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日本人世紀の発明「QR コード」

スマホなどのカメラをかざすだけで、バーコードのように情報を
読み取れる QR コード。今でこそスマホの普及とともに全世界へと広
まったが、実は1994年に株式会社デンソーウェーブが開発した日本
生まれの技術。最大20文字ほどの情報しか記録できない一次元バー
コードに対し、情報を縦と横の２方向に記録する「二次元コード」。
特許を開放し、世界中に広まった。

◆大きなデータを記録できる

真っ先に挙げられるメリットは、バーコードに比べて大きなデータ
を記録できること。最も大容量な「バージョン40」
、誤り訂正レベル
Lの場合、最大で漢字・かなを1,817文字、英数字を4,296文字、数字
のみなら7,089文字を格納できる。大容量データを格納できるため、
QR コードなら割り振りに限らず、品名や生産日、使用期限といった
多岐にわたる情報を記録できる。さらにはWebサイトやアプリのURL
も読み取れるため、インターネットとの連携も可能になった。

◆破損や汚れに強い

QR コードは破損や汚れにも強い。コードの
一部が欠損しても、コード自身でデータを復元
する「誤り訂正機能」を持っている。誤り訂正
機能には４段階のレベルがあり、レベルが高く
なるほどQRコードの汚れや欠損率が高くなっ
ても読み込めるようになっている。一般使用で
はレベルLやM、汚れがつきやすい工場などの
環境ではレベル Q や H の使用が推奨されてい
る。

切り出しシンボルと黄金比率

◆カメラ撮影データの画像処理により
読み取りができる

なにより専用のリーダー（読み取り機）を必要とせず、カメラの画
像処理でデータを読み取れることが、QR コード普及の大きな要因の
ひとつ。これまでのバーコードはレーザーや特殊なセンサーによる読
み取りのため、スーパーやコンビニで見かけるような専用のリーダー
が必要だった。QR コードならそれらの初期投資を抑えられる。

◆コードの役割

一見すると解読不能に見える QR コードだが、その構造は一定の
ルールに基づいている。
① セル（言語）
まず、コード内に存在する白黒のマス（セ
ル）だが、実は２進法で言語を表すように設定
されている。いわば、白黒のマスは０と１の集
合体であり、記録された言語そのもの。
② 切り出しシンボル
読み取り角度
四隅にある四角形が「切り出しシンボル」。
位置検出や歪んだコードの外形を正確に検出する役割があり、カメラ
はこれを捉えることで対象を QR コードだと認識し、どの角度からで
も高速で読み取ることができる。なぜ切り出しシンボルがあのような
四角い形になったのか。それは、帳票などで一番出現率が少ない図形

だったから。つまりコードに印を入れても同じような印が近くにあれ
ば、読み取り機はそれをコードだと勘違いしてしまう。このような誤
認をさけるため、切り出しシンボルは唯一無二の印でなくてはならな
い。そこで考え抜いたあげく、開発者たちはチラシや雑誌、段ボール
などに印刷されている絵や文字をすべて白黒に直して、その面積の比
率を徹底的に調べ上げることにした。開発チームは数えきれないほど
の印刷物の調査を日夜続け、とうとう印刷物の中で「一番使われてい
ない比率」を突き止めた。それが１：１：３：１：１であった。かく
して切り出しシンボルの白
黒部分の幅の比率が決めら
れた。走査線が360度どの
方向から通っても、この独
自の比率を探せばコードの
誤り訂正
位置が割り出せる仕組みが
生まれた。
③ タイミングパターン
黒いセルと白いセルが交互に配置されており、QR コードの座標を
検出する役割を果たす。
④ アライメントパターン
右下の方にある小さな目玉のようになっているこの箇所は、カメラ
を斜めにかざしたときでも各セルに生じるズレや歪みを補正するため
に重要な役割を果たす。
⑤ フォーマット情報（誤り訂正機能）
切り出しシンボルの周囲を囲うのが、前述した「誤り訂正機能」の
レベルを決定するものだ。この配列のパターンにより、誤り訂正レベ
ルが設定されている。
⑥マスク
さらにQRコード全体には、白と黒のマス
をバランスよく配置するために「マスク」と
呼ばれる加工が施されている。黒だけでびっ
しり埋まったコードを見かけないのは、マス
クによる補正のおかげだ。８種類の法則に基
づき、記録された言語を保ちながら白と黒の
色を反転させる仕組みになっている。

