
激変する環境下で生き残るための 
Transformation  

～コニカミノルタの事例に学ぶ～ 
 
 

株式会社シンスター 
代表取締役社長 

井上浩二 

2016年4月～2017年1月まで連載 





 

 
Profile 
 
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）を経て94年KT
コンサルティングを設立。多数の戦略立案、業務改革プロジェクト
に携わり、上場企業の外部監査役、社外取締役なども務める。
00年からはMBAスクール、企業研修の講師としても活躍し、09年
にビジネスでの実践力を高めるための研修、「OJT代行」を掲げる
シンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログ
ラムや、アクションラーニングを多数提供している。 
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株式会社シンスター 
代表取締役社長 井上浩二 

～はじめに～ 

 コニカミノルタ株式会社は、2003年に旧コニカと旧ミノルタが経営統合して生まれた企業です。統合後のこれまで
の道のりは、順風満帆とはほど遠いものでした。デジタルカメラの普及により、2006年には祖業であるカメラ事業から
の撤退を余儀なくされました。ジャンルトップ戦略でV字回復を果たした後には、主力事業である情報機器事業が
リーマンショックの影響を大きく受け、スマートフォンの普及に伴いHDDのガラス基板ビジネスからも撤退しました。 
 
 このような苦難がありながらも、コニカミノルタはその事業のあり方を弛まず変革し続け、ハード売りのメーカーから
課題解決型デジタルカンパニーを標榜するソリューションカンパニーへと変身し、更なる成長を続けています。 
 
 本コラムは、2016年から2017年にかけて、ITmediaエグゼクティブにて連載させて頂きました。松﨑取締役会議
長が、2015年にビジネスパーソンとしての自らのご経験を語る「傍流革命」を上梓されたのですが、その際に松﨑
氏とお話ししてこの企画を立てました。 
 
 コラムの内容は、松﨑氏とは異なる外部からの視点で、2011年に発表した中計から松﨑氏が中心となって開始
したTransformationの戦略的取組みが中心となっています。近年中計などでTransformationを標榜し、企業変革
に取り組む企業が多数ありますが、そのような企業の皆様に少しでも参考にして頂ければ、またコニカミノルタの社
員の皆様にも、これまでの自社の取り組みがどういうものだったのか、その理解を深めるために少しでも役立てて頂
ければ、ということを意図して執筆しました。 
 
 お時間のある時にご覧頂き、少しでも皆様のお役にたてれば幸いです。 
 

2017年1月31日 
株式会社シンスター 
代表取締役CEO 

井上浩二 
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環境変化に対応し続ける企業体に変革する、Transformation。多くの企業が現在行っている取り組みだ
が、これを成し遂げるためのポイントはどこにあるのだろうか？第1回は、2011年、14年にコニカミノルタが
策定した2回の中期経営計画が果たした役割について考察する。 
 
 
 
 

中計で掲げたTransformの実践、そこに不可欠なのは企業の「強み」を「てこ」にした戦略である。
コニカミノルタの主力事業である情報機器事業の戦略の考察を通じて、その重要性を検討する。 

企業のTransformationを実現するのは、実際にはその企業の人材である。従来通りの思考、
働き方をしていてはTransformationは成し得ない。企業で働いている個々人にも、変革が求め
られているのだ。コニカミノルタは、この難題にどのように取り組んだのであろうか? 

ソリューション提供型へのTransformationと言っても、メーカーとしてはその軸には製品がある。
軸が尖り続けていなければ、ソリューションも差異化が難しい。Transformationを支えるコニカミ
ノルタならではの尖った製品開発の取り組みに光を当ててみる。 

One Konica Minoltaを掲げ、事業間シナジーを発揮して社会の課題解決に貢献する高付加価
値型ビジネスへのTransformationを行い、その成果を出しつつある。コニカミノルタはいかにして
グループのベクトルを統一し、実態の伴う変革を実践できるようになったのかを考察する。 

「当社も、私自身も発展途上にある」と語る松﨑取締役会議長。この様な自己認識こそが、進化
し続ける企業の経営者として不可欠なのであろうが、これを企業活動に反映させて継続すること
は容易ではない。コニカミノルタがGoing Concernとして進化し続けるためにどのような取り組みを
行っているのかを考察する。 
 

 本冊子は ITメディアエグゼクティブhttp://mag.executive.itmedia.co.jp/に、2016年4月から2017年1月にかけて掲載された、連載【激変
する環境下で生き残るためのTransformation～コニカミノルタの事例に学ぶ～】を編集したものになります。掲載されたコラムの情報は、ITメディアエ
グゼクティブに掲載された当時の情報で、現在とは異なる場合ございます。コラムの内容に関しては、本冊子末尾に掲載の弊社窓口までお問い合わせ
ください。                                 

http://mag.executive.itmedia.co.jp/
http://mag.executive.itmedia.co.jp/


第1回 
「あるべき姿」にTransformするための 

道標としての中期経営計画 

環境変化に対応し続ける企業体に変革する、Transformation。多くの企業が現在行っている取組みだが、これを
成し遂げるためのポイントはどこにあるのだろうか。日本企業の中でもいち早くTransformationに着手してきたコニカミ
ノルタを事例に、6回に渡ってこれを考えてみたい。第1回は、2011年、14年に同社が策定した2回の中期経営計
画が果たした役割について考察する。 

なぜTransformationが必要か？ 

 コニカミノルタ取締役会議長の松﨑氏は、2010年に発売されたiPadが同社にもたらす影響を考えた時のことを
振り返り、「初の民生用デジカメが発売されてから写真フィルムの需要がピークを迎えるまで5年、その後デジカメ
の影響でこれが半減するまで5年かかった。iPhoneが発売されてからデジカメ市場がピークを迎えるまで4年、今
後スマホの影響でこの市場も短期間で半減するだろう（実際には4年）。そして、今回の（iPadがもたらす）構造変
化は、このような例より早く起きるかもしれないという危機感を持った」と語っている。 
 
 同社の主力事業であるMFP（デジタル複合機）を主体とする情報機器事業の業界 
構造を一変してしまうかもしれない変化、具体的には長期的にPrint Volumeが激減 
するかもしれないという変化を受け、当時コニカミノルタ社長であった松﨑氏は、 
Transformしなければ生き残れないという危機感を持ったのである。 
 
 現在も継続するTransformationにいち早く着手したのは、このような環境変化に 
対する経営陣の危機意識が背景にあった。 
 
 業界構造を大きく変えるような環境変化が、近年さまざまな業界で起こっている。 
TPPなどの新たな枠組みの設定によるグローバル競争の更なる激化、Googleを 
はじめとしたIT企業の自動車業界への進出や小売業の金融ビジネスの拡大などに見られる異業種からの参入の
脅威の増大、IoTを活用した製造業のサービス業化とデータベースプラットフォーマーを狙った覇権争いや規制
緩和による電力の自由化が生み出す総合インフラプレーヤーを目指す主導権争いの始まりなど例を挙げれば枚
挙に暇がない。 
 
 このような業界構造の変化は、これまでの競争ルールを変え、大企業といえども安穏としていては生き残れな
い状況を作り出している。そこに危機感を持つ経営者が増えた結果、従来のビジネスモデルから脱却し、変化す
る経営環境に対応すると同時に継続的な成長を実現できる新たな姿に企業を変革しようとして、中長期経営計
画などにTransformationというキーワードを盛り込む企業が増えているのではないかと推察される。 
 
 しかし、これまで営々と作り上げてきたビジネスをTransformするというのは容易なことではなく、一朝一夕では
実現できない。そもそも、どのような姿にTransformするのかを明確にし、その姿を実現するための戦略を策定し
なければならない。そして、その実行においては、社員の意識変革も求められると同時に、新たなビジネスモデル
で競争に勝ち、成長し続けるための武器も新たに作らなければならない。 
 
 
 
 
 コニカミノルタの2015年3月期の業績は、売上高が前年比プラス7%の1兆28億円、営業利益が前年比プラス
14%の658億円（IFRS）であり、2016年3月期も増収増益を見込んでいる。近年の底である2012年3月期の売
上高7679億円、営業利益403億円と比較すると、見事なV字回復を達成していると言える。 
  

1 

コニカミノルタのTransformationの始まり 



 しかし、ここで重要なことは、コニカミノルタは2011年に策定した中計からTransformationに取り組み、ビジネス
の質を変えながらこの結果を生み出していることだ。本コラムでは、現在多くの企業が取り組んでいる
Transformationを実践するために必要な考え方や取り組みを、コニカミノルタのこれまでの取り組みを参考にして、
6回に渡って考えていく。 
 
 今回は、Transformationを実践するにあたって策定した中期経営計画を考察し、取り組みの方向性を決める
上で参考になるポイントを考えてみたい。 
 
 コニカミノルタのこれまでのTransformationは、2011～13年および2014～16年の2つの中期経営計画に基づ
いて実行されてきている。この中計に関して考察するために、まず同社が2010年当時どのような状況に置かれ
ていたかに関して簡単に触れておく。 
 
 現在の売上高の約8割はMFPを主力とする情報機器事業が占めているのだが、当時も7割を占めており、主力
事業自体は変わっていない。2000年代中盤は、ジャンルトップ戦略を推進し、開発したカラーの重合トナーを武
器に、日米欧マーケットを中心にMFPのカラー機を投入して成長を遂げた。 
 
 しかし、リーマンショック後のビジネス環境は非常に厳しく、2010年になっても 
なかなかMFPのビジネスは戻ってこなかった。それは、カラーMFPがある程度 
マーケットに行き渡った段階でリーマンショックが起こったため、同社の顧客で 
ある企業群がビジネスのコアではない印刷に対して非常に厳しくコスト削減を 
進めたためである。 
 
 そのような環境下で、2010年にAppleがiPadを発売した。MFP業界では、それ 
まではPCまたはスマートフォンが代替品であり、これらはモビリティあるいは大き 
さの観点から業界に及ぼす力は限定されていた。 
 
