
Vol. 183
2021 年 4 月号

BUSINESS MANAGEMENT & COORDINATION

株式会社 成岡マネジメントオフィス

成岡マネジメントオフィス事務所通信

NMO OfficeLetter

変革をもたらし、次なる大きな成長に繋がっていく。こうした「経済
と環境好循環」を作っていく産業政策が、グリーン成長戦略である。
　「発想の転換」、「変革」といった言葉を並べるのは簡単だが、カー
ボンニュートラルを実行するのは、並大抵の努力ではできない。産業
界には、これまでのビジネスモデルや戦略を根本的に変えていく必
要がある企業が数多く存在する。他方、新しい時代をリードしていく
チャンスでもある。

◆普段の生活で意識すること
　それでは、私たちの普段の生活では、どのような対応をすればいい
のか。例えば、使用する電力量を節約するという行動は継続すべき
だと思うが、住宅・自動車・家電など、一旦購入すると長期間使用す
るものを購入するときに、気候変動を意識することが効果的だ。例
えば、自動車購入時にはガソリン車以外を選択、家電購入時にはエネ
ルギー効率が優れているものを選択、といったことだ。これらの選択
は、現状では購入価格が高くなる傾向があるが、普及が進めば価格は
下がるはずだ。また、「2050年カーボンニュート
ラルに伴うグリーン成長戦略」を受けて、発電部
門の脱炭素化が進むはずなので、長期間にわたっ
て使用するものは、先を見通した購入行動を取る
のがよい。できるだけ安いものを選択するのでは
なく、できるだけ二酸化炭素排出量が少なく、エ
ネルギー効率のよいものを選択するという、意識
の変容が必要だ。

◆コロナ禍とカーボンニュートラル
　コロナ禍対策に集中すべき時期であるのに、なぜカーボンニュート
ラルを今持ち出すのかという意見もあるが、コロナ禍を通して行動
様式・生活様式を見直す機会になっているからこそ効果的だ。コロナ
禍からの脱却は、元のシステムに戻すのではなく、カーボンニュー
トラルを目指すシステムを導入する機会にしやすい。この考え方は、
「グリーンリカバリー」として、国際的な潮流になっている。カーボ
ンニュートラルを目指すことは、化石燃料消費を減らすことになるの
で、国際的には依然として深刻な環境問題である大気汚染も解決して
いく方向でもある。

◆効果の確認
　「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」には、気
候変動に関する観測技術やシミュレーションモデル技術の高度化を
目指すことについても記載されている。これらの研究開発の成果は、
カーボンニュートラルを目指す動機となる科学的知見をもたらしてき
た。今後も技術の高度化のために研究を進めて、気候変動対策の効果
を最新の科学的知見に基づいて評価ができるように取り組んでいくこ
とが大切だ。
　※関連WEBサイトから著者改編

　政府から、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦
略」が発表された。現在進行中の気候変動については、30年以上前
から気候変動の科学者による着実な研究に基づき継続して示されてき
た。遅ればせながら、ようやく日本も科学的知見に基づいて気候変動
対策を本格化させることになった。今回の発表には、今後30年間の
日本の社会を大きく左右する極めて重要な内容が含まれている。

◆二酸化炭素の現状
　なぜカーボンニュートラルを目指すのかを考える前に、現在の気候
変動の主要原因である二酸化炭素についての現状を見てみる。まず、大
気中の二酸化炭素濃度では、下図に示すとおり加速度的な増加が現在
進行中。植物の光合成による数PPMの１年周期の変動を繰り返しなが
ら、濃度増加が止まる気配はない。人類が化石燃料を使用する前の濃
度は約280PPMだったが、2019年時点で約410PPMを超えているの
で、濃度はおよそ1.5倍になっている。大気中の二酸化炭素は化学的に
比較的安定な物質なので、大気
中に放出されてしまうと、数10
年間にわたり存在し続ける。し
たがって、急激に排出量を減ら
したとしても、その効果がはっ
きり現れるのはしばらく先にな
る。つまり、できるだけ前倒し
で対策を進める必要がある。

　また、日本人としては、強く認識しな
ければならないことがある。図２が示す
ように１人あたりの二酸化炭素排出量は、
米国・ロシアに次いで日本はワースト３な
のだ。日本では、１人１人がエネルギー
を使い過ぎる社会システム・生活スタイ
ルだ。日本は環境先進国であるという漠
然とした認識をお持ちの方が多いと思う
が、気候変動対策に関してはその逆だ。

