い物を探しているという話もしましたが、自分にとって欲しい物を探してる人

も多かろうという事で、ここに新たなマーケット、市場を見い出している人がいます。 

 その代表格と言っていいのは 50 歳以上の方を対象とし、シニアが楽しむ日本 大のシニ

ア専門のページづくりをしている会社です。たとえば先代が 65 歳で、店主の息子さんが

40 歳だと、「オヤジがね、ホームページはうちは一切使わないという方針なんだよな」と

いう方がいらっしゃったら、息子さんに言って下さい、「お父さんにこれ見て貰ったらど

う？」 おいしく食べる、同世代で集う、両親のケアをする、ショッピングしたい等、色々

なニーズのある熟練者の興味のあることがたくさん纏まっています。 

 今のようなことを纏めてみると、ネット上ではターゲットマーケティングが有効です。

誰に見て欲しいのかを明確にしないと良くないということです。この場合には、対象にし

ているシニア世代が、日本の今、22％以上で、その中でもインターネットを使う方も増え

ているのですから、ここにマーケット性を考えて、商売にしたという事です。 

 ターゲットマーケティングの流れから言うと、また別の事例もあります。今度は先程言

った時間をターゲッティングした会社さんがあります。それは「ちょっと憧れの朝型生活

始めよう」と提案している会社です。忙しい人であればあるほど、朝だけが自分の時間と

して確保できると言って、朝に勝機ありというのが非常に今、一般的になっています。朝

からラーメン食べる「朝ラー」というのも少し前にはやりました、今では朝の立ち食いう

どんとか立ち食いそばが相当売り上げを伸ばしているとお考えください。 

 以上、ターゲットマーケティングの切り口、高齢化と時間の戦略について説明いたしま

した。 
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 今度はネットの通販額が非常に増えているというお話です。昨年の BtoC-EC です。BtoC

ということは、Business to Consumer、つまり、一般消費者がインターネットで買ってい
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る金額です。楽天市場などで買っている金額の合計です。それが 6兆 7,000 億円だったの

です。これは前年から見たとしても伸び率が 2 桁で伸びています。ずーっと 2桁成長を続

けているとお考え下さい。 

 今回、データとしては持ってきておりませんが、一方で BtoB があります。企業間 EC で

す。企業間のインターネットを使った EC は、残念ながら、2008 年から 2009 年にかけて金

額規模が減少してしまいました。率は少し上がったのですが、額は減少してしまいました。

リーマンショックの影響が大きかったようです。ただし、一般消費者向けには減っていま

せん。だから、製造業が自分で完成品を持っていくような場合には、多くの場合が、大手

様から、もしくは組み立ての完成品メーカーさんから部品とかパーツで受注するのみなら

ず、ネットで一般消費者向けに売っていきたいという方が非常に増えています。事業分野

の一部分で一般消費者に直接売っていきたいということです。 

 ある企業さんに話を聞くと、数年前までは自動車産業向けにドアを作っていました。こ

れからどんどん海外で作るという事を聞いて、今から 10 年ほど前、「よし、俺もあの会社

について中国に行くよ」「俺も行くよ」と進出しましたが、数年たったら現地でパパパッと

なくなったというか、空中分解したというか、技術が全部、地元にとられたというか、そ

んな感じです。その企業さんは車の業界から電鉄の業界にシフトしていきました。高度な

技術を持っているので、今度は電鉄会社にシフトしていったのです。今では一般の方向け

の事業分野の開拓まで目指している企業さんもあります。今だに BtoB の電鉄の業界では、

驚いてしまうのですけれども、年間これだけの生産をやってくれと１回決めたものが、半

年ごとに単価下げ交渉により料金改定でどんどん下がっていくという現状ですから、もう

BtoB だけではやっていけないという感覚を持つ方が非常に増えているのです。 

 さて、134 兆円は何の数字だったでしょうか。これは日本の小売総額です。小売業さん、

113 万店あります。商業統計調査によると、日本の小売業は 134.5 兆円ほど売っています。

134 兆円を買ったのは一般消費者です。6兆円を買ったのも一般消費者です。割ってみると、

ざっと 5％に相当するということを頭に置いてください。小売業の 5％がネットで売ってい

るという表現は間違いです。そうではなくて、小売総額の 5％に当たる金額が既にネット

で消費者が買っているというのが正しい表現です。ということは、6 兆円の売り手は誰か

というと、この 134 兆円の売り手であった小売業とは限らないという事です。この分子の

6兆円は、メーカーが直売したものもこの中にカウントされています。だから、小売業の 5％

というのは言い過ぎです。そうではなくて、小売総額の 5％相当額が既にインターネット

で一般消費者が買っているというのが正しい表現です。そういうことを頭に置いて頂きま

すと、よく現場で私が「だから皆さん方の売り上げも 5％から 10％くらいはネットで受注

したほうがいいんじゃないですか」と言うと、「そうだよな。頑張らなきゃな」という声が

出てきます。いずれにしても、熟年した人だってこんなにネットを利用しているのだとい

う事実です。 
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 それから、一番下のグラフは、昨年度の中小企業白書です。製造業などの場合ですが、