 しかし、タブレットは十分な大きさがあり、重量もPCに比べてずっと軽くなった。さまざまなコンテンツが既にデジタ
ル化されてきていた状況で業界を俯瞰してこの変化がもたらす意味を考えてみると、長期的には企業活動にお
けるPrint Volumeが激減するかもしれないという危機感を同社経営陣は持ったのである。 
 
 このような危機感を共有し、自らが変わらなければならないということを宣言したのが2011～13年の中期経営
計画「GPlan2013」であった。この中計には、Transformationという言葉自体は明示されていないが、社内では
「中計終了時にMFPの事業転換がReady状態になっている」ことを目標とすると、当時社長であった松﨑氏は明
言している。 
 
 具体的には、カラー機の新機種投入によりジャンルトップのポジションは維持しつつも、OPS（Optimized Print 
Services：コニカミノルタのManaged Print Serviceの名称）対応力を強化して業種業態別のサービス展開を行う
と同時に、GMA（Global Major Account）の売上を拡大するということを中計の軸に据えている。 
 
                   つまり、これまでのハードと消耗品・保守ビジネスが屋台骨として機能しているうち 
                  に、ITを含めたソリューションを展開できる企業力を高め、次期中計ではこれを元に  
                  成長できる企業へとTransformするという内容である。 
 
                   松﨑氏は、社長になった際に最も重要な課題を「持続的成長」と定め、「足腰の 
                  強い会社、強い成長を続けられる会社」とすることを意思決定の原点のひとつとし 
                  たそうだが、その具体的な「あるべき姿」を中計で明確に示し、全社で共有して取り 
                  組んだのである。 
 
 次の2014～16年中計では、前中計の結果も踏まえてタイトルも「Transform2016」とし、更に事業変革を前に
進めることを明示した。この中計では、全社の基本方針として「顧客密着型企業への変革」を掲げ、お客様を全
ての業務プロセスの起点・判断の軸とし、顧客価値を追求する企業への変革を「あるべき姿」として定義している。 
 
 主力の情報機器事業においては、より具体的に「MFP事業転換Phase2（Print Volumeに頼らない事業への転
換）がReady状態になっている」ことを目標に掲げたと松﨑氏は語っている。 
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 つまり、それまではOPSでお客様の業務プロセスでの出力最適化、コスト削減に寄与するソリューションを作って
きたわけだが、更にそれを上流工程、つまりマーケティングなどのフロント業務でのMCS（Managed Content 
Services）にまで広げることにより、コアであるMFPを軸としつつも顧客価値を高めるサービスを提供できる企業体
にTransformすることを目標としたのである。 
 
 この2つの中計は、Transformationを志向している企業にとって実に重要な 
示唆に富んでいると筆者は考える。まず、経営陣が自社を取り巻く経営環境 
の変化を長期的な視点で捉え、なぜTransformしなければいけないかを明確 
にし、それを社員に明示している点である。これまでに営んできた事業の構造 
変革には、当然のことながら痛みも伴い、多くの労を要する。 
 
 社員が、その必要性を納得していなければその実行は難しい。これを、道標 
である中計で明示し、社員が納得いくまで説明することが不可欠である。これを経営陣は実践したのである。 
 
 次に、経営陣が企業の変革には相応の期間を要することを十分に理解しており、変革のフェーズを中計で定義
し、フェーズごとにTransformした姿を明示していることも重要なポイントである。容易ではないTransformationに
対して社員が具体的なイメージを持つことができるように、各中計でその具体的内容を経営陣が説明しているの
である。 
 
 企業の今後の進み方を示す道標である中計でこのようなことを実践するのは、企業がTransformするためには
不可欠であり、コニカミノルタの取り組みは多くの企業にとって非常に参考になるのではないだろうか。 
 
 次回は主力事業である情報機器事業の具体的な事業戦略を元に同様の考察をしてみたいと思う。 
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2016 年４月 ＩＴメディアエグゼクティブに掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1604/19/news008.html 
 

http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1604/19/news008.html


第2回 
「強みを生かした」戦略で 
事業の構造を変える  

中計で掲げたTransformの実践、そこに不可欠なのは企業の「強み」を「てこ」にした戦略だ。今回は、コニカミノ
ルタの主力事業である情報機器事業の戦略の考察を通じて、その重要性を検討してみたい。 

Transformation最初の布石 

 「競合との競争も大事だが、業界を破壊するかもしれない変化への対応を優先すべきとの考えで、2011年以
降の戦略を策定して手を打ってきた」コニカミノルタ取締役会議長の松﨑氏は、同社の主力である情報機器事
業のTransformationの軌跡を振り返り、このように語っている。 
 
 前回のコラムで見たように、2010年当時の情報機器業界は非常に厳しい環境下に置かれており、業界での競
争は厳しさを増していた。そのような環境下で、「変化への対応を優先」させながらも、競争に振い落されずにビ
ジネスを推進するという戦略は、具体的にどのようなものであったのだろうか。 
 
 今回は、同社の2011年以降の情報機器事業戦略の考察を通じて、競争に打ち勝ちながらもTransformation
を進めるためのポイントを考えてみたい。 
 
 現在も続く同社の情報機器事業のTransformationの最初の布石は、2010年末に打たれている。それは、米
国All Covered Inc.の買収である。All Covered Inc.は、西海岸をベースに中堅・中小企業の顧客に対してITソ
リューションを提供しており、社員数は300名程度の中堅企業であったが、それまでM&Aを行って成長して来て
いたため、全米21都市のカバレッジを有していた。また、これまでの実績から特定業種のヴァーティカルなソ
リューションの強みも持っていた。コニカミノルタは、この企業の買収を手始めに、より深くお客様の懐に入り込み、
BPRに近い形で業種ごとにコンテンツ・マネジメントを提供できる力を培ってきたのである。 
 
 「同じ業界のプレーヤーを見ているだけではいけない」「他社がやっていないことを 
やらなければいけない」松﨑氏は2010年に「GPlan2013」を策定するに際して、この 
ように考えて戦略を策定したと語っている。当時、競合各社もサービス事業への転換 
の必要性を認識しており、MPS（Managed Print Services）を強化していた。 
 
 そのために、2009年にゼロックスはITサービス大手の米Affiliated Computer Services 
を総額64億ドルで買収し、キヤノンとリコーはそれぞれHP、IBMと提携し、ITとの複合サー 
ビスを展開し始めていた。これら大手競合企業は、大企業をターゲットにMFPやプリンター 
などのFacilitation Managementを行い、プリンティングコストを削減するアウトソーシングサービスを提供していた。 
 
 このようなサービスは、ITのアウトソーシングと同様、サービス・イン当初は付加価値サービスとして認められるが、
経年と伴にコスト削減を要求される厳しいビジネスである。これに対して、コニカミノルタがターゲットとしたのは、自
社の主要顧客であるSMBマーケットであった。自社の大きな強みである顧客基盤を生かしたビジネス展開を、戦
略の軸に据えたのである。 
 
 中小企業は、ITに明るい人材が不足しているという課題を共通に持っていた。そこで、このマーケットに対し、PC
やネットワークも含め、IT全体を管理するMIT（Managed IT）サービスを提供することで、ITソリューションとMFPを
組み合わせて提供していくというハイブリッド戦略を展開しようと考えたのである。 
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 M&Aに関しては、その効果を最大化するために、実行に際しては以下の点を徹底的に考えて候補を選定し
ていると松﨑氏は語っている。 
 
    M&A先がコントローラブルか（不測の事態には自分たちで経営できる） 
    当社のお客様は誰か（M&A先の持つ顧客基盤・強みとの整合性がある） 
    M&A先の経営者の資質 
 
 つまり、自社にはないITスキルとITソリューションプロバイダーとして、市場からの認知を獲得するために、この
選定基準に合致していたAll Covered Inc.を買収したのだ。All Covered Inc.を得た同社は、西海岸からハイブ
リッド戦略に着手するわけだが、この後の展開が非常に興味深い。同社はAll Covered Inc.の目利き力も活用し
て、2011年に米国IT企業6社を立て続けに買収している。 
 
 これらの買収では、同社のもう一つの強みである既存の直販拠点を生かす形で、全て拠点を展開している地
域で行っている。つまり、コントローラブルなやり方でありながら、スピーディーにハイブリッド戦略を展開できる手
法で、新たなビジネス基盤を構築しているのだ。 
 
 更に目を見張るのは、欧州での展開の速さである。米国でM&Aによる試行を行った同社は、同じ手法を欧州
にも水平展開し、それぞれの国・地域の事情に合ったサービス展開を行える比較的規模の大きくないIT企業を
買収している。買収金額は多くても30～40億円程度と見られるが、2011年には、スウェーデンでKoneo ABを、
2012年にはドイツで地域の小規模IT企業を買収して規模を拡大し、SMB市場にビジネス基盤を保有する
Raber+Marcker GmbHを、フランスでパリ以北にサービスを展開していたSerians S.A.S.を買収し、同様のビジネ
ス基盤を急速に作り上げたのである。 
 
 このような取り組みの結果、米国ではMFPとITソリューションのセット販売が2012年度には50％を超え、2013
年度には65％にまで達している。そして、欧州ではA3MFPの出荷台数ベースのシェアが19.3％になり（2011年
は17.5％）、シェアNo.1を獲得している。2013年に、正に「MFPの事業転換がReady状態になっている」という目
標を達成したのだ。 
 
 
 
 
 2014年度からの中計、「Transform 2016」では、山名社長の元で、同社の情報機器事業は更に加速して
Transformしている。現在、同社のホームページでも紹介されているように、買収したIT企業のノウハウも生かし
て教育、流通、医療、法律、金融と言ったヴァーティカル・ソリューションを強化すると同時に、企業のマーケ
ティング部門といった上流に食い込んでMPM（Marketing Production Management）サービスを構築してきてい
る。 
 
