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に引き上げ、所得税・住民税減税と一体の法案として処理することで
決着。

●平成７年（1995年）
　１月阪神・淡路大震災。死者
行方不明者6437人。２月ロッ
キード裁判丸紅ルートで、最高
裁が田中角栄元首相への５億円
賄賂の受け渡しを認め、公判中
死亡の５人を除く全員の有罪で
決着。東京都品川区でオウム真
理教信者による目黒公証役場の
仮谷清志事務長連れ去られ殺害
事件。３月地下鉄サリン事件。乗客や駅員10人が死亡、5000人以上
が重軽症。警視庁がオウム真理教関連施設を捜査。５月には松本智津
夫（麻原彰晃）代表を殺人容疑で逮捕。国松孝次警察庁長官狙撃事
件。12月福井県敦賀市動燃の高速増殖炉「もんじゅ」の２次冷却系
配管から液体ナトリウムが漏れ、連転中止。

●平成８年（1996年）
　１月村山富市首相退陣表明、第１次橋本龍太郎内閣成立。２月将棋
の羽生善治名人が谷川浩司王将からタイトルを奪い、史上初の７冠独
占達成。４月東京三菱銀行発足。６月住専処理のため6850億円の財
政支出を実行に移す住専処理法と金融４法成立。７月英チャールズ皇
太子とダイアナ妃、離婚を正式発表。７月大阪府堺市の小学校で発生

した病原性大腸菌「O－157」の
集団食中毒患者が全国に広がる。
９月自民、新進に対抗する第３極
をめざす民主党の結党大会が開か
れる。11月大蔵省が多額の債務超
過に陥った阪和銀行（和歌山市）
に業務停止命令。12月ペルーの首
都リマでペルー日本大便公邸人質
事件。翌年４月特殊部隊が突入、
解決。

●平成９年（1997年）
　１月島根県・隠岐島沖でロシアのタンカー「ナホトカ号」沈没、流
出重油が日本海沿岸に漂着。３月動燃東海事業所の再処理工場内のア
スファルト固化処理施設で火災・爆発事故、作業員37人被ばく。４
月消費税率を３％から５％に引き上げ。ペルー日本大使公邸人質事
件でペルー政府特殊部隊突入、日本人24人を含む71人の人質を救出
（127日目の解決）。大蔵省が日産生命保険に業務停止を命令。初の生
保の経営破たん。５月英国総選挙で労働党が圧勝しブレア党首が首相
に就任。６月神戸市須磨区で小学６年の男子生徒の切断頭部発見、中
学３年の男子生徒を殺人・遺体遺棄で逮捕。臓器移植の場合に限って
「脳死は人の死」とする臓器移植法が
衆参両院で可決成立。７月香港が英国
から中国に返還。８月ダイアナ元英皇
太子妃がパリ・セーヌ川沿いで交通事
故死。９月国際的スーパーのヤオハン
ジャパン倒産。11月北海道拓殖銀行
が都銀初の経営破たん。営業不振に
陥った山一證券が自主廃業を決定。
※関連WEBサイトから著者改編

　前号では、平成元年から平成４年まで、ちょうどバブル経済の絶頂
期から少し雲行きがおかしくなった時代を振り返った。今回は、いよ
いよバブル経済の崩壊が始まり、多くの金融機関の破綻と合従連衡が
始まる。日本が低迷した20年の始まりだった。そして追い打ちをか
けるように阪神大震災が起こり、オウム事件が勃発する。みんなが不
安を抱え、これからどうなるのだろうと感じていた。政治も自民党単
独政権が崩壊し、55年続いた戦後の政治体制が大きく変わることに
なる。

