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ポーター賞授賞企業とポーター教授によるパネルディスカッション  

2010 年 12 月 2 日 ポーター賞授賞式  

パネラー    キリンビール株式会社 代表取締役社長 松沢幸一 様 

株式会社ぐるなび 代表取締役会長・創業者 滝 久雄 様 

テルモ株式会社 代表取締役会長 和地 孝 様 

ハーバード大学 マイケル・Ｅ・ポーター 教授 

モデレーター  一橋大学大学院国際企業戦略研究科 石倉 洋子 教授 

 

授賞について社内外の反応 

石倉 おめでとうございます。ポーター賞受賞、私も嬉しく思っています。社内外でどん

な反応がありましたか。 

松沢 大変光栄です。祝電を沢山いただいています。しかし、私自身は、これは完成形で

はなく、あくまでもオン・ザ・ウエイ、まだまだ先に目指すべきものがあると思って

います。 

滝 大変嬉しく思っています。ビジネスモデルとしては新しい考え方ですので、これをき

っかけに社内外に理解してもらえそうかな、と思っています。 

和地 大変光栄です。今、医療機器業界は競争が大変激しい中で、こういう賞をいただき、

大変勇気づけられたし、自信が持てました。特に、海外、アメリカの社員がものすご

く喜んでいます。 

 

戦略には創造性が必要だが、ユニークであるには様々なプレッシャーと戦わねばならない 

石倉 ポーター先生、今年の 3 社にコメントをお願いします。 

ポーター それぞれ、競争環境も課題も違いますし、戦略も違っています。しかし、3 社と
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も戦略にユニークな要素があり、収益性も優れ、卓越した実績を残しています。 

いずれも、他社がやっていないようなことを創り出し、自分のビジネスにおいてユニ

ークな競争の仕方を実践しています。これは、戦略のとても重要な側面です。 

業界や他社の追従は簡単ですが、ユニークな戦略は常に創造性を発揮しなくてはなり

ません。自社の立場で、ニーズやチャンスを特定し、ユニークな価値を生み出すのは

大変なことです。業界の常識にとらわれたり、今までのやり方に従わなくてはならな

いプレッシャーがあります。他社がやっていることと同じことをするという誘惑や要

求が強いのです。たとえば、ビール業界は、ゼロサムの競争という落とし穴に入って

いて、それを中々変えられませんでした。 

 

ユニークな戦略を通じて社会的価値を作る 

石倉 今日午後の講演で、ポーター教授は、ゼロサムをポジティブサムに、ＣＳＲ（社会

的貢献）をＣＳＶ（社会的価値）に、そして社会的価値を創ることが企業の高い目標

になる、とおっしゃいました。今回の受賞企業 3 社はそれをよく体現していると思い

ます。キリンビールは、ゼロサムだった業界の競争をポジティブサムのゲームにされ

ました。ぐるなびも、ＩＣＴと人間系のネットワークの両方を使って、全く新しいビ

ジネスを創造されました。テルモも社会的価値、高い目標を目指しておられます。ポ

ーター先生の講演を聞かれて、印象に残ったことは何ですか。 

松沢 ＣＳＲでなくＣＳＶ、というのが新鮮に感じました。私どもは、４つの価値創造を

目指していまして、その一つとして、ＣＳＲの価値創造を目指そうと言っています。

目指すところは同じだと思いますが、言葉としてＣＳＶが響きまして、これからはこ

っちの方がいいな、と思いました（笑）。 

滝 僕は、起業家として岩崎小彌太の「企業は社会性が前提になる」という言葉が大事だ

と思ってきましたが、ポーター先生に改めてそれを確認してもらったと感じました。 

また印象に残ったのは、ユニークなサービスにはユニークな組織が必要という点です。

「食」の業界は、非常に変化の激しい業界ですが、変化に強い、変化に対してコスト 

高にならない組織を作ろうとしていますので、ポーター先生に後ろ盾になっていただ

き、力づけられました。この点を社員に理解してもらおうと思います。 
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和地 お二人と同じで、社会との関係です。当社の企業理念は「医療を通じて社会に貢献

