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瞭なので、水素エネルギー産業への転換を表明した。海岸線に点在す
る石油化学コンビナートも、設備の縮小を迫られる。ユニクロがダウ
ン衣類の回収からリサイクルを本業と位置付けて、大きな評価を得て
いるのは、その典型だ。逆に、クリーンエネルギーを生むビジネスに
関わる企業においては、千載一遇のチャンスになる。風力発電、太陽
光発電などの発電ビジネスや、電気を貯める蓄電ビジネス、送電ロス
を減少さす技術などは極めて有望だ。また省エネルギー技術も再度脚
光を浴びるだろう。回転体や流体のエネルギーを少しでも減らすこと
ができれば、全体では非常に大きな省エネにつながる可能性がある。
製造業ではこのエネルギーシフトについていく技術開発を優先するこ
とが重要だ。

◆グローバル化→自給自足社会へシフト
　一時的にはグローバル化は全世界共通の動きだと思っていた。人、
モノが世界に流通していくという流れが変わることはないと思ってい
た。一例でいえば、滋賀県で収穫されたイチゴが関空から沖縄に運ば
れ、さらに積み替えられてシンガポールの市場に高級イチゴとして並
んでいるという現象だ。立派なイチゴが日本円で１個1,000円くらい
の価格で売られている。富裕層が多い地域では、結構これが売れるの
だそうだ。1,000円のコストの大半は輸送費だが、この輸送は航空機
で行われている。この動きに急ブレーキがかかるだろう。人の移動、
モノの移動には、必ず移動に費用がかかり、その費用の大半は人件費
とエネルギー費用だ。そこまでしなくても、シンガポールで高級なイ
チゴの栽培が始まるだろう。狭いシンガポールなので、輸送の費用
と地価の高い農地で栽培するのとどちらが高いかという比較になる。
食料の生産地と消費地が接近する現象が始まる。もっと接近すれば地
産地消ということだ。昔は、みんな農家だったから自家消費が普通で
生産と消費が一緒だった。自分で作って自分で食べる、消費する。そ
こまではいかなくても、近い所で生産し、近い所で消費するという傾
向が強まるだろう。わざわざ大量のエネルギーを消費して、炭酸ガス
をまき散らして高い食材を使わずとも、近場で収穫された素材を工夫
して付加価値を高めることが賞賛される世の中になるはずだ。特に、
今回のコロナショックでその傾向が一段と強まった。

　一向に収まらない新型コロナウィルス。変異種までが感染拡大して
いるという。今後を予測することは難しいが、今回は中小企業の経営
に関係あることにフォーカスしてお届けする。あくまでも、筆者の独
断と偏見で書かれていることをご了解。

◆アナログ→デジタル化へシフト
　いうまでもなく、これからはデジタル化社会へ変化していく動きは
止まらないし、止めようもない。課題はアナログ社会で生きてきた、
稼いできたビジネスがどうなるかだ。最近の一番わかりやすい例で
は、「印鑑」の業界がある。書類にハンコを押すという伝統的な文化
が、このコロナショックでもろくも崩れ去ろうとしている。印鑑を押
すことが悪いというのではないが、本人の認証や書類の保証に印鑑と
いうツールが利用されていたのが、一気に転換を迎えた。あるいは、
コロナ感染データの連絡にいまだにFAXを役所が使っていたことに
非難が集中した。様式がいろいろと異なる組織が横断的に業務を行う
際に、デジタルの方式が統一されていないことが、そもそもの原因な
のだ。これは企業間のビジネスでもしばしば起こることだ。発注側
と受注側のシステムが異なると、データの受け渡しができなくなる。
その昔は、WindowsとMACでデータの互換性が全くなく、PDFとい
うフォーマットが出現したことで、現在では見るだけなら互換性があ
る。しかし、今回露呈した問
題、課題はおそらくたちまち
解決する方向に動くだろう。止
めようがないからだ。問題は、
それについていけない人たちが
出ることだ。デジタル難民と
いうグループや企業が必ず発生
する。自社がそうならないよう
に、今から何をすればいいか、
準備を怠りなくすることだ。

