さん

心にノックするような、
本との出会いの場を演出する
幅 允孝

ブックディレクター

てくるようです﹂

くり出している。

ど、人が集うところに本と親しむ場をつ

院やホテル、美術館、百貨店、カフェな

ブックディレクターの幅 允孝さんだ。病

新たな出会いを創り出している人がいる。

ったんです。そこで患者の皆さんと何度

にとって長時間文字を読むことは大変だ

を選んでいました。でも実際は患者さん

で長編大作を読みたいだろうと考え、本

﹁はじめは、患者さんは時間があるの

のライブラリーづくりがある。

にとって作者と読者を仲立ちする橋渡し

ックディレクターという仕事は、幅さん

して届けていくことと幅さんは語る。ブ

いと望んでいるものは何なのかを引き出

出す＂ということは、相手が本当に欲し

だけでは読んでもらえない。本を＂差し

つに、大阪の脳梗塞患者のリハビリ病院

﹁インターネットは知りたいことをすぐ
も会話を重ねていくうちに、本当に求め
の役割なのだ。

活字離れが叫ばれる中、人々に本との

に教えてくれる便利なツールです。一方、
ているものが見えてきました。それは、

自分が面白いと思ったものをただ置く

本は実際に手に取って自分のペースでペ
心の琴線や懐かしさなどの記憶に訴える
もスタッフの話を聞き、カラダだけでな

じてもらえるのか、そこにこだわる。

う気持ちなら本を手にして面白そうと感

幅さんは、本棚の前にいる人がどうい

るんです。つまり遅効のツールですね﹂

ゆっくりと確実に心の奥に訴えかけてく

進めると記憶がよみがえり、感情がゆっ

どは特に喜ばれました。これらは、読み

万博や阪神タイガース優勝時の写真集な

などです。地域性という点からも、大阪

び出す絵本や見るだけで楽しめる写真集

例えば、行間を読ませる詩や短歌、飛

うな空間を創りたい。そのためにじっく

囲気の中で、心の余白を埋めていけるよ

屋さんを持つこと。優雅で気持ちいい雰

実現したいと思っているのが、自分の本

こうした仕事を通じて幅さんがいつか

よしたか

ージをめくることで、読み手のこれまで
本だということでした。

最近手掛けた百貨店の美容コーナーで

の経験やそのときの心のありようから、

﹁本を選ぶことはもちろんですが最近
くりと動き出します。じわじわとその人
りと場所を選び、構想を練っている。

く心の美容や女性の生き方に関する内容

は＂差し出し方＂が大切だと考えていま
の心身に効きはじめ、生きる喜びがわい

の本を１０００冊集めて並べた。

す﹂と言う。そんな幅さんの仕事のひと

ブックディレクター

幅 允孝

創造の瞬間濕
特集

さん
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飽和市場での成長戦略

ヤマトホールディングス
株式会社
永楽屋
CANON OPEN Golf Tournament

写真・解説宮本

卓
さん

プレーの数だけドラマがある。
写真で綴るキヤノンオープン２０１２
今日からはじめるフィットネス④ サイクリング編

サイクリングで
脂肪もストレスも軽くしよう！
imaging S

写真家古市智之 さん

東京都

フォト なび⑫ 写真家 柏﨑秀実さん
室内照明で雰囲気のあるポートレートを撮りたい
♯
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マイクロシステム
株式会社
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健診データ収集システム

こんなトコロも

27

I
T
S

C-magazine 2012 WINTER Vol.67

2
4
14
18
20
23
24
28
32
S
U
X
I
P

CM INFORMATION

M
C
S
U
X
I
P

「スマート年賀状」篇

編集・発行
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
コミュニケーション本部 広報部
〒
東京都港区港南
- ）
電話 （
発行人／松阪喜幸 編集人／上野 敦
制 作 協 力スタッフ
● Editor
加藤文英、早川敬市、
川添貴生
（株式会社インサイトイメージ）
● Writer
伊熊よし子、安藤直子、人見和生、
（株式会社インサイトイメージ）
広田 稔
● Art Director
森田保夫
（株式会社デック）
● Designer
菅野克之
● Photographer
竹中圭樹、井置 修、小林友美、もりひろゆき
田口 節、水戸秀一、篠原孝志
● Illustrator
石川日向、村上智行
● Cover Illustrator
久保誠二郎
※本誌で紹介している製品・サービスなどの名称は、
一般に各社の商標または登録商標です。

2
C-magazine 2012 Winter
C-magazine 2012 Winter

3

CONTENTS
1
0
8
8
0
1
2 1
9 16
0
9 6
4

03
6
7
1
9

幅さんが手掛けた、伊勢丹新宿店 本館地下2
階
「ビューティアポセカリー」
の情報発信ゾー
ン
「パーク」
の本コーナー
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特

集

飽和市場での
成長戦略

今日、さまざまな商品やサービスが潤沢に市場に
提供されるようになった 一 方で、グローバル化の影響などにより、
高度成長期のような市場の拡大を期待することは難しい状況が続いている。
市場が飽和する中で、従来と同じ戦略で戦っても成長を勝ち取ることは難しい。
極めて厳しい情勢の中、企業はこれからの成長戦略をどう描くべきなのか。
そのヒントを探り出していきたい。
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特集 飽和市場での成長戦略

企業は飽和する市場の中で
成長戦略をどのように描くべきか

守りの考え方で事業を展開すれば︑変

い︑利益が少しでもあればよい﹂という

取り込むことができるでしょう︒

ば︑これまで顧客ではなかった人たちを

強みを別の領域で活用することができれ

らす﹂ということです︒自分たちが持つ

そもそも企業はなぜ現状維持ではなく成長を目指すべきなのか、
成長するには何がポイントになるのか。
マッキンゼー・アンド・カンパニーでディレクターを務め、
現在は一橋大学大学院で企業戦略について教鞭を執る名和高司氏に聞いた。

現状維持では
生き残れない時代
り︑生き残ることはできないのです︒
それでは︑どのように成長を実現して

それでは︑具体的には強みとは何か︒

日本企業の大きな
強みは「現場力」

わり続ける環境に取り残されることにな

今︑企業が成長するのは容易ではなくな
いくべきなのか︒そこで私がよく言って

社会が成熟し消費も飽和に達している

りつつあります︒実際︑消費者はあらゆ
の生業の周囲にある成長の種を見つけ︑

いるのは﹁拡業﹂という考え方です︒今
もちろん企業によっても強みはさまざま

あるいは新しいサービスを提供しても︑
それを育てることによって事業を拡大し

るものに満たされていて︑新しい商品︑

簡単には手を出してもらえなくなりまし
だと思いますが︑結論から言うと︑日本
企業に共通する強みは﹁現場力﹂だと思

ていくということです︒
事業領域の拡大は企業が成長する方

た︒このようにビジネスを取り巻く環境
います︒

い領域に新規事業を仕掛ける必要があり
たという話を聞きました︒現場の中に多

場のオペレーションの素晴らしさに驚い

を見て回ったそうです︒そのとき︑売り

法のひとつですが︑一方でまったく経験

は︑これまでのやり方は通用しない状況

ます︒そのために重要な考え方となるの

もしかするとライバルに追いつかれてい

になっていますが︑それでも企業は成長

ており︑しかも変化のスピードは加速し
が︑自分たちの強みを見極め︑それを﹁ず

る︑あるいは追い抜かれている可能性も

世界的な流通業大手が日本のスーパー

続けています︒このような状況で﹁これ

あるでしょう︒そこでアドバンテージを

がない領域に飛び込んでも成功する可能

までどおりの売り上げが達成できればよ

考えるときにポイントになるのが﹁静的

を生かし︑どのように成長していくかを

維持するために︑今何をすべきかを逆算

を目指していかなくてはなりません︒

くの知恵があり︑またレジに人が並んで
ＤＮＡ﹂と﹁動的ＤＮＡ﹂です︒静的Ｄ
していくわけです︒

買収側の企業の経営層が来日して売り場

いれば持ち場を離れて対応するなど︑時
ＮＡというのは︑こだわりや変えられな

マーケットを買収したときの話ですが︑

には役割を飛び越える柔軟性がありま
い部分︒その会社の体質のようなもので

率を高めるためには︑本業と共通性の高

す︒この現場の力というのは︑日本企業

いずれにしても︑企業は変革し続けな

名和高司

性は決して高くないでしょう︒成功の確

にとって宝の山だと思いますし︑そこか
すね︒一方︑動的ＤＮＡというのは﹁現

ければ生き残ることはできません︒特に

なわ たかし。東京大学法学部卒業、ハーバード経営大
学院修了。三菱商事を経て、マッキンゼーに入社。同
社ディレクターを経て退職、現在に至る。日本、アジア、
アメリカなどを舞台に、幅広いハイテク・サービス分野で
成長戦略や異業種アライアンス、経営変革に取り組む

もし現状維持でよいと考えるとどう

ら新しい価値を生み出せるのは︑大きな
状のままではダメだ﹂と自己否定する力

成長を実現するためには︑自分たちの強

飽和市場と呼ばれている日本でさらなる

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授

なるでしょうか︒経済環境は常に変化し

強みではないかと考えています︒
力となるのが動的ＤＮＡなんです︒成長

みを見極め︑それを現在の事業領域の周

です︒
﹁ずらして拡業する﹂ための原動

辺にずらして新たな価値を創造すると

それでは︑具体的にどうやって現場
するためにイノベーションを起こすとい

いった取り組みが重要となるのは間違い

の力を引き出すのか︒これはいろいろな
考え方があると思いますが︑ひとつは京
う言い方をしますが︑イノベーションと

ないでしょう︒

はこれまでのやり方を変えるということ
です︒つまり変化することをいとわない

が仰っているアメーバ経営ですよね︒現
場の単位を５〜６人にして︑どんどん意

動的ＤＮＡがあれば︑会社としてチャレ

セラ
︵株︶
の創業者である稲盛和夫さん

思決定のレベルを現場に落としていく︒

﹁自分たちが創業した頃や業績が拡大

るわけです︒
したときに︑どんなメカニズムで事業を

ンジを続けられる︒それが成長につなが

物事を考えるようになる︒単にいい物を

拡大できたのか﹂ということを振り返る

そうすると︑現場の人たちがイノベー

創るだけでなく︑それをお客さんに買っ

ことも有意義でしょう︒会社が元気だっ

ター︑あるいは経営者というマインドで

れが見えてくる︒そしてそれが喜びにつ

たとき︑殻を破って大きく成長した時代

てもらい︑収益が上がるという一連の流

ながり︑結果的に経営マインドが生まれ

多いのですが︑成長や拡業を考える上で

れが風化している企業というのは意外と

に︑どういうやり方をしていたのか︒そ

んだ﹂といったことを平気で話していた

大いにヒントになるのではないかと思い

昔の経営者は﹁失敗することが経営な

てくるという連鎖が起こります︒

わけです︒しかし今の日本の企業を見て

を伴います︒ただ︑変化しなければ大き

確かに変化するのは大変な苦労や痛み

ます︒

く﹂なってしまった︒その結果︑現場の

ません︒つまりいち早く危機を察知し︑

な危機が来たときに生き残ることはでき

ネジメントが広まり︑ある種﹁お行儀よ

いると︑時代が進むにつれて欧米流のマ

知恵を生かすといったことがおろそかに

がどうなっているのかをイメージする︒

く︑ 年先 年先に自分たちのビジネス

そのためには現状だけで考えるのではな

生き残るために何をすべきかを考える︒

なってしまったような気がします︒

事業領域をずらし
チャンスを見いだす「拡業」
こういった現場力をはじめとする強み

20
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セールスドライバーの
自主性が強み
ヤマトホールディングス︶の社長に就任