20 人以下の小規模企業さんは「新たな顧客を開拓しやすい」と答えています。小さい規模

であればあるほど、これを答えた比率は高くなっています。つまり、従来の FAX や電話で

売っていたお客様から、ネットをすることによって新たな客層が広がったと答えています。

その効果は、規模が大きい、300 人以上のいわゆる中小企業ではない企業と比べると、小

規模企業のほうがこのメリットを享受しています。纏めると、規模の小さい中小企業であ

ればあるほど、新規顧客を得る効果、つまり、売り上げの上昇率が高いというように考え

てみればと思います。 

 幾つか例示をお話しします。「取引コストが削減できる」、中小企業の現場で是非ともこ

のことを紹介してください。ネッシーというのに出店する、もしくはネッシーから仕入れ

るとお考え下さい。ネッシーはネット上の問屋だとお考え下さい。そこで私の知っている

企業さんはある園芸用品を売っていますが、自分のネットショップで売るよりも、ここも

BtoB ですから、「竹内さん、ここに商品を出すようになってから全国の小売業さんがうち

から買ってくれるようになってきて、おかげさまで売り上げが伸びてるよ」と言っていま

す。ここはインターネット上の問屋の扱いですが、ここで買う人は全国の業務筋の飲食店

や、あとは小売業さんがここからロットで買っていくタイプです。それがこのページです。 

 今、小売業さんにネットで売るというと、「地元の市場で買えないからこそ、信用不安が

あるからこそ、ネットで買っているのではないか？」つまり、売った金額が未回収になる

可能性があるので、新規開拓ができないということです。そこに商機を感じたのがこの経

営者です。手数料として、売り手から売上高の数％をマージンとして徴収します。手数料

は売った小売業さんが、倒産、夜逃げ等により、未回収ができてしまったら、ネッシーと

いう会社そのものが出店者にお金を代払いしてくれます。そのリスク負担分として売買金

額の数％を徴収するということです。粗利が薄い業種では出店は難しいですが、そのうち

の数％は安全費用としてここに出してもいいから売り上げを欲しいという企業さんもいる

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕入れサイト ネッシー 
http://www.netsea.jp/ 
サイトを利用する場合には、登録を行う

必要があります。 
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 あと、もう１つ、「ニーズをつかみやすい」ということについて、goo ブログの「評判分

析」をご紹介しようと思います。企業経営で、ネット世界になると、前までは自分の町の

中だけだったから、「あそこの餃子ってあんまりおいしくないのよ」とか、「あそこのケー

キってすごくおいしいのよ」というのは町の中だけで済んでいましたが、今は、食べログ

だとか、ブログだとか、ツイッターとかによって、全国にその情報がすぐに伝わっていき

ます。特にＢ級グルメなどで賞を取ったというのは相当な経済活性効果があります。ブロ

グを書くとマスコミの取材対象になりやすいということが 近言われています。本音がと

りやすいからです。マスコミに紹介されれば、以前だといやがる経営者もいましたけれど

も、行列ができるのです。地元のお客を大事にしながら、新規のお客を得ることができま

す。だから、ブログの世界でどう自分の会社が評価されているのかを知りたい、そのとき

に使うのが goo ブログ評判分析です。これは goo が提供している機能であって、決して goo

のブログで書かれた内容しか分析しないわけではありません。ライブドアに書かれたブロ

グだろうが何だろうが、分析してくれるのがこの機能です。 

 お帰りになったら、まず、皆さん方の職場の機関名を入れてみてください。もしくは地

域名を入れてみてほしいと思います。私の会社、スプラムでも分析はできますし、私の資

格の名前、中小企業診断士でもとることができます。皆さん方の機関名でもできるし、地

元の中小企業さんの名前でもとることができます。これはあくまでインターネット上でユ

ーザーが特定の名称やブランドに対してどのような書き方でブログを書いているかを自動

的に解析してくれるサービスです。これがネットであればこその機能であるとお考え下さ

い。 
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 私は先程、バインドフォーというホームページ作成ソフトをご紹介しました。あともう

