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「自走式組織」５つの成長法則
株式会社トゥルーチームコンサルティング／吉野 創
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月間ビジネス書ランキング
次号予告・奥付

「ビジネスマッチングサービス」
（以下、
マッ

業と仕事を受注したい企業の双方が Win-Win

の関係になれることが基本なのですが、そこ

にはメリットだけでなくデメリットもありま
す。本稿ではサービスを利用する際の注意点

と、実際にマッチングサービスを運営してい

る者として、ありがちな落とし穴やその対策
方法を解説します。

URL https://utill.co.jp/
E-mail shin.iwata@utill.co.jp

岩田 真

1

ー」同士が、システム上で自由に
つがることができるマッチングサ
ービスです。運営会社は基本的に
マッチングそのものに関与せず、
マッチングサービス上の取引額の
一定割合を手数料として収益を上
げており、代表例では「クラウド
ワークス」
「ランサーズ」などの
この種類のマッチングサービス

サービスが挙げられます。

なパートナーと出会えた」
「見積

「自社では見つけられない優良

ス」の利用が増えています。

シーが相応に要求されます。つま

られないため、利用者側のリテラ

に関するサポートは基本的に受け

が魅力です。一方で、マッチング

は自由につながることができ、取

もりがオンラインで出来るように

そのため、原則として自社のノ

り「目利き」が必要になります。

でビジネスパートナーとつながる

なった」など、多くの恩恵を効率

引としての自由度が非常に高いの

的に享受できるようになっていま

ウハウがある領域内で「新たなパ

②

③

CtoC型

一括見積もり型

エージェント型

・ユーザーが自由に繋がる
・手数料安め
・一定のリテラシーが必要

・一般的なマッチングモデル
・相見積もりの工数が省ける
・情報提供は薄め

・丁寧なマッチング
・手数料高め
・情報提供が充実

え、運営側が一括で相見積もりを

運営側にマッチングの要望を伝

②「一括見積もり型」

ることになります。

探す」などの目的にフィットさせ

ートナーを探す」
「安い委託先を

①

ス」と言っても、その方法にはい
くつかのパターンがあります。
まずは、それらに応じた特徴と
ビジネスモデルが違うことを確認
しておきましょう（図 ）
。
①「Ｃ Ｃ型」

1

企業の担当者、つまり「ユーザ

to

ことができる「マッチングサービ

コロナ禍の影響で、オンライン

マッチングサービスの
種類とビジネスモデル

チングサービス）では、仕事を依頼したい企

すが、一言で「マッチングサービ

マッチングサービスの種類

図1

株式会社ユーティル
代表取締役
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粗悪業者による炎上を防ぐ
正しいマッチングサービス
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特集企画／ビジネスマッチングの現状