◆環境問題への意識の持ち方
　環境問題を解決するには、不便を受け入れて我慢が必要、というイ
メージを持っている方々が多いと思うが、「我慢」は問題解決にはな
らないことがはっきりした。カーボンニュートラルに必要とされる技
術の社会実装のためには、各分野とも今後の研究開発が進まなければ
ならないことが多いが、それはビジネスチャンスだ。「2050年カーボ
ンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の冒頭には、以下のように
力強い言葉が述べられている。（以下、太字引用）
　2020年10月、日本は、「2050年カーボンニュートラル」を宣言
した。温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わ
り、国際的にも、成長の機会と捉える時代に突入したのである。従来
の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

2050年カーボンニュートラル

1人あたりの温室効果ガス排出量
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ハワイ・マウナロアで継続測定されている
二酸化炭素濃度の変化。横軸は年



　ご存知東北の企業として全国区のメーカーである「ア
イリスオーヤマ」。大阪の樹脂製品製造業として零細企業
から出発して、素晴らしいメーカーになったのは兄弟経
営の結束力と、現会長の類まれな指導力の賜物だ。最近
目にする新製品は、どれも使い勝手が素晴らしい優れも
のだ。どこにこの企業の秘密があるのか。

●そもそもは零細中小企業
　大山健太郎会長が、自身の父親の逝去に伴っ
て19歳で引き継いだ大阪府東大阪市のプラス
チック加工工場を源流に持つアイリスオーヤ
マ。当初は大手企業の下請けにとどまってい
たが、養殖用ブイや育苗箱などを自社開発、
製造する産業資材メーカーとして再出発した。
その後、クリア収納ケースといった生活用品
からプラスチック植木鉢などの園芸用品、ネ
コトイレに代表されるペット用品などを次々
に送り出してきた。09年にはLED電球を商品

化、布団乾燥機や炊飯器などにも事業範囲を広げ、商品数は約25,000
点に及ぶ。19年12月期のグループ売上高は5,000億円。

●新商品開発会議
　毎週月曜日に開催の新商品
開発会議。生活者目線で新商
品アイデアを議論する。アイ
リスオーヤマの新商品は全てこ
の会議から生まれる。機能は
Simple、価格はReasonable、
品質はGood。３点のバランスのとれた商品だけが市場に送り出され
る。会議には商品開発に関わるあらゆる部門の社員が一堂に会し、情
報を共有することでスピーディな商品化に繋げている。生活用品の開
発で養ってきた生活者の視点を元に、近年は家電カテゴリーの不満解
消にも取り組んでいる。年間1,000アイテム以上の新商品をつくりだ
すために、出身業種であるプラスチックという素材にこだわらず、生
活者が求める商品に最も適した素材を使っている。たとえば犬小屋ひ
とつにしても、軽くてお手入れの簡単なプラスチック製、エクステリ
アとしての質感を重視する方には木製のログハウス風、室内用には布
を使ったクッションハウスと、素材の枠に縛られないことで幅広い開
発ができる。「もっとこんなアイテムがあればいいな」という生活者
の発想から、素材の制約を受けることなく関連商品を増やしていく。

●メーカーでかつ問屋機能
　アイリスオーヤマはメーカー機能と問屋機能をあわせ持つ独自の
「メーカーベンダー」という業態を作り上げた。商品を小売店に届け
るだけでなく、小売店の売場をコンサルティングしながら魅力的な売
場作りや販売促進をサポートする。生活者の声がダイレクトにフィー

NMO Office Letter

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ（P４の今月の推薦図書もご参考に）

ドバックされるため、生活者ニー
ズに対応したオンリーワン商品
のスピーディな開発を可能にし
た。さらに、多様化するニーズ
に応えるため素材にとらわれた
「業種」発想から、さまざまな素
材とあらゆる技術を組み合わせ
て卸売業の「業態」視点で商品
開発をおこなうビジネススタイ
ルへと変貌した。生産拠点・販
売拠点を世界へと広げ、アメリカ、ヨーロッパ、韓国に工場や物流セ
ンターを構えた。中国には９つの工場と世界最大級の自動倉庫を備え
た物流センターが稼動している。