◆化石燃料→再生可能燃料へシフト
　ご存知のように、地球環境問題が全世界的な課題になりつつある。
化石燃料をやめて、再生可能なクリーンエネルギーにシフトする動き
も止められない。今回は、各国が本気で取り組むと宣言した。従来
は多くの企業に政府が気を使っていたが、今回の社会的なシフトでは
待ったなしの課題になった。化石燃料からの転換は、社会的には大き

な変化をもたらすだろう。自動
車、鉄道、航空などの移動体産
業や、電気、ガスなどといった
エネルギー産業、そして石油化
学系のビジネスなど多くの産業
にインパクトを与える。大手の
石油メジャーの企業がさらにガ
ソリンスタンドが減ることが明

デジタル化の作業

→次ページに続く

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

コロナ後の世界を展望する

再生可能エネルギー

自給自足社会
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は、近場で見ることはできないが、５Gの普及で臨場感溢れるシーン
を大画面で見れば、現場にいるのと変わらない。そんな時代がもう
すぐにそこに来ているはずだ。この波に抗うことは止めた方がいい。
この波をうまく利用し、自社のビジネスに有利なポジションに持って
いけるようにしないといけない。一等地に店を構えるという必要はな
くなった。場所のメリットが小さくなった。

◆リスク先送り→リスク管理が最重要課題に
　多くのリスクがあり、どのリスクがどうなるかは、よく分からない。
しかし、今回の新型コロナウィルスは我々に現在が常態ではなく、突
然「新常態」に変わることを知らしめた。現在がいい状態なら、それ
がいつまで続くか分からない。現在が最悪の状態でも、意外と急回復
する可能性もある。つまり、決まったことはないのだ。常に状態は動
いており、いったん決まったことも簡単に覆る。今回のような100年
に１回の大規模な地殻変動は、そう簡単に毎年起こらない。しかし、
明日起こらないとも言えないし、起こるとも言えない。中小企業には
BCPは馴染みにくいが、これを機会に作成まではいかなくても、考
えてみることは大事だろう。業種別には、人々が集まり密になること
が避けられない業種は、極めて厳しい状況にあることがハッキリし
た。今回のコロナ禍によって同じ業種の中でも、企業によってその対
応が大きく異なり、生き残れる企業と存亡の危機に直面した企業も
見受けられた。緊急事態宣言が出されていたときも、書類に印鑑を
押すだけの作業のためにわざわざ出社する社員が報道されていたが、
こうした緊急事態に対応できるマニュアルがなかった企業が多かった
のも事実だ。常日頃からリスクマネジメントをきちんとやってきた企
業は、パンデミックに対応するノウハウも準備していたはずであり、
今回はそうした企業の危機管理能力に大きな差が出たと言ってよい。
中小企業も含めて、どう危機に対応していくのかを日常的に想定し
ている企業のほうが生き残りには有利になるだろう。言い換えれば、
危機管理能力をアップするための新たな産業や企業が台頭してくるこ
とが予想される。例
えば、５Gなどはセ
キュリティーシステ
ムを確立する効果的
な通信ツールと言っ
ていいだろう。警備
員を配置してセキュ
リティーを強化す
る、といった昔なが
らの方法は今後衰退
していくのかもしれ
ない。

◆最後に
　100年に一度のこととはいえ、今回のコロナ禍は未来に向けた「踏
み絵」となった。自社が生き残れる企業かどうかを、問われている。
たとえ、生き残れても瀕死の重傷でベッドに寝たままでは、生き残っ
たとは言えない。元気で、いきいきと暮らしていける健康体でない
と、生きている意味がない。莫大な借入金の返済が、早晩やってく
る。金融機関に返済するだけのために自社が存続するのなら、それは
厳しいし悲しい。どう健康体の企業になれるのか。未来は健康体の企
業でないと存在価値を認められない厳しい世界になるだろう。
� ※筆者オリジナル原稿。今月の推薦図書もご参考に