◆利用のシーン

スマホ決済

① QR コード決済：昨今、世界的に普及しつつあるのが QR コード
決済。レジ横に用意された QR コードを専用のアプリで読み取るか、
自分のスマホの画面に表示した QR コードを店側に読み取ってもらう
ことで、あっという間に決済が完了する。
②入退場管理：サッカーや野球のスタジアム、コンサートなどイベ
ントの一部では、QR コードによるチケットレスでの入場を導入して
いる事例もある。また、空港や鉄道の改札やバスの乗車券にも導入の
事例があり、入退場の管理においても QR コードは活躍している。
③製造現場での在庫や工程管理：そもそも QR コードは工場向けに
つくられた技術。製造現場における在庫や部品の管理はもちろんのこ
と、製品に個別の QR コードを付与することで製造の工程も追跡しや
すくなった。その他、アパレル製品の入出庫管理、店舗での在庫管
理、倉庫でのピッキングなど、あらゆるシーンで使われている。
※関連 WEB サイトより著者改編

NMO Office Letter

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

コロナ後の世界はどうなる：その２ スポーツ編

●プロ野球は再開したが

●高校野球

い。無観客を検討し、いろいろと段取りが大変だったが、オールス

は、いかばかりだろう。これを目標に青春のすべてをかけてやってき

ターも交流戦もなく、どうも例年と勝手が違う。極端に試合数が少な

た野球少年たちの夢を、コロナというウィルスが奪っていった。今

い年の通算成績はどのようになるのだろう。歴史上日本のプロ野球で

後の人生が大きく変わる選手も多

は、４割打者というのはいなかった。今年は試合数が少ないから、絶

くいるはずだ。大学野球へ、社会

好調の打者が突っ走れば、史上

人野球へ、プロ野球へと進む参考

初の４割バッターが出現する可

データになったはずの春夏の甲子

能性がある。それが正しく４割

園大会の中止の影響は大きい。さ

バッターと言えるか？おそらく

て、この春夏の大会の中止がどの

2020年度は試合数がいくらだっ

ように今後影響を及ぼすか。注視

たという注釈付きの４割という

していきたい。せめて、各都道府

今期のプロ野球は開幕したが試合数も減り、なんだか力が入らな

記録になるだろう。

無観客だったプロ野球オープン戦

春に続いて夏の甲子園も中止が決まった。３年生の球児達の落胆

さびしい甲子園球場

県大会だけでも、できればいいが。

●東京五輪開催中止するか

●大相撲

るだろう。はやばやと延期を決め、開催日程まで発表したが、もう

とになった。相撲部屋ほど「密」な空間はない。寝食、けいこを共に

そんなことを言っている段階ではない。最近では、東京五輪の話題よ

し、独自の階級組織があり、上下関係も非常に厳しい。一種独特の空

り、非常事態宣言後の経済をどうするのか、という差し迫った対策が

気、風土、文化がある。歴史と伝統に裏打ちされた非常に格式の高い

急務なのだ。ずるずると引き延ばして、そして行くところまで行って

世界なのだ。ちょっとやそっ

からの中止より、止めるならいまのほうが圧倒的に被害、損害が少な

とでは中止や延期はあり得な

い。確かに中止を発表したら大きな影響はでるだろうが、ここは政治

いが、今回のコロナ騒動には

決断だ。

勝てなかった。問題は７月の

おそらくほとんどの国民が来年の東京五輪の開催に疑問をもってい

５月場所が開催中止になり、７月の名古屋場所を東京で開催するこ

国技館での開催ができるか？
二場所連続して開催中止とな
れば、さすがの相撲協会も経
３月の大阪場所

営的に立ちいかなくなる。

●中央競馬
揺れ動く2020東京五輪

●東京五輪の2024年への延期

なぜか競馬だけは無観客でも継続して開催していた。馬券という

収入があり、別に競馬場に行かなくても、全国どこでも場外馬券が
買える。TV の中継もあり、当日の

現在、東京の次の開催地であるパリの2024年の五輪まで延期する

競馬開催に向けて多くの関係者が

という案はどうだろうか。選手にとっては厳しい案で、ほとんどの代

働いている。また、主役が動物で

表内定者が代わる可能性がある。年齢的にも東京五輪で最後の花を咲

あり、馬だから、言葉が通じない

かせようと頑張ってきた代表選手には非常に酷な話しだが、どうして

ので、余計に中止が難しいのだろ

も開催にこだわるなら、これが最も有望な案か。しかし、課題は山積

う。地方競馬はどうされたのかは

だ。最大のネックは、2025年の大阪万博と接近することだ。7月に東

定かではないが、クラシックの重

京周辺で五輪をやって、翌年３月から大阪を会場に万博ができるか。

賞レースを予定通り開催したのは、

しかし、東京五輪を中止にするよりは、まだしも現実的な案ではなか

ある意味IT化が進んでいた証拠か。

