
ロジェクトだが、これが実現すると一気に関係改善に進む可能性もあ
る。当面、４島の返還問題は棚上げになるだろうが、目先の経済効果
を優先する現実路線が幅を利かすだろう。

■技術的な動き
▶IoTが一層進む
　すべてのものがインターネットとつな
がって、リアルタイムで刻々いろいろ
な変化が記録され、解析され、分析され
る。利用目的が明確ではないものもある
が、一部の機械からのデータはメンテナ
ンスや部品の修理交換などに、利用され
るようになった。

▶ビッグデータの利用が拡がる
　いままで死蔵されていたデータが、実は宝の山というように大変貌
を遂げる。CVSのデータも仮説検証というサイクルでの戦略に使わ
れていたが、このビッグデータを分析すれば、消費者の行動が手に取
るようにわかる。活かせるか、死蔵したままになるか。

▶自動運転技術が実用化される
　フェーズ２の自動運転がほとんどの車種で採用される。特に追突事
故が相当減少し、効果があることが実証された。早晩、フェーズ３の
自動運転車が登場するのも、時間の問題か。この自動運転の普及で、
なくなっていく業種が出てくるはずだ。

▶スマートフォン決済が拡がる
　フィンテック技術の進歩で、いまやスマホで
の決済があたりまえになる。レストラン、駅
の改札などでの利用が拡がる。ICOCAなどの
カードを造っていた企業は大変な事態に遭遇す
る。短い時間であっという間に技術の進歩が拡
散する。便利ではあるが、非常にリスクも伴っ
たビジネスになる。

▶がん治療に免疫療法が有力に
　がんの新しい免疫療法が拡がる。
特定の製薬会社の薬が高価格で問題
になったが、新しい治療法として、
多くの医療機関で実用的に提供され
るようになる。IPS細胞治療の前に、
まず一度、がんの免疫療法が各地の
医療機関で実践される。これに関す
る研究がノーベル賞候補になる。

■最後に
　2017年は激動の年になりそうだ。これからの社会では、規模を追
及するより価値を重んじる。知恵の集積で新たな付加価値を生み出
す企業だけが生き残ることができる。その新しい価値も、対象とな
るニーズは「環境保護、安心安全、地域創生」などであり、20年前
と価値観が全く異なる。そのためには、多様な人材、多様な考え方、
多様な発想、多様なアクションなど、いろいろな多様さを受け入れる
だけの深さや幅が求められる。
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2017年を占う：激動の2017年の予感
　海外、国内、京都、そしてみなさんの周辺も2017年は変化が激し
い年になる予感がする。じっとしていてはいけない。機敏に、かつ柔
軟に変化に対応できるように、日ごろから備えておこう。ボーイスカ
ウトの標語ではないが、「常に備えよ！」が一番大事だ。

■海外の動き
▶アメリカ新大統領トランプ氏01月20日就任
　トランプ新大統領が01月20日の就任式に臨む。これから100日間
で、どのような新機軸を打ち出すか。選挙中の過激な発言が話題を呼
んだが、当選後は現実主義者に転換している。いざ大統領という世界

最大の権力者に上り詰めた以上は、多少
とも無責任な発言を撤回し、実際の政治
を切り回さないといけない。この新大統
領の就任により大きく世界のパワーバラ
ンスが変わってくる。TTPやNAFTAか
らの離脱も、長い目でみれば米国に不利
になると理解するだろう。もともと実業
家だから。

▶イギリスのEU離脱
　国民投票結果が判明した時点から、相当時間が経過した。いまだに
EU離脱の時期や内容に関して、迷走している感じをぬぐえない。内
閣と議会、裁判所などの三権がそれぞれの立場で、この国民的な合意
をどうさばけばいいのか、非常に悩ましい状況に陥っている。ぎりぎ
りの国民投票の結果だったので、離脱に賛成した人も後悔していると
いう意見も根強い。しかし、ここをうまくさばかないと、他のEU諸
国に与える影響が大きい。ギリシャ問題はまだ基本的に解決していな
いし、スペインやイタリアなどでも、いろいろな動きがあるようだ。
▶インド市場
　いま、アジアで一番有望なインド市
場。人口も近い将来中国を上回ることは
間違いない。階層間の軋轢は、いまだに
社会に根深いが、頭脳明晰であり、英
語が通じる国だけに、発展段階にさしか
かると加速度がつくだろう。いまでも、
商社やエネルギー関連企業、自動車産業
などがインド、インドと進出している。政情も安定し、政府に対する
信頼も厚い。エネルギーと水の確保が現実課題であるが、この２点が
クリアーできると大きな成長軌道に乗る可能性がある。現に、エネル
ギー、鉄道などの公共インフラ産業に多くの企業や商社が進出してい
る。
▶ロシアとの関係改善
　年末の首脳会談は、期待した結果は生まれなかったが、双方の国が
経済的に協力しようという方向性は一致を見た。北方４島を中心に、

