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1 科学的なビジネスには、正確なデータを活用するためのシステムが欠かせない。システム化が進む大企業

と、システム化ができない中小零細企業とのシステム格差は広がる一方である。

2 個人の分野では、次々と新しいマシンやOSが投入されている。ブログや SNSなど、個人が手軽にイン

ターネットを活用できる環境も整いつつある。一方の業務システムはリプレース、カスタマイズもままな

らず、古いマシンとOSが使われているケースも多い。

3 Web1.0 からWeb2.0 の変化は、システムでも起きるのではないか。ユーザーが主体となってシステムを

構築し、カスタマイズを重視し、リーズナブルに使えるシステムである。

4 企業間デジタルデバイドを解消するには、中小零細企業の手の届く廉価なシステム提供が必要である。ま

た、利用者自らが開発するDIY型システム構築が有力な手段となる。

5 川中製造業が自立するには、川下に進出することが重要な要素だが、自らが未経験の業務に挑戦するより

も、Webシステムを活用してそれぞれの専門分野をネットワークすることで自立したビジネスユニットを

構築することも有効である。

6 ビジネスの高度化に伴い、より高度な専門知識や技術が求められているが、対応できない企業も多い。そ

れを解決するには、業界の集合知を活用するシステムが必要である。その母体となるのは、「ソーシャルネ

ットワーキング」のようなシステムだろう。
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〔新ビジネスモデル〕

深刻な企業間デジタルデバイド

現在の小売業は「何を販売しているか」よりも
「システム化されているか否か」が問われている。
システム化とは「どんぶり勘定ではなく計算可能
なビジネス」であること。コンビニや一部の大手
専門店では、各店頭の POS による単品データがリ
アルタイムで本社に送信され、売上・在庫・利益
等の推移を見ながら、値下げ・店間移動・追加発
注・返品等の意思決定をクイックに行っている。
販売管理システムを導入していても、伝票発行マ
シンだけに使われているというケースも多い。単
品管理という思想を持たないシステムでは、「月に

一度の棚卸しで各店の在庫内容に気がつく」こと
も珍しくない。日々動いている店頭において、
「日々の判断」と「月一回の判断」、「人間の勘によ
る判断」と「科学的な数字に基づく管理」とでは、
経営の質そのものが異なってくる。
中小企業経営者がシステムの重要性を理解して

も、コストが高いためにシステム導入を諦めてい
る企業も多い。ある専門店企業は、6 年前に 70 店
舗展開を基本にしたオフコンによる販売管理シス
テムを構築した。しかしその後、10 店舗以下に店
舗が縮小。オフコンのシステムをパソコンにリプ
レースするだけで 3,000 万円と言われた。



10 店舗以下の店しか持たない専門店企業が数千
万円のシステムを新規に構築する余裕はない。同
様の悩みを抱えながら、古くて使いづらいシステ
ムを再リースでしのいでいる企業も少なくないだ
ろう。
リプレースの作業は、開発言語の違いなどによ

り手間がかかる割に価格が通らない。新規システ
ムの導入には積極的でも、リプレースに逃げ腰な
ベンダーが多いのも当然だろう。
大手システムベンダーは、繊維アパレル業界に

見切りをつけている。複雑怪奇な取引慣行と標準
化されていない業務。しかも、中小企業の中で多
くの利益を上げているところも少ない。システム
エンジニア不足の中、他の業界に行けば、数千万
円、数億円という仕事が転がっているのに、誰が
好んで繊維アパレル業界のシステム作りに取り組
むだろうか。システムベンダーから見ると、一部
の大手アパレルや商社等を除けば、繊維産業はニ
ッチ分野であり、中小システムベンダーの領域な
のだ。
そして、大企業と中小企業のデジタルデバイド

はますます拡大していく。このインフラ問題を解
決しないままに、商品や販売先、業態を変革して
も成功は見込めない。

ピカピカの個人用とボロボロの業務用

オフィシャルな場面では閉塞感が漂っている一
方、プライベートな場面では、ブログや SNS、ロ
ングテール現象などに代表される「Web2.0」とい
う新しい概念が話題を集めている（Web2.0 につい
ては「ウェブ進化論／梅田望夫（ちくま新書）」
「ウェブ人間論／梅田望夫・平野啓一郎（新潮新
書）」「Web2.0 的成功学／近勝彦（MYCOM新書）」
等に詳しいので参照していただきたい）。
インターネットの黎明期、Web 構築は専門家の

仕事であり、企業がWeb 構築のために数千万円か
けることも珍しくなかった。ブログの普及によっ
てその常識は崩れた。Web は個人が作り、個人が
自由に更新するものになり、経費も限りなくゼロ
に近づいた。
Web サーバーの料金も下がっている。私は一昨