する」です。創立 85 周年の際に、テルモとして大事にしなければいけない 66 項目を

まとめた『テルモのこころ』という冊子を作り社員に配布していますが、一番の項目

が、医療を通じて社会に貢献する、です。命に関わる商品を作っていますので、そこ

がぶれてしまうと大変なことになる。利益よりも何よりも、もっと大切なのが医療を

通じて社会に貢献するという理念だ、ということを全社員に繰り返し伝えていますの

で、今日はポーター先生にお墨付きまでいただきました。 

もう一つは、価格競争ではなくて、価値の競争をしなければいけない。これをもう一

度考えなければいけないと思います。 

石倉 私は昨日までドバイで開かれていたサミット・オン・ザ・グローバル・アジェンダ

という、世界経済フォーラムが主催する会議に出席していました。そこでは、エネル

ギー、資源、グローバル・ヘルス、人の移動など地球規模の課題を議論してきました

が、こうした課題は、政府、ＮＰＯ、企業と皆が協力して解決していかねばならない

という認識がここ数年特に強くなっています。中でも企業の役割が非常に大きいと思

いました。その点から見ても、ＣＳＶというコンセプトは、これからの企業の在り方、

企業の戦略の非常に大きな指針になるのではないかと思いました。 

 

ユニークな選択がなぜできるのか、なぜアイデアを実現できるのか 

石倉 新しいやり方は、上手くいった今から考えれば、そんなに大変な話とは思えません

が、実際にやっていくのはとても難しいと思います。たとえばキリンの場合、選択肢

がたくさんある中で、価格ではなくて価値にしよう、と決められたわけですが、そう

決めるには勇気もいるし、やっている途中で効果が出てこないと、「昔のやり方の方

がいいのではないか」という意見が出てくると思うのです。その中で、なぜはっきり

意識して難しい選択をなさり、そして、続けられたのでしょうか。 

松沢 経営リーダーの強い意思と、ぶれずにやり続けること。一人ひとりの社員が、自分

の立場で、自分の仕事で理解して、行動できるまでやり続ける。そのためには、「酒 

類事業の誓い」「行動の原点」を皆で集まって作りました。それを、絶えず、考える。

今の自分の仕事、自分の立場でどう具体化するかを、絶えず、考えるようなフォーラ

ムや研修を続けています。お客様に向き合っている従業員一人ひとりが同じ行動に移

れるか。時間もかかりますし、できたら終わりではなくて、お客様や社会は常に変わ
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っていますので、絶えずそれに合わせながら、やり続ける、ぶれないということが大

