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平成とは何だったのか
シリーズ

その３

前回では、平成５年から平成９年まで、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った時間を振り
返った。暗いトンネルの開始の時代だった。あまりいい思い出はな
い。今回は、平成10年から平成14年を振り返る。バブル経済の崩壊
が一巡し、ようやく回復軌道に乗り始めた時代だ。平成13年は西暦
2001年になり、20世紀が終わり21世紀へと踏み出すことになる。

●平成10年（1998年）

２月預金者保護と金融機
関に公的資金を投入する改
正預金保険法と金融機能安
定化緊急措置法が成立。４
月明石海峡大橋が開通し、
本四連絡橋神戸−鳴門ルー
トが全線開通。97年度の企
金融監督庁
業倒産件数が１万7439件、
負債総額は15兆1203億円で戦後最悪。６月「日本版ビッグバン」を
具体化する金融システム改革法が参院本会議で成立。97年度の GDP
が前年度比0.7％減。マイナス成長は23年ぶりで戦後最悪。大蔵省の
金融検査監督部門を分離、独立させた金融監督庁が発足。８月北朝鮮
が弾道ミサイル「テポドン」を発射し、三陸沖の太平洋に着弾。９月
日本長期信用銀行系のノンバンクの日本リースが負債総額２兆4000
億円で最大の企業倒産。10月金融再生関連法、金融機能早期健全化
緊急措置法が成立。

●平成11年（1999年）

１月欧州連合（EU）の単一通貨「ユーロ」が仏独など11カ国に導
入。２月金融再生委が大手行など15行に総額７兆4500億円規模の公
的資金による資本注入を内定。５月東邦生命保険が自力再建を断念、
生保の破たんは戦後２件目。８月第一勧銀、富士銀行、日本興業銀行
の３行が2002年春をめどに事業統合と発表。９月クリントン米大統
領が北朝鮮への経済制裁緩和を発表。北朝鮮がミサイル発射凍結を発
表。茨城県東海村の民間ウラン加工施設 JCO 東海事業所で国内初の
臨界事故、作業員ら150人が被ばく。日本原子力開発史上初の死者。
10月住友銀行とさくら銀行
が合併を発表、旧財閥の枠
を超えた金融再編。日産自
動車が「日産リバイバルプ
ラン」を発表。11月パナマ
運河が米国からパナマに返
ユーロ誕生 還。

●平成12年（2000年）

１月コンピューターの誤動作による社会生活への影響が心配されて
いた「2000年問題」は、軽微なトラブルだけで大きな被害なし。３
月ロシア大統領選でプーチン大統領代行兼首相が当選。４月介護保険

制度がスタート。５月第一ホテルが東京地
裁に会社更生法の適用を申請し倒産。負債
総額1152億円で旅館・ホテルの倒産として
は最大。６月朝鮮半島分断後初の南北首脳
会談。７月三和銀行、東海銀行、東洋信託
銀行が翌年４月に経営統合し、UFJ 銀行が
誕生。百貨店大手そごうグループが民事再
生法の適用を東京地裁に申請し、倒産。９
月日本初の銀行特殊会社、みずほファイナ
ンシャルグループが発足。10月白川英樹筑
そごう経営破綻
波大学名誉教授が導電性プラスチックの発
見・開発でノーベル化学賞受賞。11月米で大統領選。接戦で共和党
のブッシュ・テキサス州知事の当選が確定。

●平成13年（2001年）

１月首相への権力集中など政治主導を強化した１府12省庁スター
ト。ダイエー中内功氏が臨時株主総会で正式辞任。２月宮崎シーガ
イアを運営するフェニックスリゾート社が、第三セクターでは過去
最大の負債額2762億円で破たん。４月情報公開法施行、情報公開制
度スタート。７月第19回参院選、比例区で初めて非拘束名簿式比例
代表制を導入。小泉人気で自民党が圧勝。８月宇宙開発事業団が大
型国産ロケット H2A 試験機１号機の打ち上げに成功。９月米同時多
発テロ発生。10月米は09.11テロをアフガニスタンに潜伏と伝えら
れるオサマ・ビンラデイ
ンとそのテロ組織の犯行
と断定。 タリバーン政権
に引き渡しを拒否され航
空攻撃開始。 野依良治・
名古屋大学教授にノーベ
ル化学賞。12月アフガニ
スタンのタリバーン政権
米同時多発テロ 崩壊。22日暫定政権発足。