 近年、マーケティング部門は、デジタルコンテンツを元に、紙媒体の印刷を行ったり、ネットやデジタルサイ
ネージに展開したりと、ターゲットに応じて異なるチャネルを選択して市場とコミュニケーションをとらなければな
らなくなってきている。山名社長は、このような異なるニーズに「One Stop」で応えるサービスを提供できる力を
養っていると語っている。 
 
 そのために、印刷物のコストダウンや業務プロセス改革、マーケティング企画支援 
のサービスに強みを持つCharterhouse PM Limitedを英国で買収し、豪州では 
Ergo Asia Pty Limitedを買収した。このような企業の買収を通じて、サービスの 
ノウハウを習得すると同時に、マーケティング部門に対するリレーションも手に入れ 
ているのだ。 
 
 更に、Big Data分析に基づくクロスメディアコミュニケーション戦略の企画と実施 
に強みを持つIndicia Group Limitedも、Charterhouse PM Limitedを通じて英国で 
買収した。また、上流ばかりでなく、日本および韓国ではキンコーズも買収している。 

「強み」はどこにあるのか？ 
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 つまり、デジタルコンテンツを軸に、マーケティング部門では商業印刷業界のプレーヤー（コニカミノルタにとっては、
プロダクションプリントの重要な顧客であり、パートナー）も巻き込んで、市場に最適なコミュニケーションチャネルで
アプローチできるソリューションを用意すると同時に、企業顧客内の販促・営業用資料といったデジタルコンテンツ
も、最適なツール（HP、モバイル、紙）で提供できるようにするソリューションをMPMサービスとして展開しようとして
いるのだ。「Transform 2016」で目標とした、「MFP事業転換Phase2（Print Volumeに頼らない事業への転換）が
Ready状態になっている」をこのような形で具現化してきたと言えるだろう。 
 
 このような戦略を成功裏に収めることができたのには、実は過去からの伏線がある。 
旧コニカには、商業印刷で使用されるフィルムを提供していた頃から、商業印刷業 
界のお客様の懐に飛び込んでビジネスを行う、お客様のビジネスを深く理解している 
印刷業界のプロが存在した。 
 
 このメンバーがプロダクションプリンターを生かしたソリューションを日本の商業印刷 
業界に提案し、更に欧米へと展開していった。この「強み」があったからこそ、企業の 
マーケティング領域でのビジネスに強みを持つ企業を買収することで、先述したMPM 
サービスの展開が実現できたのだ。このメンバーは、現在も商業印刷マーケットでの 
リーダーを務めており、欧米でこのマーケットを攻める際にはキャラバン隊のように序のメンバーが市場に出向き、 
どのようにこの市場を攻略するかを指導した。 
 
 コニカミノルタは、主力事業である情報機器事業でこのような戦略を策定・実行し、Transformしてきたわけだが、
そこで最も重要なポイントは同社の戦略は「強み」を最大限に生かすことに重きを置いてきたことだと筆者は考える。 
 
 多くの企業の戦略策定・実行において、多くの時間を自社の課題や弱みの議論に費やしても、それを克服する
術がなかなか見つからない、やってみても上手く行かずに取り組みが頓挫するといった場面が多々見られる。課題
や弱みを克服する最善の手法は、「強み」をてこにすることであり、まず「強み」が何かを明確にすることから始めな
ければならないのは鉄則だ。しかし、ある意味真面目に取り組もうとすればするほど、多くの日本企業は同じような
ジレンマに陥ってしまう。 
 
                                      これに対して、コニカミノルタは、自社の顧客基盤であるSMBマーケット、ビジネス 
                                      パートナーでもある商業印刷業界のプレーヤー、そして言うまでもなく自社の直販 
                                      拠点といった「強み」を押さえ、これを軸にして戦略を策定し、実行している。また、         
                    この他にも「競合他社と同じことをやらない」「コントローラブルにビジネスを進める」 
                                      といったことを軸にしたからこそ、厳しい競争環境の中にいながらTransformすると 
                                      いう、非常に高いハードルを越える戦略を策定し、実行できたのだろう。 
 
 同社が策定した情報機器事業の戦略とその実践からは、Transformationを標榜する多くの企業が参考にできる
ポイントが多々あると思われる。 
 
 今回は、戦略の考察という事で、コニカミノルタの取り組みを少し大局観をもって取り上げたが、実践の場では必
ずしも多くの事がスムーズにいったわけではなく、多くの痛みも伴った。次回は、特に「社員の意識変革」の観点か
ら、そのようなことも取り上げて考察してみたい。   
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第3回 
「意識を変えざるを得ない状態」を作ることで 
意識変革を促しTransformationを実践する 

企業のTransformationを実現するのは、実際にはその企業の人材である。従来通りの思考、働き方をしていては
Transformationは成し得ない。企業で働いている個々人にも、変革が求められているのだ。コニカミノルタは、この
難題にどのように取り組んだのであろうか？その実践の考察を通じて、社員の意識変革の手法に関して考えてみ
たい。 

「変わらなければいけない」という意識 

 企業を変革するのは、その企業で働く人である。どんなに合理性のある中計や戦略を策定しても、それを実行
する人が付いてこなければ結果は伴わない。従来の考え方の延長で仕事をしていては、ちょっとした改善は行え
ても、Transformationという大きな変革を成し遂げることはできない。つまり、そこで働く人材には意識変革が求め
られるのだ。 
 
 社員の意識変革というと、経営陣からの直接コミュニケーションや研修などを通じて、なぜ、どのように意識を変
革して欲しいのかを経営が示すやり方がよく見受けられる。このような取り組みも重要であり、同社も相応に行って
きたが、それよりも経営陣が社員に対して「意識を変えなければならない状態」を作り上げることで、社員の意識
改革を行ってきたように筆者には見える。 
 
 つまり、人を「変える」ではなく、人が「変わらなければいけないという意識を強く持てる」ようにして、これを実践し
てきたように思われる。前2回のコラムでは、コニカミノルタの中核である情報機器事業を中心に考察を行ってき
たが、今回は他の事業も含めて同社がどのような取り組みを通じて、このようなことを実践してきたかを考察して
みたい。 
 
 コニカミノルタは、2021年3月期連結売上高1兆5000億円（16年3月期 
見込比38.8％増）を目標に掲げている。この成長を牽引する事業の一つが 
ヘルスケア事業であり、売上高を1700億円と倍増させる計画だ。今後は、 
AI（人工知能）の診断への活用、介護ケアサポート領域への展開などにより、 
介護経営や在宅医療の支援サービスを提供していく方針だが、これは今まで 
に成し遂げてきたTransformationの一環、社員の意識改革の成果の上に成り 
立っていると筆者は評価している。 
 
 この意識改革は、2011年に発売したカセッテ型のデジタルX線撮影装置（DR）にまで遡る。X線診断装置がア
ナログからデジタルのCR（コンピュータX線撮影）に変わった時には、違いが明確だったため、従来の医療事業者
とのリレーションシップ・マネジメントの考え方で、販売を強化すればビジネスを伸ばすことができた。 
 
 しかし、DRとCRはいずれもデジタル機器であるため、他社に対する優位性ばかりでなく、CRでのX線撮影との違
い、DRを使用した時のX線技師や医者にとってのベネフィットが何かを相手に分かり易く伝えることが求められた。
また、全国の病院から営業ターゲットを選定し、優先順位も策定した上で、デモなどを行って感触を探りながら営
業をして行く、というような、従来の販売工程管理も同時に変革する必要があった。 
 
 これらの課題に対応するためにまず行ったことは、開発メンバーの営業同行である。お客様は、DRのメリットを理
解するために、当然のことながら専門的な質問をしてくるわけだが、自身の知識不足に不安がある営業は、恐怖
心から新たな顧客へのアプローチを躊躇している様に経営陣の目には映ったからだ。 
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 技術者が営業をサポートすることで、営業には従来のリレーションシップ・マネジメントを超えた提案営業の重要
性と実行可能性を体験させると同時に、開発者には現場のお客様の直接の声を通じて市場のニーズに即した開
発の重要性を体感させたのだ。さらに、営業支援ツールとして、DRのベネフィットを分かりやすく説明したビデオも
作製することで、営業がより積極的に活動できるようにサポートをした。（参照：事例の動画紹介： 
http://www.konicaminolta.jp/healthcare/video/index.html?player=movie_7） 
 
 DRはX線の被ばく量が少なく、コニカミノルタのDRは軽量で持ち運びができるため、さまざまな用途で活用可能
である。例えば、小型のX線照射装置と合わせて使うことで、手術室での術後の体内残存物チェックや、救急車
の中や災害現場での応急検査などでも活用でき、災害現場用としてはアタッシェケースに入れられたキットも作
られ、東日本大震災でも貢献したという。 
 
 このような、軽量である事、耐久性が高い事、無線利用の有用性など、さまざまな用途での具体的活用事例と
メリットを医師や技師が語ったビデオを作製し、販売ツールとして活用していったのだ。この取り組みを通じて、お
客様に新たな製品のベネフィットを理解してもらうためには、具体的なイメージを持ってもらうことがいかに重要か
を営業に体験してもらい、その意識改革を促進したのである。 
 
 このような取り組みは、その後のビジネスでさらに加速している。 
例えば、昨年発表したケアサポートソリューション（介護施設に 
おいて入居者の行動を非接触センサーで検知し、介護スタッフ 
にスマートフォンで知らせるシステム）の開発では、研究者が開 
発段階から現場に飛び込むアプローチが試行されている。 
 
 介護施設では、リスクが高い入居者をできるだけ介護したいと 
思っているが、リソース不足で十分な対応ができていない。また、 
老人も何かある度に毎回ナースコールをするわけでもない。その 
結果、必要な時に必要な場所へ介護スタッフが行くことができず、 
助けられる人を助けられないというような問題が起こっている。 