宅急便は︑１９７１年に大和運輸︵現・

ではないかと思っています﹂
︵佐々木氏︶

けた︒多種多様な顧客ニーズに柔軟に対

いう言葉で顧客満足の重要性を説き続

小倉氏は﹁サービスが先︑利益は後﹂と

ンテナンスソリューションズ
︵株︶
が提供

傘下の企業の一つであるヤマトマルチメ

このようにヤマトホールディングスでは︑

2010

応し︑質の高いサービスを提供できる背

客さまの生活様式が変化し︑夕方でも

達するという仕組みでした︒しかし︑お

している
﹁メンテナンスサポートサービス﹂

えるのではなく︑同業他社と連携するこ

自社の強みを生かしたさらなる展開を模

1989年 空港宅急便

した小倉昌男氏が生み出したもの︒その

不在のケースが増えたことから︑荷物を

は︑宅急便のラストワンマイルネットワー

同社のメンテナンスソリューション事

とでメーカーの負担を軽減し︑またお客

多くありますが︑その中で私たちは宅急

とによってネットワークを拡大している

1992年 タイムサービス

小口貨物の宅配サービス
﹁宅急便 ﹂
を

お届けする時間帯を細分化したらよいの

ら修理品の回収︑修理︑代金回収までを

クを利用し︑家電製品の修理受け付けか

るメリットが大きいからだ︒

ら生まれたのです︒それで実際に東北地

業部長の池田氏は︑このサービスが登場

ワンストップで実現している︒

取り入れたいという声が出てきたことか

と︑そしてほかの地域からもサービスに

﹁家電製品などが故障した際︑修理に

した背景を次のように説明する︒

ます﹂
︵佐々木氏︶

ことが珍しくありません︒そこで我々が

このように現場のアイデアを最大限に

ぐに手元に戻ってくるというメリットを
提供できるのではないかということで︑

さまに対しても修理を依頼した商品がす

先まで自社の物流網で届ける﹁宅急便の

活用することに加え︑新サービスの開発

クロネコヤマトの宅急便は１９７６年

このサービスをスタートしました︒
ストワンマイルネットワークにより︑お

便のラストワンマイルネットワークの強

修理サービスを提供している企業は数

に活用したサービス開発である︒このラ

ラストワンマイルネットワーク﹂を有効

客さまに直に接してサービスを提供する

サービス﹂など新たなサービスを続々と

ケースが多い︒しかし同社では︑自前で

索し続けている︒こうした絶え間ない努

良さやスピードといったところで差別化

みを最大限に発揮して︑フットワークの

提供することによって︑小口貨物の宅配

全国をカバーする方針にこだわる︒そこ

力が︑小口貨物宅配サービス市場におい

運輸業では物流網をすべて自社で抱

という強みを生み出しているわけだ︒

サービス市場を拡大してきた︒これらの

にはコスト増のリスクもつきまとうが︑

力となっているのは間違いなさそうだ︒

てトップシェアを維持し続けている原動

していきたいですね﹂
︵池田氏︶

サービスの多くは︑
現場のアイデアによっ

高い品質のサービスを提供することが可

一方で直接顧客と向き合うことによって

て生まれたのだという︒
例えば︑宛先に荷物を届ける時間帯を

ルフ宅急便﹂︑ あるいは
﹁時間帯お届け

ヤマト運輸では﹁スキー宅急便﹂
や﹁ゴ

される魅力的なサービスだ︒

つとして挙げられるのが︑続々と生み出

数を拡大させている︒その原動力のひと

時に重 要 視 さ れているのが︑お客さま

入り︑引き取りから修理対応まで行うこ

出して戻ってくるまで１〜２週間かかる

物流ネットワークで
事業領域を拡大

ら︑全国的に展開したという経緯があり

方でテストを行い︑非常に好評だったこ

ではないかという声が東北地方の現場か

場合は一度持ち帰り︑夕方以降に再配

能になり︑また新たなサービスのシーズ

1998年 時間帯お届けサービス

︵種︶
を見つけ出せるといった成長に対す

2002年 ドライバーダイレクト

展開するグループとして︑市場を牽引し

2005年 e－お知らせシリーズ

続けているのがヤマトホールディングス
である︒宅配便市場の取扱荷物数は年間
億〜 億個と言われているが︑そのう

ちの約 ％を傘下のヤマト運輸で扱って
プの座を維持し続けている︒

おり︑宅急便を開拓した後︑シェアトッ
そんなヤマトグループの強さをヤマト
運輸
︵株︶
営業戦略部長の佐々木氏は次の
ように説明する︒

2006年 店頭受取サービス

﹁宅急便は以前︑お届け先がご不在の

「宅急便」
の成長

場の声が発端だったと佐々木氏は話す︒

あり︑高く評価していただいている部分

トになってきます︒そこが我々の強みで

い次元で維持し続けるかが大きなポイン

おける自主性をいかに育成し︑それを高

セールスドライバーです︒彼らの現場に

集荷を担当し︑直にお客さまと接する

てきます︒そこで重要となるのが配達や

応していくかが非常に大事な部分になっ

そうすると︑多様なお客さまにどう対

を提供することはできません︒

れらのお客さまに対して一律にサービス

種や業態もさまざまです︒そのため︑そ

お客さまもいます︒法人のお客さまは業

人のお客さまもいらっしゃれば︑法人の

いうことになるわけです︒その中には個

約８００万人のお客さまに接していると

のお客さまがいるので︑単純計算で１日

荷物につき︑ご依頼主とお届け先の２人

のお荷物をお預かりしています︒１つの

﹁私たちは平日で 日平均４００万個
1

2006
2001
1996
1991
1986

42 33

にスタートし︑それ以降着実に取扱荷物

現場の声から
新サービスを続々と提供

るからだろう︒

マトグループのＤＮＡとして根付いてい

セールスドライバーに確実に伝搬し︑ヤ

景には︑小倉氏のそうした理念が全国の

セールスドライバーの声を生かし
宅配市場シェアトップを快走

指定できる
﹁時間帯お届けサービス﹂も現

発側のお客様に
対するサービスＵＰ
1983年 スキー宅急便

32
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1986年 コレクトサービス

ヤマトホールディングス株式会社

1981
池田克司さん

1988年 クール宅急便

600

2010年 受取サービス
（単位：百万個）

2010年～
アジア展開
1996年 365日営業開始

900

2007年 マルチ電子マネー対応

新サービスによる
市場の創出
1,200

1976
佐々木 勉さん

0
ヤマト運輸
（株）
営業戦略部長

ヤマトマルチメンテナンスソリューションズ（株）
メンテナンスソリューション事業部長

小さな荷物でも電話 1 本で集荷して相手に届ける「クロネコヤマトの宅急便」
で、
小口貨物宅配サービス市場のトップに君臨し続ける、ヤマトホールディングスの成長の秘密を探った。
現場のアイデアから生まれた、スキー道具を宿泊先ま
で届けてくれる「スキー宅急便」。大きなスキー道具
を持ち運ぶ手間を解消したことにより、多くのスキーヤ
ーに重宝されている

受け取るお客様に
対するサービスＵＰ
1,500

1984年 ゴルフ宅急便

300

創業：1919年
取締役社長：木川 眞
資本金：1,272億3,400万円
従業員数
（連結）
：17万9000名
事業内容：デリバリー事業、BIZ- ロジ事業、
ホームコンビニエンス事業、
e- ビジネス事業など

ヤマトホールディングス 株式会社

ヤマトホールディングスの宅急便サービスにおける取り扱い荷物数の推移。新たなサービスの開発が市場拡大につながっている

特集 飽和市場での成長戦略

いくら品質の高いものを作っても︑世

時代の変化に
自社の強みを適応させる

京都の老舗である永楽屋は、時代の変化の中で強みを見失い一時期苦境に陥る。
その危機を救ったのが、倉庫に残った手拭いと現社長の細辻 伊兵 氏の決断だった。

間にニーズがなければ売れることはない︒

り組みにも積極的だ︒手拭いを販売する

さらに永楽屋では︑成長に向けた取

ります︒よい織機で織り上げた生地で手

て何か事業はできないかと考え︑ひとま

ためのブランドとして細辻氏が立ち上げ

昭和初期に
﹃百いろ会 ﹄という事業部が

１６１５年
︵元和元年︶に京都で創業
ずギャラリーを作って展示することを思

た﹁永楽屋細辻伊兵衛商店﹂に加え︑現

拭いを作る︒それが品質につながってい

した永楽屋は︑約４００年間にわたって
んどの人は何をしている会社なのか分か

いつきました︒永楽屋といっても︑ほと

代のファッションにも合う手拭いのほか

くわけです﹂
︵細辻氏︶

織物商を営んできた老舗である︒もとも

バッグなども扱う﹁ＲＡＡＫ﹂
︑さらには

あり︑そこでさまざまなデザインの手拭

と綿や麻の織物を扱う 太 物商として商
らないでしょう︒それで永楽屋が何をし

風呂敷専門店の﹁伊兵衛ＥＮＶＥＲＡＡ

いを作っていたんです︒この手拭いを使っ

売を営み︑明治維新の頃には紡績機械を
ているのかを知ってもらおうと考えたわ
Ｋ﹂など︑多数のブランドを積極的に展

在庫整理の中で見つけた
次なる事業の柱

導入するなど事業を拡大していた︒しか
けです︒さらに︑当時の手拭いを復刻し

開している︒

て今の人たちに見てもらい︑評価を問い
たいということで︑当時のデザインを復

とになった︒第二次世界大戦で強制疎開
刻した手拭いの製造にも乗り出しまし

し昭和に入って大きな転換点を迎えるこ
指定を受けて店舗が取り壊され︑さらに
た﹂
︵細辻氏︶

儀なくされたのだ︒それはタオルを製造
にとって大きな財産だったと言えるだろ

倉庫に残されていた手拭いは︑永楽屋

れを周辺の領域に展開することによって

こと︒本業で培われた強みを生かし︑そ

ＶＥＲＡＡＫでも生かされているという

製造する技術が︑ＲＡＡＫや伊兵衛ＥＮ

兵衛商店で培われた品質の高い手拭いを

ここで注目したいのは︑永楽屋細辻伊

大きく変化したことから︑商売替えを余

戦後には人々の装いが和装から洋装へと

して京都市内の百貨店へ卸すという事業
う︒それを見つけ出し︑新たな事業にな

この永楽屋において︑大きな強みと

した細辻伊兵 氏である︒
ありません︒ただ永楽屋では私自身が糸

外に委託生産したりするケースが少なく

部から生地を買ってきたり︑あるいは社

事業を拡大しているわけだ︒

ると直感して乗り出した細辻氏の決断が

当初は
﹁モノがない時代﹂ということ
永楽屋を成長の道へと歩ませることにな

だった︒

もあり︑順調に売り上げを伸ばすことが

なっているのが品質への深いこだわりで

﹁社長に就任した当時︑永楽屋には強
からこだわってオリジナルの生地を作っ

創業：1615年
代表取締役：細辻 伊兵衛
資本金：2,600万円
従業員数：約90名
事業内容：手拭いおよび風呂敷、バッグなどの製造・販売

るのである︒

輸入されるようになり︑さらに海外の著

社の業績は徐々に悪化していく︒そして

永楽屋の強みとなる
品質への深いこだわり

１９９８年には創業以来はじめて債務超
ある︒

みのある事業の柱というものがありませ
てもらっています︒このとき︑生地を作

株式会社 永楽屋

できた︒しかし海外から安価なタオルが
名ブランドとライセンス契約を結んだタ

過に陥ってしまったのだ︒この危機を救っ
﹁手拭いを製造する際︑一般的には外

オルが市場にあふれるようになると︑同

たのが︑その翌年に 代目の社長に就任

していたのですが︑そのとき倉庫に保存
る織機も指定するんです︒同じ工場に依

本当のライバルは時代の変化なんです

されていた明治初期から昭和初期の手拭

よ︒時代が変われば︑ 事 業の価値も変

頼しても︑織機が違えば仕上がりも異な

う︒こうした変化をとらえ︑自社の強み

ときと同じように事業をしていても潰

変われば売れなくなることもあるだろ

れることがあるわけです︒時代の変化に

わるんです︒ だから︑業 績が良かった

﹁昔は︑近くで商売をしている同業者

と細辻氏は説く︒

伴って事業の価値がなくなれば︑会社

を時代に合わせていくことが重要である

いを見つけたんですね︒実は永楽屋には

んでした︒それでひとまず在庫の整理を

14

がライバルだと思っていました︒でも︑

を存続させることはできないわけですか

細辻氏が社長に就任する前の永楽屋

ら﹂
︵細辻氏︶
は︑自社の強みを時代の変化に合わせる

た︒そこから復活することができたのは︑

ことができず︑
経営危機に陥ることになっ
自社のアイデンティテーを軸に事 業を再
構築し︑品質にこだわった手拭いを販売
前向きに変革に取り組み自らの存在価値

するという細辻氏の大胆な決断に加え︑
を創り上げたことが大きな理由だろう︒

世の中に合わせて
自分たちも変化
ちなみに細辻家の家訓には﹁無常をく
中は常に移り変わり︑何ひとつとして永

はんすへし︵無常を観ずべし この世の
遠不変なものはない︶
﹂
という言葉がある︒
細辻氏はこの言葉を特に大事にしている
という︒世の中が移り変わり続けるので
あれば︑自分自身も変化していかなけれ
ばならないというわけだ︒
至極当然のことのようだが︑自分たち
の強みを守りながら実践するのは決して
容易ではないだろう︒時代の変化を見極
め︑自らを変革できるかどうか︒そのこ
重要だと言えるのではないだろうか︒