●平成５年（1993年）
　元旦にEU12か国で単一市場が発足し
ヨーロッパ市場の統一が始まる。冷戦終
結を受け、ブッシュ米、エリツィン・
ロシア両大統領が戦略核を３分の１に削
減する第２次戦略兵器削減条約に調印。
皇太子徳仁親王と元外務省北米二課勤務
の小和田雅子さんとの婚約が内定。２月
国際原子力機関理事会が北朝鮮に対し未
申告の２施設の特別査察を受けるよう要
求する決議を採択。北朝鮮は拒否し翌月
核不拡散条約からの脱退を表明。３月中
国共産党の江沢民総書記が国家主席に就
任。５月皇太子徳仁親王と小和田雅子さん結婚。６月宮沢喜一内閣不
信任案を可決。衆院を解散。政党の離合集散が始まる。自民党離党組
が新党さきがけを代表に武村正義氏を担いで結成。新生党が結成され
代表羽田孜氏、代表幹事小沢一郎氏就任。７月第19回サミットが東
京で開幕。第40回総選挙。自民が過半数を割り、社会は歴史的惨敗、
新党の３党が躍進。「55年体制」は崩壊。宮沢首相が退陣を表明。細
川護熙日本新党代表を第79代首相に指名。細川護熙連立内閣が発足
し、38年ぶりの非自民党政権が誕生。

●平成６年（1994年）
　１月細川護熙首相と河野洋平自民党総裁が会談、「選挙区300・比
例区200」の小選挙区比例代表制が成立。４月動燃が敦賀市に開発し
た高速増殖炉「もんじゅ」が初臨界に達する。細川首相が東京佐川急
便からの１億円借り入れ問題などによる国会空転などの責任を取って
辞任し、細川連立政権は８カ月で幕。新生党党首の羽田孜副総理・外
相を第80代首相に指名。社会党が連立政権を離脱。６月ニューヨー

ク外国為替市場で、１ドル＝99円85銭を記録、
戦後初の100円割れ。松本サリン事件起こる。
連立与党と社会党の政権協議が消費税問題で決
裂し、自、杜、さきがけ３党が村山富市社党委
員長を首相指名投票で擁立。第81代の首相に
就任。社会党首相は47年ぶり、村山富市内閣
発足。７月北朝鮮の金日成主席（82歳）が死
去。９月関西国際空港が開港。税制改革問題が
与党内調整で、97年４月から消費税率を５％

皇太子婚約報道

村山富市氏

平成とは何だったのか
シリーズ その２

阪神淡路大震災

住専問題に怒る

山一証券破綻の新聞
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　前回は、新事業展開に取り組むメリットとして、経済効果やブランド
向上とともに、ヒトの育成・雇用や事業承継に対するプラス効果を紹介
しました。今回から、新事業開発のポイントを紹介していきます。

１．新事業の骨組みを考える
　自社の強みや知恵を事業環境の機会で活かし、ターゲット顧客のニーズ
に合う新商品・新サービスを顧客に届け、相応の売上・利益を得るビジ
ネス全体を具体的に組立てます（図１参照）。これが新事業のコンセプト
になります。新事業の企画では、次の５点を具体化する必要があります。
　１）市場のチャンス：新事業のターゲット顧客を具体化し、顧客ニー

ズからチャンスを見出す
　２）自社の強み　　：技術ノウハウ、営業力、販路等の様々な自社の

強みを具体化する
　３）商品・サービス：自社の強みを活かし、顧客ニーズを満足する商

品・サービスを具体化する
　４）販路、ＰＲ　　：対象顧客が購入するルート（販路）を通じた営

業戦略、そのルートに応じたＰＲ方法を具体化
する

　５）事業性　　　　：売上・利益と必要資金を検討し、何年で投資回
収できるかを検討する

これからの連載では、１）〜５）に関するポイントをご説明したいと思
います。今回は、１）の市場について考えます。

２．顧客ニーズからチャンスを見出す
（１）市場の考え方
　「市場ニーズ」や「市場が求める商品」という言い方があります。しか
し、「市場」が商品・サービスを購入し利用するのではなく、購入や利用
するのは個々の顧客です。従って、「市場」は「共通のニーズを持った多
くの顧客の集合」と考えましょう（図２参照）。

