BUSINESS MANAGEMENT & COORDINATION

成岡マネジメントオフィス事務所通信

2019 年 4 月号

159

Vol.

株式会社 成岡マネジメントオフィス

NMO OfficeLetter

英国の EU 離脱問題その１
この NMO オフィスレターがお手元に届く３月末には英国の EU 離
脱問題に一定の決着がつくはずだ。本稿は残念ながら約１か月前に書
いているので、想像の域を出ないが、いずれにしても世紀の大問題
だ。暫定延期と言う案もあるが、予断は許さない。今月号と来月号の
２回にわたり、英国の EU 離脱問題をテーマにした。まず、今回は離
脱に至る背景や理由を振り返る。

た世論調査では、EU に好意的な意見を持つ人は51％しかいない。近
年、先進国における「民主主義の赤字」が指摘されるが、その最たる
ものがEUの統治制度だ。超国家組織であるEUでは、選挙の洗礼を経
ていないブリュッセルのエリート官僚が巨大な権限を握って政策や規
則を決め、加盟国はそれに従わなければならない。各国の選挙で選ば
れる欧州議会はあるものの、立法権はなくその権限は限定的なのだ。

●離脱決定の経過をたどる

●キャンペーンでは逆効果

英国は2016年６月23日に行った国民投票で EU からの離脱を決め
た。投票結果は、離脱支持51.89％、残留支持48.11％という僅差だっ
た。自らは EU 支持者であるキャメロン英首相（当時）が国民投票を
約束したのは2013年１月。リーマン・ショックに連鎖して起きた欧
州債務・ユーロ危機と、EU 域内からの移民急増のダブルパンチで英
国内の反大陸欧州感情に火がついた。英下院では与党・保守党の欧
州懐疑派がEU離脱の是非を問う
国民投票の実施を求める動議を
提出した。危機感を強めたキャ
メロン首相が打ち出した“裏技”
がEU離脱の是非を問う国民投票
だった。事態がコントロール不
能になる前にEU加盟の是否とい
う一大政治課題は、国民投票の
ような形で明確に決着をつけな
ければ問題が尾を引き続け、英
国を不安定化させるという懸念
があった。キャメロン首相は離
脱決定後、「後悔はしていない。
英国の政治が先延ばししてきた
EUとの関係をはっきりさせる必
投票結果を報じる新聞
要があった」と語っている。

●２つの大きな危機
キャメロン氏には当然、国民投票を無難に乗り切れるという皮算用
があった。1975年の EC 国民投票では、67％の高率で残留が支持さ
れた。しかし、キャメロン首相が描いた楽観的なシナリオは大きく狂
うことになる。国民投票を約束して以降、欧州は新たに２つの大きな
危機に見舞われる。ひとつは、2015年にシリアなどから100万人も
の難民が欧州に押し寄せた未曽有の難民危機。２つ目は2015年11月
のパリ同時多発テロなど過激派組織「イスラム国」の影響を受けた欧
州育ちのテロリストによる大規模なテロの続発だった。

●ＥＵは現在最大の危機
EUは現在創設以来、最大の危
機にある。欧州債務・ユーロ危
機以降、経済はほぼゼロ成長が
続き、失業率は10％近く、ギリ
シャ債務危機という爆弾も抱え込
んだままだ。そこに追い打ちをか
けるように起きた未曽有の難民危
機、テロの続発。調査機関が英仏
独など欧州の主要10か国で行っ

選挙管理委員会の発表

国民投票のキャンペーンでは、
キャメロン首相率いる残留派は
主にEUの共通市場を失うことに
よる「経済的な損失」の深刻さを
訴えた。それに対し、離脱派は主
に「移民問題の悪影響」を強調、
主権と EU への拠出金（約85億
ポンド）を取り戻すとアピール
した。残留派を支援する IMF や
経済協力開発機構（OECD）な
どはマクロ経済的試算に基づく
「巨大な損失」を次々に公表した。
国民投票の争点
「英国の2020年のGDPは3.3％減
少する」（OECD）「離脱すれば各家庭は毎年4300ポンドの損失を被
り、２年で50万人が職を失う」（英財務省）「離脱は欧州と世界の経
済に深刻なダメージを与える」（IMF）といった具合だ。しかし、エ
スタブリシュメント（支配層）側から出されるこうした警告は一部で
「脅し戦略」と受け止められ、逆効果となった。