とが企業が成長を続けていくためには︑

細辻 伊兵

さん

永楽屋細辻伊兵衛商店の本店2階にあるギャラリー。明治から昭和初期の間に
製造された手拭いなどを展示している
代表取締役社長兼チーフディレクター

京都の老舗企業の復活に見る
変わり続けることの大切さ

また以前は売れていたものでも︑時代が

外側が手拭いの生地、内側は牛革で作られたガマ口の財布。手拭い同様のきめ細
やかなデザインが特徴的
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風呂敷に
「Someco」
と呼ばれるハンドルを組み合わせればエコバッグとして利用できる
永楽屋のロゴマークとしても使われている、桃太郎を背
中に乗せ、足元には雉と猿を配置した犬の柄の手拭い

株式会社 永楽屋

特集 飽和市場での成長戦略

「自社の強み」と変革を受け入れる
「ＤＮＡ」、
「現場力」、
現業の
「 ずらし」で成長を遂げる
圧倒的なスピードで変化する市場の中において、
企業はどのように生き残りを図り、成長を遂げていくべきか。
そこで求められるのは自社の強みをずらし、
新たな市場へ積極的に乗り出していく姿勢である。

成長を阻害することになるだけでなく︑

現状維持で構わないという考え方は︑

強みである︒成長を考えるとき︑この自

その価値の大きさを左右するのが自社の

値が大きければリターンも大きくなる︒

値を提供することによって存続でき︑価

企業の存在価値さえ奪いかねない︒名和
社の強みをどうやって生かすかが重要と

なるのである︒

ユニクロを展開する
︵株︶
ファーストリ
高司氏も指摘するとおり︑世の中がダイ
なるわけだ︒

現状維持で満足せず
成長を志向し続ける

テイリングの代表取締役会長兼社長であ

成長の努力をせず︑現状維持でよいと考

ナミックに変化している現状において︑

ｏｒ Ｄｉｅ︵変革しろ︑さもなくば︑死
自己変革を繰り返し︑常に成長を志向し

える企業が生き残ることは難しいのだ︒

こともあるからだ︒反対に︑自分たちに

て大きな価値につながっていないという

みと考えていることが︑実は顧客にとっ

のは決して簡単ではない︒自分たちが強

ただ自分たちの強みを冷静に分析する

﹁Ｃｈａｎｇｅ
とう ﹄︵朝日新書︶
において︑

る柳井 正氏は自著の
﹃柳井正の希望を持

針として全従業員に向けて発信したとし

だ︶
﹂という言葉を２０１１年の年度方

えるだろう︒

続ける企業だけが生き残れる時代だとい
とっては当たり前のことが︑顧客の目に
は他の企業にはない強みだと映っている
る上で︑決して無視できないのが現場力

こともあり得るだろう︒この強みを考え

それでは︑具体的にどのように成長を
である︒顧客と直に接する現場を活用し︑

自社の強みをずらして
新たな事業を切り拓く

ている︒変革なくして生き残ることはで
きないというわけである︒
この変革は成長ととらえることもで
然ながら自らを成長させることはできな
実現していくべきか︒それを考える際の

きるだろう︒現状に甘んじていては︑当

を常に見つめ直し︑成長のための戦略を

い︒そこで必要となるのは︑自社の現状

自社の強みを分析する際に大きな助けと
なるからだ︒また現場力の高さが企業の

市場の声を吸い上げることができれば︑

社の強み﹂は︑社会における自社の存在
強みとなっているケースもあるだろう︒

社の強み﹂と﹁ずらし﹂である︒まず﹁自

らなければ生き残れない︑そうした切実
価値と言い換えられる︒企業は社会に価

ヒントとして名和氏が提示するのは﹁自

な思いが企業が成長するための原動力と

成長するためには︑静的ＤＮＡと動的Ｄ

がちだ︒そうした力を覆し︑殻を破って

考え続ける姿勢ではないだろうか︒変わ

２つ目の﹁ずらし﹂は︑明確化した自
ＮＡという両輪をうまく回していくこと

社の強みを別の領域に広げていくことを
指す︒経験したことがない新たな領域に
が大切になるだろう︒

率は低いだろう︒そこで自社の事業の周

他社が容易に真似できない
独自の強みが成長を促す

いきなりチャレンジしても︑成功する確
辺領域で強みを生かせる分野を探し出
し︑そこで新たなビジネスを展開してい
は︑自社の強みを明確化している点であ

今回取材した２つの事例で共通するの

本来の事業領域でいくら強みを磨き上
る︒永楽屋は品質への徹底したこだわり︑

くというわけだ︒
げても︑その領域以上の大きな成長を見

両社は妥協することなく︑これらの強

巡らされた物流ネットワークだ︒
みにこだわり続けている︒もし安価な手

ヤマトホールディングスでは全国に張り

顧客ではなかった人たちに自分たちの価

拭いを作ろう︑あるいは物流ネットワー

込むことは難しい︒しかし新たな事業領

値を届けることができる︒その際︑自社

クの一部をアウトソースしてリスクを軽

域を開拓することができれば︑これまで

興勢力であっても独自の価値を持つ製品

の強みをずらして生かすことにより︑新

減しようと考えていたら︑現在の隆盛は
妥協しない姿勢が︑両社の商品やサービ

やサービスを展開できるという考え方で

スをさらに魅力的なものにしているので

なかったのではないだろうか︒こうした

自社の強みは﹁静的ＤＮＡ﹂
︑ずらし

ある︒

は﹁動的ＤＮＡ﹂にもつながる︒静的

ある︒

楽屋とヤマトホールディングスは︑他社

そして事例からも明らかなとおり︑永

ＤＮＡはその企業の社風やこだわりであ
く︒

り︑それらが自社の強みにつながってい

がなければ成長することはできない︒そ

自らを変革し成長を遂げようという意志

そこには成長を志向するＤＮＡの存在が

う﹁拡業﹂を実現しているわけだ︒また︑

の強みをずらすことにより︑名和氏のい

が容易に真似することができない自社

の上で必要となるのが自己否定する力で

あることも忘れてはならないだろう︒

ただ︑いくら自社の強みがあっても︑

あり︑新たな事業領域を獲得する際の原

抗する力が働くことが多い︒特に自社の

め︑物事を変えようとすると︑それに抵

そもそも変化には多大な労力を伴うた

に参考になるのではないだろうか︒

マトホールディングスの取り組みは大い

その成長を考えていく上で︑永楽屋とヤ

て︑成長を続けている企業も少なくない︒

て久しいが︑一方で新たな価値を創造し

日本が飽和市場と言われるようになっ

強みにより︑現業で十分な成果を出して

動力となる﹁動的ＤＮＡ﹂だ︒

いる場合は︑変革への抵抗も大きくなり
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づ

1957年、
和歌山県生まれ。神奈川大学を経てアサヒゴルフ写真部入社。84年に独
立し、
フリーのゴルフフォトグラファーになる。87年より海外に活動の拠点を移す。マス
ターズなどのメジャートーナメントの取材だけでも70試合を数え、単にゴルフのプレー
を追うだけではなく、光と影を巧みに利用しその奥に潜む人間の心理を表現する

るかもしれませんが︑最近の国内トーナメ

こういう光景︑当たり前のように思われ

池田勇太選手が初日から４日間首位を走
多くの大会がギャラリーの数を減らしてい

ントではまれなことなんです︒残念ながら

す︒それがどうです︑この大迫力︒キヤノ

て︑やりたくてもできなくなっているんで

り続けての完全優勝︒これで彼はキヤノン
私は︑日本のトーナメントを 年近く撮

選手にとってもこれはうれしいことです︒

ンオープンならではでしょう︒
池田選手も﹁こりゃすげえな﹂とグリーン上

リーと︑プレーをここまで追いかけてきて

らぬ様子でしたからね︒見てくれる観客が

ほどの熱 気を味わえまし た ﹂と興奮覚めや

し︑表彰式後も﹁いやあ︑久しぶりにこれ

でその光景を見渡しながら言っていました

フェアウエーにあふれ出たギャラリー合わ

り︑充実した大会になったということでし

わけで︑それがさらにいいプレーにつなが

ょう︒

前回の優勝から、ひと回り
確実に成長していた池田選手
今回︑池田選手を追っていて感じたのは︑
前回の優勝時︵ 年大会︶よりも︑ひと回り

りますよ︒

〝オレの勇太〟と思って︑熱く応援したくな

るんです︒ ギャラリーだって︑ それはもう

彼は﹁ヨシッ﹂とか︑
﹁分かった﹂などと応え

かったときなど︑無視する選手もいますが︑

ています︒﹁がんばれよー ﹂といった声が掛

けたりすると︑よくボールをプレゼントし

次のホールに移動するときに子どもを見つ

つけてしまっていることもそうでしょう︒

例えば︑ギャラリーをごく自然に味方に

んです︒

きると︑後々いい方向へとつながってくる

利なことじゃないと思います︒気配りがで

そうした行為は︑自分に対して少しも不

日を迎えています︒

かげで彼は５位タイまで盛り返して︑最終

ますねえ ﹂などの言葉で乗せるんです︒お

回った丸山茂樹選手を﹁いい球︑打ってい

た︒今大会では︑３日目に最終組で一緒に

激励して気持ちよくプレーをさせていまし

調子が崩れ気味のベテラン選手を︑上手に

さらに感心したのは︑彼の気配りです︒

落ち着いてプレーしていたことです︒

ンチがあったにもかかわらず︑４日間終始

まず︑普通なら動揺してしまうようなピ

人間が大きくなったことでしょうか︒

09

つ

プレーの数だけドラマがある︒
写真で綴る
キヤノンオープン２０１２
月４日
（木）
～７日
（日）
、戸塚カントリー倶楽部で開催されたキヤノンオープン２０１２。

ゴルフ写真の第一人者にして、大会オフィシャルフォトグラファーの宮本 卓さんが選び抜いた
ショットとともに語り、たどる熱戦の足跡。
Taku Miyamoto

み︑一斉に拍手と歓声を送りました︒

宮本 卓

オープンを２度制覇したことになります︒

大ギャラリーが拍手と歓声で
優勝者を迎える大迫力

写真・解説

増えれば増えるほど︑選手は意気に感じる

ずっとこの場で待 ち 構 えていたギャラ

池田選手が上がってきたときのことです︒

てきた石川 遼選手︑手嶋多一選手とともに

番ホールのグリーンに︑最終組で優勝を争っ

も感動した瞬間がありました︒最終日の

り続けてきましたが︑実は今大会で︑とて

30

せて約 万４０００人がグリーンを取り囲

「相性の良いこの大会で、
２

1

度目の優勝。来年もここに
立てるように頑張りたいで
す」と語った池田勇太選手

14
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10
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（大会時点）
ツアー最年少で10勝を達成した池田選手

雲と夕日と独特のスロープ。
そんなコースで選手に迫った
フォトジェニックな石川選手はもちろん︑
ほかの選手のプレーにも︑たくさんシャッ
ターを切ります︒出場選手たちは︑キヤノ
ンが主催のトーナメントということで︑写
真への理解が深まり︑撮られることを楽し
んでくれるようになったと感じています︒
練習場では︑積極的に声を掛けてカメラ
を向けるのですが︑そうするとみんな顔つ
きが変わるんです︒キヤノンテント内に過
去のハイライトシーンが展示されているの
を知っていますから︑緊張もあり︑うれし
くもあり︑ということのようです︒
高台にあるパッティンググリーンは︑ちょ
うど富士山の方向に夕日が沈み︑夕焼けが
素晴らしいんです︒私はその時間帯のこの
場所で撮影するのが好きで︑大会期間中の
ほとんどそこにいました︒いつも遅くまで
ここで練習している久保谷 健一選手︑横田
真一選手などは︑そのことをよく知っていま
す︒私が撮影しているとファインダーの中
撮りやすい選手は雰囲気を持っていると

に入ってきてくれるのです︒

いうか︑個性の強い選手ですね︒昔は︑青
手︑故・杉原輝雄選手などたくさんいまし

木 功選手︑ジャンボ尾崎選手︑中嶋常幸選

たが︑最近は︑そうした個性が選手から消
えてしまった気がします︒そんな中で︑す
し石垣選手は︑サービス精神がとても旺盛
で︑撮られていることに気付くと大げさな
ポーズで盛り上げてくれるんですよ︒こう