 このソリューションでは、入居者の普段の行動を映像から学習し、カメラで行動をモニタリングして、何かあったと
判断した際には介護スタッフに知らせることができるようにした。 
 
 介護施設で入居者が亡くなる主な原因には、病気・転倒・誤飲の3つがあるが、中でも転倒事故では、ナース
コールをせずに自分でベッドから降りようとして転んでしまい、転んだことに介護スタッフが気づくことができずに亡く
なられる方がいた。つまり、介護すべき人を介護すべき時にケアできていなかったのである。 
 
 このソリューションは、このように介護スタッフが気付かずに、介護できなかった人を減らすことを目的として開発
されたのだ。また、これ以外にも、介護スタッフの負担を減らすために、多くのベネフィットを提供することを狙って
いる。 

                                            例えば、介護スタッフの移動距離だが、試行では夜間の移動歩数が908歩     
                                           から647歩へと29％減少できた。これは、スマホをプラットフォームにしたこと 
                                           でナースセンターに戻らなくても介護士が異常を検知し、現地から現地へ行け 
                                           るようにしたためである。 
 
                       さらに、デジタル化された情報を活用することで、介護録転記のムダの削減、 
                      事故発生時の前後画像の記録による訴訟対策への活用など、さまざまな効 
                      果を生み出すことを狙っている。さらに、今後はAIも活用してソリューションの 
                      付加価値向上を目指すとのことだ。 
 
 このソリューションの検討に際しては、研究員30人が3カ月かけて70社の介護施設を実際にまわり、自ら介護を
実践することでニーズの把握を行った。その結果、「何が必要で、何が不要かを開発者が全て分かった上で開発
することができたため、介護施設と介護士のニーズに合ったソリューションにすることができた」と技術担当常務執
行役の腰塚氏は語っている。 

http://www.konicaminolta.jp/healthcare/video/index.html?player=movie_7
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 一方、主力事業の情報機器事業では、グローバルレベルで意識変革が行われた。2010年末にAll Covered 
Inc.を買収した際には、ビジネスの作り方・進め方に関しても両社共同で検討を行った。コニカミノルタのMFPを軸
としたドキュメントソリューションとAll Covered Inc.のManaged ITサービスではカルチャーが違うため、これらをクロ
スで売ることで他社との「違い」を持ち込むというコンセプトでビジネスを開始したのだ。 
 
 ただし、この取り組みの本当の狙いは、「当社の営業がManaged ITサービスを売ることでITについて理解を深め、
今後の営業時に付加価値を付けられるようにすることだった」と山名社長は当時を振り返っている。 
 
 その実行に際しては、「All Covered Inc.は、規模の割に充実したネットワークを持っており、一緒になったら彼ら
は当社とスケール感を持ってやってくれる、と想定していたが、これは思ったようには進まなかった」と現場で指揮
を執っていた原口常務執行役は語っている。 
 
 カルチャーやノルマ、ビジネスサイクルが異なる両社が融合することは 
容易ではなく、ローカルの独立 IT企業であったAll Covered Inc.には自律 
した企業であり続けたいという思いもあったようである。このような状況に 
直面し、経営陣は「われわれが変わらないといけない」という意識を強く 
持ち、ITが分かる人材の採用を行った上で直販メンバーの入れ替えも 
行い、外からの血も入れることで自社社員の意識を変えながら徐々に 
融合を図っていったのだ。 
 
 「買収後の3年間は、当社が主体となり、直販のプロセス・商材・事業を変え、両社のベクトルを合わせる試行
錯誤の期間だった」と原口氏は振り返っており、現場での泥臭い取り組みで、社員の意識変革を行ったと言える
のではないだろうか。 
 
 このような経験を糧に、外の血を取り込み続けながら内部人材の意識変革を行い、グローバルレベルで新たな
ソリューションを作り続けられるようにするために作った仕組みが、2014年に世界5極で開設したBIC（Business 
Innovation Center）である。この組織は、地域・市場のニーズに即した新規ビジネスを開発・提供することを目的
としており、これまでの取り組みの一つの集大成と言える。 
 
 松﨑取締役会議長は、BIC設立に向け「生き残っていくためには進化を続けなければならない。しかし、例えば
MFPは、モノクロからカラー化して以降に飛躍的変化がない。このようなことに問題意識を感じ、飛躍的に変化す
るためには中だけの議論では十分ではなく、部外者に当社の商品やビジネスを理解してもらった上で生まれる新
しい発想が必要と考えた」と語っている。  
 
                                                   そこで、当センターの全体統括、各極のトップは外部からヘッドハン 
                                                   ティングした人材を登用し、全体統括はICT業界で製品・事業開発を 
                                                   推進した経験のある人材、各極トップも同様に、起業や事業開発を 
                                                   経験してきた現地人材という布陣となっている。 
 
                                                     BICの規模は各々10人ぐらいで、最大でも20人程度の必要最低限 
                                                   の小さい組織で運営していく方針とのことだ。そこで不足するものは、 
                                                   オープンイノベーションで外部と提携しながら開発するスタイルを取る
ことで、環境変化のスピードに対応していこうとしている。また、BIC各極と日本の事業部門が協力するような、内
部での連携も含めて取り組んでいる。 
 
 

  
  

グローバルレベルでの意識改革 

 つまり、ヘルスケア事業のこの一連の取り組みでは、技術者が現場に行き、営業は技術者と共に市場と会話す
ることで、ビジネスの基本である市場ニーズを販売と技術が一体となって把握し、技術者は市場ニーズに即した
サービス・ソリューションの開発を、営業はその特性を生かした提案営業を実践できるように、人材の意識変革を
行ってきているのである。 
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 例えば、ハードは日本が開発し、ビジネスとしてのトータルな部分のリーダーは欧州、アプリは米国が開発するな
ど、グローバルでスピード感を持ってビジネスを進めて行くような形である。要は、全体を一番分かっている人がトッ
プに立ち、チームの構成はグローバルから適材適所で柔軟にチームを作るという、グローバル企業に相応しい組
織運営を志向しているのだ。 
 
 また、チームメンバーについても、ストック人材とフロー人材（正規社員ではなく必要に応じて出入りする人材）と
いうシリコンバレーの企業と同じ様な考え方を適用しようとしており、その時々の状況に応じて優秀な「外」の視点
を持っている人材を、柔軟に活用して行く方針とのことである。 
 
 さらに、事業間の壁を取り払って会社全体でグループシナジーを 
生み出す意識を持たせるために、2013年には持株会社・分社化制 
を廃止し、一つの事業会社となった。この実施に当たり、松﨑氏は全 
世界の社員に対して「事業毎のサイロは取った。あとは皆さんの心の 
サイロを取って下さい」というメッセージを発信したとの事である。この 
変革は、その後具体的な形となって成果を生み出し始めている。 
 
 例えば、ヘルスケア事業では米国の情報機器事業とヘルスケア事業が一体となって病院向けソリューションを
開発・提供し、これまでの消耗品ビジネスが減少する中、DR・超音波などの製品とこれらの情報を統合管理して
診断に生かすサービスビジネスの構築が進んでいる。松﨑氏は、このような変化を見て「（それまでは）会社の方
針、形がこのような変化を拒ませていた」のだと語っている。 
 
 これ以外にも、コニカミノルタではTransformationを実現するために、生産や販売の人材をグローバルレベルで
ローテーションしたり、計測事業では買収した企業と開発者の交流を図ったり、TACフィルム事業では生・販・開一
体の市場情報共有を週次で行ったりするなど、さまざまな施策を行って社員の意識改革を行っている。 
 
 これらの取り組みには、松﨑氏の言葉に代表される首尾一貫した思想があるように思われる。それは、「新たな
商品・ビジネスを考える上で重要な事は、"先を見ること"と"ユーザーの用途を考えること"である」という言葉だ。 
 
 変化する環境の中でグローバルにこのようなことを実践するために、経営陣が各現場で行っていることの基本方
針は、「中の議論に閉じない」という事のように筆者には思われる。ビジネスの基本ではあるが、愚直に市場のニー
ズを組織全体でつかみに行き、開発から営業、サービスまでが一体となって市場の要請に応えるソリューションを
提供する意識を持つ。また、自前では持てない発想は「外の血を入れて」内部を活性化し、新たな発想を生む。 
 
 サービス業への変革を標榜する日本のメーカーは多いが、新たな取り組みにおいて技術論に固執したり、自前
主義にこだわり続けたりする企業も多い中、「市場」と「外の血」を活用して社員に「変わらなければならないという
意識を強く持てる」ようにするコニカミノルタの基本的な考え方、手法は大いに参考になるのではないだろうか。 

 
2016年7月 ＩＴメディアエグゼクティブに掲載 
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1607/13/news023.html 
 

http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1605/25/news034.html


第4回 
顧客志向とオープンイノベーションの徹底した実践で

Transformationの軸となる尖った製品を創る 

ソリューション提供型へのTransformationと言っても、メーカーとしてはその軸には製品がある。軸が尖り続けていなけ
れば、ソリューションも差異化が難しい。今回は、Transformationを支えるコニカミノルタならではの尖った製品開発の
取り組みに光を当ててみる。 

「尖った製品」を創りだすたすために 

  「スマートフォンを、どれぐらいの割合で“電話”として使いますか？」 ある時、筆者は松﨑取締役会議長からこん
な質問を投げかけられた。筆者も、ほとんどはメールやスケジュールの確認などで使っており、そもそもの機能であ
る電話としては1割ぐらいの頻度でしか使っていない。「今後は、MFPなども同じような発想で開発していこうと考えて
います」と松﨑氏は楽しそうに話を続けた。 
 
 MFPをはじめ、単なる製品販売からソリューション提供型の企業へとTransformationを図っているコニカミノルタだ
が、ソリューションのコアには、やはり「尖った製品」がある。 
 