●工場の稼働率
　工場の稼働率に対する考え方もユニークだ。100％フル稼働させる
ことはなく、ふだんは稼働率を65％程度に抑え、常時３割以上の余
裕をもたせておくのが基本だ。同社では売上予測は５割程度までぶ
れることがあると想定している。それでも稼働率65％で運用してい
れば、仮に上限まで上振れしたとしても、65％×1.5＝97.5％におさ
まり、生産設備の追加投資をすることなく増産への対応ができる。ま
た、製造ラインに余裕があれば、突発的な需要増が生まれたときにも
追加投資をすることなく、特需に対応することが可能だ。実際に、東
日本大震災直後にはLED照明を増産することができ、同社のシェア
獲得につながった。また、SARSが流行したときにはいち早くマスク
の増産体制を築き、これを契機にドラッグストアとの取引を広げるこ
とができた。在庫については、仕掛かり在庫および原材料在庫を持つ
ことはあっても、完成品在庫を極力持たないというのが基本的な考え
方だ。約7,700の製品については、すべて金型を保有しており、いざ
製品が必要となったときには、製品の移動距離が最短になるように、
世界中のどこででも製品を作れる体制を築き上げている。

●事業承継
　アイリスオーヤマは2018年に創業60周年を迎えた。2018年７月
には、約54年にわたり同社社長を務めてきた大山健太郎氏（現会長）
から、息子の晃弘氏に社長の座が譲られた。現在、代表権ある会長
となった健太郎氏だが、古希（満70歳）を過ぎたとはいえ、若々し
く、エネルギッシュなところはいまも健在だ。同社は2018年12月
期、単体で1550億円、グループ全体で4750億円をそれぞれ売上げ、
いずれも過去最高を更新した。グループ売上
げは、2011年実績からほぼ２倍の規模に拡大
しており、その勢いはとどまることを知らな
い。2022年度には家電事業、EC事業のさら
なる成長を見込み、現在の２倍以上となる売
上高１兆円を目標に掲げている。
　※関連WEBサイトから著者改編

大山会長

大山社長

ロゴマーク

月曜日のプレゼン会議

新商品の割合

強み６つの特徴

商品分野と素材

コロナ禍でも強い会社の秘密に迫る：その２　アイリスオーヤマ
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　連載開始から１年が経ち、新たな春を迎えました。
　さて、今回は「PDCA」を考えます。皆さんもご承知の通
り、PDCAとは、目標（Plan）を決め、目標に向かって実行
（Do）し、実行の結果や反応をチェック（Check）し、チェッ
クした結果に基づいて改善（Action）していく、一連の管理
（マネジメント）のプロセスです。私もご相談を受ける方へ、
テストマーケティングや商品開発、業務効率化等のPDCAを
よく提案していますし、本コラムでも何度かそのように説明
してきました。
　そのうえで、改めて意識していただきたい点が２つあります。
　１つ目はスピードです。PDCAを説明すると、Pの仕事、D
の仕事、Cの仕事、Aの仕事、と一つずつじっくり行うイメー
ジを持たれる人がおられます。しかし今の世の中は、ゆっく
り考えている暇はありません。ですから、例えばPからDを
直ぐに行い、DとCを同時に行い、CとAを同時に行う、と

　左京区は1929年（昭和４年）に上京区から分区して成立。京都市の東北部を占め、区域は南北に長い。東は滋賀県大津市に接し、
南は三条通を挟んで東山区、山科区に、北は南丹市、滋賀県高島市に接している。隣接はしていないが、区の最北端部と福井県大
飯郡おおい町は５km程度しか離れていない。区南部には川端通、東大路通、白川通などの通りが南北に走り、住宅地や文教地区に
なっている。
　有名な寺社としては東山慈照寺（銀閣寺）・南禅寺・下鴨神社・平安神宮がある。また北部には鞍馬寺・貴船神社・三千院・岩倉
具視幽閉跡・修学院離宮などがある。
　「左京」とは、天皇の在所すなわち御所から見て左側の意味。天皇は南面して高御座に座っていたので左は東になる。そのため北
を上にした現代の地図上では右にありながら左京と呼ばれる。本来左京といえば平安京のうちの東側（洛陽または洛中）のことで
あったが、京都市の行政区として生まれた左京区は鴨川左岸の洛東（洛外）地域に当たる。
　左京区は京都における北陸への玄関である。古来より鯖街道と呼ばれる海産物の運送ルートが何本も走っていた。現在でも国道
367号線（途中越え）は京都と福井を結ぶ幹線道路。鉄道としては、1989年（平成元年）10月５日の京阪鴨東線開業により、区
内のほぼ全体から大阪方面へのアクセスが格段に良くなった。1997年（平成９年）６月３日には京都市営地下鉄烏丸線国際会
館駅へ延伸開業し、岩倉・松ヶ崎地区から京都駅をはじめ市内中心部、および近鉄京都線沿線へ結ばれるようになった。