●国民投票の結果は NO

世界が注視する中で行われた国民投票（投票率72.2％）の結果は、
大方の事前予想が外れ、離脱支持が残留支持を４％弱上回るものだっ
た。特徴的なポイントを挙げると、
・若者層に残留支持が多く、高齢者層に離脱支持が多い
・地域的にはイングランドで離脱支持が優勢で、スコットランドでは
残留支持が多数派を占めた
・イングランドでは首都ロンドンは残留支持が多数派で、北東部の工
業地域など地方では離脱支持が優勢だった
上記の特徴を一括りにするなら、国民投票は「地方的ナショナリズ
ム」と「都市的リベラリズム」の対立だったと言える。いずれにせ
よ、離脱の結果が出た最大の要因は、欧州移民急増に対する国民の不
安だ。しかし問題の本質は、英国への欧州移民が３倍に増えたという
規模の問題ではない。英国が門戸を開きながらも、移民を単なる労働
力とみなし、決して歓迎することなく、一方で国民の不満の声を放置
してきたことこそが問題の本質だ。英国政府は、移民の低賃金労働を
看過し、「移民に仕事を奪われている」という労働者層の不満、医療
や教育、公共住宅など公共サービスの低下で不満を強める国民の声と
真剣に向き合ってこなかった。また、移民を受け入れることの経済、
財政、文化的なメリットや、EU 加盟国であることのメリットも十分
に説明してこなかった。政治家の重要な役割である「国民への教育」
が欠如していたことが今回の事態を招いた。
今後日本でも起こりそうなことだ。決して海の向こうの遠い国ので
きごとではない。
※関連 WEB サイトから2月末に著者改編
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診断士の

業務システム構築のツボ

デスクから

〜ここを知っていれば失敗しないポイント〜

◆「顧客が本当に必要だったもの」

ITビジネスにおける多難なシステム開発プロジェクトの姿を風刺し
た絵に登場する、オチの部分のフレーズだ。顧客が期待した通りのシ
ステムとして完成しなかった原因は、開発側の勝手な思い込みや都合
の押し付けだと思いきや、そもそも最初に顧客が説明した要件からし
てズレていた、というオチ。つまり、顧客自身にも自分が必要とする
ものが分かっていなかったということ。さらに、開発者側もそのこと
に気付けず指摘できなかったということ。

顧客が説明した プロジェクト
要件
リーダーの理解

プロジェクトの
書類

実際の運用

アナリストの
設計

プログラマの
コード

営業の表現、
約束

顧客への
請求金額

得られた
サポート

顧客が本当に
必要だったもの

出典：ニコニコ動画

◆ ポイント

顧客が本当に必要だったもの

ここでは、このような事態にならないため、業務システム構築のツ
ボとして知っていれば失敗しないポイントを紹介する。
ポイント①社内体制の整備
システム構築だからといって、ベンダーに任せきりになることは避
けるべき。ベンダーとの窓口となるプロジェクトマネジャーを社員
の中から選任する。選任にあたっては IT 知識の豊富な担当者よりも、
IT知識はなくてもマネジメントができる管理職を充てる。これには大
きく２つの理由がある。ひとつは、業務システム構築にあたってはベ
ンダーとの折衝が必要となること。ふたつめは、社内の業務変革の先
頭に立ち社内を引っ張っていく必要があるからだ。
プロジェクトオーナー
プロジェクトマネージャ
プロジェクト実務者
貴社