　新事業では、新商品・新サービスを利用してもらいたい顧客のニーズを
知る必要がありますが、継続するビジネスにしていくためには、ある程
度多くの顧客に商品・サービスを利用してもらう事が必要です。そこで、
同様のニーズをどれ位の人数（顧客数）が考えているか、その人数（顧
客数）も検討することが重要です。
（２）顧客ニーズの調べ方
　顧客ニーズを知るために市場調査を行う場合がありますが、この市場
調査は余り難しく考えなくても良いと思います。というのも、図３に示
すように、中小企業の新事業展開では、顧客や取引先との日常的なやり

取りが主な情報収集源になるからです。また、「インターネットによる情
報収集」や「新聞、テレビ等による情報収集」等も、新事業展開におけ
る活用情報の一つになります。
　即ち、日々の仕事や生活場面の情報からも、顧客ニーズを検討可能で
す。そのためには、新しい情報やチャンスのアンテナ感度を上げること
が重要です。市場調査は、普段から行えるのです。

（３）顧客ニーズの押えどころ
　私達が商品・サービスを利用する際に、何を意識して選んでいるでしょ
うか。顧客ニーズを考える際は、次の３点を具体的に検討します。
　①顧客が求める特徴や機能（その特徴や機能によって高まる顧客のメ
リット）

　②顧客が気に入るデザイン性や利用シーン
　③顧客が購入する価格（購入しやすい価格と、顧客が得るメリットの
価値）

この①〜③の各項目を意識しながら、ターゲット顧客が何を求めている
か（または何に困っているか）を検討しますが、出来るだけ具体的な顧
客像、利用シーン、顧客が喜ぶ状態をイメージすることがコツです。
　例えば、「営業で外回りの多い人は資料を持ち歩くのが大変なので、情
報管理が安全かつ低料金であり、クラウドでデータをどこでも扱えるよ
うにしたい」と具体化すると、ターゲット顧客は営業マンで、機能はセ
キュリティ性の高いクラウドのデータ共有であり、営業で外回りしてい
る際に自分が情報を確認したり顧客に資料提示する利用シーンがイメー
ジできると思います。また、低料金の必要性も想定出来ます。この次に、
知り合いの複数の営業マンに、上記①〜③で必要とすることや希望を更
に具体的に聞けば、ある程度の顧客ニーズが収集出来ることになります。
（４）普段から行うこと
　このように、商品・サービスの利用者（ターゲット顧客）と利用シー
ン、顧客が求めること（困っている事）を具体的に考えると、商品・サー
ビスに早く取り組めて商品開発をスムーズに進めることができます。そ
のために、普段の生活場面や仕事の中で、周りの色々な方が何を嬉しく
思うか、何に困っているかを常に意識してじっくり観察して見て下さい。
きっと転がっている沢山のヒントが見つかります。

　次回は、冒頭の「新事業の企画」のポイントのうち２）の「自社の強
み」について説明したいと思います。

図１　「新事業のコンセプト」の骨組み

図２　市場と顧客の関係

図３　新事業展開における市場ニーズの把握方法
（資料出所：2017年版「中小企業白書」、中小企業庁より）

デスクから
診断士の 今こそ新事業展開に取り組みましょう！

　その２「市場や顧客をよく考えましょう」

多田 知史（ただ さとし）
中小企業診断士
合同会社BusinessDeparture　代表社員
株式会社成岡マネジメントオフィス　社外取締役
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注目
企業

京都グレインシステム株式会社 様
【企 業 名】京都グレインシステム株式会社
【創　　業】1990年11月１日 ／【設　　立】1991年７月22日
【資 本 金】20,000千円
【代 表 者】代表取締役社長　田宮　尚一
【従業員数】53名（2016年３月末現在）
【本　　社】600-8233　京都市下京区油小路通木津屋橋下ル北不動堂町480番地　資生堂京都ビル２F
【工　　場】奈良／金沢
【事業内容】玄米茶・麦茶・ハトムギ・ハブ茶等、各種健康茶・雑穀茶の焙煎加工
　　　　　 発芽玄米の製造/烏龍茶等・各種中国茶の輸入
　　　　　 穀類（小麦・大豆・他雑穀）の蒸し乾燥・焙煎・パフ化・微粉砕加工
【Ｔ Ｅ Ｌ】075-353-8833　　【Ｆ Ａ Ｘ】075-353-8837　　【Ｕ Ｒ Ｌ】www.kyoto-grain.co.jp/