ろうか。

●その他のスポーツ

●サッカー J リーグもピンチ

こちらも迷走状態。最近では、下部のリーグとチームが全国各地

無観客でも開催の中央競馬

今回気が付いたが、スポーツイベントは開催時点より相当前から、

全国各地で予選があり、勝ち残ったその都道府県の代表が集まって全

に多くあり、すそ野は野球より広い。試合会場も、サッカー以外に

国大会をやるケースが多い。国体などは、その典型だ。団体関係者、

も使われているので、会場の調整も大変だ。昼にラグビーをやって、

協会関係者、会場設営、移動と宿泊など、周辺に波及する要因も多

夜にサッカーをやるという変則日程も組まれるだろう。選手はあまり

い。また、スポンサー企業などは足元の自社の業績挽回に必死であ

「密」ではないが、観客が超「密」の状態で応援するから、社会的距

り、おいそれと資金提供はできない。プロではないアマチュアの場

離を取ることは至難の業だ。おそ

合、もっと台所事情が厳しいだろう。スポーツの市場規模がいくらか

らく秋から試合数を半分以下に減

は知らないが、会場、TV などとも相まって、国民的なイベントにな

らして、何らかの方法で開催する

りつつあるスポーツも多い。

ことになるだろうが、協会の収入
が激減し、チームの収入もガタ減
りになっているところが多い。
J リーグの応援風景

早く、以前の日常が戻ってきて欲しいものだ。
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第24回

伏見大手筋商店街

歴史と酒と水の街、
「伏見」
。古くは、淀川の水運の京都の拠点であった「伏見港」があり、多くの物
資が大阪方面から運ばれてきた。現在も史跡「伏見港」があり、当時は多くの人で賑わっていた。坂本
龍馬が暗殺されかけた舞台の「寺田屋」も旅館であり、多くの水運関係者の定宿として有名だった。ま
た、伏見は湧き水として非常に水質のいい地下水がある。この水に恵まれて、多くの酒造メーカーが軒
を連ねている。30軒以上の酒蔵があり、木造の塀が
立ち並ぶ風情は、さすがに京都の伏見という情緒を
醸し出す。

周辺の名跡

近隣マップ

京阪と近鉄の駅から西へ300メートルくら
い続くアーケード付きの「伏見大手筋商店街」
は京都の３大商店街のひとつ。その昔は、す
べての都市銀行の支店があったというくらい、
繁栄していた土地柄だ。周囲に見どころ満載
の商店街とその周辺に、一度は行ってみる価
値があるだろう。おすすめは、京阪中書島駅
で降りて、そこから北西の方角に歩いて、名
所旧跡や酒蔵を巡り、納屋町商店街から最後
に大手筋商店街を抜けて通るコースがベスト。
夏には地元酒造メーカーの出店が並ぶイベン
トもあるが、今年は中止だろうか。

風流花傘パレード

夏の夜市

商店街入り口のアーケード

新
事 業支援の現 場から
新事業支援の現場から
第３回 「市場調査」
この原稿の作成は新型コロナの緊急事態宣言解除時で、全
員の力で乗り切れてほっとしています。このコラムが皆さん
の目に留まる時は、更に社会が落ち着くことを願っています。
さて、今回は市場調査の相談の課題事例をご紹介します。
１つ目は「思い込み」です。某 IT システムの相談で、提案
先１社の反応が良いので他の同業者に多く売れるとの説明で
す。理由を聞くと「同じ業界は他社も同じニーズのはず！」と
のこと。しかし、この「・・はず！」はリスク大です。顧客
毎にニーズは異なるので、そのような時は「せめて５～10社
程度の話を聞いて、その共通点をまとめて商品企画しましょ
う。」とお話しています。
２つ目は「目論見の甘さ」です。大学生向け生活サービス
の相談で、「京都市の大学生は約14万人で、殆どの大学生が
利用する！」と自信をお持ちです。しかし、現在はニーズも

多様で、よほどでないと全ての大学生が利用することはあり
ません。そこで、
「辛めに、少なくともこれ位という考え方の
方が良いです。」とアドバイスしました。
３つ目は「数値のこだわり」です。１個２千円の雑貨を毎年
１万個販売したいとの相談です。ネット検索で雑貨の市場規模
が6,500億円と7,900億円の２通りだったそうで、相談者はど
の数字を採用するか悩んでいました。しかし、この数値の違い
は事業に影響しません。そこで、
「この事業規模なら、どちら
も十分なのでどちらでも良いです。
」とアドバイスしました。
市場調査の目的は、顧客の共通ニーズと、どれ位の顧客が
利用してもらえるか（＝どれ位の売上か）を検討するベース
情報を掴むことなので、大雑把ではダメで、細かければムダ
です。もし市場調査でお悩みがあれば、ご相談下さい。
（以上）
Profile

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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今月の
推薦図書