◆マンパワー中心→AIパワーの社会へ
　労働集約型のビジネスモデルは確実に衰退するだろう。まず生産年
齢人口が減るから、働き手がいなくなる。非正規のパートさんや学生
バイトで成り立っている商売は、今後非常にリスクがある。コンビニ、
居酒屋、食品スーパーなどは働き手を集めるのに四苦八苦する。そこ
で、登場するのがロボットやAI。建物の中でのものの移動や、掃除、
警備などマンパワーでカバーしていた仕事がどんどんロボット化され
る。意外と危ないのが専門職と言われる人の職業。画像診断の医師、
決算書や財務データを作成する税理士などの仕事は確実にAIに取っ
て代わられる。とにかく、人手をかけて手を動かして成果物を作成す
る仕事は、早晩AIに移管されることは間違いない。自動運転が普及
しだすと、路線バスやリムジンバス、定期観光バスなどの運転はルー
トが決まっていると自動運転に置き換わる可能性が高い。商品の選
別、物流倉庫のピッキングなども、早晩機械化、AI化されるだろう。
つまり、従業員一人あたりの生み出す付加価値が勝負の分かれ道にな
る。難しい単語で言うと労働生産性が高い企業が生き残る。逆に労働
生産性が低い企業は、高い企業に飲み込まれていく。これはビジネス
の世界としては避けようがない事実だ。自社の造り出す製品やサービ
スが、いったいいくらの付加価値があるのか。ロボットやAIではで

きない製品やサー
ビスを提供してい
るなら、生き残れ
る。しかし、どこ
にでもあるような
製品やサービスし
か生み出されてい
ないなら、近い将
来ロボットやAIに
席巻されるだろう。

◆都市部一極集中→地方分散化
　いままで大都市、特に東京一極集中であったのが、このコロナショッ
クで大きく変化するはずだ。まず、ワークスタイルが大きく変わっ
た。なにも会社に出社しなくても仕事ができることがわかった。都心
のオフィスに通勤地獄をはいつくばって我慢して、毎日毎日心身をす
り減らして行くことが、いかに無駄だったかを思い知った。もちろん
行かないと片付かない用事も依然多いが、かなりの部分は在宅でも、
地方でも、田舎でも、遠隔地でも、できることがわかってきた。現
に、多くの実例が出てきている。また、都心の広い賃貸オフィスを解
約して、縮小したり止めたりする企業が続出している。大手企業のパ
ソナは多くの社員を淡路島に移住をする。新幹線で高額の通勤交通費
を払って都心に通っていたサラリーマンが、地方で広い自宅を買うこ
とができて、精神的にも開放された。子供の学校や教育の問題がクリ
アー出来たら、そう支障はないという。文化行事やスポーツイベント

爆発する中国のAIパワー

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

コロナ後の世界を展望する

地方分散のイメージ

リスクマネジメント



2021.3  Vol.182

　寒い季節に引き続き新型コロナの影響が続きますが、皆様
ご健康でお過ごしのことと思います。
　さて、今回は「PR活動」を考えます。ご承知のようにPR
方法は、ホームページ、メールマガジン、SNS、展示会、チ
ラシやパンフレット配布（DM）等の様々な手段があります。
今回は、手段より伝え方を中心に考えます。
　皆様が展示会へ行かれた場合、どのように会場を見て回られ
ますか？一つひとつのブースをじっくり見る方もいらっしゃ
いますが、時間の制約でチラ見しながら気になるブースだけ
見る方も少なくないと思います。恐らく、一つのブースを見
るのに数秒も掛からないでしょう。ということは、数秒で前
を通る顧客をキャッチする必要があります。そこで、展示会
出展をされる方には、「ブースの壁一杯にイラストと短い文字
を大きく記し、２秒で良さが伝わるように説明しましょう」
とアドバイスしています。