ギャラリーが参加して楽しみました。

また、会場近隣の小学校から6年生を招待して、プレーだ

ボランティア

いう個性は︑魅力的ですね︒

この戸塚カントリー倶楽部・西コースは︑
適度なスロープがあって︑観客がそこに入
ると計算されたように見事に波打って︑素
そして︑大会が開催されるこの時期は夏

晴らしい背景になります︒
から秋への季節の変わり目︒空に浮かぶ雲
の美しさにも目を奪われてしまいます︒撮
影していてこんなに楽しいコースは︑ちょっ
とよそにはないですね︒
私が狙う被写体は︑プレーだけではあり

芝のメンテナンスを担当する方たちの働く

ません︒大会を作り支えている︑例えば︑
姿も大会の１コマとしてとらえてきました︒
彼らがいる場所にも大会を形作る大事なド
がキヤノンオープンの価値であり︑カラー

ラマがあるんです︒そうしたすべての要素

であると思っています︒
価値とカラーといえば︑もうご存じだと
密着・社会貢献というチャリティーイベン

思いますが︑このトーナメントには﹁地域
トの精神﹂がしっかりと流れています︒大
会の運営に関わるボランティアの皆さんは︑
ほとんどが地元横浜の方たち︒彼らの熱い
貢献に︑今年も優勝者である池田選手はも
ちろん︑村瀬治男大会会長
︵キヤノンマーケ
謝辞を述べると同時に︑彼らとの記念写真

ティングジャパン
︿株﹀代表取 締 役会 長︶
も

ティーフォト撮影会のほか、キヤノンらしい催しに多くの

持った大会でもあります。選手と記念撮影ができるチャリ
トレターで
キヤノンテントでは、
「PIXUS」
の手書きナビ機能で作るフォ
選手を応援する
「写真にメッセージを添えて選手を応援しよう！」
や、
宮
本さん撮影の
「キヤノンオープンハイライト2008‐2011」
を展示

いました。

校 8クラス260名が間近で見る迫力のプレーに目を丸くして
選手と記念撮影できて直筆サインがもらえるチャリティーフォ
ト撮影会。ブレンダン・ジョーンズ選手の旺盛なサービス精
神に、一緒に写ったファミリーは大感激でした。チャリティー
総額は97万9500円になりました

キヤノンオープンは、地域密着・社会貢献の精神を

キヤノンならで
はの超望遠レ
ンズ撮影体験
コーナー。ドラ
イビングレンジ
で練習する選
手を撮影でき、
プリントにして
プレゼント

けでなくテレビ中継の仕組みなどのツアー競技の裏側を見
て回る社会科見学を実施しました。今大会から1 校増え、3

大会の運営を支えていた
だいた延べ 961名のボラン
ティアの熱意と貢献に感
謝。大会終了後の18 番
ホールでは優勝した池田
勇太選手と、村瀬治男大
会会長も加わって記念撮
影をしました

に納まりました︒
恒例になった地元小学校の６年生を招待
しての社会科見学も︑今大会は 番ホール
サブグリーンでの至近観戦︒スポーツの低
年齢化傾向もあり︑この中からすぐにでも

を期待したいですね︒

ゴルフを始める子どもたちが出現すること

社会科見学

チャリティーイベント

ギャラリーイベント

地域の人たちとともに
キヤノンオープンを創り、楽しむ
近隣の小学校から児童を招きました。18 番
サブグリーンで観戦し、ゴルフの素晴らしさや
面白さに触れました。また、ドライビングレン
ジでは久保谷 健一選手からボールをプレゼ
ントされるサプライズがありました
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ボールの位置を想像してから全体の構図を決めて撮った会心作は石川 遼選手のプレー
写真上：ベテランも健
闘。最終日最終組の
手嶋多一選手
写真下：高校２年生
のアマ伊藤誠 道 選
手は、
最終日の５番で
ホールインワンを達成。
５アンダー 22 位タイと
大健闘

個性派ゴルファーは宮本さんの最高の被写体。右から丸山茂樹、すし石垣、池田勇太の各選手

19
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クラシックな意匠と、先進の利便性を備え、
新たな歴史を刻み始める

の駅舎は、１９１４年の開業当時の姿

駅 舎が、強い存 在 感を放っている。こ

ガ造りによる３階建てのクラシックな

ち並ぶ丸の内の街 並みの中で、赤レン

全面開業した。先進的な高層ビルが建

が、５ 年 以 上 に 及 ぶ 復 原 工 事 を 経 て、

日本の建築文化・技術において突出し

化財に指定された。このたびの復原は、

る建造物のひとつ﹂として、国の重要文

有し、わが国の明治・大正期を代表す

造による建築としては最大級の規模を

言され、続けて２００３年には、
﹁煉瓦

時の丸の内駅舎保存・復原の方針が提

２００１年、東京都により、創建当

４ カ 国 語 に 対 応 し、 海 外 か ら の 旅 行

英 語・ 中 国 語・ 韓 国 語・ 日 本 語 の

とを目指している。

東京駅が﹁集う場所﹂
﹁目的地﹂になるこ

﹁駅﹂というアクセス拠点にとどまらず、

のコンセプトは﹁ Tokyo Station City
﹂
。

にふさわしい拡充が施されている。そ

おいては、新生＂日本の首都の玄関口＂

一方、駅としての利 便 性・機 能 性に

館し、近現代美術や建築・デザイン等

京ステーションギャラリー﹂も新たに開

されている。１９８８年に誕生した﹁東

現代的要素を取り入れたデザインが施

イルの駅舎外観との調和を意識しつつ、

リアは、ヨーロピアン・クラシックスタ

もリニューアルオープン。館内のインテ

月１日、東京駅の丸の内駅舎

を再現したものだ。
た史跡を、後世へ継承する意味合いが
客 向けのサービスをワンストップで提

本年

東京駅は、１９４５年５月の空襲に
強い。復原にあたっては、創建時の
﹁色
のある東京駅の姿が蘇りました。当時

方や家庭によって︑具材や調理法
が異なる雑煮︒その発祥は︑武

同じ名のもとに︑地方によって異なるレ

まなスタイルが存在する︒
﹁雑煮﹂という

菜の具材を用いたりするなど︑さまざ

したり︑魚やその加工品︑多種類の野

かない丸餅︑小豆餡を包んだ餅を使用

他の地方では︑味噌仕立ての汁や焼

香りのアクセントを付ける︒

そこへ三つ葉や柚子の皮︑海苔などで

いた角餅に小松菜︑鶏肉が具の定番︒

布で取った出 汁を醤油で味付けし︑焼

昔ながらの江戸風雑煮は︑鰹節や昆

存在するのだろう︒

料理だからこそ︑豊富なバリエーションが

な生活様式や慣習などに深く根差した

あったという説がある︒各地方の伝統的

を持ち
︵餅︶上げる﹂という縁起担ぎで

家社会における儀礼であったり︑﹁名
︵菜︶

地

江戸風雑煮

年初に、澄んだ味わいを楽しむ

味 覚 悦 楽

を増していく。

国内外にわたり、ますますその存在感

る新線の設営も進んでいる。東京駅は、

空港・成田空港とのアクセスを強化す

さらには、東京駅を中枢として羽田

部︶

いきたいと考えます﹂
︵ＪＲ東日本広報

ボルとして、愛され続けるようにして

います。東 京の顔として、復興のシン

﹁このたびの復原で、かつてのドーム

ての集客力にひと役買っている。

を中心とした展覧会を開催。﹁街﹂とし

より、南北ドームの屋根や内装を焼失

の日本人の気概を呼び起こし、日本全

おうらん

の調子は麗やか﹂
﹁黄 卵色の漆喰﹂
といっ
供できる﹁ JR EAST Travel Service
体が元気になるきっかけになればと思

を重ね、進められた。

はれ

した。これまでおなじみだった東 京駅
た資料の記述に至るまで、仔細な検証
﹂を設置。また、２００６年に休
Center

の 姿 は、 戦 後、 復 旧 工 事 が 進 め ら れ、
業していた﹁東京ステーションホテル﹂

TOKYO

シピ︒正真正銘の郷土料理である︒

24
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10

１９４７年に完成したものだった。

外観は創建時のままに、利便性は最先端のものに改新された東京駅（写真：JR東日本提供）
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AREA
REPORT
#

東京都

マイクロシステム
株式会社

積み重ねてきた 年を、
日本橋で、さらに磨き上げていく
独特の存在感を放つ街、東京・日本橋。

大小の企業、老舗百貨店から、江戸情緒を色濃く残す商店も立地し、
業をメーンに、複合機を中心としたド

大していった同 社。現 在では、一般 企

ション事 業 ＂で金融 機 関 との取 引 を拡

あって、一定の割 合のお 客 さまが、発
注を他社へ切り替えることは、どうし
ても避けられません。その分を補った
上で、会社が安定的に成長していくに
は、新規取引先の開拓は不可欠です﹂
日向社長自身、もともと技術・サー
ビス畑で活躍してきたキャリアを持つ。
テクニカルなバックグラウンドが営 業
活動にもたらすアドバンテージを、身
をもって知っている。
新規開拓というテーマは、社員にとっ
てシビアではあろうが、同社では通常の
賞与に加え、業績賞与を支給するほか、
資格取得支援と取得者への手当の支給、
会社の費用負担によるビジネススクー

パートナーシップで
築き上げた 年の歩み
設立

周年の大きな節目を迎えたマ

イクロシステム
︵株︶
の歩みは、キヤノン
とのパートナーシップの歴史といえる。
﹁創業者が、当時のキヤノンが発表し

﹁ ～ 年前くらいから、金融機関さ
まよりも一般企業さまとのお取引の方
が、ウエートが高くなりました。おか
げさまで、現在では、メーカーをはじめ、
報道・メディアなど多くの企業さまに
ご用命いただいています﹂

同社では、 社員の＂ 全員経 営＂を掲

安定的な成長のために貫く
クラシックなスタイル

キュマットマイクロフィルマー﹄
の可能

げる経営理念をはじめ、
＂経営の原点＂

経営方針を打ち出している。

性に着目し、キヤノンの常務に﹃ぜひ扱

かけで、代理店契約を結ぶことになり

﹁この中央区日本橋には、創業１００

＂お 役 立ち ＂
＂ 仕 事 観 六項 目 ＂といった

ました。キヤノンの代理店のなかでも、

％を超える結果と

や家訓を大切にされています。当社は、

り、調べてみると、どちらさまも理念

年、２００年を超える企業や商店があ

的だ。

ターの販売に取り組んでおります。お

援をしています﹂

習得できるよう、資格取得や研修の支

周年を通過点として、今後も

ンテ ナンスに も 力 を 入 れて お り ま す。

トワーク分野でのサーバーの販売とメ

され、発展すると思います。また、ネッ

に削減でき、今後、幅広い業種に利用

く貫かれていく。

満足への真 摯な思いが、変わることな

創業当時から同社の根底にある、顧客

る 発 展 を 目 指 し てい く。 その 未 来 は、

さまざまな取り組みを通じて、さらな

設立

そのために、社員が十分なノウハウを

なる試作品製作のコストと時間を大幅

客さまが新製品を開発する上で必要と

﹁ストックビジネスとして３

プリン

とともに、新商材の取り扱いにも意欲

などに、これまで以上に注力していく

ライ品、ネットワークシステムの拡販

今後、同社では、メンテナンスやサプ

未来へ向けて進められる
他社に先駆けた取り組み

なっている。

社の社員満足度は

サルティング会 社の調べによると、同

り、功を奏しているよう だ。経 営コン

ある社員にとって大きな発奮材料とな

こうしたアプローチは、受け手側で

ことが大切と考えています﹂

れが、経営の当事者である意識を育む

り組むようにしています。社員それぞ

の調査・分析も行い、全員で改善に取

プンにしています。また、顧客満足度

ともに、一人ひとりの成績と評価もオー

﹁ 月 次 決 算 を 社 員に周 知 徹 底 すると

こうして、
今で言うところの
＂ソリュー

と思います﹂

最もお付き合いの長い会社のひとつだ

わせてほしい﹄と直談判したことがきっ

た金融機関向けの文書管理システム﹃ド

績を重ねている。

この地にオフィスを構え、複合機のネットワークシステムを中心とした

て、営業の基本的なノウハウを習得し、

ですね。３年間の新規開拓の経験を経

﹁飛び込みは、教育の意味合いが強い

軒の飛び込みや再訪問を課せられる。

問販売が基本。新人は３年間、１日

同社の営業スタイルは、新規開拓・訪

ク なスタ イルが 生 み 出 す 効 用 が あ る。

営業アプローチについても、クラシッ

方針を社員に周知徹底しています﹂

経営理念の全員唱和など通じ、会社の

的な発展は見込めないと考え、毎朝の

シーが変わってしまうようでは、永続

いますが、社長が交代するたびにポリ

社員のなかから次代の社長を育成して

これまでの歩みと、将来へ向けた取り組みについて、代表取締役社長の日向真治さんに話を聞いた。

キュメントソリューションを提供し、実

マイクロシステム株式会社

ソリューション事業を展開する、
マイクロシステム株式会社は、本年、設立 周年を迎えた。

●設立：昭和 37年 4月
●資本金：払込資本金：1,000万円
授権資本金：4,000万円
●従業員数：78名
http://www.microsystem-sales.co.jp/
設立50周年を記念
して行われた、北
海道への社員旅行
での集合写真