⇔

開発責任者

営業担当

プロジェクトマネージャ

SE / PG

SE / PG
PG
ベンダー

プロジェクト体制

ポイント②業務システム構築目的の明確化
経営理念から導きだされる将来ビジョン達成に向けて、各種の施策
が検討される。業務システム開発も施策のひとつだが、業務システム
開発の目的・効果を明確にすることが重要だ。経営ビジョン達成に向
けた業務効率アップなのか、営業力向上なのか、経営的な視点から目
的を明確にする必要がある。
ポイント③業務運用の再設計
経営的観点からの目的が明確になったら、業務設計を必ず見直すこ
と。担当者の要望を集約するやり方は有効な面もあるが、現在の業務

を是として要求を出すことになり、見直せば不要になる業務に対して
システム化要求を出すというような笑えない事例もある。できれば、
会社全体の業務を俯瞰して、変革を意識して再設計する。
ポイント④ RFP（提案依頼書）の作成
業務を再設計し明確になったシステム化ポイントを要求事項として
まとめたものを RFP（提案依頼書）と言う。貴社の要件をベンダー
に伝える重要な資料となる。経営目的に合致した業務システム構築の
ために、経営層も含めた社内合意をとることが重要だ。できれば完成
した RFP を複数社に説明し提案をもらう。ベンダーを提案費用で決
めてはいけない。貴社の目的を達成するための要件充足度を指標とす
べきだ。
ポイント⑤提案内容の精査
ベンダーからの提案には基本的に嘘はないはずだ。ただし、提案に
盛り込んでいないケースはある。ベンダーがソリューションをもって
いないとか、技術力が弱い等さまざまな理由があるので、提案内容を
精査して RFP で要求した内容がどのように盛り込まれているか説明
を受けて必ず確認することが重要だ。
ポイント⑥ドキュメント化
ベンダーは、教科書的な業務知識や経験した業種、業態などの業務
知識は有している。ただ、貴社の業務は理解していないと思ったほう
が賢明だ。ヒアリングで理解を深めていくが、ベンダーにヒアリング
した内容を必ずドキュメント化させ、理解・認識が合っているかを確
認すること。同じ単語でも、企業により意味合いは違うことがある。
貴社で使っている単語、パッケージで使われている単語を定義するこ
とで、双方の認識を合わせることが重要となる。可能であれば、シ
ステム化を想定している現場をベンダーにみてもらうことも有効だ。
ベンダーの理解・認識が深まると同時に、貴社では思いもつかなかっ
た業務運用に関する提案をもらえる場合もある。
ポイント⑦経営層の関与
経営層は、プロジェクトオーナーという責任者の立場になる。プロ
ジェクト成功のために、定期的に説明を求めるなど経営層の関与が重
要だ。経営層の関与が、担当している人間のモチベーションを高める
ことにもつながる。

◆ まとめ

業務システム構築も多くはプロジェクト活動として実施されるケー
スが多い。いくつかのポイントを紹介したが、ポイントを知っている
か否かでプロジェクトの成否は大きく変わってくる。業務システムの
開発は、齟齬の連続といっても過言ではない。プロジェクト目的の誤
認識、業務内容の理解不足、ベンダー内での伝達ミス・誤解等々いろ
いろなステップで齟齬が発生する可能性がある。これらの齟齬を減ら
しプロジェクトを成功に導くためには、ポイントをおさえることが重
要だ。なかでもドキュメント化と確認作業を怠りなく実施し、認識を
合わせていくことが非常に重要となる。
プロジェクトマネジメントに関しては多くの書籍が発刊されてお
り、それらを参考にするのも有効であるが、難しいと思われる場合は
専門家に相談することもひとつの策となる。
業務システム構築、
業務改革・業務改善、
ントなど、親身に
プロジェクトマネジメ
いただきます。
なってお手伝いさせて

武田 篤志（たけだ あつし）
中小企業診断士、ITストラテジスト
経営・情報コンサルティング事務所OFFICE武田 代表
住所：526-0821 滋賀県長浜市本庄町510
E-MAIL：takeda@officetakeda.net TEL：090-2702-6079
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出せるため、舗装修繕工事における測量業