代行してくれるパターンです。
この種類のマッチングサービス

③「エージェント型」
一括見積もり型から進化したの

上手に使わないと
こんな失敗が待っている

「 一 概 に、 そ ん な こ と 答 え ら れ

ない。どのような会社か分からな

人材紹介会社のエージェントの

ビスにはビジネスモデルによって

このように、各マッチングサー

と、多くの場合、金額が安いＢ社

の状態で見積もりを進めていく

テムの知識を持った担当者が不在

いし…」と思われるかもしれませ

ように、サービス提供会社が自社

特性があり、その特性に応じて使

が「エージェント型」です。

コストを大きく減らすことができ
の要望をしっかり整理した上で、

のメリットは「見積もりに関する
る」ことです。一箇所に要望を伝
丁寧にマッチングを行ってくれる

見積もり型のデメリットを克服し

見積もりができる」という、一括

あるので「品質を担保しながら相

わけでありません。複数の紹介が

が、業界知識がない状態でサービ

り型を利用しても問題ありません

る場合は、Ｃ Ｃ型や一括見積も

粗悪な業者の特徴などを知ってい

がシステム業界の経験者で相場や

額を提示した業者に発注する確率

倍以上の価格差がつくと、安い金

私の経験では、見積もり金額に

の稟議が進んでいくのです。

り「よく分からないまま…」社内

ん。しかし、社内に顧客管理シス

えるだけで、その要望が複数の候

が選ばれることになります。つま

●金額で選んでしまうと…

補先に共有されるためです。

い分ける必要があります。
仮に、貴社で顧客管理システム
の開発を行うプロジェクトが立ち

た形でサービスを提供しています。

スを安易に利用するのであれば大

上がったとします。もし、あなた

「一括見積もり型」のデメリット

品質が高い一括見積もりができ

もちろん 社のみの紹介という

ります。

のサービスが増えている傾向にあ

サービスです。昨今、このタイプ

ビジネスマッチングに限らず、
Ｂ Ｃでも「一括見積もりサービ
ス」は多く存在しているので、以

・登録
 した途端、営業電話がなり
やまない

るという点では、マッチングサー

下のデメリットを把握している読

・優良な事業者が存在していない

ビスとして一見完璧に見えるモデ

例えば、

きなリスクが伴います。

Ａ社：見積もり金額５００万円

めるために「相見積もりを取る」

基本的には発注側の交渉力を高

ている可能性もあり、コストダウ

の分が発注側に手数料が添加され

料が高いのが難点となります。そ

うため、マッチングに関する手数

に発注しますか？（図 ）

れました。さて、あなたはどちら

納期は ヶ月
2

社からこの様な見積書が提出さ

B社

見積もり：500万円

見積もり：50万円

納期：6ヶ月

納期：2ヶ月

者も多いかもしれません。

かなど、判断軸が見積もり金額

ルかもしれません。

・結局
 どこに依頼をすればいいの
に終始する

納期は ヶ月

という発想です。品質の高い業者

ンという目的では使いづらいかも

しかし、丁寧にマッチングを行

と出会うというよりも、発注コス

しれません。

2

Ｂ社：見積もり金額 万円

トを抑えたいという要望に答える

A社

to

6

サービスになります。

どちらに発注しますか？

図2
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to

「AI」「IoT」などは、聞き慣れない言葉かもしれません。
おそらく「RPA」もその一つで「きっと IT 関連の用語だ
ろう…」その程度の理解度かと思われます。中小・小規

模企業（以下、中小企業）では、RPA の普及はまだまだ
発展途上段階にあると言えます。そこで、RPA 社労士 ®

こと、元 NTT のシステムエンジニアの私が 2 回にわたっ

The serialization title

て RPA をわかりやすく説明します。RPA とは具体的に
何なのか、その詳細を本連載で学んでください。

中谷 充宏

TEL 048-650-5139
URL https://www.rpa-ai.biz/
E-mail nakaya@mandnconsulting.com

シートから別
Excel

具体的なＲＰＡの活用シーンと

かもしれません。
しては、ある

シートに特定の項目だけ
の Excel
をひたすら転記するといった事務

えば、後は、人間が関わらなくて

も正確に粛々と事務処理をこなす

のがＲＰＡです。

時間３６５日働かせても、人

間と違って不平不満も言いません

し、休むことなく事務処理を続け

ます。体や精神に不調を来すこと

はありませんし、残業代も一切不

要です。よって、仕事でこれを利

用しない手はありません。

特に、生産性向上が叫ばれる日

本においては、このＲＰＡの活用

が有効な一手、と言っても過言で

はありません。

後、指定したフォルダに保存した

ロードし、特定の項目を集計した

中にあるＣＳＶファイルをダウン

幹システムにログインして、その

また、今、使っている自社の基

ん万能ではありませんし、手間暇

とは間違いありませんが、もちろ

ける生産性向上に大いに役立つこ

ＲＰＡは、社内の事務処理にお

部分最適を目指す

●全体最適ではなく

ＲＰＡで、何ができて
何ができないのか

り、メールで上司に報告したりと

ください。高校の野球部に所属す

例えば「洗濯」を想像してみて

やコストがかかります。
システムを一度起動させてしま

動で行ってくれます。

いう毎日の事務処理を、すべて自

処理などが挙げられます。
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最近、よく耳にする
ＲＰＡっていったい何？