年まで月 5 千円のレンタルサーバーを使っていた
が、一昨年、月 5 百円のレンタルサーバーに乗り
換えた。回線の太さもセキュリティも全く問題は
ない。パソコンの価格も同様に下がっている。デ
スクトップならば 7 ～ 8 万も出せば十分、中古な

らば 2 ～ 3 万円で探せる。このように個人ユース
の世界では劇的に環境が改善されている。
一 方 、 企 業 ユ ー ス の 世 界 で は 、 未 だ に

Windows 98 を使っている企業も存在する。会社の
パソコンには業務用システムがインストールされ
ており、OS を変えられない。結果的に、個人用の
パソコンはピカピカ、業務用のパソコンはボロボ
ロという不思議な光景が見られる。
基幹業務システムが導入されている企業でも、

多くの場合伝票や帳票の処理に留まっている。伝
票が発行されるのは、取引が成立してからのこと。
伝票発行マシンとしてのシステムならば、単なる
営業事務の省力化になるだけで売上は上がらない。
費用対効果を考えると、システム導入は結果的に
過剰投資に終わるケースも多く、「システムの話な
ど聞きたくない」「システムに触ってはいけない」
というシステムアレルギーが多いのも当然だ。
実際の業務用ツールとしては、FAX、電話、携

帯電話、システム手帳が主役だ。パソコンが使え
る人は、エクセル等の表計算ソフトを駆使してい
る。そして、仕事の連絡も個人用メーラーで行っ
ている。本来、業務用システムとは、こうした担
当者個人のツールも含まれるべきだ。業務用シス
テムの話になると、途端にセキュリティに厳しく
なる人が、普段は携帯やメールで会社の機密事項
を連絡している。携帯は無線であり、盗聴の危険
性もある。また、個人用メールはサーバー管理者
が閲覧することも可能だ。

「システム1.0」から「システム2.0」へ

私は、Web1.0 から Web2.0 という進化を業務用
システムにも起こしたい、と考えている。「システ
ム 1.0」から「システム 2.0」の進化だ。
Web2.0 の概念をシステムの世界に例えてみよ

う。
「システム 1.0」は、システム部中心で構築され、
多くは人件費削減や作業の合理化を目的に導入さ
れた。各部門は各部門の責任の上に、独自のシス
テムを構築した。物流管理システム・経理システ
ム・給与システム・販売管理システム・生産管理
システム等々である。縦割り組織と同様にそれぞ
れのシステムは独立し、使い切れないほどの高機
能を備えている。コストも高い。組織の壁とベン
ダーの壁がシステム連携を妨げ、その穴を埋める
ために、担当者が独自にエクセルシートを作成し
たり、更にグループウェアを導入しファイルの共
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有等を図っている。
業務用システムには高価なサーバーを使い、専

用線で繋ぎ、万全のセキュリティ対策を採ってい
る。一方、通常の業務では、携帯やメール、個人
の手帳に依存しており、セキュリティ対策も甘い。
個人情報流出事故の多くは、会社の業務を個人用
パソコンで行ったり、業務用ファイルを個人用パ
ソコンにコピーしたことに起因している。
「システム 2.0」は、縦割り組織に準じたシステ
ムではなく、取引先とも連携したネットワーク型
システムである。また、各部署の合理化だけでな
く、経営戦略に直結した経営判断のためのシステ
ムでもある。システム構築もシステム部ではなく、
現場の担当者中心で行う。担当者が使っているエ
クセルシート等の読み込みを可能にし、カスタマ
イズの要求には即座に対応する。
出来上がったシステムをリースするという発想

ではなく、ベータ版システムをリースし、常にバ
ージョンアップとカスタマイズを繰り返しながら、
各社仕様のシステムに磨いていくという発想だ。
低コストで運用するために、民間用のレンタル

サーバーを活用し、中小企業でも個人でも使える
料金を設定する。また、セキュリティに問題のあ
る個人用メーラーに代わるデータベース機能を備
えた業務用メーラー機能も重要な要素になるだろ
う。これによりメールの情報と業務用システムが
連携する。FAX 送信機能、携帯へのメール送信機
能も持たせ、パソコンのない取引先への連絡も可
能にする。

以上の条件を満たすには、様々な技術が必要だ
が、その多くは既に開発されている。問題は思想
である。現在のシステムベンダーは現在のビジネ
スで十分に利益を上げており、システム 2.0 に取り
組む合理的な動機はない。私が述べているのはあ
くまでユーザーサイドの意見でありベンダーサイ
ドの意見ではないのだ。
それでも、システムの流れは確実に変わるだろ