 そういう製品を弛まず生み続けていってこそ、メーカーならではのTransformを実現できるのだ。「尖った製品」を
開発してバリューアップし続け、更にこれを軸にソリューションも生み出して改善し続けることができる企業になるため
に、コニカミノルタはどのような取り組みを行ってきたのであろうか。 
 
 今回は、特に製品開発・改善に着目してこの要因を考察してみたい。コニカ 
ミノルタは、MFPを軸とした情報機器、ヘルスケア、計測機器、光学システム、 
機能材料など様々な分野で事業を展開している。各々の事業では、コアと 
なる製品群を保有しているのだが、それらの製品は「ジャンルトップ戦略」と 
いう基本方針に基づいて開発されてきた。 
 
 ジャンルトップ戦略とは、成長の見込める特定の分野・製品に経営資源を集中し、その力で尖る製品を世に出し
て競合を凌駕することで、価格競争に陥らずに収益を出すビジネスを作るという戦略である。この実践のために、3
年から5年先を見て、マーケット（市場と技術）・競合・自社の観点から事業と製品を分析し、「（技術的に）できる」だ
けではなく「ビジネスで勝てる、継続的に利益を出せる」もの、つまり「どこで尖れるか」を考えて事業と製品を選択し
ている。 
 
 そして、製品の継続的な改善・改良、あるいは方向転換の意思決定を行うために、上記の観点で現場責任者が
経営者に週次で重要なマーケットの変化などのポイントをレポートで提出し、月次でFace to Faceのミーティングを
行い、必要な情報をチェックしている。 

 
                                        松﨑氏も、重要なポイントに関しては自ら状況説明を促す質問などを行い、現場               
                                       責任者の抜け・漏れを防いで来た。つまり、尖れる事業・製品の選択を行った上で、 
                                       経営者の管理の下で週次でPDCAサイクルを回すスピード経営を行うことで、ジャ 
                                       ンルトップを維持し続けているのである。 
 
                                        しかしながら、現在のビジネスの基盤を支えている製品の中には、多くの日本  
                    メーカーと同様、元々はプロダクトアウトの発想から生まれてきたものも多い。例え
ば、現在のプリンティングソリューションの一翼を担うプロダクションプリンターは、2000年代前半の常識を技術的に
覆そうという発想から生まれてきた製品だ。当時のカラープリンターは印刷速度が遅く、20枚/分が最速だった。 
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 このような状況に対し、開発チームでは"50枚/分"を目指すという目標を立てたのだが、これは "どう使うか？"
という市場ニーズに根差した考えではなく、完全にプロダクトアウト的な発想だったとのことである。技術的バック
ボーンもなかったが、後発であったため"尖った製品"を作ろうというコンセプトで開発を行い、結果として、その後
の当領域におけるビジネスの拡大に結びつけたのである。 
 
 機能材料事業の主力製品であるVA-TAC （VA型液晶用視野角拡大フィルム）も、同様にプロダクトアウト的な
発想から生まれた製品である。VA-TACは、2000年代前半に液晶テレビが世界的に普及する中、写真フィルム
用の支持体として製造していたTACフィルムを他の用途で活用できないかという発想から生まれた。これは、視野
角を広げても液晶画面の画質を低下させないためのフィルムで、高性能な液晶テレビの普及に貢献してきた製
品である。 
 
 蛇足になるが、当時の開発テーマリーダーを務めた常務執行役機能材料事業本部長の葛原氏から、この製品
を生み出すに際の興味深い話を伺ったので紹介しておく。 
 
 祖業の一つである写真フィルムは、ケミカルを重ね塗りして必要な機能 
を作り込む塗布技術がコアであったため、VA-TACも当初はこの技術で 
開発が進められた。しかし、写真フィルムとは違って大面積でコスト競争力 
と薄さが求められる液晶では、重ね塗りにより機能を実現する「プラス」の 
思考では求められるコストパフォーマンスを満たすことができなかった。 
そこで、葛原氏は当時の開発者に定着していた層を重ねて機能を実現 
するという足し算の発想を180度転換し、「マイナス」の思考、つまりケミカル 
を混ぜて1つの層に機能を作りこむという発想に転換した。 
 
 その結果、市場ニーズに応える製品の実現につながったのだが、「開発者が従来のやり方にこだわることなく柔
軟に発想を転換する」という力を持っていることも、コニカミノルタがジャンルトップを生み出すための大きな強みに
なっていると筆者は感じた。 
 
 このようなプロダクトアウトの発想で尖った商品を開発すること自体は、企業の成長に必要な非常に重要な要素
である。しかし、その成功体験から抜け出せずに成長力を失った日本のメーカーが多数存在するのも事実である。 
その典型例が、日本の家電メーカーではないだろうか。常に技術的な観点での機能アップを追い求め、市場が求
めるものを市場が望む価格で提供できなかった結果、現在の残念な結果となっているように思われる。 
 
 例えば、大画面高画質が売りの4Kテレビもその一例のように筆者には見える。個人的な話で恐縮だが、筆者は
テレビでよくスポーツ観戦をするが、別に野球ボールの縫い目まで見たいとは思わない。恐らく、今後の技術的な
進歩で価格が下がることにより4Kテレビも普及することになるのだろうが、一般家庭がテレビの画質に対して持つ
ニーズの優先度は、既にそれほど高くないのではないのだろうか。 
 
 これに対し、コニカミノルタのジャンルトップ戦略では、技術の観点だけではなく、徹底的な顧客志向、つまり顧客
のニーズに応えるための取り組みを強化すると同時に、自前で開発できないものは外（外部人材、他社）と組んで
開発していく、オープンイノベーションの手法を取り入れて製品開発・改善に取り組んでいる所が大きな違いだ。 
 
 
 徹底的な顧客志向を貫くために 

 徹底的な顧客志向の好例としては、先述のVA-TACの取り組みが挙げられる。液晶を取り巻く経営環境が厳しく
なる中、「なぜこのような開発や機能改善を行う必要があるのか、顧客の声を技術者が理解・納得していくことが重
要」と常務執行役機能材料事業本部長の葛原氏は語っている。そのために行っていることが、営業がつかんだお客
様の声の共有と「生・販・開」協働の週次会議である。 
 
 営業は、お客様のところに伺うと、重要なお客様の声をその方が話した言葉のまま、訪問日中にメールを活用して
関係者に共有するようにしている。更に、その中でも重要なポイントに関しては、週次会議で解説を加えて製品開
発・改善に生かしている。 
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 この週次会議は自由参加型で行っているが、その重要性を皆が理解し、出席することが自らの業務に生きること
を認識しているため、ほぼ全員が参加するとの事である。このような活動の成果は、製品自体の継続的な改善に
留まらず、お客様の製造工程にまで踏み込んだ提案につながっている。 
 
 例えば、製造工程で薄いフィルムのハンドリングに苦労しているお客様に対して、その解決策まで含めて提案す
ることで、他社とのコスト競争に陥らずにビジネスを勝ち取った事例も生まれているとの事である。 
 
 葛原氏は、「お客様の生産現場は滅多に見せて頂けないため、具体的な提案をするのは本当に難しい。断片情
報から想像力を働かせて全体像を描き、ある意味"決めつけ"でも構わないので仮説を立てて、これをお客様に
ぶつけながら解決策を創り出して行っている」と語っている。 
 
 このような徹底した顧客志向の実践が、市場の求めるジャンルトップ製品の開発に結実し、これを活用したソ
リューション提案にまでつながっている。 
 
 プロダクションプリンターも同様に、徹底的な顧客志向で開発を 
進めてきた。日本市場では、商業印刷業界をターゲットに定め、 
印刷物の品質に対する要求が非常に高いお客様からの厳しい 
指摘を繰り返し受け、それを基に製品をブラッシュアップし続け 
てきた。その結果が連載第2回で紹介したMPM（Marketing  
Production Management）サービスにつながって来ているのだ。 
 
 このような製品開発における顧客志向の徹底に関し、取締役会議長の松﨑氏は「実際の現場を見てお客様の
ニーズを把握し、そのニーズに応えるのは当たり前」とさらりと語る。 
 
 しかしながら、この「当たり前」を実践できず、プロダクトアウト志向から抜け出し切れない企業が数多く存在するの
も現実である。なぜ、コニカミノルタにおけるジャンルトップ戦略では、開発とマーケティングを融合した取り組みが
実践されているのだろうか。このような企業としての姿勢・文化は、実は初代社長に就任した岩居氏の頃から創り
上げられてきていると筆者は考えている。 
 
 岩居氏は、旧コニカの社長時代に技術陣がいわゆる「技術バカ」になってはいけないという方針を打ち出し、以
下のような施策を実施している。 
 
    ・開発のトップを販売に異動させて販売の現状を自ら体験させる（その後開発に戻す） 
    ・販社のトップが開発陣に直接マーケットの現状を語る場を作る 
    ・事業責任者、技術責任者、販売責任者が現状の問題を直接議論する定期ミーティングを行う 
    ・他国のマーケット担当者に、マーケットの現状を語らせる 
 
 

 これらの施策は、技術者とマーケットの距離が遠くならないようにすることを目的としており、岩居氏はこれらを仕
組み化して企業の文化として定着させようとしていた。このような経営者の指導のもと、松﨑氏も開発とマーケティ
ングの融合の必要性を実務の中で学び取ってきたとのことである。 
 
                  例えば、松﨑氏が1990年代後半にMFPのデジタル化対応のリーダーを任された際 
                 には、日米欧の各国の販社に行き、販売、マーケティング、市場サポートの責任者と 
                 ミーティングを行った。そして、ソフトウエアがマーケット側からどう見えているかを徹底 
                 的にヒアリングした上で、マーケット観点で当時のMFPが抱えていた問題を押さえて、 
                 これを解決するソフトウエアを開発していった。 
  