　京都グレインシステムは京都嵐山へ続く保津川渓谷の亀岡で創業。創業時は水の
綺麗な山間で育った原料を使い、玄米茶用の玄米や麦茶用の大麦を焙煎して急須
で飲む玄米茶やヤカンで沸かす麦茶の製造が主でした。やがてコンビニエンスス
トアの普及に伴い、お弁当のお供はもとより各家庭の食事の際に飲むお茶もペッ

トボトルで供給される時代へと変化し、私たちの原料提
供先も各家庭からドリンクメーカーへと変わった。今で
は、玄米茶の焙煎米で200種類、麦茶で100種類以上を
受注生産し、世界中に原料茶を提供している。近年は、
飲料分野から食品分野へ事業を拡大している。さらに、
国際的な食品安全規格であるFSCC22000の認定を取得
したことで、世界中の革新的商品開発をサポートするこ
とが可能になった。京都グレインシステムは世界へ向け
て健康を維持するためのヘルスフード、おいしさと笑顔
を提供するハピネスフードを食卓へ提供できる企業へと
進化している。

　私たちの人生において、お金を貸したり借りたりすることや、保
証人になることを求められることがあります。お金を貸した場合
に、「契約書や領収書がなければ借主からお金を返してもらえない
のか」という質問を受けることがよくあります。法律上は、「借り
たお金を返すという約束」と「実際にお金を貸した（借りた）」と
いう事実があれば、契約書などの書面がなくても借主は返済期限
後にお金を返さなければいけません。ただ、このような事実関係
が争われる場合、お金を貸した側が立証しなければいけないので、
結果として契約書などの証拠がない場合、貸したお金を返しても
らえない結果となる場合があります。契約書や領収書などは後日
のトラブルを避けるため、是非とも作成することが必要です。ま
た、貸主との力関係や借主（主たる債務者）との人間関係上、保証

人になることを求められる場合があります。保証関係については、
主たる債務者である借主が返済できなくなり、多額の保証債務を
請求され困っているという相談があります。返済額が多い場合は、
保証人も破産せざるを得なくなることもあります。保証契約を締
結すると、保証債務という自分自身の債務になることを理解し安
易に保証契約をしないことや、保証人のリスクを理解し、できる
限りリスクを減らす工夫が必要です。保証関係でお困りの方はぜ
ひ弁護士等へのご相談をお勧めいたします。また、先般、大改正
された民法の施行後は、事業用融資の第三者個人保証については、
保証契約締結に先立って公正証書を作成する必要が生じます。個
人保証については次第に規制が厳しくなっていますので、法改正
の動向にも注意が必要です。

弁護士のデスクから 〒604-8187　京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地
� 　永和御池ビル３階　302号　　加福法律事務所
TEL：075-251-7222��FAX：075-251-7272
Email：mkafuku@kafuku-law.jp

加福雅和 弁護士

「お金の貸し借りと連帯保証」

第９回

奈良工場

きな粉

京都抹茶

発芽玄米焙煎品

ジャスミン茶

麦芽焙煎品

あわパフ

田宮社長
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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
７月のNMO勉強会は見学会を企画した。見学先のマイクロ波化学株式会社とは
過去に縁があって、以前から代表者の吉野さんを存じ上げている。社名の通り
マイクロ波で化学反応を起こさせ、プラントなどではボイラーで蒸気を起こし
たりヒーターで熱媒を高温にして加熱する方式が普通だが、これをマイクロ波
で加熱する方法を確立した。いやはや、びっくりするような話しで、一度工場
見学に行きたかったが、ようやく実現した。（な）