事だと思います。 

石倉 誓いやスローガンはいろいろな会社にもあり、中身はあまり違わないことが多いで

すが、実際にできるところとできないところがありますね。誓いや目標が一人ひとり

の行動として実際に現れる企業とは何が違うのでしょうか。私自身、常に疑問に思っ

ているのですが。 

松沢 トップがぶれないのに加えて、いろんなフォーラムや研修で、絶えず考える場作り

を日本各地で行っています。具体的な自分の行動を一人一人が考えていく。一人ひと

りが自分で状況を考えて判断して、最適な行動ができるまで、一人ひとりの力を上げ

ていく。理念、戦略、方針を理解したうえで、自分の仕事をどうしたらいいかを自分

で考える。あとは、会社というのはチームだと思っていますので、チームとして周り

とのコミュニケーションを良くしながら、いかにチームとしてワークできるか。それ

を繰り返し考えるようなきっかけを絶えず投げています。 

滝 私どものは、新しい時代の新しいビジネスモデルなので、意思決定は多岐にわかれて、

決めていくのは大変孤独な世界です。企業は社会性であるという企業理念を経営管理

に持ち込んでいまして、これにずれたものはやってはいけない、ということになりま

す。私ども自身の存続が社会性の大きさにつながる、会社の発展が価値につながる、

ということで、割り切りやすいようにしています。 

もう一つは、ここに 10 人ほど社員が来ていますが、彼らを苦労させるのはあまり気

にならないけれど、そのあと、近い将来、打ち出の小槌をもって潤いたい。そこは間

違えたくない。企業が 100 年というのは大げさですが、存続する形になるとしたら、

ということで、つらいところは、そこを乗り切らないと存続する事業体にならないの

だから、と割り切って、力いっぱいで突破するんだ、ということで今日まできていま

す。 

今、社員が 1600 人を超えていますが、知恵を借りようとしています。懸賞方式とい

うのをやっていまして、幹部は自分がやりたいことを、時々、社員に懸賞で投げて、

知恵を集める、人材を見つける、ということをやっています。僕の懸賞は年末でして、

賞金が 100 万円を超えるんです。 

和地 医療機器はグローバルな商品ですので、世界 160 カ国ほどに商品を販売しています。

工場も 20 のうち 15 は海外で、営業拠点も国内より海外の方が多いですね。グローバ
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リゼーションは、同じことをやるのではなくて、ローカルのそれぞれの強みを活かし

ていくこと。ここが一番大事な視点です。では、日本人は何が強いのか、テルモは何

が強いのか、という点から常に判断しています。医療機器はアメリカが何周も先を走

っています。うちはそこに飛び込んだのですが、そこでどう戦うか。アメリカの競合

のように、ベンチャーを買って、外でモノを作ると、同じことでやっていたらだめな

んだと。うちには、モノづくり、匠の技術がある、これを大切にしよう、ということ

で議論に議論を重ねました。コーティング技術は他社にはないものです。これは、栄

養補給のチューブで開発した技術をカテーテル、中でもガイドワイヤに活用したらど

うだ、という発想で始めました。モノづくりは大事な国民の財産だと思います。これ

を活かしてやっていくことが大切です。 

次に、実行ですが、社員にどうやって徹底するか、だと思います。私は、暇さえあれ

ば全国行脚をしている。最近は忙しくて、なかなか行けませんが。直接対話で、自分

はこういう考えだ、というのを、はっきり、繰り返し言うのが大事だと思います。ト

ップがぶれたり、考え方がしっかりしていないと、すぐに大波になって組織に伝わり

ます。私は３つの決意をしています。一番難しいことは自分がやる。判断に迷ったら

難しい方をやる。時流に惑わされないで、自分の頭で考えた自流でやる。トップが本

気でやらないと、なかなか組織は動かないし、本気にならないと思います。 

石倉 3 社とも、トップのリーダーシップがあって、明らかにはっきり選択をしていて、い

かに難しいものでも、業界の常識と違っても、それがブレないこと。また、社内に伝

えていくこと。その２つが強調されたようです。一点目は、欧米はじめ世界と共通だ

と思いますが、二点目の直接対話を重視して全国行脚やタウンミーティングをすると

いうのは、日本企業の特徴かと思いますがどうでしょうか。 

ポーター これは、普遍的なことです。戦略は、コミュニケーションされなければ意味が

ありません。社員が戦略を理解していなければ、一貫した行動をとれないし、毎日や 

ることを決められません。この点で、戦略について大きな間違いがあったと思います。

戦略を社内でも秘密にしたり、トップマネジメントだけが密室で戦略を決め、それを

金庫に入れ夜は鍵をかけてしまう。その結果、誰も戦略の内容を知らない。昔はそう

いう時代もあり、戦略の書類に番号を打って極秘文書にしたりしていました。それは、

競合が戦略を知ってしまうと戦略は機能しないと思っていたからです。しかし、こう

した考え方がどれほど馬鹿らしいか、今は明らかです。 

戦略を秘密にしておくと、社員は戦略を知るすべがなく、社員の行動に戦略が反映さ
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れません。だからといって、トップが社員全員にああしろ、こうしろ、と指示を出す