　上京区の面積は非常に狭い。約７km２しかなく、その狭い地域に約８万４千人の人が住んでいる。西は紙屋川、北は鞍馬口通りあ
たり、東は加茂川（出町から南は鴨川）、南はほぼ丸太町通りに囲まれた区域になる。この中に、京都御所と相国寺があり、かなり
の面積を占めている。京都は空襲の被害にあっていないから、この上京区も狭い路地に住宅が密集している地域が多い。火事があっ
ても消防車が入れない区域もある。
　今出川堀川東にある白峯神社は球技の神様を祀る神社で有名で、特にサッカー関係者のお参りが多い。神社に行ってみるとクラブ
活動の関係者が、そのボールをたくさん寄進している。サッカーボール、野球の硬球、バレーボール、バスケットボール、テニス
ボールなど見ているだけで面白い。また、少し西にある晴明神社は縁結びの神様として知られ、最近女性向けのパワースポットに
なっている。さらにそこから西に行くと、学問の神様で有名な菅原道真を祀った梅で名高い北野神社がある。
　すたれたとはいえ、いまだに街中に入ると西陣織の織機の音が聞こえてくる街でもある。堀川今出川の南西にある西陣織会館
は西陣織が最も盛況だった昭和51年に建設されている。

　また、チラシやパンフレットも同様に、「数秒で見て分か
るよう、商品の特徴やメリットを３つ程度、キャッチフレー
ズや簡単な箇条書きで伝えましょう」とアドバイスしていま
す。
　それと、もう一つ大切なのは「継続」です。皆様は、普段
頻繁に届くメルマガやDM等を意外とスルーしていませんか？
前回の販路開拓でもご説明しましたが、顧客に忘れられない
ようにすることが大切です。そこで、「数ヶ月毎でも良いの
で、興味持ってもらえる自社のトピックスを顧客へ発信し続
けましょう」とアドバイスしています。
　どのPR手段でも大切なことは、短いキャッチフレーズと
分かりやすい写真等により数秒で顧客に好印象を与えること
と、忘れられないよう継続して情報伝達することです。皆様
のお客様を上手くロックオンし続けましょう！

第11回　「PR活動」
新事業支援の現場から新事業支援の現場から新事業支援の現場から

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

晴明神社

上京区エリア

西陣織会館

白峯神宮

白峯神宮に奉納の
ボール 西陣の街並み

　意外と知らなかったが、昔は京都市には上京区と下
京区しかなかったのだ。明治22年に市制に基づき上
京区と下京区が合併して京都市になり、昭和４年にそ
の２区から左京区、中京区、東山区が分かれた。さら
に、昭和30年に上京区から北区が分区した。つまり、
昔の京都市というのは上京区と下京区だったのだ。古
い京都人がよく言う「上、中、下」という本当の京都
は、上京区、中京区、下京区だけだというセリフは、
何となくこの京都市の歴史を見ると納得する。

京都の

紹介シリーズ

「上京区」
第２回
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成岡マネジメント 検 索

編集後記
なかなか感染が収まらない新型コロナウィルス。変異タイプも発見され、ワク
チンの接種も始まりそうだが、先行きの不安はぬぐえない。飲食、宿泊、観光
などの産業にとどまらず、マイナスの影響は意外な産業にも波及している。花
屋さん、おしぼり屋さん、美容院、ブライダル、貸衣装、写真館など一見関係
なさそうな業種にも影響は及んでいる。経済はすべてが関連しておカネが回っ
ている。３月以降倒産が増えそうな気配だ。（な）