いうように時間を縮めて早くPDCAを回す意識が重要です。
　２つ目は柔軟性です。特に新事業の目標や計画は「仮説」
に基づきますので、実際に始めたら仮説がずれている場合も
あります。従って、目標は大切にしつつ、仮にずれていたら
早く柔軟に見直すことも必要です。即ち、目標自体にPDCA
を回すことも大切です。
　いよいよ、新型コロナウイルスのワクチン接種も始まりま
した。多くの方へ行き渡るには時間かかりますが、これから
少しずつ良い方向へ向かうと思います。この間により良い事
業計画と目標を設定し、スピードを出して新事業を立ち上げ
ていって下さい。皆様の新事業のご成功を楽しみにしており
ます。
　この１年間、拙いコラムにお付き合いいただきまして、誠
にありがとうございました。

第12回（最終回）　「事業のPDCA」
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

平安神宮 国立国際会館

銀閣寺 南禅寺

京都大学

　今回の「地区紹介シリーズ」は左京区。筆者も
1984年から20年近く左京区の修学院に住んでいた
ので懐かしい。左京区には名所旧跡が多くあり、京
都の一大観光スポットだ。桜、紅葉の観光シーズン
には道路が他府県の車で渋滞して身動きが取れないことが多い。

京都の

紹介シリーズ

「左京区」
第３回

左京区の区域
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成岡マネジメント 検 索

編集後記
また４月新年度になり、人の異動や新しい経済年度のスタートだ。昨年は非常
事態宣言の真っただ中で異常な４月だったが、今年は少し見える景色が違う。
一部緩和されたとはいえ、いまだにビジネスでは多くの制限がかかっている。
日本国内はもとより、アメリカや多くの諸外国で感染が止まらない。ワクチン
の普及が待たれるが、日本は外国から買わなければいけない。技術力のある日
本にしては、情けない。（な）

　19歳で経営者になり56年が経過した著者が語る経営の要諦。大阪
の小さな樹脂製造の零細企業が、どうして東北の地に移転して、日本
有数の優良企業になったのか。生活用品メーカーから家電、食品まで
扱う総合的な企業に成長させた要因は何か。著者の貴重な経験から、
それは書名にある「いかなる環境でも利益の出る仕組みを作る」とい
うことに尽きる。経営を始めてから多くの環境の激変に見舞われた。
オイルショック、バブルの崩壊、リーマンショック、そして今回のコ
ロナショック。今後、このレベルの激変が頻発する可能性がある。そ
のときに必要なのは、どんな環境変化にも対応できる「仕組み」だ。
著者の経営人生は、この仕組みを作ることに賭けて来たといっても過
言ではないだろう。

　世界の主要メディアから厳選された記事だけを翻訳、紹介するオン
ラインメディア「クーリエ・ジャポン」から、過去に特に反響の高
かったインタビューを中心に加筆修正を行ったうえで、「コロナと文
明」「世界経済」「不平等」「アフターコロナの哲学」「私たちはいかに
生きるか」といったテーマ別に構成している。
　登場人物は世界の賢者の中から選ばれた16名。自国のメディアが聞
き手なので、彼らは驚くほど正直に語ったり、本音を吐露している。
「格差と資本主義」の関係の本質とは何か、「反脆弱性」の正体とは何
か、「能力主義の闇」はどうして生まれたのか。こうした知見は、不
確実な未来を生き抜く我々に指針をもたらしてくれる。
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新しい世界
～世界の賢人16人が語る未来～

いかなる時代環境でも
利益を出す仕組み
～15の選択で会社は根本から変わる～
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第１章：�コロナと文明…私たちが直面する危機／パンデミックが
さらす社会のリスク／危機を乗り越えられる国、乗り越
えられない国／など

第２章：�不透明な世界経済の羅針盤…コロナ後の世界経済／反脆
弱性が成長を助ける／ITソリューションの正体／など

第３章：�不平等を考える…豊かさと幸福の条件／ビリオネア
をなくす仕組み／など

第４章：�アフターコロナの哲学…世界を破壊する資本主義の
感染の連鎖／能力主義の闇／など

第５章：�私たちはいかに生きるか…レジリエンスを生む新し
い価値観／絞首台の希望

　この数字は分子が日本全国の大企業に勤める従業員数、分母
が中小企業に勤める従業員数の全体に対する割合を表す。企
業の数は圧倒的に中小企業が多いが、従業員数でみると全体
の70％が中小企業に勤務している。全体の絶対数では3,361
万人が中小企業に勤務しており、そのうち約３分の２が中規
模企業、３分の１が従業員５名以下の小規模事業者で働いて
おり、全体の４分の１を占めている。
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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