１つホームページを作成する方法があります。それが CMS 型というもので、主なものとし

てオフィスライブ(Office Live)とジンドゥ(Jimdo)等があるとお考え下さい。自分のパソ

コンにインストールするタイプはホームページ・ビルダーやバインド。そして、CMS 型(コ

ンテンツマネジメントシステム)は、サーバー上で作成サイトにログインし作り込んでいく

ものです。ブログのようなものです。その代表格が昔はマイクロソフトのオフィスライブ

でしたが、今ではジンドゥにとって変わられた感があります。 

 ジンドゥはジンドゥで使いやすいです。何にも知識がいらない、ブログを作るみたいな

感覚です。アカウントをとって、サブドメイン方式であれば無料で作ることができます。

サーバー上で作成するか自身のパソコンで作成するか、この違いがあります。 

 こういったものを使うと、現場の中小企業さんとしては、無料でページも作ることがで

きるとお考え下さい。 

Officelive smallbusiness は登録後に

マニュアルなどを確認できます。 

Jimdo のマニュアルは以下サイトで確認できます。 

http://jp.jimdo.com/wiki/Main_Page#User_Manual
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 それから、成功しているネットショップをご紹介します。中小企業で成功しているもの

として、印鑑通販会社があります。「 短即日出荷 OK！」「SPEED 配送」、というように、ど

こに特徴があるのかということが伝わるようなトップページになっています。場合によっ

ては激安も１つの手段ですが、私は、できる限り、激安ではなくて、やはり時間価値を前

面に出したような作り方をして欲しいと思います。 

 本当に小さい話題ですが、家族経営の和菓子屋さんで、朝焼いて作っていますよと当た

り前と言えば当たり前ですが、それを商品名にしたら売れるようになりました。今の時代

は、朝のラーメンとか、朝時間だとか、何か時間で付加価値を創っていくというのはトレ

ンドのような感じがします。大企業と違って、中小企業は時間を機敏に使うことができる。

自分が決めてすぐに行動に移すことができる。これを忘れてしまった中小企業は非常に良

くないとお考え下さい。中小企業の強みを発揮しようということを考えると、やはりそれ

は IT を生かしたマーケティングだといつも私は申し上げています。 
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 次のページでは Web マーケティングの成功のポイントを書かせて頂きました。幾つかポ

イントがあって、まず、魅力的な商品が必要、そのためには、自分が定めた客層から魅力

的だと思ってもらう必要がある。つまり、ターゲッティングの重要性です。逆のことを言

えば、売りたくない人も明確にしなくてはいけません。「この人って、買ってくれるのはう

れしいけど、利益をもたらさないからな」といって売りたくない人を明確にするという考

え方も必要だとお考え頂きたいと思います。 
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 それから、売れるポイントは SEO がしっかりしていること。これはお手元の小冊子「中

小企業 Web マーケティング 成功のポイント&事例企業」の中にかなり細かく、原稿として

書かせて頂きました。 
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 お客様がトップページを訪れたとき、デザインがしっかりしているという事が非常に重

要です。そして安心感を与えなくてはいけません。ですから、会社概要はすごく重要だと

お考え下さい。たまに、「竹内さん、うちは個人事業主だから、会社概要って必要無いでし

ょう？」と言われますが、「違いますよ、社長さん、会社というのは法人の事を言うのです。

個人事業主も企業だから、企業概要に、いつできたんですよって書かなきゃだめですよ」

と言うと、「そうか、おれは個人事業主だけど企業なんだ」「そうですよ、企業という言葉

が上位概念で、そのうちの一部が法人である会社なのですよ」という言い方をいつもして

います。 

 その時に私がお見せするのがユーザーヒートという解析ツールです。ホームページのど

こがクリックされているかという事が分かるのがこのユーザーヒートです。このユーザー

ヒートをクリックすると、赤いところが もクリックされている場所です。こういったよ

うなことはデータの解析という領域になります。解析というと、Google の Analytics とい

う解析が有名ですが、中小企業のほとんどが Google Analytics の解析は何を言っているの

か分からないのです。「ページビュー？平均ページビュー？滞在時間？何のこと？」と意味
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が分からない方が多いですが、ユーザーヒートを見ると、中小企業さんのどこが もクリ