既 存 の お 客 さ ま を 任 せ ら れ る 営 業へ

50

90

さらなる会社発展の礎を築く、代表取締役社長の日向真治さん

ルの受 講 など、社 員のモチベーション

20

50

50

の向上や人材育成にも余念がない。

50

30

50

育ってくれればと。ただ、新規開拓は
成果も必要です。競合が激しい市場に

50年前の創業時のメンバー。キヤノンの
「ドキュマットマイ
クロフィルマー」などを扱う代理店として、東京駅八重洲口
付近に事務所を立ち上げた

50
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こんなトコロも
病気の早期発見を
実現する健診
して対応を図るといったことも

合によっては新たな人材を確保
います︒

ブルが生じる可能性が存在して

慮し︑病気の予防や早期発見に

するためには︑健康の維持に配

て医療費負担が増加すれば︑保

入している健康保険組合におい

な問題となります︒各企業が加

また医療費負担の増加も大き

より︑本来の結果とは異なる値

結果の見間違いや書き間違いに

きで記入します︒この際︑検査

護師がその結果を受診票に手書

重︑血圧の測定を受けた際︑看

一般的な健診では︑身長や体

努めることが重要になります︒
険料率の引き上げの可能性が高

考えなければなりません︒

この健康維持において︑大切な

コスト負担の大きさも
健診の重要な課題

を記録する危険性があります︒

まるほか︑最悪の場合は組合の
破綻といった事態にもつながり
かねないのです︒

の死因の大きな 割 合 を 占 め る と

習慣病と呼ばれ る 病 気 が 日 本 人

度 向 上 ﹂や
﹁ コ ス ト 削 減 ﹂が 大 き

そ の 実 施 に お い て は 近 年︑
﹁精

業にとっても重要な健診ですが︑

わっており︑さらに検査後︑検

には多くの看護師や医師がかか

における大きな課題です︒健診

このように個人だけでなく企

いわれており︑その予防は社会

な課題として浮上しているのを

コスト負担の大きさも︑健診

的な関心事となっています︒そ

もし健診において︑病気の兆

とりの健康維持・管理は重要に

企業としても︑従業員一人ひ

なことがあれば大きな問題にな

ず病気であると判断されるよう

際には問題がないにもかかわら

健診の課題を
解決する
ＩＴの活用

さらに杤久保さんは︑２番目の

があります﹂
ステップとなる健診において︑Ｉ
Ｔの活用が不可欠であると話しま
﹁少しでも多くの人たちの健康

す︒
状態を正しくチェックするには︑

ばれているものですね︒もともと

次予防は健康診断や集団検診と呼

ていただくことが相当します︒二

んに自分自身の健康について考え

はいわゆる啓発活動であり︑皆さ

３段階に分けられます︒一次予防

二次予防︑そして個別予防医療の

﹁予防医学は︑一次予防から︑

３つのステップがあると説明します︒

杤久保 修さんは︑予防医学には

民健康ネット室長を務める医師の

中央診療所循環器病予防部長・市

うかが今後の課題となるでしょう﹂

を活用した健診を実現できるかど

健康状態をチェックできる︑ＩＴ

そのため︑人手をかけずに正確に

負担も大きくなってしまいます︒

に診断することができず︑コスト

です︒それでは多くの人を効率的

術で対応しているケースが多いの

検査結果を記入するなど︑人海戦

せん︒いまだに受診票に手 書きで

は︑あまりＩＴの利用が進んでいま

向いて実施する出張健診に関して

用なのです︒現状︑特に企業に出

その際に必要となるのがＩＴの活

健診業務の効率化が欠かせません︒

は結核や寄生虫の早期発見を目的

神奈川県予防医学協会において︑

としていましたが︑現在では生活
習慣病の予防が大きなテーマにな
ひとりの生活習慣病を予防するの

っています︒そして各個人ひとり
が個別予防医療です︒健診は受診

うしたコストや前述した精度の

減らせば脳卒中を２〜 ％︑６

はなりません︒例えば食塩を３

なげ︑病気を予防していかなくて

基に次の具体的なアクションにつ

して終わりではなく︑その結果を

が健診機関にとって大きなコス

しかし現状では︑健診作業の

問題は︑社会的な課題としてと

欠かせないことを考えると︑こ

健康的な生活を送る上で健診は

っても大きな課題です︒人々が

る企業や学校︑自治体などにと

コストの問題は健診を依頼す

ト負担となっているのです︒

で対応している面があり︑これ

のように現状の健診は人海戦術

間と労力が必要となります︒こ

査結果の集計作業にも多くの時

ご存じでしょうか︒

チェックし︑自らの健康状態を
把握することができれば︑生活
習慣病が重症化 す る 前 に 適 切 な
対応を図ること が 可 能 に な り ま

なっています︒当然ですが︑従

るでしょう︒つまり健診結果の

候が見逃されてしまったり︑実

業員が大きな病 気 に か か り 休 養

精度は大変重要なのです︒

多くは人の手によって行われて

支障が生じるこ と が 考 え ら れ ま

が必要になれば︑業務に大きな

す︒

人の手による作業のために
起こりうるミス

こで︑健診により定期的に体を

病︑あるいは心臓病など︑生活

特に最近では︑脳卒中や糖尿

︵健診︶
﹂
です︒

役割を担っているのが
﹁健康診断

日 々の生活を 充 実 し た も の と

健康的な生活を送る上で
欠かせない健診を
ITで効率化する
＂健診データ収集システム＂
がテーマです。

す︒特に入院などによって長期

では ％減らせるんです︒こうし
たことを指導するのが個別予防医
療であり︑一次予防から個別予防
医療までを一体化して考える必要

ぼ

とち く

健康的な生活を維持するために欠かせないのが、
（健診）
です。
病気の早期発見や予防、日ごろの健康管理を目的とした健康診断
ただ従来は、書き間違いや集計ミスといったトラブルを防ぐために、多くの労力を費やしてきました。
こうした課題をITで解決し、健診業務をサポートするシステムをご紹介します。

らえるべきだといえるでしょう︒

杤久保 修
医師

健診データ収集システム
いるため︑人的ミスによるトラ

公益財団法人
神奈川県予防医学協会
中央診療所循環器病予防部長
市民健康ネット室長
横浜市立大特任教授・名誉教授

作業ミスを防ぎ受診者に安心と安全を提供

休養といった事態になれば︑場

g
10
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ITを活用したワークフローの構築で
健診業務の精度向上と効率化を支援

健診の現場でニーズが高まるＩＴ
〜神奈川県予防医学協会〜
高齢化社会を迎えつつある日本では︑ 医療費の増大が社会的な課題となっています︒
︵健診︶
です︒
そこで改めてその重要性が認識されつつあるのが︑ 健康診断
総合健康支援機関として豊富な実績を持つ神奈川県予防医学協会では︑
﹃ハンディ健診 ﹄を導入して︑ 正確な診断と迅速な結果の通知を実現しました︒
健診データ収集システム
導入の目的や効果などについてお話を伺います︒

の企業や学校︑個人の健康支援

総合健康支援 機 関 と し て 多 く

れにより︑手書きによる記入ミ

結果を記録するというもの︒こ

のハンディターミナルを使って

とに発行するＩＣカードに専用

のソリューションは︑受診者ご

ディ 健 診 ﹄
を 導 入 し ま し た︒ こ

ヤノンＩＴＳメディカルの
﹃ハン

と精度の向上を目的として︑キ

同協会では︑健診業務の効率化

ビスを提供しています︒さらに

は精密検査などきめ細かなサー

人間ドック︑がん検診︑あるい

ーにおいて︑一般的な健診から

る中央診療所と集団検診センタ

協会では︑神奈川県横浜市にあ

を行っている神奈川県予防医学

当者やエンジニアの方々とお話

キヤノンＩＴＳメディカルの担

ていくことになります︒実際に

カーの方とは長くお付き合いし

終わりではなく︑その後もメー

すね︒またシステムは導入して

カーで提供されている安心感で

エアとソフトウエアが同一メー

﹁ 理 由 の ひ と つ は︑ ハ ー ド ウ

次のように説明します︒

ィ健診﹄
を選定した理由について

である杉坂 徹さんは︑
﹃ハンデ

同協会の情報システム部部長

しています︒

化できるというメリットを実現

ため︑検査後の集計業務を効率

タとして健診結果が記録される

現しているというわけです︒

健診業務の効率化や省力化を実

エアの高度な連携を可能にし︑

によりハードウエアとソフトウ

合わせて提供しています︒これ

羅したアプリケーションを組み

と︑健診業務に必要な機能を網

操作できるハンディターミナル

ネルとテンキーを使って簡単に

﹃ハンディ健診﹄
ではタッチパ

す﹂

判断できたことも大きな理由で

をして︑その点で不安がないと

たメリットとして︑本来不要な
ある根本克幸さんは︑ＩＴを受

たいと話します︒

診者の健康管理に役立てていき

けるべき検査を 受 け ず に 帰 っ て
﹁私たちがＩＴを活用してい

検査を受ける︑あるいは逆に受

しまうといった 受 診 の ミ ス が な
く目的は︑正確なデータを取得

方の負担を軽減すること︒特に

くなることが挙 げ ら れ る と 話 す

彦さんです︒
正確なデータが取得できるとい

すること︑そして︑受診される

﹁ 健 診 で は︑ 身 長 と 体 重︑ 血
うことの意義は大きいと考えて

のは︑検診事務部部長の須貝勝

圧の測定︑尿検査や血液検査な

予防医療を展開していくことを

います︒健診の結果を基に受診

査すべき項目は異なります︒時
考えたとき︑健診現場に求めら

ど数多くの項目 に つ い て 検 査 を

に受診者の方の 勘 違 い や ス タ ッ
れるのは︑正確なデータの収集

者の方の健康を管理し︑そして

フの見逃しによって︑本来必要
であり︑ここがＩＴに大きな期

行いますが︑受診者によって検

のない検査まで 受 け て し ま っ た

待を寄せている点になります︒

健診を受けられるような新たな

り︑あるいは受けるべき項目を

改めて検査を行 っ て い た だ く こ

仕組みを作りたいと考えていま

また将来的には︑何も持たずに

とがありました︒しかし
﹃ハンデ
す﹂

受けずに帰られてしまい︑後日

ィ 健 診 ﹄に は 受 け る べ き 診 断 を

このように同協会では
﹃ハンデ

り組みを進めています︒多くの

自動的にチェッ ク す る 仕 組 み が

に防ぐことがで き る よ う に な り

人が安心して健診を受けられる

ィ 健 診 ﹄を 活 用し︑効 率 的 で 精

ました︒目に見えないところで

環境を整え︑正確なデータに基

用意されているので︑人手を介

すが︑そうした点で受診者の方

づいた予防医療を実現していく

度の高い健診の実現に向けた取

の負担を軽減できるのは
﹃ ハン

上で︑健診データ収集システム

さずにこうした ト ラ ブ ル を 未 然

ディ 健 診 ﹄
のメリットだと感じ

の活用に大きな期待が寄せられ
ています︒

この
﹃ ハンディ健 診 ﹄
を導入し

正確なデータの取得で
受診者の健康管理を実現

スを防ぎ︑さらにデジタルデー

ハードとソフトを
一体的に提供

CASE STUDY
ています﹂
さらに業務部長・事業局長で

健診データ収集システム

『ハンディ健診 』
私たちキヤノンＩＴＳメディカル
は︑医療情報システムの構築や販売︑
導入サービスを展開しています︒健
診業務の効率化を支援するシステム
の開発にも力を入れており︑そのひ
とつとしてハンディターミナルとＩ
Ｃカードを組み合わせ︑巡回健診や
出張健診でも活用できるソリューシ
ョンである
﹃ハンディ健診 ﹄
を開発し
このソリューションの特長として︑