ています。
技術の特徴としては、地上型レーザース

務を一元化できます。また、地上型レー

ドローンと、地上型レーザースキャナー

キャナで計測した３次元計測データ（点

ザースキャナでの計測時間を大幅に短縮す

（TLS）による3D 測量データの長所同士の

群）の不足部分を、ドローン計測などの測

るため、ロックという装置を独自に開発。

融合により、高速且つ高精度なハイブリッ

量データを用いて補強することで、より多

計測にかかる所要時間が、これまでの方法

ド3D データ化を可能とし、現場で使える

くの情報を取り出せる３次元測量データに

の半分以下になりました。

データを作成します。３次元測量という測

します。このハイブリッド点群データから、

※京都市ベンチャー目利き委員会ホーム

量手法の中でも、舗装修繕を対象にした計

舗装修繕にかかわる測量情報をすべて取り

き A ランク認定企業。

ページより抜粋

測は、今までの手法では非常に難しい業務
です。その計測が難しい現場でも高詳細な
３次元計測が行えるこのプロセスは、他の
あらゆる計測に応用ができます。この独自
のプロセスで収集した３次元データとその
解析情報を、建設関連、舗装関連業者へ販
売しています。このほかにも災害計測（斜

３次元レーザー測量

ドローン空撮

ICT 施行・技術支援

2D −3D・CAD リンク

災害調査

測量美術・文化財保護

3DVR − CIM

測量業務全般

面崩壊）や、文化財保存のための形状デー
タ観測など、産学連携や産学官連携での
３次元計測の実績が多数あります。これら
は、自社で独自に開発した技術とプロセス
をもって行われ、その高速で高詳細な計測
技術と解析手法は他方面から高い評価を得

シリーズ“診療室から”

第６回

医療とAI

AI の進化により、人間の仕事の多くがコンピューターにとって
代わられるとの予測が言われています。AI の活用で将来の医療は

援：若手外科医は減り続けており、医師の少ない地域でも外科治
療が受けられるよう遠隔手術器の開発を進める。

どのように変わるのでしょうか。厚生労働省の報告書では、今後

AI 医療はまだ黎明期で、患者と深くコミュニケーションを図る

国内では６つの分野で、AI を活用した取り組みを目指すとして

ことはできません。しかし、少子高齢化や医師数の偏在のある現

います。
（１）ゲノム医療：膨大な情報を持つゲノム（遺伝情報）

状を考えると、医師の診療をサポートする存在として大きな役割

の突然変異を速やかに解析することにより、癌等難病に対する治

を果たすことは確かです。また、AI で医療事務の補助が可能に

療方針を決定する（２）画像診断支援：医療における AI の中で最

なれば医師は患者と向き合う時間を多く持つことができ、患者の

も研究開発が進んでいるのが画像診断の分野です。人間の放射線

ニーズにより多く答えることができるようになるでしょう。

診断医と AI がダブルチェックすることで見落とし率を減らし、よ
り正確な診断につなげる（３）診断・治療支援：豊富な医療知識

今回でこの６回シリーズの連載は終了です。日常生活の中で少
しでもお役に立てれば幸いです。

がないと正確迅速な診療が出来ません。過疎地などで、AI を活用
し過去のデータや論文から医療を支援する（４）医薬品開発：膨
大な既存データを AI のディープラーニングにより、効果のある創
薬ターゲットを早く見つける（５）介護・認知症：介護ロボット
や要介護者の睡眠や排泄の監視補助に AI を活用する（６）手術支

垣田

時雄（洛星高校第13期卒業）

かきた内科医院
京都大学医学部医学博士
〒600-8107 京都市下京区五条通り室町西入高橋第６ビル２階
TEL・FAX：075-351-1275
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４月度