                  松﨑氏は、「商品の欠点、お客様の不満は、市場に出してみて初めて本当に理解 
                 できる」と考え、ニーズの把握、ニーズへの対応、対応結果のモニタリングというサイク
ルを創る事が、マーケットに対応した製品を作り続ける上で不可欠だと語っている。このような思想の元、経営陣と
開発者が製品開発とマーケティングの融合の重要性を理解して、商品開発に取り組んでいることは非常に大きな
強みである。これが、ジャンルトップを生み出す大きな推進力となっていると筆者は考える。 



14 

自前主義にこだわらないオープンイノベーション 

 コニカミノルタのジャンルトップ戦略を支えるもう一つの重要な要素が、自前主義にこだわらないオープンイノベー
ションだ。その好例として、ヘルスケア事業のDR （デジタルX線撮影装置）や超音波診断装置が挙げられる。 
 
 2011年に発売したカセッテ型のDRでは、開発に必要な技術で当社が保有している／していないものを整理した
上で、不足する技術を他社との提携やリクルーティングで補った。 
 
 例えば、DRで初めて採用された短時間の充電で長時間使用可能となる交換不要のリチウムイオンキャパシタは、
他社との協業による研究で生まれた。カセッテ型DRは持ち運び可能なことが長所の一つであるが、これは落下に
対する筐体強度が必要となる。しかし、劣化に伴って交換を必要とするバッテリーでは、十分な強度を実現できな
かった。そこで、強みを持つ企業と協力して、新たな強度のあるバッテリーを開発したのだ。 
 
 この取り組みを、当時DRの開発リーダーだった常務執行役の腰塚氏は、 
「"自分でできることは自分でやってしまう"という考えを持つことがオープン 
イノベーションを阻害してしまうのであり、できる／できないだけで判断しては 
いけないことを学んだ」と語っている。 
 
 また、超音波診断装置では、コニカミノルタが2014年1月に事業統合 
したパナソニックヘルスケアの超音波部門とともに共同開発し、「高周波・ 
広帯域・高感度」を売り物とするプローブ（超音波を送受信するデバイス） 
を搭載した第一号商品を2014年に上市している。 
 
 有機EL照明では、2007年～2011年にかけてGEとの共同研究も行っている。照明事業で経験豊富なGEと共
同研究を行ったことは、非常に貴重な経験であり、これはGEに「"付き合える会社"と評価してもらえる関係を作り
上げられたために実現した」と松﨑氏は語っている。 
 
 自社よりも規模が大きな会社とでも協業の枠組みをしっかり創り上げ、互いの強みに敬意を払うことで、イコー
ル・パートナーの関係で協業可能な事を実例として作り上げたのである。このようなオープンイノベーションの取り組
みが実践できているのは、松﨑氏が過去の経験から培ってきた志向も大きく寄与していると筆者は考えている。 
 
                         松﨑氏は、90年代半ばにアメリカでHPとのプリンターの共同開発を経験 
                        したのだが、それは、開発の仕方・ルール、そして言語も異なる中で、「ス 
                        ピード」が求められるビジネスであった。そのような経験の中で、「自前主義 
                        にこだわらない事の重要性、そしてそれを当社であれば実現できる事を実 
                        感した」と当時を振り返って松﨑氏は語っている。 
 
                         このオープンイノベーションの考え方は、MFPのコントローラー開発時にも 
                        生かされることになるが、「市場で勝つためには、自分達だけではできない
事がある」という松﨑氏のポリシーは他の経営陣にも「自然な考え」として受け入れられ、「進化し続ける企業」とし
ての重要な経営ポリシーになっていったと思われる。そして、この考え方が結実した現在の成果が、前回のコラム
でもふれた世界5極にあるBIC（Business Innovation Center）だ。 
 
 ICT業界で製品・事業の開発を推進した経験のある人材をリクルーティングし、外部の目でコニカミノルタの事業
を眺め、Transformationのためのアイデアを出してもらうことと、各地域でオープンイノベーションを推進してスピー
ド感を持って製品化・事業化を進めることを意図してこの組織が作られたのだ。 
 
 これまで見てきたように、製品販売からソリューション提供型企業にTransformationを図っているコニカミノルタだ
が、そのソリューションの軸にはジャンルトップ戦略で磨き上げてきた"尖った製品"がある。そこでは、技術を軸に
生まれるプロダクトアウト的な発想と、徹底的な顧客志向のマーケティング的な発想の融合が図られている。更に、
この発想を広げると同時に、尖った製品、更にはこれを利用した尖ったサービスの開発スピードを上げるための
オープンイノベーションの思考が組み込まれていっている。これを、仕組み化しようという取り組みが、正にここ数
年のTransformationの一環として行われているのだと筆者は考える。 
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 「当社はまだまだ発展途上」、松﨑氏は謙虚にその取り組みを評価しており、仕組化できた部分もあるが、まだ
まだ属人の部分も残されている事が課題と語っている。この仕組み化がある段階まで到達すると、ソリューション
の軸となる尖った製品を継続的に生み出し続ける、本当の足腰の強い企業になるということだと筆者は理解して
いる。 
 
 スマートフォンの発想に基づくMFP、そのMFPを軸としたソリューションを早く目にしてみたいものである。日本には、
素晴らしい要素技術や生産技術を持つメーカーが数多く存在する。そのような企業が、ソリューション提供型の
サービス企業へTransformすることを試行する際には、コニカミノルタのこのような取り組みをぜひ参考にしてもら
いたい。 

 
2016年9月 ＩＴメディアエグゼクティブに掲載
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1609/12/news020.html 
 

http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1609/12/news020.html


第5回 
総力を結集したソリューションカンパニーへの

Transformation 

「One + 企業（グループ）名」は、最近多くの企業が掲げるスローガンとなっている。企業のベクトルを統一し、持てる力
を結集して市場に付加価値を提供しようという意思の表れであるが、その実践は容易ではない。コニカミノルタも、同
様にOne Konica Minoltaを掲げ、事業間シナジーを発揮して社会の課題解決に貢献する高付加価値型ビジネスへ
のTransformationを行っており、その成果を出しつつある。今回は、コニカミノルタがいかにしてグループのベクトルを
統一し、実態の伴う変革を実践できるようになったのかを考察する。 

総力を結集するための組織改革に取り組む 

 今春の中期事業戦略説明会（参照：コニカミノルタ 2016年4月の中期事業戦略説明会： 
http://magicalir.net/slideshow/4902/2016-04-14）の場において、代表執行役社長の山名氏は「当社は
B2Bの会社ではなく、B2B2Personの会社だ」と語っている。 
 
 これは、法人の顧客へのサービスを通じて、そこで働く人々に突き刺さる課題解決を付加価値として提供する
ことを意味している。 
 
 そして、「これを積み重ねることが社会課題解決につながり、世界で認められるパートナーになれる。そのため
には、従来のプロダクト型のビジネスユニットではなく、顧客を真ん中において、当社の持つコアコンピタンスをOne 
Konica MinoltaでIntegrateする必要がある」と続けている。これを実現するコンセプトがCPS（サイバーフィジカル
システム 下図参照）であり、オフィスサービス、商業・産業印刷、ヘルスケア、産業用光学システム、機能材料
の各領域でサービスモデルを展開しようとしている。 
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 オフィスサービス領域では、このコンセプトをスマート・ワークプレイスというサービスで具現化しようとしている。こ
れまでは、ドキュメント周辺のワークフローマネジメントとMCS（Managed Content Services）を展開していたが、ここ
にフィジカルの領域から画像データによる人の動きなどの非構造化データや各種センサーから得られる情報も加
えて、コラボレーションやモバイルワークなどのワークスタイル変革のソリューションも提供しようとしているのだ。 
 
 興味深いのは、ここにヘルスケア事業で培ったソリューションも加えて、従業員の健康管理までも組み込んだ
サービスにしようとしているところである。また、MFPをこれまでの概念から変えて、ネットワークハブにしようとしてい
るところも、今後の展開として注目に値する。 
 
 産業用光学システム領域で展開しようとしているデジタルマニュファクチャリング 
では、マレーシアのマラッカ工場で2015年4月に稼働開始した自ら実践している 
仕組みをソリューションとして提供しようとしているところが、特筆すべきポイントだ 
ろう。 
 
 IoTを活用した工場向けソリューションはあまた生まれてきているが、モデル工場 
があり、実ビジネスで活用されている点は他社との大きな差異化要因となる。ここ 
でも、ウェアラブルデバイス、レーザーレーダーやサーマルカメラ、更にはMFPを軸としたドキュメントソリューションを
統合し、コニカミノルタの持つ力を結集してソリューションを構築しようとしている。また、ヘルスケア領域向けに開
発している、"スーパーレントゲン"とも言われる次世代X線技術 タルボローを、工場での高度な非破壊検査に活
用しようとしているところも興味深い。 
 
 「事業間シナジーの発揮」を掲げる企業は多いが、その実践は容易ではない。そこには、各事業における優先順
位の違いや組織の在り方、企業文化などさまざまな障害が存在する。つまり、「笛吹けど踊らず」で、なかなか人
や組織がついて来ないのだ。このような障害は、コニカミノルタにも存在した。ここにメスを入れ、現在のようなシナ
ジーを発揮できる企業体に変える大きなきっかけは、2013年に行ったHD（ホールディングス）制による分社体制
の廃止による事業会社制への移行だったと思われる。 
 
 コニカミノルタは、2003年の統合時よりHD制をとっていた。会社組織の在り方は複数のオプションがあり、何れに
もメリットとデメリットがある。コニカミノルタにとっては、HD制はコニカとミノルタの統合プロセス、フォトイメージング機
能の切り離しプロセスなどでは有効に機能した。 
 