今後ロシア極東地域との交易交流が盛
んになることは間違いない。インフラ整
備、物流投資、鉄道技術、医療機関な
ど日常の生活に直結した事業領域での共
同開発が進む。特に、常に話題になるの
が、サハリン地域と北海道を結ぶ高速鉄
道の敷設プロジェクトだ。夢のようなプ

アメリカ新大統領トランプ氏

いろいろなものがインターネットに
つながる

プーチン大統領と安倍首相

免疫療法の仕組み

新しいスマホ決済ツール

インドモディ首相来日



状況や経過をたどって理解す
るのに非常に手間と時間が
かかる。５月に来所された案
件が年末になっても、まだ
完了に至らないものもある。
親子の承継でもめている案件
もある。人生様々と同様に、
事業引継ぎ、事業承継も、本
当に人生模様を反映して、さ
まざまだ。
　４月から同志社大学社会人
大学院の講義が始まる。今回の20名弱の受講生（といっても全員社
会人だが）は、相当にレベルが高かった。中小企業の代表者が３名も
いらっしゃった。当方も、教えるというより、真剣勝負の勉強だ。
　５月末の診断協会、診断組合の総会も無事に終了し、役員改選が行
われた。

07月〜09月

　大阪で毎月開催のNMO勉強会が数か月ごとに神戸で開催すること
が定着してきた。神戸の診断士の先輩が音頭をとっていただき、数か
月ごとの開催が軌道に乗ってきた。
　７月末に診断協会の事務所の移転を行う。京都リサーチパークか
ら、四条烏丸のテナントビルへ。以前に入居していた旧京都産業会
館が取り壊され、数年後に京都経済センターとして衣替えするので、
その近くに先に引っ越すこと
がいいと決断した。
　７月からは、社会人大学院
の前期の２つ目の講座の「中
小企業演習」が始まる。今回
は、薬学部出身の代表者が立
ち上げたベンチャー企業が実
習先だった。
　また、９月から秋の500歳
野球公式戦が始まり、連戦連
勝で初のベスト８に進出し
た。

10月〜12月

　この時期は、診断士の実務従事事業が最盛期を迎える。約30名の
企業内診断士を８グループくらいに分け、８社の実習先を準備し、数
回訪問しその企業の問題点、課題を抽出し具体的な提案を行う。メン
バーには、年齢、経験などにばらつきがあり、かつ得意技も異なり、
なかなか指導が難しい。
　10月からは診断協会で担当している京都学園大学の太秦キャンパ
スでの講義が始まる。「京都のビジネス」という名称のこの講座は、
毎週水曜日の２コマ目だが、毎週京都らしいビジネスを営んでいる企
業の代表者や担当者をお呼びして講義をしてもらうという新しい講座
だ。自分がしゃべるより、人に講義を依頼するのが非常に難しいこと
が、身をもってわかった。
　また、会議所から別の講座を引き受けたり、精華町での連続講座な
ど、この10月から12月の間の講義、講演はびっくりするくらいの回
数になった。ほとんど、週に数回どこかで何かをしゃべっているとい
う事態だった。これくらい講義、講演が集中したことも珍しかった。
　11月末に第12期の決算役員会を開催した。社外取締役２名、社外
監査役１名のにお越しいただき、事業内容と決算書を報告した。この
期の決算は非常に内容が良かった。

　2016年は４月から就任した京都府事業引継ぎ支援センターの業務
で大半が終わった感が強い。04月に新設された京都会議所のいち部
門だが、非常に重たいミッションだということが、実際に就任してみ
て８か月経過してわかった。
　事業引継ぎに始まり、事業引継ぎに終わった１年だった。
　事業引継ぎ支援センター以外のトピックスを、まとめてみた。

01月〜03月

　１月30日にNMO勉強会京
都大阪通算300回記念の講演
会をキャンパスプラザ京都で
開催。ファーマフーズ株式
会社の金武祚社長に「バイオ
ビジネス着想の原点」と題し
て、記念講演をしてただき、
引き続き参加者の交流会を
行った。多くの方にご参加い
ただき感謝。
　例年と変わらず、年明けの
この時期は同志社社会人大学
院の講義カリキュラムを考え
る時期。15コマをどのよう
に構成するか。昨年度と同じ
では内容が陳腐になるので、
ほとんどの内容を新しく更新
する。年度末に向けて、診断
士の実務従事事業で、数名ご
とのグループを引率しなが
ら、この時期数社の実習先が
まだ最終報告会が終わってい
ない。
　３月になると５月の診断協
会、診断組合の年次総会の議
案書のとりまとめの作業が始
まる。連休前に入稿しないと
５月末の年次総会に間に合わ
ない。
　個人的には、京都府500歳
野球の春の大会が始まる。対桂高校OBクラブとの試合では、接戦で
レフト前にタイムリークリーンヒットを打ち、勝利に貢献。