ました︒
受診者ごとに発行するＩＣカードに
検査結果を記録することが挙げられ
ます︒これによって受診票を持ち歩
く必要がなくなるため︑受診者のプ
ライバシーを保護できるほか︑ＩＣ
カードに記録された内容を読み取る
ことで︑必要な検査を受けたかどう
かを自動的にチェックできるといっ
このＩＣカードには︑多くの情報

たメリットもあります︒
を記録できる非接触ＩＣカード技術
方式を採用しています︒これにより

受診者の属性情報と検査データ以外
に︑前回の健診情報なども記録して
ＩＣカードに情報を記録するため

おくことが可能です︒
の端末となるのがハンディターミナ
ルです︒デジタル化された医療検査
機器であれば︑無線で検査結果を読
み取り︑その内容をＩＣカードに記
録することができます︒結果を送信
できない医療検査機器の場合は︑ハ
ンディターミナルのタッチパネルや
テンキーを操作して入力しますが︑
もし前回の結果と比較して︑大きく
値が異なっている場合には警告を発
するなど︑入力間違いを防ぐための
検査結果の集計時は︑パソコンで

機能も備えています︒
ＩＣカードに記録された検査結果を
読み取ります︒結果はデジタルデー
タとして記録されているため︑すば
やく集計を行うことが可能であり︑
健診結果を受診者に通知するまでに︑
これまで１︑２カ月かかっていたと
ころを２週間まで短縮できるように
キヤノンＩＴＳメディカルでは︑

なります︒
今後も長年培ってきたノウハウを生
かし︑医療業界の発展に寄与してい
きたいと考えています︒

宇都木 祐二

血圧計で取得したデータをICカードに記録しているところ。IC
カードは非接触式のため、スムーズにデータを転送できる
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桑原宏典
柏原誠司
キヤノンITSメディカル
（株）第一事業部

健診データ収集システム

ITS
こんなトコロも

●『ハンディ健診』
のホームページはこちら

今回取材にご協力いただいた、神奈川県予防医学協会の皆さん

http://www.canon-itsmedi.co.jp/solution/handy/

Episode. 9

小型・軽量ボディーに
ＥＯＳらしさを詰め込んだ
誕生！
ミラーレスカメラ
『ＥＯＳ Ｍ』
今秋、ＥＯＳシリーズにミラーレスカメラ
『ＥＯＳ Ｍ』が加わった。
手の中に収まる小型・軽量のスタイリッシュなボディーでありながら、
ＥＯＳのＤＮＡ「快速・快適・高画質」を継承。
新開発「ＥＦ Ｍ-レンズ」をはじめ、 種類を超える「ＥＦレンズ」が使えるなど、
写真表現の奥深さを味わうことができる。

Ｓ Ｍ﹄を投入した︒

４年後の今年９月 日︑キヤノンも満を持して
﹃ＥＯ

とがきっかけになって競合他社が続々参入︒そして

このミラーレスカメラを世に送り出したプロジェクトメンバーが語る、
キヤノンのカメラ作りに対する哲学に迫る。

ＥＯＳに
“軽快”
さをプラス。デジタル
一眼レフカメラへのステップアップを促す

トデジタルカメラを提供してきた︒その上位に位置
するのがデジタル一眼レフカメラのＥＯＳシリー
ズ︒その中でもエントリー向けには﹁ EOS Kiss
﹂シ
リーズ︑ミドルレンジは
﹃ EOS 5D Mark III
﹄や﹃ EOS
﹄
などがあり︑頂点にはプロフェッショナル向け
7D
の
﹃ EOS-1D ﹄
がある︒ プロモデルを頂点にピラミッ
X
ド型に製品群を構成︒コンパクトデジタルカメラで
物足りなければ﹁ EOS Kiss
﹂シリーズ︑それよりも
もっと高性能を望むならミドルレンジといったよう
に︑ユーザーが写真を楽しみながらステップアップ
できるよう︑幅広い製品群を用意してきた︒
そんな中︑市場では近年︑エントリー層のニーズ
が大きく変化している︒
﹁ EOS Kiss
﹂シリーズがカ
バーしていた︑運動会や旅行といった子供の特別な
イベントを記録したいファミリーニーズとは別に︑
︑ 歳代を中心に︑日常の出来事をきれいにスナッ
プしたいという声が大きくなってきているのだ︒
コンパクトデジタルカメラのように気軽に持ち歩い

除くことで︑本体サイズを小型化したレンズ交換式

ジタル一眼レフカメラの光学式ファインダーを取り

﹁ミラーレスカメラ﹂が急激に注目を集めている︒デ

メーカーとしての使命感と誇りが見えてくる︒キヤ

え︑長年ユーザーのニーズに応え続けてきたカメラ

を製品化した背景を探ると︑フルラインアップを揃

マーケティングの現場で市場の変化を見てきたキ

ラーレスカメラの存在感を徐々に大きくしてきた︒

も凝ってみたい︒そんな欲求が日本市場におけるミ

ラのように美しく残したい︒レンズを交換して表現に

て︑日常の何気ないひとコマをデジタル一眼レフカメ

デジタルカメラである︒この市場は２００８年秋︑

ノンは︑気軽にカメラを持ち歩いて撮影したい層に

ヤノンＭＪの北村和重は︑
﹁日本のレンズ交換式デジ
向けて﹁ＩＸＹ﹂や﹁ PowerShot
﹂といったコンパク

４年もの間︑沈黙してきたキヤノンが
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄

30

パナソニック
︵株︶
がミラーレスカメラを製品化したこ

ここ数年︑レンズ交換式デジタルカメラの分野で
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29

60

チーフ

牧 孝信

伸び続けており︑今年は ％にまでなると予測して

タルカメラ市場におけるミラーレスカメラ構成比は
まず︑ＥＯＳの高画質を実現するために特にこだ

わり︑高いクオリティーを実現しなければならない︒

います﹂と語る︒

議論が以前から重ねられてきた︒ そして出した答え

の内部でもこの新しいニーズにどう応えるべきか︑

ニーズを埋める必要があるのではないか︒キヤノン

メラとも違う︑その中間にできた〝溝〟のようなこの

デジタル一眼レフカメラともコンパクトデジタルカ

に撮像素子を小さくすればいい︒

終目的であれば︑コンパクトデジタルカメラのよう

することが難しくなってくる︒小さくすることが最

表現を可能にする︒だが︑同時にボディーを小さく

いほど高画質で︑背景がきれいにボケるなど豊かな

れている︒一般的にカメラは︑この撮像素子が大き

気信号に変えるセンサーでＣＭＯＳやＣＣＤが使わ

わったのは︑撮像素子に﹁ＡＰＳ Ｃ-﹂サイズを採用す
ることだ︒撮像素子はレンズから入ってきた光を電

が﹁小型のＥＯＳを作る﹂ということだった︒商品

フルラインアップでそろえるキヤノンだからこそ︑

企画として
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄プロジェクトを立ち上げた牧

う〟ことは永遠のテーマのひとつ︒最初からミラー

ということです︒カメラにとって〝持ち歩いてもら

影領域を広げてきましたが︑今回はそれが〝小型化〟

感度︑画素数など︑あらゆる性能の向上を追求し撮

﹁これまでもＥＯＳではシャッター速度やＩＳＯ

﹁
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
は︑デジタル一眼レフカメラとコン

した家塚賢吾はこう語る︒

ジェクトでもレンズ商品企画をまとめる立場で参加

を支え︑同時に進化させて︑ 今回の
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
プロ

企画の立場から長年ＥＯＳの﹁快速・快適・高画質 ﹂

ろうか？〟こうした疑問に対して︑交換レンズ商品

か？〟
〝ユーザーがそれをキヤノンに望んでいるのだ

しか し ︑〝 それで 本 当にＥＯＳ と 呼べるだろ う

レスカメラを作ろうという感覚ではなく︑ユーザー

パクトデジタルカメラの中間ではなく︑デジタル一

孝信は︑原点の思いをこう語る︒

が本当に望んでいることに応えようとしたとき︑選

眼レフカメラと同等のクオリティーを目指しまし
た︒競合他社からも続々とミラーレスカメラが発売

今までのデジタル一眼レフカメラとは別モノを作
るのではなく ︑
〝軽快に持ち歩く〟というコンセプト
されている中で︑私たちは次にお客さまが求めるの

択肢のひとつにミラーレスカメラがあったんです﹂

をＥＯＳに加えたのが﹃ＥＯＳ Ｍ ﹄というわけだ︒
は︑写真における〝本物〟であると考えました︒小
さければいい︑レンズ交換ができればいい︑といっ

価格も下げられますが︑ユーザーが望むイメージを

素子を採用すれば︑もっとボディーを小さくできて

た単純なことではないはずです︒確かに小さな撮像

﹁軽快に持ち歩けるＥＯＳ﹂という方針は決まっ

ＥＯＳのＤＮＡ。
それは「快速・快適・高画質」

たものの︑商品化までの道のりは簡単なものではな

表現するためには︑ＥＯＳのＤＮＡである高画質は
その結果︑
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
は約１８００万画素のＣＭ

かった︒課題となったのは︑これまで築いてきたＥ
は︑撮像素子︑映像エンジン︑レンズという３つの

ＯＳセンサーと映像エンジン﹁ DIGIC﹂を
5 搭載した︒

譲れませんでした﹂

要素が影響する︒
﹁快速・快適・高画質﹂を基本コ

ＯＳならではの高い品質基準だった︒カメラの画質

ンセプトにしてきたＥＯＳブランドを冠するからに

これは 最新の
﹃
﹄と同じもので︑オー
EOS
Kiss
X6i
トフォーカスのための﹁ハイブリッド CMOS AF
﹂機

は︑ピント合わせをした際︑動き出しが速い
﹁位相差

構も含まれている︒名前にハイブリッドと付く由来

規設計したわけだ︒

継ぐ高画質を実現するために︑理想的なレンズを新

は︑
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
もまた︑これらの要素すべてにこだ

ＡＦ﹂でおおよその距離を合わせた後︑より精度の

ちなみに２本の﹁ＥＦ Ｍ-レンズ﹂以外に︑マウン
トアダプターを装着すれば 種類以上の﹁ＥＦレン
ズ﹂でも撮影できる︒ 企 画 担当の 牧 は﹁ＥＯＳの定

高い﹁コントラストＡＦ﹂で合 焦 さ せるか らで あ る︒
﹁位相 差ＡＦ﹂
のスピー ドと﹁コントラストＡＦ﹂
の

ディーにふさわしい︑小型でも高画質なレンズを作

に突き詰めた︒小さなボディーでも︑ＥＯＳらしい

もちろん画質以外でも﹁ＥＯＳとは何か﹂を徹底的

デザインでも求め続けた
ＥＯＳの本質

する︒

換できるだけではＥＯＳの名前は使えない﹂と断言

義 は﹃ＥＦレンズ﹄
が 使 えるこ と ︒単 にレンズ が交

が︑この﹁ハイブリッド

レンズ」
の存在感を
- レンズ」を新発売

れば︑カメラとの接合部であるマウントも小口径に

なる︑より小さな﹁ＥＦ Ｍ-﹂マウントを新たに設計し
た︒そして︑手ブレ補正機構が付いた標準ズームの
﹃ EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM
﹄と︑パンケーキ

トをこう紹介する︒
﹁シャッターボタンの周囲は︑外観におけるＥＯ
ＳのＤＮＡそのものです︒ホールドしたとき︑自然
に人差し指がシャッターのところに誘われる︒ス
プーンでカットしたような形状︑角度︑位置︑押し
たときの感触など︑こだわってデザインしています︒