う。既に、システムも国際競争が始まっている。
見積は、国内の人件費を基本にして算出し、実際
は人件費の低い海外にアウトソーシングするとい
う事例も増えている。システムの価格破壊の条件
は静かに整っているのだ。
また、SaaS（Software as a Service）と呼ばれる、

廉価でカスタマイズが可能なオンデマンドのシス
テム提供も実際にスタートしている（代表的な事
例としては、セールスフォース・ドットコムの
CRM（顧客管理）ソフト「Salesforce」があげられ
る）。
システムに関する課題は、確実に解決されよう

としている。問題は使用者のリテラシーである。
システム 2.0 を実現するためには、扱い易いシステ
ムの提供と使用者のリテラシーが条件になる。
どんなに簡単なシステムでも、それを使いこな

すには一定の教育が必要だ。エクセルやパワーポ
イントは操作性も高く完成度の高いアプリケーシ
ョンだが、それでも数多くのガイドブックが販売
されている。極論すれば、手帳の使い方を解説し
た本さえ存在する。業務用システムとなれば、業

出所：筆者 

図表　システム 1.0 とシステム 2.0
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務の教育とシステム操作の教育が必要であり、そ
れを解決するには教育機関や人材派遣企業とのタ
イアップも考えなければならないだろう。

中小零細企業のためのシステム2.0

中小零細企業、個人のためのシステム 2.0 とは、
個人が使えるツールがデジタル化、ネットワーク
化、データベース化され、それが取引先企業間で
連携するというイメージだ。
現在、我々が使っているメーラーはスパムメー

ルで溢れかえり、大切な仕事のメールが紛れる心
配がある。業務用メーラーを使うことで、日常の
メールが業務システムに連係する。また、業務で
はエクセルのような表計算ソフトを使っている人
が多い。つまり、スケジュール管理、アドレス管
理、表計算、メーラー、データベースが組み合わ
さった最小限のシステムを提供し、それぞれがイ
ンターネット連係するのである。その場合でも、
絶対安全で高コストのシステムではなく、必要最
低限度の安全確保をしたリーズナブルなシステム
が望まれる。
また、中小企業の中にはバブル好景気時に高価

な基幹業務システムを導入したものの、リプレー
スもカスタマイズもできずに、身動きできない企
業も少なくない。それらの企業にも、安価なリプ
レースとカスタマイズを提供しなければならない
だろう。
システム構築の理想は、利用者自らがシステム

を設計することだ。「オープンソースを学んで、社
員が会社の業務用システムを構築した」という事
例もあるようだが、通常の業務に加えて、オープ
ンソースを基本から学びシステムを構築すること
は容易ではない。
そこで、一例として DIY 型システム「PASTEL」

を紹介しよう。「PASTEL」は、バックオフィスの
システム開発を行ってきたベンチャー企業により、
開発されたシステムであり、現在試験的運用が行
われている。システムを構成する基本部品がいく
つか用意されており、ネット上で簡易な対話を行
い、利用者の意思と仕様を満たすモジュールを作
る。それらを組み合わせ、改善を重ね、システム
を構築すると共に、利用者の習熟を進めていくと
いう手法である。この手法により、PC でエクセル
を使いこなせる人ならば、短期間で自分が使い易
い業務システムを組めるようになる。
既に、PASTEL で構築したいくつかのシステム

は稼働し、着実に成果を上げている。アパレル販
売在庫管理システム、アパレル仕入先連係システ
ム、アパレル生産管理システム、会員管理システ
ム（業務用簡易メーラー連係）、Web サイト更新シ
ステム（業務用 DB 連係）、新聞記事配信システム
（クリッピング機能）等であり、現在もファッショ
ンビジネスを想定した様々なシステムを構想中だ。
安価で使い易いシステムを利用者自らが構築す

るという手法は、中小零細企業と大企業とのデジ
タルデバイドを解消する有効な手段といえるだろ
う。

システムを活用した自立ビジネスモデルの構築

「国内製造業のまま生き残るのは難しい。新業態
に挑戦して川下に進出しよう」というのが川中繊
維製造業の自立支援事業だった。しかし、新業態
開発には、企画、卸、小売という未経験な業務を
行わなければならない。素人が未経験の分野に挑
むより、「餅は餅屋」というように、それぞれの専
門分野を持つ企業が連携することで、自立ができ
ないものだろうか。
私は、Web やシステムを使って、個々の企業を