                      しかし、松﨑取締役会議長は、2009年に社長になった頃を振り返り「グルー 
                     プの経営責任を負う立場から考えて、当社ではHD制はそぐわないと感じ始め 
                     ていた」と語っている。それは、松﨑氏がソリューション提供型の企業への 
                     Transformationを志向し始めたころと重なる。当時を振り返り、松﨑氏はその 
                     主な理由として以下のポイントを挙げている。 
 
 
◆「松﨑氏の想いがストレートに社員に伝わらない」 
各事業会社に社長がいるため、全社員とのコミュニケーションにどうしてもワンクッション入る。 
 
◆「各社間の遠慮」 
これは、ホールディングスに籍を置く社員が事業会社のコニカミノルタビジネステクノロジーズ社を「BTさん」と「さ
ん」付けで呼んでいることなどに顕著に表れていた。 
 
◆「タイムラグの発生（スピード感のある意思決定ができない）」 
経営データに関してはシステムを使って見ることはできるが、その数字の意味は各社トップが頭を整理してから松
﨑氏に説明するため、タイムラグが発生してスピーディーな意思決定ができない状態となっていた。 
 
 2009年時点、統合時に売上の25％を占めていたフォトイメージング事業からは既に撤退しており、情報機器事
業が売上の70％近くを占める状態となっていた。メディカル＆グラフィック事業などはある程度の売上・利益の規
模はあったが、屋台骨事業に対してやはり「その他事業」の位置付けであった。 
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 このような状況で、企業を変革するためには各社に分散シフトして薄まっていた経営人材を一枚岩にする必要
があったのである。こういった松﨑氏の課題意識に対し、現社長で2011年には情報機器事業のトップを務めてい
た山名氏からも「個の経営陣で競合と戦うのは厳しい。経営陣が一丸となるべき」との進言があり、松﨑氏は
2012年に組織改革に着手した。 
 
 組織改革を行う際に、最初に行ったことは、HD制による分社体制を創り上げ、委員会設置会社に移行した当時
の会長である植松氏に分社化した理由を確認する事であった。 
 
 それは、植松氏が作り上げようとした基本的組織構造の「肝」を明確にし、それを組織改革後にも残していかな
ければいけないと考えたからである。その理由は、M&Aなどにより事業単位でビジネス統廃合を行うために、事業
ごとの価値を明確にすることにあった。また、統合当時、それぞれ性質が違う複数の事業が存在しており、各事業
部に経営を任せるためにも事業ごとの管理・評価制度を構築すべきと考えたとのことである。 
 
 これに対し、松﨑氏は、ルールさえ決めればこれまで運用してきた 
仕組みは継続可能と判断し、HD制の廃止を決意した。植松氏も、 
「分社化はあくまでも"手段"であり、状況に応じて管理手法を変える 
べき」と松﨑氏に意思決定を委ねたとのことである。そこで、2012年 
夏に取締役会で組織改革の意思決定を行い、10月に正式決定と共 
に外部へも発表し、2013年4月に新体制へ移行した。 
 
 この変革を行った際に、松﨑氏は全世界の社員に対して「事業毎のサイロは取った。あとは皆さんの心のサイロ
を取って下さい」というメッセージを発したのだが、これは、その後具体的な形となり、グループシナジーが生まれ
始めた。 
 
 例えば、米国の情報機器事業とヘルスケア事業が一体となって病院向けソリューションを構築・提供した。更に、
ヘルスケア事業においてDR・超音波へと事業の柱が移ることで消耗品ビジネスが減少する中、情報機器事業の
サービスでの収益モデルを理解している人材をヘルスケア事業のトップに異動し、両事業のシナジーによるサービ
スモデルを構築していった。 
 
 

 
 松﨑氏は、新体制へ移行した年に、企業としての共通の価値観も形にしてグループ全体に提示した。これは、
アメリカのCOOから「グループ共通のValueを定義して発信した方がいい。理念からスローガンまでを体系化すべき
ではないか？」という提案がきっかけだったとの事である。One Konica Minoltaとしてのベクトルを統一するために、
「これまで大事にしてきたもの」、「今後のあるべき姿」の2つを軸に社員を巻き込んで議論を行い、全社からの意
見を吸い上げて策定したのが、次の6つの共通の価値観である。 
 
    ・Open and Honest 
    ・Customer-Centric 
    ・Innovative 
    ・Passionate 
    ・Inclusive and Collaborative 
    ・Accountable 
 
 このうち、"Inclusive and Collaborative"の"Inclusive"は松﨑氏が想いを持って加えたキーワードだ。日本は村
社会であり、仲間とはコラボできるが、違う社会・国・仲間とのコラボが苦手な傾向にある。これからの時代はこの
ような村社会意識を打破した取り組みが必要になると感じ、これを特に意識して欲しいキーワードの一つとして付
け加えたとの事である。 
 
 社会の課題解決に資する企業へのTransformation、これを実現するためには事業間のシナジーを最大限に発
揮し、コアコンピタンスを結集する必要がある。 
 

全社員に共通する「価値観」の策定 
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 コニカミノルタは、Transformationの過程において組織体を変え、共通の価値観も再設定して取り組んできた。
その成果が、冒頭に紹介したようなCPSをコンセプトとしたソリューションとして形になりつつある。このような考え方
でのビジネス展開は、既存顧客に対するビジネスの深耕にも貢献している。 
 
 例えば、計測機器事業の顧客だった農業法人への提案が好例と 
言えるだろう。この農業法人では経営を変革する必要に迫られており、 
それを支援するパートナーを求めている状況にあった。そのニーズを 
くみ取り、コニカミノルタの総合力を生かした経営変革支援サービスの 
提案を行ったところ、ここにパートナーとしての価値を見出したこの農業 
法人は、結果的に他社製MFPもコニカミノルタ製に移行したのである。 
 
 しかしながら、このプロセスはまだ途上であり、2016年4月1日付でコニカミノルタビジネスソリューションズ、コニカ
ミノルタヘルスケア、そして本体の計測機器事業の国内販売部門を統合してコニカミノルタジャパンを設立したよ
うに、進化を続けている。このような組織改革は、分社制、社内カンパニー制、事業本部制と時計の針を元に戻
すような取り組みだが、あるべき姿にTransformするためには最善のやり方と経営陣が判断して実行しているのだ。 
 
 一方、どんな組織体制にも一長一短があり、このやり方があらゆる企業にもベストな選択であるわけではない。近
年、HD制を廃止し事業会社制に移行する企業はまれだが、他にも事例がないわけではない。 
 
 例えば、日本製紙は2013年にHD制を廃止したが、厳しい業界構造の中でなかなかビジネスを変革できずにい
る。自社がどのような形にTransformすべきなのか、そのために自社の持つ力を結集できる組織体はどうあるべき
なのか、どの企業も徹底的に議論し、変化し続ける必要があるのではないだろうか。 
 
 

 
2016年10月 ＩＴメディアエグゼクティブに掲載
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1610/17/news019.html 
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第6回 
弛まずTransformationし続けるための取り組み 

「当社も、私自身も発展途上にある」、松﨑取締役会議長と話している際に何度となく筆者はこの言葉を聞いた。
Transformし続けようとする企業の経営者として、非常に謙虚な姿勢を持ち続けていることの表れと感じる。このような
自己認識こそが、進化し続ける企業の経営者として不可欠なのであろうが、これを企業活動に反映させて継続するこ
とは容易ではない。本連載の最終回として、今回はコニカミノルタがGoing Concernとして進化し続けるためにどのよう
な取り組みを行っているのかを考察してみたい。 

継続的な進化をするための3つの取り組み 

 企業の変革期においては、その実行のために強力なリーダーシップが必要であり、これは属人的になりやすい。
属人的な能力を生かすこと自体は否定されることではなく、非常に重要なことだが、「継続性」を実現するために
はその属人的な能力を組織で実現できるようにするための「仕組化」が必要となる。 
 
 「まだまだ属人的な部分が残っている」と松﨑氏も語るが、コニカミノルタではこれを仕組化するためのさまざまな
取り組みを行っていると筆者の目には映る。継続的な進化という観点からは、柱となる取り組みは以下の3つに集
約されるように思われる。 
 
 第1は、社会的な課題を解決する新たなサービスを生み出し続ける 
ための、コニカミノルタならではの方法論である。第2は、その創出に当 
たり、自前主義に陥らずに外の知恵を取り込み続けながらオープンイノ 
ベーションを行うためのポリシーと仕掛けだ。そして、最後にこれらの仕 
組みを経営陣がうまく回し、社会に対して価値を生み出す経営を行って 
いるかをチェック・監視する仕組みである。 
 
 以下、各々の仕組み構築に関して、コニカミノルタの取り組みを考察する。 
 
 「当社はフィルム、光学、印刷、医療などの事業でさまざまな製品を作ってきたが、過去10年を振り返ると、カメ
ラやフィルムといった創業事業を含めて多くの事業から撤退している。それでも今も1兆円以上の売上がある。つ
まり、失った分を補い、更に会社を成長させる新規事業を生み出し続けなければならない。 
 
 特に近年は、従来のように安定を求めて"長年に渡り持続的競争優位獲得を狙う時代"は終焉を告げ、イノベー
ションを連続的に創出し続けて初めて競争優位を維持する"連続的競争優位創出を狙う時代"に突入している」
常務執行役の腰塚氏は、自社のビジネスライフサイクルを振り返ってこのように語っている。そして、新たな事業を
生み出し続けるための方法論として浸透を図っているのが、「KM Way」である。 
 
                       新規事業を考える際には、時代の要請を読み、何を強みにどこで戦い、 
                      不足する機能をどう補完し、ビジネスとしてどのように成立させるかを俯瞰し 
                      て構想する力が必要である。腰塚氏は、これを「たてつけ」の構想力と表現 
                      している。 
 