　新型コロナウィルスの感染拡大の際に、よくマスコミで話題になっ
たキーワードは「正しく恐れる」だった。免疫学の第一人者である著
者は、これを少し修正して「正しく理解する」ことが必要だと訴え
る。むやみに怖がることもないし、相手の弱点を知れば病気に対して
も怖がらずに済むはずだ。経済対策を立てることも同様で、「敵を正
しく知る」ことが敵に勝つためのポイントになる。正しく相手を理解
することを、「健康リテラシー」と名付け、日常の生活行動に感染リ
スクを軽減する合理的な方法を取ることが必要だ。本書は最新の情報
を基に、新型コロナウィルスとCOVID-19にまつわる素朴な７つの疑
問に対する現時点の回答が記載されている。

　感染症には歴史を変える力がある。現在の変曲点のキーワードは、
「デジタル」と「グローバル」。感染症に国境はなく、スティホームに
よって全世界の人が否応なく強制的にデジタル体験を余儀なくされた。
その中で新しい価値観が芽生えつつあり、これから大きな事業構造の
転換が訪れる予感がある。果たして、どのような商品やサービスが花
開くか。グローバルスケールで起こった大きな変化を個別業界にあて
はめ、起こり得る可能性のある大きな変化を予測したのが本書だ。
　比較的障壁の低く新規参入が容易な小売業界などは、競争が激しく
優勝劣敗が明確になるだろう。逆に参入障壁が高く規制で守られてい
た、通信、製薬、金融などの分野は、寡占化が進んでいたが、このコ
ロナショックで変化のスピードが加速するはずだ。
　自社に関係ないと思われる業界のほうが、今後大きく関連が生まれ
るかもしれない。知っておくことは大きな意味がある。
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　この数字は分子が日本全国の中小企業（法人と個人事業者の
合計）の数を万単位で表したもの。分母は大企業も含めたす
べての法人と個人事業者の数の合計（平成28年2016年度）。
大企業は約１万社でそのうち上場している企業は約3,600社。
いかに日本では中小企業の割合が多いかがわかる数字だ。絶
対数が多いという議論は別にして、日本経済を多くの中小企
業が支えていることがわかる数字だ。
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※�講義内容の進捗によっては、回数の増減や順番
の入れ替えなど、臨機応変に行います。

　NMO勉強会の主宰代表であり中小企業診断士の成岡秀夫が、貴社オリジナ
ルのマネジメント基本講座を提供します。
（１）会社経営に必須の項目を、少人数制で基礎から懇切丁寧に講義します。
（２）貴社の業界、規模、業態に合わせた内容に編纂して提供します。
（３）少人数での研修ですので、特に他の受講者を意識せず、気楽に受講できます。
（４）�講義内容に関しては、貴社と事前に打ち合わせを行い貴社オリジナ

ルの内容といたします。
　経営者の方、後継者の方、幹部社員の方のご参加をお勧めいたします。
　ご検討いただきますよう、ご案内申し上げます。
日程　貴社ご希望の日程で設定します。土日曜日、祝祭日も可能です
時間　貴社ご希望の時間帯で設定します。１コマ２時間です
場所　��貴社ご希望の場所で設定します（会場費が有料の場合は会場費を貴社ご

負担ください）
形式　成岡からの講義形式／参加者との質疑応答
費用　参加人数×＠3,000円（消費税別）／回
定員　特に上限はありませんが、最低人数は３名以上です

 標準的なスケジュールと内容 　
講座番号 開講日 曜日 課　　　　題

１ 第１か月目 土曜日 決算書・試算表を理解する
～損益計算書が表す売上と利益の考え方～

２ 第１か月目 土曜日 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～

３ 第２か月目 土曜日 キャッシュフロー計算書からつかむ資金の動き
～現実の資金繰りのポイント～

４ 第２か月目 土曜日 設備投資の投資判断基準と管理会計の活用
～収益管理の考え方～

５ 第３か月目 土曜日 事業計画の作り方
～３年先を考えて来年を考える～

６ 第３か月目 土曜日 経営戦略の立て方と考え方
～会社運営のポイント～

成岡秀夫経営塾 マネジメント基本講座シリーズ
貴社オリジナル版のご案内第29期