シュー︑三脚座を光軸上にレイアウトしているため︑
撮影者の視線とファインダーで確認する被写体にズ

さらに︑本体背面のタッチＬＣＤ︑アクセサリー
が︑開発の過程で
﹃明るさをＦ２・８に下げて安くし

レのない︑より自然な感覚を生み出すと同時に︑端

﹁パンケーキレンズは明るさにこだわっています

たら ？ ﹄という考えもありました︒しかし︑お客さ

外観の
﹁美しさ﹂だけでなく︑ボディーに秘めた剛

正な審美性を与えています﹂

性や耐久性はＥＯＳ譲りだ︒落下における衝撃に対
しても耐えることや太陽の照りつける暑い夏でも︑

つレンズを︑標準ズームレンズでは３枚の非球面レ

受け継がなければならなかった︒カメラの設計で

ンドを冠するからには︑相応の高い剛性や耐久性を

確実に使用できることが求められる︒ＥＯＳのブラ

ンズを採用している︒デジタル一眼レフカメラとコ

するための苦労を次のように語る︒

チーフを担当した菊地 裕は︑高剛性や耐久性を実現

２・０の明るさを持

ンパクトデジタルカメラの間にできたユーザーニー

ために︑パンケーキレンズでは

コンパクトで︑しかも優れた描写力を実現させる

です︒そのためにも明るさは妥協しませんでした﹂

きれいにボケるような︑これまでとは違う写真表現

まが﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
に求めているのは︑例えば︑背景が

説する︒

と呼ばれる薄型・単焦点の﹃ EF-M22mm F2 STM
﹄
という２本のレンズを開発した︒先の家塚はこう解

率いた川島昭作は︑
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
のデザインコンセプ

撮影体験を楽しんでもらいたい︒デザインチームを

ＯＳに採用してきた内径 ㎜のＥＦマウントとは異

そうした考えから︑１９８７年以降︑一貫してＥ

することができ︑よりボディーを小型にできる︒

レンズ周りも大きく生まれ変わった︒小さなボ

小型でも、「
持つ「

﹂なのだ︒
CMOS AF

高い精度という双方のメリットを活かしたシステム

60

ズの溝をきちんと埋めながらも︑ＥＯＳのＤＮＡを

F

課長

家塚賢吾

42

54

北村和重

キヤノンマーケティングジャパン
（株）
イメージコミュニケーション企画本部
カメラマーケティング部

CMOSセンサーの
中心は、レンズはも
とより液晶モニター
の中心にも重なるよ
うに配置している
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小さくてもEOS。EOSのDNAのひとつ、こだわりのホールド感を実現するためにデザインチームは心血を注いだ
「EF-Mレンズ」
やマウントアダプター
『EF-EOS M』
の開発時に作られたモックアップ
（模型）
の数々

キヤノン
（株）
イメージコミュニケーション事業本部
ICP第二事業部
課長

※各センサーのサイズを比較するためのイメージ図で実寸サイズではありま
せん。またAPS-Cサイズ以外の数値は一般的なものを表記しています

『 EF-M22mm F2 S
TM』
に搭載の
「STM
（ス
テッピングモーター）
＋
ギア」
タイプのAFシステ
ム。パンケーキレンズの
持ち味である小型・軽
量化を追求している

「EFレンズ」
史上、最も小型で軽
量のパンケーキレンズ『EF-M
22mm F2 STM』。スナップ写真
などに適した薄型で、開放F2と明
るく、7枚羽根の円形絞りによる
丸く美しいボケ味も特徴
広角から標準域まで多彩な撮影シー
ンに対 応する標 準ズームレンズ
『EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS
STM』。レンズ内に高精度な手ブレ
補正機構を搭載するほか、フルタイ
ムマニュアルフォーカス機構も装備
キヤノン（株）
イメージコミュニケーション事業本部
ICP第一事業部

『EOS M』
は撮像素子にAPS-Cサイズ のCMOSセンサーを
搭載。コンパクトデジタルカメラやマイクロフォーサーズ規格
のミラーレス機より大きいため、美しいボケ味が楽しめる
『EF-M18-55mm F
3.5-5.6 IS STM』に
搭載された静かでスム
ーズな
「STM（ステッ
ピングモーター）
＋リ
ードスクリュー」
タイプ
のAFシステム。動画
撮影のEOSムービー
でも威力を発揮する

作体系に設計を変更した︒
液晶モニターの操作画面のデザインも考え抜い

﹁デザインチームが希望する小型化のために従来
て︑両手の親指でも使える〝Ｕ字レイアウト〟に落
とし込んだ︒両手で﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
を持つと︑親指の位

の構造のままでただ単に部品を小さくすると︑本体

呼べないので︑フレーム構造はマグネシウム合金で︑
置にボタンが現れて携帯ゲーム機のように操作でき

の剛性が低くなってしまいます︒それではＥＯＳと

リアにはステンレス合金の板金も入れて剛性を確保
能しか表示されないので︑どれを押せばいいか混乱

るのだ︒しかも︑シチュエーションごとに必要な機

幅広いユーザー︑
多様な撮影シーンを想定する﹃Ｅ

し︑ＥＯＳの品質基準をクリアしました︒

レッド︑そして金属の質感を楽しめるシルバー︒特

るホワイト︑入射角により色合いが豊かに変化する

種と同じ塗装を施したブラック︑高光沢で深みのあ

は商品性に関わる重要な要素です︒ＥＯＳの上位機

ず︒そんなシチュエーションで︑料理にストラップ

結婚式などパーティーや友人同士の食事会も多いは

うにした︒女性が撮影に使うシーンを想定すると︑

た長さを変えなくともストラップを簡単に外せるよ

ンを考えての結果だ︒金具を２つ採用して︑調節し

ストラップの取り付け部を変えたのも︑利用シー

することもない︒

殊な手法も取り入れたそれぞれの表面処理技術が︑

ＯＳ Ｍ﹄にとって︑カラーバリエーションの設定

ＥＯＳに求められる耐久性・耐環境性の厳しい基準
が触れてしまわないように取り外せる機構を採用し
たのだ︒

をクリアして︑今の形にたどり着きました﹂

女性層にも向けて
守るべきものと変えるべきところ
受け継がれる
の伝統が
プロジェクトをひとつにした

ボディーカラーのバリエーション以外にも多く盛り

ひとつとなる女性の嗜好や目線も意識した要素を︑
るために││︒ そんな思いが詰 まった﹃ＥＯＳ Ｍ﹄

ジタルカメラの間にあるユーザーニーズの溝を埋め

すべてはデジタル一眼レフカメラとコンパクトデ

ＥＯＳのコンセプトを守る一方で︑ターゲットの

込んでいる︒デザイン担当の川島は︑こう説明する︒
は︑キヤノンの中でも近年まれにみる大規模なプロ

ウハウが集められた︒デザインも普段は１人が担当

﹁受け継ぐべき思想と︑変わらなくてはならない部

するところだが︑相当な人数が関わっている︒プロ

ジェクトだった︒デジタル一眼レフカメラだけでな

今までのＥＯＳではボタンやダイヤルを多用し

く︑コンパクトデジタルカメラ︑レンズ︑ビデオカ

て︑目的の操作にすぐにたどり着けるようにすると

ジェクトメンバーの数が増えれば︑意思決定や調整

分もあります︒技術もユーザーのニーズも変化した

いうアプローチだった︒しかし︑女性たちの間では︑

が難しくなるもの︒設計の菊池は︑当時をこう振り

今︑何を守り︑どこに大胆にチャレンジするのか考

ボタンの数が多いと難しそうといった印象を持つ人

﹁剛性と耐久性を確保することは︑デザイン担当者

返る︒

メラ︑ストロボなど︑さまざまな分野から人材やノ

ルも含めて︑デジタル一眼レフカメラのＥＯＳと比

いんです︒川島とはサイズで︑牧とはコストでやり

たちの小さくしたいという要望になかなか合致しな

話の操作でも使い慣れているタッチパネル主体の操

走できた背景には︑キヤノンが年月をかけて培って

プロジェクトがＥＯＳという軸足を見失わずに完

せるかコンマ何ミリ単位まで議論しました﹂

は全部で 種類にものぼる︒しかも︑世界の各地域

べ ％もボタンを減らし︑スマートフォンや携帯電

も少なくない︒そこで
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄ではモードダイヤ

えました﹂

E
O
S

合っていました︵笑︶
︒最後の最後までどの部品を載
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によって求められる構成が違う︒このため最後はア
メリカやヨーロッパなどの地域担当者全員が︑発売を

カメラを手掛けてきたベテランもいる︒例えば︑菊

である︒開発の中心メンバーにはフィルム時代から

メラの基礎知識を学べる﹁キヤノンフォトサークル﹂

まとめた︒さらに﹃ＥＯＳ Ｍ﹄ユーザー向けに︑カ

あったものを︑ユーザーが迷わないようにひとつに

同梱のガイドブックも入魂の１冊で︑従来は３冊

前にして日本に集まり導入会議まで開いた︒

池は 年発売の﹃オートボーイＳ﹄など︑フィルム

きた﹁ＥＯＳとは何か﹂という共通認識があったから
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だった︒カメラ作りや展示会の出張などで苦楽を共

設計担当から開発企画に活躍の場を移したのが牧

だ︒この時に同じ﹁オートボーイ﹂シリーズの電気

のコンパクトカメラで小型化の技を磨いてきた人物

参加することもできる︒

だけでなく︑実際にスクール形式のレッスン講座に

ち出している︒動画を見て疑似体験しながら学べる

のウェブ会員が６カ月無料になるキャンペーンを打

に戻ればいい︒
﹃ＥＯＳの伝統﹄という意識を組織が

﹁迷ったらＥＯＳに戻る︒本来ＥＯＳがあるべき姿

菊池の言葉が印象的だ︒

﹁まずは一度﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
を手にとって︑﹃ ＥＯＳ Ｍ﹄

次のように解説する︒

づいてほしい︒北村は
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄に託された使命を

ルカメラの新たなエントリー層に写真の楽しさに気

手厚くサポートすることで︑レンズ交換式デジタ

持っていて︑脈々と受け継がれている感があります︒

の世界感を体験していただきたい︒そしてもっと本

にし︑
﹁ＥＯＳとは何か﹂と議論を深めてきたのだ︒

それをわれわれも守っていかなければならないと思

格的な写真が撮りたいと思ったら︑デジタル一眼レ

ヤノンの価値でもあるんです﹂

広がります︒これがフルラインアップをそろえるキ

したレンズ資産がそのまま使えて︑楽しみ方の幅も

た︑既存のＥＯＳユーザーであれば︑これまで購入

フカメラにステップアップすることができます︒ま

います﹂

ＥＯＳの楽しさを知ってほしい
それがマーケティングの想い
満を持して投入された
﹃ＥＯＳ Ｍ﹄は︑市場で大き
な反響を呼んだ︒キヤノンＭＪの北村は︑販売店や

﹁快速・快適・高画質﹂を継承しな
だいています︒内覧会でも︑まず本体の小ささに注

﹁期待していた以上の製品だという声を多くいた

ニーズの溝を埋めて︑強固なフルラインアップを創

とコンパクトデジタルカメラの間にあったユーザー

スし︑新たなニーズに応える多くの進化を盛り込ん

がら︑
〝軽快に持ち歩く〟というコンセプトをプラ

ＥＯＳの

目が集まりました︒特に︑ＡＰＳ Ｃサイズの撮像素
子を採用したこと︑そしてこれまでの
﹃ＥＦレンズ﹄

メディアの反応をこう紹介する︒

がすべて使えるといった点で大変驚かれました﹂

り上げた︒まずは︑コンパクトデジタルカメラのよ

味わっていただきたい︒

質と豊かな表現力が創り出す︑新しい写真の魅力を

︒デジタル一眼レフカメラのＥＯＳ
だ﹃ＥＯＳ Ｍ﹄

﹃ＥＯＳ Ｍ﹄
は販売促進やアフターケアにも気を

うな軽快さと︑デジタル一眼レフカメラと同等の画

付属品で多くの組み合わせが可能なため︑商品構成

例えば
﹃ ＥＯＳ Ｍ﹄
は︑カラーバリエーションやレンズ︑

使っている︒

D
N
A

ボディーの塗装品質のチェックや各種の耐性実験で使用されたパーツの数々
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菊池 裕

ボディージャケッ
トや手首にフィッ
トしてカメラをホールドできるリス
トストラップなど、
『EOS M』
の世界観を表現しつつ、写真
の楽しさを演出するおしゃれな
専用アクセサリーもそろう
『EOS M』のボディーデザイン
の制作過程では、数多くのモッ
クアップ（模型）
が作られた

川島昭作
専任主任

キヤノン（株）
イメージコミュニケーション事業本部
ICP第二開発センター

93

キヤノン
（株）
総合デザインセンター

タッチパネル主体の操作は
背面のワイド3型液晶モニタ
ー上で行う。機能の設定や
変更、さらにはピント合わせ
などが素早く直感的にできる
室長

自然に人差し指がシャッターのところに導かれる、スプーンでカットしたよう
な形状はEOSのDNAそのもの
主要部分のフレーム
にマグネシウム合金を
使用して強度を確保。
軽量のコンパクトボデ
ィーでありながら高い
剛性を実現した