●平成14年（2002年）

１月欧州12カ国で単一通貨「ユーロ」流通開始。前年12月の完全
失業率5.6％で過去最悪を更新。４月第一勧業、富士、日本興業の３
行が統合・再編。みずほ銀行誕生。システム障害でATMトラブルなど
混乱。公立の小・中・高校が毎週土曜日を休む完全週５日制に。「ゆ
とり教育」スタート。５月経団連と日経連が統合し、日本経済団体連
合会に。奥田碩・トヨタ自動車会長が初代会長。米格付け会社が日本
の長期国債を途上国並みの「AZ」に格下げ。８月住基ネットが稼働。
個人情報保護をめぐる懸念から６自治体が参加を見送り。９月小泉
首相が日本の首相として初めて北朝鮮訪問。NKK と川崎製鉄の持ち
株会社「JFE ホールデイング
ス」発足。国内鉄鋼業界は２
大グループ体制に。10月北朝
鮮から地相保志・富貴恵、蓮
池薫・祐木子、曽我ひとみの
５人の拉致被害者が帰国。12
月東大名誉教授の小柴昌俊氏
がノーベル物理学賞、島津製
作所の田中耕一氏が同化学賞
みずほ銀行発足
のダブル受賞。
※関連 WEB サイトから主に経済関係を中心に著者改編
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診断士の

デスクから

今こそ新事業展開に取り組みましょう！
その３「自社の強みを確認しましょう」

前回は、新事業開発のポイントの１つ目として、
「市場や顧客のニー
ズ」の考え方を紹介しました。今回は、「自社の強み」について考え
たいと思います。

体に共通する重要な技術が見えてくると思います。それが、自社の技
術の強みになります。また、各作業（技術）の中で、特に特徴ある点
をコメントとして記載すると、強みが具体的に表現出来ます。

１．自社の強みが事業の継続を支える

表１

技術の棚卸の例（食品製造の場合）

日頃の経営相談等で「貴社の強みは何ですか？」と良く質問を受け
ておられると思います。その際、「当社の強みは・・・です」と明確
にお答えされる方もいらっしゃいますが、一方で「当社は強みが無く
て・・・」と遠慮気味に答えられる方も時々見受けます。恥ずかしな
がら私自身も含め、自分の弱みはよく認識していますが、自分の良
いところは意外に思い付きにくいものです。「自社の強み」に関して
は、次のように考えることをお奨めしています。
自社の強み

＝

会社の事業の継続と競争力を支えている
「経営資源や経営基盤」

現在も自社の事業を継続できているのは、顧客に継続して利用して
もらえる商品・サービスがあり、その商品・サービスを提供出来る
経営資源や経営基盤があるからです。自社に強みが無ければ、商品・
サービスは実現せず、その提供も続けられません。強みは、必ず有り
ます！

２．強みの見つけ方

強みをおたずねすると、商品・サービスに関する技術やノウハウを
あげられることが多いと思います。しかし、事業は、次のように様々
な内容や取り組み、仕組み等で成り立っています。
事業 ＝ 商品・サービス × 営業 × 生産・提供 × 経営管理
そして、それらの内容や取り組み等の中には、図１に示すような
各々の項目があります。それらの項目内容を出来るだけ細かく区分
（因数分解）し、各々のポイントで優位なことや理由を考えると、自
社の強みを見つけやすくなります。
技術を売りにするモノづくり企業でも、実は営業対応や会社の顧客
フォローが一番の強みになっている場合もあります。事業を支える
様々な項目内容を俯瞰し、各々のポイントが複合しながら自社の強み
が実現していることを改めて認識いただければと思います。

３．外部関係者が評価してくれる強み

自社が事業を継続するためには、顧客はもちろん、取引先、地域社
会、金融機関、支援機関等の多くの外部関係者との関わりがありま
す。
そこで、外部関係者が
自社をどう評価している
か確認するのは如何で
しょうか。顧客による商
品・サービスの評価は分
かりやすいですが、それ
以外に、取引先が自社に
図２ 外部関係者が評価してくれる強み
付き合ってくれるのは何
故か、地域社会が自社を受け入れてくれるのは何故か、金融機関や
支援機関が自社を応援してくれるのは何故か、ということを検討する
と、また新たな強みが見つかると思います。
その際、現時点だけでなくこれまでの歴史や沿革を振り返ってみる
と、その都度に工夫や努力されたことがあると思います。自社の歴史
も、改めて振り返ってみませんか。

４．時流に合わせて強みを作り出す

今一度繰り返しますが、強みは事業を継続させてくれる経営の基盤
です。これまで自社独自に工夫してきた結果が強みとなり、その強み
によって自社の事業が続いています。そして、強みには、時代によっ
て変わらない強みと変わる強みがあります。
自社の強み