04月〜06月

　４月からスタートした京都府事業引継ぎ
支援センター。初日に出所しても、まだ
電話がつながっていないという状態だっ
たが、数日でようやく体制が整う。しか
し、当初はまだ広報不足だから、ほとん
ど案件がないだろうと思っていたら、意
外や意外、大勢の支援員さんが抱えてい
た仕掛りの案件がどっと舞い込んで、想
定外に忙しかった。
　また、事業引継ぎ、事業承継といって
も、同じパターンはひとつとなく、その

NMO Office Letter

〜事業引継ぎに始まり、事業引継ぎに終わる〜

NMO今年の１年を
振り返る

金武祚社長の講演

500歳野球対桂OBクラブ戦

300回記念講演会交流会でのツーショット

事業引継ぎ支援センターの道路側の窓

診断協会が移転したマスギビル

学園大学での講義するホール事業引継ぎ支援センターの看板
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
（JASDAQ上場　コード8462）

ベンチャーキャピタリスト
木村美都

から

への起 業 家 アドバイス

　ビジネスモデルを検討する際、ワークショップなどで私は「ま
ず、5W1H（あるいは5W3H）で自分の始める商売を書いてみま
しょう。」とよく言います。
　・WHAT�・・・・・・何を（目的・目標）　　　　　　　　　
　・WHEN�・・・・・・いつ（期限・時間）　　　　　　　　　
　・WHERE�・・・・・どこで、どこへ（場所、行き先）　　　
　・WHO� ・・・・・・誰が、誰と（担当、分担、顧客）　　　
　・WHY� ・・・・・・なぜ（理由）　　　　　　　　　　　　
　・HOW� ・・・・・・どのように（方法、手段、仕上げ方）　
　・HOW�MUCH�・・・いくら（費用）　　　　　　　　　　　
　・HOW�MANY�・・・いくつ（数量）　　　　　　　　　　　

　それから、関係者間のものやお金や情報のつながりを関係図や
プロセス図に表します。何が足りないか、弱いか、矛盾があるの
か、または強みかが良く分かると思います。
　また、知っている他の商売のビジネスモデルを表し、比較する
のもよい訓練になります。例えばアマゾンのビジネスモデル。本
のECサイトから始まった彼らのビジネスモデルの根幹は最早巨大
なデータセンター事業です。
　ビジネスモデルは変化、進化、成長していくものであり、その
開発とメインテナンスは経営の常に心がけなければならないもの
です。最初のセットアップがその後の成長、進化の妨げになるこ
ともあります。

その９ ビジネスモデル（続き）

のご紹介

注目
企業

株式会社 山田製油 様
【社　　　名】株式会社山田製油
【代表取締役】山田　康一
【事 業 内 容】食用油脂製造業、胡麻油、練り胡麻、
　　　　　　 炒り胡麻他各種胡麻製品の製造販売
【創　　　業】昭和９年１月
【設　　　立】平成５年12月９日
【資　本　金】1,000万円
【従　業　員】40名（パート20名含む）
【事　業　所】京都本社・桂工場 〒615-8075　京都市西京区桂巽町四番地
　　　　　　　　              TEL：075-394-3276／FAX：075-394-3283
　　　　　　 胡麻工場          〒629-0311　京都府南丹市日吉町胡麻ミロク27-10
　　　　　　 gomacro Salon    〒604-8207　京都市中京区神明町67-3
　　　　　　　　              TEL：075-257-5096／FAX：075-257-5086
　　　　　　　　              営業時間：11：00〜19：00／定休日：毎月曜日と第２第４火曜日
【関 連 会 社】株式会社ピッコロモンド・ヤマダ

　昭和９年の創業から80年余。株式会社山田製
油は「世のため、人のためになる食べものをつく
る」その変わることない原点と製法でごま製品を
作り続けている「へんこ」な企業です。「へんこ」
とは、がんこ・かたくなという意味で、山田製油
の創業者である三代目社長「山田康一」の祖父が
マクロビオティック創設者である、恩師・桜沢如
一氏に師事し「世のため人のためになる食品を作
りなさい」と勧められたことから「一番搾りごま
油」を作ったことが始まりです。