【
目 

次
】

前　章：スタートアップとは
第１章：アイデア〜不合理な方が合理的
第２章：戦略〜小さな市場を独占する
第３章：プロダクト〜多数の「好き」より少数の「愛」を
第４章：運〜それはコントロールできる
終　章：逆説のキャリア思考

　著者はマイクロソフトでソフトウエア開発のプロジェクトマネ
ジャーを経験したあと、日本でのスタートアップ企業（急成長を
目指すベンチャー企業）の世界展開を支援してきた。そこで感
じたことは、日本のスタートアップ企業が世界で戦うためには、
「技術」と「人材」が何より重要と痛感した。そして、経験し蓄
積したノウハウの中でも特に起業前や初期の段階において重要な
３点は、「アイデア」「戦略」「プロダクト」であることを確信し
た。本書は、この３点について集中的に解説している。さらに、
この３点に加えて「運」というものを見方に引き入れないといけ
ないと成功しない。その「運」についても書かれている。一面、
常識に反するような内容もあるが、敢えてそれがスタートアップ
企業の成功へのキーワードかもしれない。

【
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第１章：社長の心得
第２章：社長の行動力
第３章：社長の分析力
第４章：社長の交渉力

　自身も140億と言う莫大な借金を背負い、しかし破産や倒産を
させずに８年間で完済した経験から語る社長学。その経験から多
数の中小企業の経営者と向き合ってきて、「成功する経営者」と
「失敗する経営者」はどこが違うのか、はっきりわかるようになっ
たという。事業を少しでも成功させたいと思っているなら、経営
者としてはこれだけは心得ていなければいけないことを52項目に
まとめ、成功する経営者になるための原理原則をわかりやすく解
説している。中には「当然わかっている」という内容もあるが、
「わかっている」ことと「できる」ことは違う。「わかっている」
けれど「実行していない」経営者がいかに多いかと、著者は警鐘
を鳴らしている。
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社長の基本

今月の
推薦図書

第199回
日　時：07月21日（土）13：00〜15：00
企業名：マイクロ波化学株式会社大阪事業所（住之江工場）
見学先：大阪市住之江区平林南１-６-１
アクセス：大阪市ニュートラム南港口駅から徒歩10分
内　容： （１）会社概要プレゼン　（２）工場見学

（３）質疑応答
企業の特徴：マイクロ波（電磁波）を利用した化学物質の加熱

反応装置の開発
おすすめ：現在注目のベンチャー企業です。ラボから実証・生

産工場まで備えた大阪事業所を見学できます。開発
型の製造業として非常に貴重な見学機会です。

※帰途、自由参加で門真市のパナソニックミュージアムに立ち
寄る予定です。（入場無料）

昨年度も実施しましたが、大文字当日開催の特別企画。左大文
字真下の衣笠オフィスから大文字鑑賞の夕べです。来年度以降
このオフィスがなくなる可能性もあり、今回が最後のチャンス
になるかもしれません。（昨年度もそう言っていましたが）初回
参加の方を優先します。
第200回
日　時：08月16日（木）16：00〜
    （詳細時間後日決定。ただし夕方から）
    天候により中止もあります
会　場：京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
    成岡マネジメントオフィス衣笠オフィス
    http://www.nmo.ne.jp/company/company.html
内　容：（１）ガーデンパーティ
    （２）地元保存会による採火式と松明行進見学
    （３）左大文字鑑賞
参加定員：25名（申込先着順・定員になり次第締め切り）
参加費：2,000円（当日徴収）
お申し込みは下記のアドレスに「参加希望」と送信ください。
送信先メールアドレス：naruoka@nmo.ne.jp

7月度

8月度

勉強会のご案内

勉強会のご案内

N M O 勉 強 会 京都例会
http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

左大文字鑑賞の夕べ特別企画

2018年７月度例会は見学会を開催します

※写真は昨年度の鑑賞の夕べのものです