2020年10月度

N M O 勉強会

首都感染

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

著 者：高嶋 哲夫
発 行：株式会社講談社
初版発行日：2013年11月15日初版発行
定 価：950円＋税
ページ数：580ページ
版 型：文庫版

※2020年10月度 NMO 勉強会は、外部見学会を企画中ですが、昨今の状
況が流動的なため、内容が決まり次第メールマガジンで広報いたしま
す。

開催日：2020年10月10日（土）
見学先：現在交渉中（京都府下製造業の予定）
内 容：現地見学と代表者からのプレゼンテーション
時 間：15時〜
集合場所：別途連絡
参加費：無料

今回の「新型コロナインフルエンザ」騒動で、いくつかの参考図書
を調べていたら、この文庫本が出てきた。カミユの「ペスト」を申し
込もうと思ったら、現在在庫なしという回答だったので、では次はこ
の本だと思って申し込んだら、到着に１か月くらいかかった。まさに、
８年ほど前に書き下ろしたオリジナルだが、今回のコロナ騒動と全く
同じ状態が書かれている。新型インフルエンザが中国から感染して、
首都東京がパンデミックになり、当時の総理大臣が東京封鎖を決断し
た。このあたりの出来事が、なまなましく現実的に書かれている。今
回は首都封鎖にはならなかったが、仮になっていたらこういう状態に
なっただろう。ビル・ゲイツが、これからの脅威は「ミサイル」では
なく「ウィルス」だと言っていたが、けだし名言。また、10年後に
新しいウィルスが出現するかもしれない。

※終了後近隣での懇親会を計画中ですが、昨今の状況により中止もあり
得ます。

第28期（2020年度後期）

成岡秀夫経営塾

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
費用

成岡からの講義形式／毎回自由参加
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

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）

スケジュールと内容
講座番号

※一部内容を変更することがあります

開講日

曜日

課

題

決算書・試算表を理解する
28-1 2020/10/18 日曜日
～貸借対照表の資産と負債の意味～
決算書・試算表を理解する
28-2 2020/11/15 日曜日 ～損益計算書が表す売上と利益の考
え方～
キャッシュフロー計算書からつかむ
28-3 2020/12/13 日曜日 資金の動き
～現実の資金繰りのポイント～
設備投資の投資判断基準と管理会計
28-4 2021/01/17 日曜日 の活用
～収益管理の考え方～
28-5 2021/02/14 日曜日

事業計画の作り方
～３年先を考えて来年を考える～

28-6 2021/03/14 日曜日

経営戦略の立て方と考え方
～会社運営のポイント～

６月から解除になった非常事態宣言だが、そう簡単に以前の生活には戻らない
し、戻れない。完全に同じ状態にはならないだろう。「新常態」という言葉が
できたが、新しい生活様式、生活スタイルを編み出さないといけないか。仕事
をはじめ、毎日、毎週、毎月のリズムをどうやって新しい常態に作っていく
か。「続けること」「止めること」「始めること」の３つをきちんと整理するこ
とだ。「止めること」は「捨てる」ことでもある。（な）
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第３章：封鎖
第４章：拡大
エピローグ



なぜ地域のお役に立つと
会社は成長するのか
者：藤田 現右衛門
（エネジン株式会社代表取締役）
発 行：株式会社あさ出版
発行日：2020年２月７日
定 価：1,500円＋税
ページ数：214ページ
版 型：四六版
著

著者が代表を務めるエネジン株式会社は、2004年に前身の株式会
社ハマネンと丸善ガス株式会社の共同出資で誕生した LP ガス供給を
はじめとする、社員200名の地域密着、内需依存の典型的な地方の中
小企業。LP ガス供給という差別化しにくく、大手都市ガスとの競合
の中にあり、いったん価格競争に巻き込まれると非常に経営環境が
厳しくなる。この会社の差別化のポイントは、「徹底して地域のお困
りごとに異業種とアライアンス（提携）して解決すること」なのだ。
この方針を掲げてから契約数は右肩あがりに増加し、その活動が認め
られて地域のメディアに頻繁に取り上げられるようになった。これが
好循環を呼んで、社員の自信と誇りにつながり、一層活動に弾みがつ
いている。内需が縮小する中、小さな会社でもやればできるんだとい
う好例が満載だ。

【目 次】

編集後記

【目 次】

マネジメント基本講座シリーズ

プロローグ：記者発表はこうして新聞記事になった
第１章：地域の元気が会社の元気になる
第２章：地域のお役に立つ方法（CSR 編）
第３章：地域のお役に立つ方法（アライアンス編）
第４章：地域のお役に立つ方法（メディア編）
第５章：「地域のお役に立つ」は経営・市場戦略
エピローグ：現場はどのように受け止めていたか
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