「へんこ」職人の代表取締役山田社長

右京区桂の本店

店内商品陳列

日吉町胡麻にある胡麻工場

胡麻工場のあるJR山陰線胡麻駅▲

主力商品

レストランgomacroSalon内部



第142回
日　時： 01月17日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会　場： 大阪産業創造館６階D室
       （地下鉄堺筋線「堺筋本町」徒歩３分）
講　師： 青木孝之氏（岩谷産業株式会社環境保安部 部長 ・診断士）
テーマ： 水素エネルギーおよび水素ステーションの今後について
        〜燃料電池自動車と共に成長する岩谷産業の戦略〜

第143回
日　時：02月21日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会　場：大阪産業創造館６階D室
       （地下鉄堺筋線「堺筋本町」徒歩３分）
講　師：梶山　哲平氏（京都信用金庫　企業成長推進部）
テーマ：「金融機関から見たローカルベンチマーク」
        〜われわれ金融機関は企業のここを注目している！〜

第181回
日　時：01月12日（木） 19：00〜21：00…第２木曜日です
会　場：COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
        http://www.citylabo-ino.com/
         （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」

下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師： 青木孝之氏（岩谷産業株式会社環境保安部 部長 ・診断士）
テーマ： 水素エネルギーおよび水素ステーションの今後について
        〜燃料電池自動車と共に成長する岩谷産業の戦略〜
第182回
日　時：02月09日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会　場：COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
        http://www.citylabo-ino.com/
         （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」

下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師：梶山　哲平氏（京都信用金庫　企業成長推進部）
テーマ：「金融機関から見たローカルベンチマーク」
        〜われわれ金融機関は企業のここを注目している！〜
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勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。

発行人：成岡秀夫

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp
〒603-8377  京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
TEL：075-366-6611　FAX：075-366-6100　
E-mail：info@nmo.ne.jp
送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

成岡マネジメント 検 索

編集後記
昨年末は、ぎりぎりまで仕事があり、珍しくばたばたした。４月から会議所内の
事業引継ぎ支援センターに統括責任者として就任し、週に３日勤務することに
なってから、月間のスケジュールが様変わりした。相当いろいろなことを止め
たが、まだ少し溢れているようだ。次は何を止めようかと、思案中だ。新しく
やることを決めることも大事だが、やらないことを決めることも大事だ。（な）

1月度・2月度 勉強会のご案内 ● いずれも参加費1,000円

N M O 勉 強 会 京都例会 N M O 勉 強 会 大阪例会
http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.htmlhttp://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html
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理念と経営
　表紙の副題に、「中小企業を活性化し、成功を探求する経営
誌」とある。まさに、内容は副題そのもの。中小企業といっ
ても、登場掲載される企業規模はそんなに大きくない。むし
ろ、小規模な企業も結構多い。多分に倫理的な内容が多い傾
向はあるが、毎号の特集を含め、非常に示唆に富んだ考えさ
せられる記事が多い。全国に500あるという読書会的な「支
部」が毎月定期的に会合を開き、勉強会を継続している。

【
12
月
号
主
要
目
次
】

・今月の名言
・経営至言
・企業事例研究
・人に歴史あり
・なぜこの会社は業績がいいのか
・歴史に学ぶ
・企業の成功法則

・マーケティング塾
・経営問答
・ヒューマンストーリー
・仕事の流儀
・ヒットの芽
・論語の対話
  など

〒603-8377　京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地

TEL：075-366-6611　FAX：075-366-6100
naruoka@nmo.ne.jp　http://www.nmo.ne.jp

旧年中はお世話になり 
ました。本年もよろしく
お願いいたします

　昨年は４月から、新しく京都商工会議所の中に創設された京都府事業引
継ぎ支援センターの統括責任者に就任し、「事業引継ぎ」「事業承継」に

取り組んだ１年間でした。また、年末には２年ぶりにクリスマス会を開催
し、多くの方にご参加いただきました。2017年も、事業引継ぎ支援センター
を中心に、中小企業支援、大学や大学院での教育、講演活動、経営塾

の活動、NMO勉強会の開催などに、継続して取り組んでまいります。

　よろしくお願い申し上げます。
� 2017年��元旦　

皆様　旧年中は大変お世話になりました。本年もどうかいい年になり
ますように。どうぞよろしくお願いいたします。年賀状は本挨拶状を
もちまして失礼させていただきます。

烏丸四条サテライトオフィス

　株式会社成岡マネジメントオフィス

　　　　代表取締役　成岡　秀夫

〒600-8411　京都市下京区烏丸四条下ル��COCON烏丸ビル４Fシティラボ内