図１

経営や事業を支える強みの主なポイント

２．技術の強みを考える

自社の強みにおいて、商品・サービスに関わる技術・ノウハウの強
みも大きなポイントになります。商品・サービスは様々な技術や作業
プロセスの組合せで完成します。ですから、技術や作業を細かく区分
して考えると、強みを考えやすくなります。
その際に、自社の商品・サービスを横睨みして、総合的に考えるこ
とをお奨めします。具体的には、表１に示すように、例えば商品・
サービスを横に並べ、各作業（技術）を縦に並べる表を作成します。
各商品・サービスで重要な技術や作業に丸（◎や〇）を付けると、全

＝

長く続く強み ＋ 時代に応じて変わる強み

最近は商品・サービスのライフサイクルが短くなり、次の商品・
サービスを早く提供する必要があります。その背景は時流や顧客ニー
ズの変化です。ですから、自社の変わらない強みを活かしつつ、その
時々のニーズに見合う新たな強みを作り出し、次の商品・サービスに
活かしていただきたいと思います。そのためにも、普段から独自の開
発や仕組み作り、人作り等に取り組んで下さい。
次回は、新事業で実際に販売提供していく「新商品・サービスの開
発」について説明したいと思います。

多田 知史（ただ さとし）
中小企業診断士
合同会社Business Departure 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
のご 紹 介

マイクロ波化学株式会社 様
【企

業

名】マイクロ波化学株式会社

【設立年月日】2007年８月15日
【本社所在地】〒565-0871 大阪府吹田市山田丘２番８号テクノアライアンス棟 ３階
ＴＥＬ：06-6170-7595 ／ ＦＡＸ：06-6170-7596
【大阪事業所】〒559-0025 大阪市住之江区平林南１丁目６の１
【東京オフィス】〒100-0004 東京都千代田区大手町１−９−２
大手町フィナンシャルシティグランキューブ ３階 Global Business Hub Tokyo
【社

員

数】44名（博士号取得者12名）

【資

本

金】3,814百万円（資本準備金含む）

【事 業 内 容】マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング／マイクロ波化学プロセスを
活用した製品製造における合弁事業、ライセンス事業／マイクロ波化学プロセスを活用
した製品の製造・販売
７月のNMO勉強会で工場見学をさせていただいたマイクロ波化
学株式会社。この会社は、現代表取締役社長 CEO 吉野 巌氏と取
締役 CSO 塚原 保徳氏の２人が「世界にインパクトを与えるビジ
ネスで勝負したい」という熱い想いで2007年マンションの１室で
立ち上げた会社です。着眼したのは電子レンジにも使われている
マイクロ波。効果的な化学反応として長年注目されていたにもか
かわらず、産業界での実用化は不可能だといわれていた技術です。
その後、紆余曲折を経て、世界で初めて工場生産に通用するマイ
クロ波製造プロセスを独自開発。現在、国内外のさまざまな化学
メーカーと共同でプロジェクトを展開しています。

創業のときの実験設備

創業者の吉野氏（右）と塚原氏（左）

プラント設備

弁護士のデスクから
「 解 雇 」
今回は従業員の解雇の場面における問題についてです。会社か
らのご相談で、「従業員を解雇したい」、あるいは「従業員を解雇
したところ解雇が無効だと言われてトラブルになっている」、と
いったご相談を受けることがあります。解雇とは、会社側による
労働契約の解約であり、会社側が従業員に対して一方的な意思表
示として行うものです。会社と従業員が話し合いにより従業員が
退職する場合（合意退職）や、従業員から会社に対して退職の申
し出がある場合（自主退職などと言われることがあります）とで
は法的意味合いが異なります。法律上解雇については「客観的に
合理的な理由」が必要で、「相当」なものでなければならないと
されています（解雇権濫用法理、労働契約法16条）。どのような
場合がこれに該当するのかについては紙幅の関係で説明すること

大阪住之江事業所

第11回

研究メンバー

大阪大学研究棟

加福雅和 弁護士
〒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

が困難ですが、会社で人事労務に携わる方々には、解雇が認めら
れるためにはそれ相応の事情が必要で、第三者（最終的には裁判
官）の判断に耐えられる事情が必要だという「感覚」を持ってい
ただくことが重要です。事案によっては解雇ではない別の選択肢
や、配置転換などの対応をとることができないかを考える場合が
あり、個々の事案によって様々な検討が必要です。いったん解雇
したうえでトラブルになってしまった場合の対応はなかなか難し
い面もあるので、解雇する前に個々の事案においてどのような対
応をとりうるのか、どういうリスクがあるのか等を含め弁護士に
相談いただくことをお勧めします。なお、解雇は一般に普通解雇
と懲戒解雇に分けられますが、この点の説明は割愛いたします。
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9月度