今月の
推薦図書

勉強会のご案内

長寿企業の秘密

N M O 勉 強 会 京都例会
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第208回

日

時： ４月11日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です！

会

場：COCON 烏丸４階セミナールーム

講

師：	久乗 哲氏（税理士法人りたっくす代表社員／
株式会社成岡マネジメントオフィス社外取締役）

テーマ：	平成31年度の税制改正解説 
〜中小企業経営者が知っておくべき税制の改正点〜
参加費：1000円（当日徴収）

第25期（2019年度前期）

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）




※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）

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
課



曜日

題

25-1

2019/4/14

日曜日

決算書・試算表を理解する
～貸借対照表の資産と負債の意味～

25-2

2019/5/12

日曜日

決算書・試算表を理解する
～損益計算書が表す売上と利益～

25-3

2019/6/16

決算書・試算表を分析する
日曜日 ～キャッシュフロー計算書からつか
む資金の動き～

25-4

2019/7/7

設備投資と資金繰りの基本
日曜日 ～投資判断基準と現実の資金繰りの
ポイント～

25-5

2019/8/4

管理会計を活用し収益管理の方法を
日曜日 知る
～どうすれば収益が増えるのか～

25-6

2019/9/8

事業計画を作成する
日曜日 ～３年先を考えそこから来年を計画
する～

編集後記
４月になり新年度が始まった。京都市内は春の観光シーズンの真っ只中。観光
客が大勢来ていただくのは嬉しいが、過剰になると地域住民との摩擦が起こる。
市内観光スポットの祇園周辺では、あまりの観光客の多さに悲鳴を上げている。
マナーの問題もあるが、住んでいる人達が今までの生活を送るのに支障来して
いるという。これまでは、いらっしゃい、いらっしゃいで呼び込んできたが、
どうも大きな歴史的転換点に差し掛かっているようだ。（な）

成岡マネジメントオフィス事務所通信
BUSINESS MANAGEMENT & COORDINATION

株式会社 成岡マネジメントオフィス

発行人：成岡秀夫

〒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。

【東日本編目次】

開講日

【西日本編目次】

講座番号

日本商工会議所が発行する月刊誌「石垣」には、毎号「長寿企
業の秘密」というコーナーに約14年間にわたり、社会的な変革
を乗り越えていまなお存続している企業の経営者を取材し、連載
を続けている。
おりしも2018年が明治150年にあたり、記念企画として創業
100年を超える全国の企業を再取材し、東日本編・西日本編の２
冊にまとめた。
巻頭の三村会頭の文章には、日本においては長寿企業が非常に
諸外国に比して多い理由には、外部要因として
（１）日本国内で大きな戦乱が比較的少なかった
（２）士農工商や官尊民卑の身分制度のなかでも、実際には商業
や職人の技が尊重された
（３）全国に寺小屋や藩校の教育機関が存在し、教育レベルや識
字率が高かった
また、内部要因として
（１）経営者としての実力を重視し、親族一族に拘らない事業承
継が行われてきた
（２）それぞれの企業に近代的なマネジメントシステムが生活の
知恵として存在した
（３）社会との共生を経営哲学とし、家訓家憲社訓と言う形で従
業員と共有した
（４）経営者の環境変化への対応力が高かった
などを挙げている。
日本には創業100年以上の企業が３万社あるといわれ、200年
以上の企業でも3000社あると言われている。これらの企業は、
明治維新や太平洋戦争、戦後の復興期やオイルショックなど激動
の時代を生き抜いてきた。学ぶことは多い。

序論（坂本光司）
：企業を長く続けてい
くために経営者は何をなすべきか
以下岐阜県・愛知県・富山県以西の長
寿企業を掲載
付録：データから読み解く長寿企業の
秘密１

序論（坂本光司）
：社会にとって「価値
のある長寿企業」になるには
以下静岡県・長野県・新潟県以東の長
寿企業を掲載
付録：データから読み解く長寿企業の
秘密２

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp

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。

成岡マネジメント

検索