                       そして、これを実践するプロセスを、KM Wayではドメインの決定、顧客課題 
                      の捕捉、差別的解決策(技術構想)の検討、ビジネスモデルの検討、重要仮 
                      説の洗い出し、仮説検証に分け、これらをスパイラルで回すように定義してい
る。また、検討に必要な工数割合としては、「事業ドメインの決定」から「顧客課題の捕捉」までに3割、「差別的解
決策の検討」に3割、「ビジネスモデル構築」から「仮説検証」に3割と定義している。これらのフェーズにおいて、最
も重要なのは「事業ドメインの決定」から「顧客課題の捕捉」であることは言うまでもない。 
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 事業ドメインを検討する際には、まず時代の要請を見極めるために、一般的にはPEST分析などのマクロ環境分
析を行う必要がある。この分析において、自ら考え分析することと同じレベルで「有力機関や企業がいかに分析し
ているか」を押さえることが非常に重要だと腰塚氏は語っている。自社の強みである材料・光学・画像・ICTなどが 
主要シンクタンクにどう読まれているかを分析すること、つまり分析が手前味噌にならないようにしているのである。 
 
 また、どこで戦うかの具体的な検討においては、マクロドメイン（ブランド、価値提供能力が強い土俵：チャネル・
技術・メンテナンス・市場知識・知名度など、自社が市場でカスタマーセントリックであり得るところ）とミクロドメイン
（マクロドメインの中でより魅力度の高い市場）を定義する必要があるが、この魅力度は、「成長性」、「適社性」、
「変曲性」、「競合性」の4つを考える軸（指標）として定義している。 
 
 調査や考察は、時間を掛けすぎても手抜きでも好ましくなく、型としてロジカル 
シンキングに俯瞰性を担保できることが重要と考え、KM Wayでは、「この4つ 
以外は考えるな」と指導しているとのことである。 
 
 また、事業ドメインの決定に際しては、これらの指標の中でも特に「変曲性」を 
重視している。新規ビジネスとして成立させるためには、市場参入の余地の大きさ 
が非常に重要となるからだ。その検討に際しては、枝葉ばかりを見て「Single Lock-on」にならないように、「森を見
ろ」と注意しているとのことである。 
 
 そして、顧客課題の捕捉では、提供するCVP（Customer  Value Proposition）の定義の重要性と、着眼大局・着
手小局の姿勢で考えることの重要性を強調している。お客様との議論では、新たな題材を持っていくと好意的に
評価してもらえることも多い。しかし、多くの場合はそれが「nice to have」のレベルであり、あったらいいかもしれな
いが、そこには実際にはお金を払わない。 お客様にとって、「must have」、「have to have」を提案し、CVPを明
らかにして「willingness to pay」につなげられるようにしているのである。 

 次に、オープンイノベーションの取り組みだが、コニカミノルタは何もかもオープンにするわけではなく、「Open 
Close Architecture」というポリシーを策定して実践している。このポリシーでは、顧客に価値を提供するために開
発・生産・販売の各Functionに対して、Buy、Borrow、Buildのどの手法を基本とするかを定義している。 
 
 例えば開発はBuyによるM&Aを軸とした自社への技術の取り込みと保有を、生産はBuildによるPartneringを軸と
したノンコア部分の外出しを、販売はBorrowによるJVを軸とした得意なマーケットを持つ企業との協力を、といっ
た具合である。この考え方に基づいて開発されたビジネスの典型例が、第3回のコラムで紹介したケアサポートソ
リューションである。このビジネスは、介護業界のお客様の協力を得て開発したのだが、お客様とのビジネスの共
創というコニカミノルタのオープンイノベーションの特徴をよく表していると言える。 
 

 そして、オープンイノベーションを実践するための仕掛けとして用意している
のが、八王子の研究開発拠点の「共創の場」と、このコラムでも何度か触れて
いる世界5極に開設しているBIC（Business Innovation Center）である。 
 
 「共創の場」には、技術展示（Demonstration）、パートナー共創
（Collaboration）、技術研鑽（Development）の3つの機能が付与されている。
技術展示は、コニカミノルタの持つ技術の強みや可能性をお客様やパート
ナーに知ってもらうため、全分野の最新技術を一同に集め展示するオープン
イノベーションの入口となっている。 

ビジネスを「共創」し続けるために 

 展示内容に対する交流の中から共創のタネやきっかけを生み出すことが狙いである。パートナー共創は、新たな 
ビジネスチャンスや将来のアイデア、新たな技術の創出を狙い、特定のお客様やパートナーを迎え、新しい価値・ 
真の価値とは何か一緒に考えてもらう場である。 
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 このように、社会課題解決型のデジタルソリューションカンパニーにTransformするために、新たな事業を生み出
し続ける仕組みを整備してきているわけだが、コニカミノルタは経営がこの仕組みを正しく運営できているかを監視
する仕組みも作り上げようと取り組んでいる。 
 
 その1つが、Dow JonesのSustainability Index のツールの活用である。これは、経営の各機能（イノベーションマ
ネジメント、環境、社会、人材育成等）を評価するワールドインデックスであり、Sustainabilityを重視して投資先銘
柄を選ぶ年金機構などで活用されている。 
 
 松﨑取締役会議長は、このインデックスが事業の継続性を問う項目がしっかりと設定されており、その要求項目
が毎年変化するところに着目し、経営のPDCAを回すツールとして活用し始めた。 
 
 これを利用することにより、それぞれのカテゴリにおいて各業界セクター内での自社のPositioningが分かり、グ
ローバルプレイヤーと比べ何ができているか、できていないかを把握できる。この評価項目を活用してPDCAを回
すことにより、客観的で投資家の眼鏡にかなう厳しい視点から、経営が社会の要請に応え新たな付加価値を生
み出し続けているかをチェックし、継続的な改善を行っているのだ。現社長の山名氏も、継続してワールドインデッ
クスを経営管理のツールとして活用しているとの事である。 
 
                      そして、もう1つの重要な仕組みが、社外取締役による経営のチェックであ
る。 
 
                      コニカミノルタは、指名委員会等設置会社として経営の監督と業務執行を明 
                     確に分けている。経営陣は、その業務執行に関して、取締役に対して説明責 
                     任を負っている。社外取締役の選任基準として「出身の各分野における実績 
                     と識見を有していること」と定められており、これまで小松製作所、ダイキン工 
                     業、日野自動車、日本板硝子、新日鐵住金、IHIなどの日本を代表するグロー 
                     バル企業の経営経験者が就任している。 
 
 他の企業では、社外取締役に学会から就任するような方々もいるが、コニカミノルタでは、経営経験が豊富であ
り、異なる領域での経験を持つ方々が、経営を厳しくチェックしているのである。このような、経営陣自らが自身を
客観的に厳しく評価する仕組みを用意することで正しい経営を行い「足腰のしっかりした、強い成長を続けられる
会社」、「社会から支持され、必要とされる会社」になろうとしているのだ。 
 
 

自分たちを厳しく評価する仕組みを作れるか？ 

 また、パートナーに長期間滞留してもらえる共同開発の場も準備している。技術研鑽は、パートナー共創からの
成果やアイデアを具現化し新たな製品・サービスとしてお客様に価値を提供していくための、コニカミノルタ内のシ
ナジーの場、HUBである。 
 
 この「共創の場」は、現在は日本だけに設置されているが、市場特性に応じたビジネス展開を旨とするコニカミノ
ルタのことなので、恐らくBIC とセットで今後グローバルに展開されるのではないかと、筆者は期待している。 
 
 BICは、過去のコラムでもふれたように、世界5極で市場の変化に即した 
新たなビジネスの発想を生むことを狙っている。そのため、全体統括や 
各極のトップには、ICT業界で製品・事業開発の推進、起業を経験して 
きた人材、あるいは他社や研究機関とオープンイノベ―ションを経験して 
きた人材を外部からリクルーティングしており、これまでのコニカミノルタの 
思考に縛られない発想で、事業開発のプロによる事業開発を志向している。 
 
 組織の規模は10人程度（最大でも20人）で、小回りの利く運営を行い、不足するものは外部との提携で補うこと
でスピーディーに環境変化に対応したアイデアの具現化を図っている。BICでは、現在は常時90～100の案件が
動いており、「これからは、共創の場とBICが当社のオープンイノベーションの推進役を担って行く」と腰塚氏は語っ
ている。 
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 本コラムは「激変する環境下で生き残るためのTransformation」と題し、サービス企業へと変革しようとする取り
組みに関し、ビジョン・戦略から、サービスのコアとなる尖った製品を生み出し続けるための仕組み、企業を一枚
岩にするための組織の考え方、変革に向けての社員の意識変革、そして経営システムまで、コニカミノルタの事
例を基に6回に渡って考察してきた。いかがだったであろうか？ 
 
 基本的な考え方から、具体的な施策の事例までできる限り分かりやすく執筆したつもりだが、読者の皆様の実務
に少しでも参考になったであろうか？これから、経営環境の変化はますます激しくなるものと思われる。そのような
変化の波に飲み込まれず、力強くTransformationを成し遂げようとする企業の経営者の皆様、ビジネスを実践す
るリーダーの皆様に、少しでも参考にしてもらえれば幸いである。 
 
 また、これまで述べてきたようなTransformationを行ってきたコニカミノルタが、今後いかに継続して進化し続け
るのかは非常に楽しみである。「当社は発展途上」、この謙虚な姿勢を持った経営陣が社員と一丸となって取り
組めば、5年後、10年後には素晴らしい社会課題解決型企業になっていることと思う。その変貌を、ぜひ一緒に
見ていってほしい。また、コニカミノルタと同様にTransformし、グローバルに活躍する日本企業がどれだけ出るか
も非常に楽しみである。 
 
 最後に、本コラム執筆に当たり、コニカミノルタ取締役会議長の松﨑氏、代表執行役社長の山名氏を含めご協
力をいただいた経営陣の方々に心からお礼申し上げる。 
 

 
2017年1月 ＩＴメディアエグゼクティブに掲載 
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