連係させ、自立したビジネスユニットに再構成す
るという可能性を考えている。ただし、輸出のよ
うに大きなヒジネスだけではなく、誰もが参加で
きる小規模なビジネスを想定している。行政や団
体では産業や地域の活性化を考えるが、中小零細
企業の経営者にとっては、まず自社が利益を上げ
ることが重要であり、そのビジネスに従事する人
間が生活できることが優先される。国の経済を支
える経済活動も重要だが、企業単位、個人単位を
支える経済活動も当事者にとっては重要なのであ
る。
たとえば、インターネット販売を考えた時、

個々の企業がそれぞれ Web を構築するのは大変
だ。共同でWeb を構築し、ブログのように簡単に
コンテンツを更新できるシステムが提供できれば、
インターネット販売へ参入する中小零細企業は増
えるだろう。世の中には、システムには詳しいが、
コンテンツを持っていないためにビジネスができ
ない多くの若者が存在する。一方で、コンテンツ
を抱えながら、IT に疎いために何もできない中小
零細企業も存在している。この両者のマッチング
を考えることが必要である。
それぞれの企業が自立するという手段だけでな

く、互いに連携して自立したビジネスユニットを
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構成するという手段を提案するには、企業単位の
システムだけでなく、企業をつなぐシステムが必
要である。企業と企業、業態と業態をつなぐこと
で、失われた産業生態系を再構築するためにも、
システムの活用が有効である。

ビジネスの「知の共有システム」

国際化、情報化が親展するにつれ、ファッショ
ンビジネスに必要な知識や技術も変化している。
かつての製造業や問屋流通に関するノウハウだけ
でなく、高度なビジネススキルが求められるよう
になっているのだ。そのため、各分野の専門家の
ノウハウが求められている。しかし、中小零細企
業の経営者が専門家に業務を委託するのは、コス
ト面を含めてハードルが高い。個々の企業が専門
家を抱えるのではなく、複数の企業が複数の専門
家と契約し、成果主義の報酬システムを設定すれ
ば実現の可能性は高まるだろう。
「はてな」というベンチャー企業は、Web 読者が
知を結集し、それを共有する様々な試みを行って
いる。コストをかけなくても、ギブ＆テイクの原
則さえ守れれば、知を共有することは可能だ。た
だし、そのためには企業単位ではなく個人の単位
で知を共有するという思想が必要になる。
ファッションビジネスを高度化し、国際競争力

を高めるためにも、「専門家の知を低コストで活用
するシステム」と、「個人が情報交換することで知
を共有するシステム」が必要である。仕事上の壁
にぶつかった時、企業内の先輩だけに依存するの
ではなく、社外の先輩や専門家の知恵を活用する
ことで、問題解決がはかれるかもしれないのであ
る。
そして個々の企業に問題解決能力が加われば、

現在のビジネス環境変化に対応できる中小零細企
業も増えるはずである。システムの活用に IT に関
するリテラシーが必要なように、新時代のビジネ
スには、新時代ビジネスのリテラシーが必要なの
である。

「失われた 10 年間」と呼ばれている最近の 10 年
間は、正社員の採用が極度に制限され、人材派遣、
派遣社員などの臨時社員が増加している。そのた
め、企業の技術やノウハウの伝承が断絶してしま
った。2007 年問題としては、団塊世代のリタイア
が話題になっているが、実は、団塊世代の既得権
を固守しようとするあまり、団塊ジュニア世代が
キャリアアップするチャンスを潰してきたのであ
る。
この溝を埋め、ファッションビジネス全体を活

性化させるためにも、「知の共有システム」構築に
取り組まなければならないだろう。この試みは、
自分たちのためではなく、次世代の業界人、繊維
ファッション業界を目指している若者のためであ
る。次世代の育成は余裕があるから行うのではな
く、未来を紡ぎ出し織り上げるという使命感を持
たなければならない。「知の共有システム」の母体
となるのは、ソーシャルネットワークのような組
織ではないだろうか。
ソーシャルネットワーク会員としては、地域や

業種を限定せずに、幅広い人々に参加していただ
きたい。中小零細企業の方、フリーランスで働く
個人の方、繊維ファッション業界を目指す若い世
代の方、リタイア後に次世代のために貢献しよう
と考えている方、中小零細企業や個人を活性化す
ることが繊維ファッション業界全体の利益に繋が
ると考えている大企業の方、等々である。これま
での組合や団体は、地域や業種で分類される企業
単位のネットワークだった。しかし、今後は個人
がベースとなるネットワークにより、企業連携や
起業が行われるようになるのではないか。そして、
その活動の基盤となるのが、Web2.0、システム 2.0
と呼ばれるより廉価で使い易いインターネット連
繋の情報システムであり、そこから生まれる人的
ネットワークである。新しいメディアや技術は、
新しいビジネス形態を生み出すに違いない。