読者アンケート＆プレゼント
C-magazineは「くらし、しごと、社会」
の話題をテーマ
に、皆さまの感性を刺激する『創造力支援マガジン』を目
指してまいります。ぜひ、ご意見、ご感想を編集部までお
寄せください。アンケートにお答えいただいた方の中から抽
選で、下記のプレゼントを差し上げます。

コンパクトデジタルカメラ
『IXY 430F』シルバー 1 名様

Canon Topics

サービス創造企業グループ を目指し、
「新データセンター」
をOPEN
キヤノン MJとキヤノン ITソリューションズ
（株）
は、10月に
「 西東京データセンター」の稼働
をスタートしました。
近年、経営環境の変化やクラウドコンピューティングの進展に伴い、データセンターを活用
した情報システムの構築が注目されています。特に、電力や環境配慮、セキュリティー面など
において、従来以上に高度な性能のデータセンターが求められます。
このようなニーズにお応えするため、西東京データセンターは、地震による縦揺れへの対
策や3 次元のボディースキャナーを使用するなど、最新鋭のファシリティーと厳重なセキュリ
ティーを備えています。また、環境性能を高める省エネルギー技術を導入するとともに、都心
からのアクセスが良く地盤が強固な場所に建設しているため、津波や液状化などの自然災害リ
スクが低いということも特徴です。
今後、キヤノンMJグループのITサービス事業は、本データセンターを中核に、アウトソーシ
ングサービスおよびクラウドサービス事業を拡大していきます。

※機種は都合により変更
になる場合があります

「キヤノンオープン2012」
優勝者・プロゴルファー 池田勇太選手
サイン入りキャップ 3 名様

WINTER

シリーズの
インクジェットプリンター「PIXUS」
新製品を発表
9月26日にキヤノンMJ本社ビルで、
インクジェットプリンター
「PIXUS」
シリー
ズの新製品発表会を開催しました。
フルモデルチェンジした新「PIXUS」
は、
ボディーを大幅に小型化すると同時に、
大容量インクタンクを搭載し Wi-Fi 対応などの機能を備えています。また、家庭
向けと高画質プリントを追求したプロ向けのラインアップで、幅広いお客さま
のニーズに対応しています。
発表会では、キヤノン MJ 代表取締役社長の川崎が、市場動向と新製品投入
の狙いについて説明を行い、
「家庭用、プロ向けでのプリント需要の高まりに合
わせて事業拡大を図り、マーケットシェア No.1 を獲得していきたい」
と語りま
した。また、
イメージングシステムカンパニー プレジデントの佐々木は「
『スマー
ト』
をキーワードに新製品のデザイン性や機能をアピールしていきたい」と国内
のマーケティング戦略を説明しました。
また、芦田愛菜ちゃんと新しくコミュニケーションパートナーとなった桐谷美玲
さんが登場し、テレビCM撮影時のエピソードなどを紹介しました。

左からキヤノンMJ イメージングシステム
カンパニー プレジデントの佐々木 統、
桐谷美玲さん、キヤノンMJ 代表取締
役社長の川崎正己、芦田愛菜ちゃん、
キヤノン
（株）
取締役の大塚尚次

合言葉は「こんなにスマートになりまして♪」

「キヤノンマーケティングジャパン公式 Facebookページ」
を開設
プロゴルファー 石川 遼選手、池田勇太選手
サイン色紙 各 1 名様

「キヤノンオープン」
大会オフィシャルフォトグラファー 宮本 卓さん
『聖地巡礼 St Andrews』写真集 1 名様

お客さまと継続的なコミュニケーションを
図り、長期的な絆を深めていくことを目的に、
キヤノンMJグループの公式 Facebook ペー
ジを開設しました。
ショールームや写真展、イベント、CSR・
環境活動、CM・提供番組など、キヤノンMJ
グループに関する最新情報や、
＂商品・サービ
スへの想い＂
を、社員の言葉を通じてお伝えし
ていきますので、ぜひご覧ください。
●キヤノンマーケティングジャパン公式 Facebook ページ

「EFレンズ」累計生産本数 8,000万本達成
2012年8月に、EOSシリーズ用の交換レンズである
「EFレンズ」
の累計生産本数
が 8,000万本を超えました。
「EF レンズ」
は、1987年3月に一眼レフカメラ EOS とともに誕生し、現在で
は映像制作用の
「EF シネマレンズ」
やミラーレスカメラ
『EOS M』
専用の
「EF-M
レンズ」
が加わり、合計76種類という豊富なラインアップをそろえています。
キヤノンは今後も、光学技術を核に多様なイメージング技術に磨きをかけ、
ユーザーの皆さまの幅広いニーズにお応えする、魅力的で信頼性の高い製品を
提供していきます。

https://www.facebook.com/CanonMJ

海外進出するお客さまにI Tソリューションを提供するため、
タイに新会社を設立
キヤノンMJが提供する
「PHOTOPRESSO」
でつくりました

古市智之さん2013年版キヤノンカレンダー
『Breath of Genesis 原始小笠原』10名様

キヤノンITソリューションズ（株）
は、タイ国内における ITビジネス体制を構築するため、8月に、
首都バンコクに
「Canon IT Solutions
（Thailand）
Co., Ltd.
（キヤノンITソリューションズタイランド）
」
を設立しました。
成長著しい同国内の IT 市場において、現地に進出する日系企業のお客さまに向け、日本とタ
イの双方から充実した IT サービスを提供することを目指しています。将来的にはタイだけでは
なく東南アジア諸国へのソリューションも積極的に推進していきます。
■会社概要
社名：Canon IT Solutions
（Thailand）
Co., Ltd.
代表取締役社長：児玉秀郷
設立年月：2012年8月
資本金：600万バーツ
事業内容：タイ国内におけるI Tサービス事業

「C-magazine」スペシャルページ
「C-magazine」は、キヤノンホームページの会社情報ページからも
ご覧いただけます。プレゼントはこちらからご応募ください。

canon.jp/cmag

※ 応募締め切りは2013年 1月21日
（月）
です。

当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

【 リニューアルのお知らせ 】
『C-magazine』
は、次号2013年春号より、リニューアルします。
「
『くらし、しごと、社会』
を半歩クリエーティブにする雑誌」
をコ
ンセプトに、これまで以上に皆さまのビジネスや生活を豊かにす
る話題をお届けしていきます。どうぞご期待ください。
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11月に、
（株）
エルクコーポレーションの社名を
「キヤノンライフケアソリューションズ
（株）
（以下、
キヤノンLCS）
」
に変更し、キヤノンMJの医療機器営業部門とキヤノンシステムアンドサポート
（株）
の医療機器保守サービス部門をキヤノンLCSに統合しました。
これにより、医療関連事業の販売から修理、サポートまでの一貫体制を構築し、一層の営業力
の強化と顧客満足度の向上を図ります。
今後、キヤノンLCSは、キヤノンMJグループの医療およびヘルスケア関連事業の中核企業と
して、医療現場における診断技術の向上と診療プロセスの効率化、人々の健康維持・向上に貢
献していきます。
■会社概要
社名：キヤノンライフケアソリューションズ（株）
代表取締役社長：松本啓二
設立年月：1956年5月
資本金：25億3,300万円
事業内容：医療機器ならびに医療システム、ヘルスケア関連機器、
消耗品などの販売、修理・サポート、
システム保守など

顧客満足度調査の専門機関
（株）
J.D. パワー アジア・パシフィック社が行った
「2012年日本カラーコピー機顧客満足度調査 ※１」の「保守サービス」
分野で、キヤ
ノンブランドが2年連続No.1となりました。保守サービス担当会社タイプ別でも、
キヤノンシステムアンドサポート
（株）
が初のNo.1を獲得しています。
また、キヤノンMJグループのスーパーストリーム
（株）
が大手I T総合情報誌『日
経コンピュータ』
（2012 年8月16日号）の第17回顧客満足度調査※２「ERPパッケー
ジ」部門で第 1位を獲得しました。スーパーストリーム（株）
は、 会計・人事/給与
パッケージ『SuperStream』
を開発、
販売しており、
大企業から中堅中小企業まで、
累計で6,700 社以上の導入実績を有しています。
キヤノンMJグループでは今後もすべての事業分野でお客さまの声に耳を傾け、
期待にお応えできる製品・サービスの提供を続けていきます。
※１ 全国の従業員規模30名以上の企業約6,000社を対象に実施。ユーザーの声をもとにオフィスで使用する
カラーコピー機の顧客満足度を
「商品」
「コスト」
「販売店の対応」
「保守サービス」
の４分野で算出
※２ 全国の上場企業を含む約 1万1,000の会社や組織を対象に実施。IT ベンダーが提供するシステム構築・
運用などの各種サービスと、サーバーやERPパッケージといったハード/ソフト製品について満足度を調査

「キヤノン イーグルス」
が今季よりトップリーグで活躍中
キヤノンのラグビーチーム
「キヤノン イーグルス」
が、9月か
ら社会人ラグビーの最高峰であるトップリーグで活躍してい
ます。今シーズン、新たなステージで戦いを繰り広げてい
る選手たちに、皆さまの熱い声援をよろしくお願いします。

今後の試合日程
キックオフ

医療機器事業を統合し、
「キヤノンライフケアソリューションズ
（株）
」
に社名変更

カラーコピー機保守サービスとERPパッケージの
顧客満足度調査でNo.1

12月 9 日
（日）13:00

対戦相手
トヨタ自動車ヴェルブリッツ

会場
鳴門・大塚スポーツパーク
ポカリスエットスタジアム
（徳島県）

（土）14:00
12月15日

近鉄ライナーズ

近鉄花園ラグビー場
（大阪府）

（土）14:00
12月22日

NECグリーンロケッツ

秩父宮ラグビー場
（東京都）

パナソニックワイルドナイツ

西京極総合運動公園陸上競技場
兼球技場
（京都府）

1月6日
（日）12:00

●キヤノンイーグルス ホームページ http://www.canon-eagles.jp/

提供番組
がスタート
『Hello! フォト☆ラバーズ ミル・トル・アルク』
写真好きな著名人とプロのフォトグラファー
が、今、
＂一番思いのあるモノ＂をテーマに、 カ
メラを持って街へ繰り出すフォト・ドキュメンタ
リー
『Hello！フォト☆ラバーズ ミル・トル・アルク』
が10月からBS朝日でスタートしました。
毎回二人のゲストが、日常のスナップ写真から
壮大な風景写真まで、あらゆる写真を通して思いをつなぎ、次第に心を通わせ
ながら、前・後編、2週にわたりお届けしていきます。プロのフォトグラファー
ならではのテクニックも紹介しますので、ぜひご覧ください。
BS 朝日
毎週木曜日よる22時～ 22時54分／（再放送）毎週土曜日ひる12時 ～ 12時54分

〈出演者〉
×齋藤清貴さん
（写真家）
桐谷美玲さん
（女優）
〈放送日〉BS朝日
22時～22時54分 ※再放送：12月8日
（土）
12時～12時54分
12月6日
（木）
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新しいコミュニケーションパートナーとな

そろいのカラフルな着物をまとって︑ ピッ

撮影では︑ 桐谷さんと愛菜ちゃんがお

オンエアされています︒
は５色のカラーバリエ

振り付けをあっという間に覚えてしまう愛

菜ちゃんに︑桐 谷さんは感 心しきり︒ 撮

ーション に 加え ︑場 所をとらない
﹁ロース

シャルサイトでは︑ＣМのメーキングもご紹

り︑まるで本当の姉妹のようでした︒ スペ

影の合 間 に一 緒にポーズを取って遊んだ

タイル﹂︑ スムーズに用紙をセットできる

届ける年賀状は︑今年もぜひＰＩＸＵＳで！

お世話になった方や大切な人へ︑感 謝を

介していますので︑ぜひご覧ください︒

新しい

タリと息の合ったダンスを披露しました︒

った桐 谷 美 玲さんと芦田愛 菜ちゃんが共
演する︑インクジェットプリンター﹁

﹂
のテレビＣМ
﹁スマート年賀状﹂篇が︑

P
I
X

﹁ 前面２段カセット給紙 ﹂︑スマートな﹁Ｗ

P
I
X
U
S

ｉ Ｆ-ｉプリント﹂など︑ 操作性がグンと

電話 ︵6719︶9094

03

canon.jp/pixus

「PIXUS」ホームページ

U
S

アップしました︒

東京都港区港南 2 - 6
-
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