M&N コンサルティング株式会社
RPA 社労士 ® ＆代表取締役

」や「 Excel
」と同じよ
る「 Word
うなもの、と言えばわかりやすい

生産性向上に有効な一手「ＲＰＡ」は
中小・小規模企業こそフル活用すべき
ＲＰＡとは …
「 Word
」や「 Excel
」 !?
●生産性向上には必須
ＲＰＡは「ロボティック・プロ
セス・オートメーション」の略で、
ざっくり解説すると「パソコン上
で様々な業務効率化を実現してく
れるシステム」になります。
例えば、今、業界を席巻しつつ
あるマイクロソフト社のＲＰＡ
※」で
「 Power Automate Desktop
や Windows11
あれば、 Windows10
で動くパソコンを所持していれば
無料でダウンロードして使うこと
ができます。
既に、貴社において使用してい

https://powerautomate.microsoft.com/ja-jp/desktop/
※ Power Automate Desktop

前編
昭和時代からビジネスに携わる方には、昨今の「DX」
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最近、よく耳にする RPA っていったい何？

る洗濯機の商品化には、とんでも

う工程があり、これを自動化させ

す。最初に洗濯物を分別するとい

ラウスを一緒には洗わないはずで

る息子のユニフォームと、姉のブ

知るところですが、社内の事務処

家事負担が激減したことは誰もが

てくれます。これにより家庭での

機であればまさしく全自動でやっ

すぎ・脱水）は、今の全自動洗濯

るのは現実的ではなく、その一部

の事務処理を全自動で行おうとす

この洗濯の例のように、すべて

含めると人が対応しています。

スに入れるという最後の工程まで

ますが、取り込む・たたむ・タン

分最適）にすることが、ＲＰＡの

ことで、うまく稼働するよう（部

務だけでいいのでＲＰＡに任せる

るのではなく、ある部署の一部業

滑に流れるよう（全体最適）にす

システムのように全社がうまく円

つまり、大規模な社内の基幹系

となってから、システムエンジニアとして、当時、世界一
大学卒業後、NTT に新卒入社し情報システム本部に配属

付けました。

その後、約 17 年前に独立開業して社会保険労務士の事務

所を経営する中で、労働保険・社会保険の各種手続きや給
与計算といった多量の事務処理を、人手だけで対応するの
はもはや限界があると実感し、2019 年の夏から「RPA」を