ックされたのか、一目瞭然でわかります。これは私の会社の事例ですが、予想どおりブロ

グが一番クリックされています。ブログを 10 日間でも見れば、そのコンサルタントがどう

いう考え方を持っているのか分かるということなのでしょう。よくクリックされています。 

 意外かもしれませんが、私が紹介されているページはほとんどクリックされておりませ

ん。実は会社の概要が 2 番目にクリックされているのです。私のような会社でも何で会社

概要が見られるのだろうと思って見てみると、会社概要の中に、さっきのコマーシャライ

ザーが張ってあって、いつ頃できた会社で、講演を頼むと幾らぐらいお金がかかるのか等

が書いてあり、下のほうを見ると、珍しいですが、決算公告まで掲載してあります。全て

の株式会社は、官報か、日刊新聞か、ホームページか、どれかを選択した形で BS は公開す

る義務があると、私は中小企業診断士として、全国の中小企業さんに言いたい。どれだけ

SEO で上位になっても、会社概要に信用に値する情報が載っていなければ、仕事は来ませ

ん。だから、Web マーケティングでは、本当に電話や注文に結びつく 後のきっかけにな

るのは、きちんとした会社の情報が載っているかどうかです。これで少し力を抜いてしま

っている中小企業さんが多い感じがするので、そこをしっかりアドバイスして欲しいと思

います。 
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 「5．」に、ブログの特性を纏めさせて頂きました。ここにツイッターとつけ加えて下さ

い。ツイッターというのがどういう特性があるかを右側に書いて下さい。レイアウトの自

由度はほとんどありません。×です。ページの更新のし易さはもう◎です。続いて、検索

される可能性は残念ながら△です。商売にプラスかというのは、残念ながら、ブログほど

には効果は無いです。△です。あとは、得意な効果は、言葉になりますけれども、本音を

表現しやすいとお考え下さい。あとは、他のページとのリンクの持ち方、やはりこれはリ

プライトか、あとはリツイートとお書きになって下さい。だから、ツイッターさえやって

いればブログは要らないというのは一切間違いですよと、私は中小企業さんに言っていま

す。 
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 私は、ホームページ、ビジネスブログ、ツイッターの 3 つの関係について、こういう絵

を理解して欲しいと思います。これに、ツイッターを含むこの 3 つのからくりが載ってお
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ります。たとえば、ここに駅があっとたしましょう。駅から離れた場所の広い敷地に当た

るのがホームページです。公式なものです。駅から離れている関係であまり人通りがない。

つまり、目に触れることが少ない。そして、見てみたら、駅前大通りの近くに店舗が空い

ていた。これの面積は本社ほど広くなく、いわゆる出先の店舗みたいなものです。ここに

当たるのがインターネット上ではブログの機能です。ブログは人の往来が多くて、多くの

人の目に触れ易いです。だけど、このブログという店舗に来たお客様は全てを知ることは

できません。うまくリンクを張り、ホームページまで来てもらう事によって会社の全体像

を理解することができるのです。では、もうひとつあるツイッターというのは何かと言え

ば、駅の階段を降りてきたお客様に、チラシ配りのお兄さんがいて、「今日、ビール安いよ」

ってチラシを配ります。もしくはティッシュを配ります。その裏側に書いてある広告がネ

ット上ではツイッターに当たるのだとお考え下さい。ということは、広告を見たってすぐ

捨ててしまう人もいます。広告を見てブログの店舗に来る人もいます。広告を見て本店に

来る人もいます。場所から言ったら も重要なのがホームページ、次にブログ、次にツイ

ッター、この順番を変えないで頂きたいです。ですから、一部マスコミがツイッターで成

功しているお店がこんなにあるよと言うのですが、あれはツイッターだけではないのです。

ツイッターがあって、かつ、ブログもしっかり書いて、会社概要が明確になっているホー

ムページがあるからこそ、ツイッターが効果を生んでいるというふうにお考え下さい。そ

うすれば、しっかり落とし込みができると思います。 

 では、一部説明が及ばなかったところもありますが、 後に皆さん方に、今日、私が話

した中小企業の Web マーケティング成功のポイントは、現場の中小企業からすると、成功

事例を知ってコツコツと努力していくことが大変重要だということです。私は「大樹深根」

という言葉が大変好きです。大きな樹木は必ず根が深いという言葉です。私が思っている

のは、中小企業は意識が高い人が多いです。だから、深い根を持っている人も多いです。

勉強している、人脈は持っている、知識もたくさん持っている、読書もたくさんしている、

だけども、勇気を持って大きな樹木を咲かせようと思って１歩踏み出す方が少し少なくな

った感じがします。この Web マーケティングというのは、そんなにリスクがなく、ページ

を持って新しいお客を取ることができると思いますから、是非とも、皆様も、私も含めて、

大きな樹木を咲かせるように勇気を持って新しいところに挑戦していきたいなというふう

に思っております。 

長い時間、ご清聴どうもありがとうございました。 
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