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
第201回

日 時：09月20日（木）19:00〜21:00…第３木曜日です
会 場：COCON 烏丸４階セミナールーム
講 師：株式会社 FUKUDA 代表取締役社長 福田喜之氏
				 http://www.fukuda-lub.co.jp/
テーマ：「アイデアを形に」
				 〜小企業でも出来るオンリーワン商品〜
参加費：1000円（当日徴収）
※株式会社FUKUDAはエンジンオイルをIBCローリーサービス
という特許を取得したシステムで新しいマーケティング活動
を実践している企業です。このたび第２回日本サービス大賞
（内閣総理大臣表彰）「優秀賞」を受賞されました。
その内容の報告です。

成岡秀夫経営塾

マネジメント基本講座シリーズ
時間

13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内 
京
セミナールームにて

形式

成岡からの講義形式／毎回自由参加

費用

毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）

定員

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください

スケジュールと内容
講座番号

開講日

曜日

課

題

決算書・試算表を理解する
24-1 2018/10/21 日曜日
〜貸借対照表〜
24-2

2018/11/18 日曜日

決算書・試算表を理解する
〜損益計算書〜

24-3 2018/12/16 日曜日

決算書・試算表を分析する
〜キャッシュフロー計算書〜

24-4 2019/01/20 日曜日

設備投資と資金繰りの基本
〜投資判断基準と現実の資金繰り〜

24-5 2019/02/17 日曜日

管理会計と財務会計の違いと活用
〜収益管理の方法〜

24-6 2019/03/17 日曜日

経営計画を作成する
〜中期計画を作成する際のポイント〜

著 者：山崎 裕二
発 行：日経 BP 社
発行日：2018年05月21日
定 価：1,400円＋税
ページ数：182ページ
版 型：A５版
仕事には必ず目標と期限がある。ビジネスである限り期限内に
一定以上の成果を求められる。その中で成功を目指し、可能な限
りの手を打っていく。必ず成功するためにはどうすればいいのか。
最初に綿密で無理のない計画を立て、ひとつづつクリアーし計画
通りに進めることができれば、必ず成功する。しかし、現実はそ
うはいかない。必ず遅れたり、失敗があったり、不成功に終わっ
たりする。このような問題に対する最強の方法が、米国の心理学
者ゲーリー・クラインが唱えた「プレモータム」という方法であ
る。人間の不合理な振る舞い、つまり「バイアスの罠」が引き起
こす様々な問題による影響をなるべく小さくし、日常起こる失敗
から救ってくれる。
導入編：絶対に失敗したくない人のために／他
基礎編：１つ目の罠「現在バイアス」／２つ目の罠「オプショ
ン選好性」／３つ目の罠「非合理な信念」／４つ目の
罠「コンコルド効果」／５つ目の罠「自己中心バイ
アス」／６つ目の罠「完璧主義」／７つ目の罠「計
画の錯誤」
応用編：
「絶対に失敗できない」プロジェクトに適用する／他

未来の年表２

〜人口減少日本であなたに起きること〜
著 者：河合 雅司
発 行：株式会社講談社
発行日：2018年05月20日
定 価：840円＋税
ページ数：238ページ
版 型：新書版
前著「未来の年表」では年代順にこれから人口減少の日本で起
こることを俯瞰した。今回の著書では我々の生活シーンの周辺で
どういうことが起こるかを想像を交えて書き起こしている。例え
ば、東京では数分おきに電車がホームに入ってくる。そしてさっ
と乗客が乗り降りし、出発する。これが街に高齢者が増えるとど
うなるのか。まずそんなに多くの電車の運行が要らなくなる。そ
して乗り降りにも時間がかかる。８K テレビの登場が待たれてい
るというが、老眼になった高齢者が増えると繊細な画面より音が
聞き取りやすい TV が求められるだろう。商品開発、都市機能な
どあらゆる場面でニーズが変わってくる。そのトレンドをつかん
でおかないといけない。

【目 次】

編集後記
いやはや、今年の夏は酷暑だった。猛暑を通り越えて「災害」とまで言われる
くらいの暑さだった。もともと体育会系の人間だから、暑い夏は得意なのだが、
それでも相当身体にはこたえた。初めて寝るときにクーラーを28度に設定して
夜中ずっとつけて寝た。いままでは最初の２時間くらいで切ったのだが、今年
に限ってはずっとつけっ放しだった。少々電気代がかかろうが、命には代えら
れない。来年もずっとこれが続くかと思うと気が遠くなりそうだ。（な）

先にしくじる

【目 次】

第24期（2018年度後期）

今月の
推薦図書

第１部：人口減少カタログ
１．あなたの住まいで起きること
２．あなたの家族に起きること
３．あなたの仕事で起こること
４．あなたの暮らしに起きること
５．女性に起きること
第２部：今からあなたにできること
１．個人ができること
２．女性ができること
３．企業ができること
４．地域ができること
おわりに：「豊かな日本」を作り上げてきた大人たちへ
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