導入しました。

「思ったようになかなか動かない…」といった紆余曲折が

あったものの、今では、例えば 1 人が 8 時間かかっていた

のメリットを十二分に享受しています。

こうした経験値もあり、しかも今では安価で活用できる

RPA は、中小・小規模企業こそ積極的に取り組むべきだと

考え「RPA 社労士 ®」という商標登録も取得し、中小・小

規模企業に特化した RPA の導入・運営サポート事業を展開

導入と運用を成功させる最大の秘

をＲＰＡに任せてしまう方が、は

なかや

るかに効果的で手間暇やコストが

理に置き換えると、ここがＲＰＡ

の代表取締役を務めております、中谷と申します。

しています。

弊社では、随時、無料相談をお受けしています。RPA の

導入をご検討の経営者の方はぜひご連絡ください。

また、洗濯物の乾燥では、天日

の本領発揮の工程になります。

私は、
経営コンサル会社
（M&N コンサルティング株式会社）

訣になります。

ない装置やコストがかかることに

〜 8 時間の事務処理がたったの 5 秒で！〜

かからないのです。

なります。そこで、人が目視で分

NTT 在職期間中に、システムに関する知識やスキルを身に

別することになります。
干しと乾燥機という二通りがあり

繰り返しになりますが「全体最

適ではなく、部分最適を目指す」

ということです。

ＲＰＡの導入と運用
つのメリット

①業務の効率化により

今まで、社員が時間をかけて行

生産性を向上できる

っていた大量の事務処理をＲＰＡ

に任せてしまえば、業務を効率化

ＲＰＡは社員と違って、 時間

できて生産性も向上します。

きますから、例えば 日 時間勤

３６５日、休みなく働くことがで

24

8

務の社員と比べ、 倍もの稼働時

1

間を確保することとなり、また社

3

2022.1
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4

次に、洗濯機の工程（洗い・す

筆者自己紹介

の規模を誇る社内システムの開発に携わりました。そして

事務処理が「たったの 5 秒」で処理できるまでになり、そ

Business development
〝事業開拓〟
「経営戦略・組織構築」実践講座

ラオス

第5回

タイでのテーマパーク事業と
運営組織を構築する

ビエンチャン

タイ

ウドンタニ

バンコク

日本

中国
昆明

ミャンマー
タイ

ベトナム
カンボジア

中国が、欧州と自国間を結ぶ鉄道や港を整備し貿易を促進する中、中
国の昆明〜ラオスの首都ビエンチャンまで 2021 年 12 月 3 日に高速鉄道
が開通しました。ちなみにビエンチャンからヌートン社長（バーンサイ
アム株式会社）の故郷ウドンタニまで車を利用して 90 分の近さで、この
バーンサイアム
株式会社 HP

代表ヌートン・ルエンデット
Facebook

原作／今村 健太郎
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マンガ／緒方 京子
2022.1

が楽しめるテーマパークを 2021 年 12 月 1 日にオープンさせました。
本場の味！ NUTONG

THAI FOOD STATION
東京都港区白金 3-5-2
ORDER TEL 03-5422-7540

営業時間 11：00 〜 14：30 17：00 〜 22：00
定休日 火曜日（ただし、緊急事態宣言時は時短営業）

外苑西通り

THAIFOOD
STATION

白金商店街

伊勢丹
スーパー

白金高輪駅

天現寺交差点
広尾駅
広尾駅1番出口から
徒歩7分
五の橋

四の橋

明治通り

開智国際大学 准教授
株式会社ビジネス忠臣蔵 顧問
瀾亭弁護士事務所 顧問
URL http://tyuushingura.jp
E-mail imamura@tyuushingura.jp

故郷に釣り堀・レストラン・動物とのふれあい・タイ式マッサージなど

肉のハナマサ

白金高輪駅3番
出口から徒歩5分
古川橋

川

コロナ急拡大前の
２０２０年１月

私が尊敬している
母です
母は︑釣り堀を作り
周囲で別荘事業も
展開していたのですが
私が日本留学中に
他界し事業は大幅に縮小
しました

それは大変
でしたね⁝

こちらの方は
どなたですか？

タイのハーブバジル
農場や食品工場も
そこに隣接しており
改めてテーマパークに
しようと考えています

どのようなテーマ
パークですか？

涼しく過ごせる
粘土ハウスの別荘の
建設も予定しています

エアコンを使わなくても

また

その場で調理は
いいアイデアですね！

釣った魚やエビを調理できる
レストラン︑賞金が出る
フィッシング大会の実施
動物とのふれあい
タイ式マッサージなどを
考えています

パパイヤやマンゴー
などのフルーツも
年中︑食べられる
ように植えます
1

中小企業経営研究会／ご注文書

最新号

月刊 近代中小企業「KinChu」（付録小冊子付）

注文冊数

ビジネスマッチングの現状 ...........................................................................................................
2022 年 1 月号 ×（
■価

格：セット販売
本誌のみ

最新号

1 冊 2,450 円（税＋送料込）
1 冊 1,900 円（税込）
（＋ 送料150 円）

小冊子「速習」（付録小冊子のみ）

注文冊数

これからの中小企業に求められるリーダー像 ...................................................................
2022 年 1 月号 ×（
■価

格：1 冊 700 円（定価 500 円 ＋ 税）
（＋ 送料150 円）
10 冊以上ご注文の場合は 1 冊 550 円（税込）
、送料は無料です。
20 冊以上ご注文の場合には割引有。

■発

）

送：原則注文受付後の翌営業日（平日）に発送。

■ 支払方法：銀行振込。商品発送時に請求書を同送いたします。
※その他、バックナンバーのご注文もお待ちしております。
※ご注文はメールでも承ります。kinchu@map-net.org までお申込ください。

）