ことはできません。社員は自分の担当する機能が戦略にどうフィットするか、戦略の

文脈の中で理解しなければなりません。優れたリーダーはその必要性を理解している

ので、戦略をよくコミュニケーションしているのだと思います。良いリーダーとは、

戦略を考えるだけではなく、組織の中で戦略への理解を促すのが上手でなくてはなり

ません。成功している企業では、戦略がストーリーとして伝えられ、イベントやマイ

ルストーンが戦略をあらわす比喩になっています。良いリーダーとは、上手くストー

リーを創り、皆が飽きるほど何度も繰り返しストーリーを語り、メッセージを伝えま

す。今 3 人がおっしゃったことは世界共通の普遍的な真実だと思います。 

日本企業は社員との密なコミュニケーションが特徴だったかもしれませんが、3 人の

方が話されているコミュニケーションは、日本の企業で 20 年、30 年前に行われてい

たこととは種類が違うような気がします。日本企業で行われていたコミュニケーショ

ンは、継続的に質を改善しようとか、成長しようとか、であって、戦略に関するもの

ではなかったのではないか、と思います。 

石倉 これから何が一番心配ですか。 

松沢 お客様は変わっていきますので、今のモデル、今の商品、活動で、このままでいけ

るとは思っていません。ウォッチング、リサーチしながら、社会の動き、お客様のニ

ーズ、ありようを絶えず探しながら、我々のモデルを更に進化させていきたいと思い

ます。 

滝 今、第二創業期と言っていますが、新しい価値を生み出すようなテーマです。僕が語

る夢をできるだけ具体的に理解してもらって、奴の言うことに道あり、ということで

全力投球してもらう以外にないです。日本の食文化は世界一だと思うし、日本人に向

いているし、今後も世界一だと思います。これを守る、育てるという大前提で、この

中で新しい価値を生み出せれば、その後はしばらくゆとりが持てるかな、という感じ

がしますので、それまで皆のモチベーションを続けていけるか。新しい事ですので、

いろんな皆さんの応援を得なければなりませんが、コミュニケーションのズレですぐ

に 1 年くらい遅れてしまいますので。思った通りタイミングよくいけるのか、という

スケジューリングを心配しています。皆でモチベーション高くいけばいけるんだとは

思っていますが。 

和地 心配は沢山あります。対外的な心配としては、医療は規制が多いんです。グローバ

ルに戦うのに、日本の規制は厳しい。先週、開発から 16 年を経て補助人工心臓が部
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会で承認されました。なぜ当社がこんなに時間をかけてやったかというと、日本は移

植が難しい、ドナーも少ないです。なら、半永久的な人工心臓を作ろう、ということ

で始めました。日本は海外で許可されていなければ、日本で初めてというのは中々許

可されない。そこで、我々は、開発をアメリカに移してアメリカで作り、ヨーロッパ

で治験をやり承認をとって販売をして、そこで、日本で申請して、やっと先週ＯＫに

なった。16 年です、ものすごくお金がかかった。もっと（プレイング・フィールドを）

フラットにしないと戦えない。足と手を縛って海外で戦えというのは無理です。 

社内的には、おかげさまで 2008 年まで 14 年間増収で、8 期連続増益という好業績が

続いた反面、たるみが出てきている。社内の安住感、これをどうやって治していくか。

心配なことが沢山あるなかで、この二つが大きな心配です。 

石倉 来週、オランダで開かれる「アジアからの挑戦」というイノベーション・レクチャ

ーに呼ばれて講演をすることになっています。欧州は、アジアからいろんな挑戦を受

けていますが、イノベーションの面でも、アジア、特に中国、インド、韓国の最近の

進歩は目覚ましいです。一方、日本はこれまでイノベーション能力は高いといわれて

きましたが、マクロのデータを見ると、今後大丈夫なのか、心配な点もあります。特

に中国、インド、韓国の勢いに負けているような印象を持たれています。 

しかし、日本企業の中でも、ユニークで新しい戦い方、そして日本の強みをいかして

いるポーター賞受賞企業のような企業もあります。私自身は、この点を、オランダを

はじめ世界に発信していきたいと強く感じています。 

今日は皆さま、長い間ありがとうございました。このあたりで、パネルディスカッシ

ョンを終わらせていただきます。 


