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第1章 アントレプレナーとは 

1.1 開講にあたって ――アントレプレナーシップは誰にでも必要―― 

○ 「アントレ」は「エンター」 

「Entrepreneurship」は一般に「起業家精神」と訳されています。起業というと多くの場合、会社を

始めることと捉えられています。この講座では「Entrepreneurship」をもう少し広く捉えています。この

講座では、「Entrepreneurship」を同じ語源と考えられる「Enter」にたとえて理解しています。起業し

て会社を興すことだけでなく、身の回りにある「『これはおかしい』と思ったことに自ら踏み込んで直

していく」という気持ちのあり方と捉えています。自分がいる大学の研究室でも、会社の部署でも、

地域の集まりでも問題はたくさんあります。それぞれが抱える問題を「自分が解決しようと思うこと」

が「Entrepreneurship」だということです。 

「Entrepreneurship」の元になっている「Entrepreneur」という言葉を作ったのは、シュンペーターと

いう経済学者です。シュンペーターは「Entrepreneur」はイノベーション（新結合）を興して経済を発

展させる人だと説きました。イノベーションは発見や発明だけではありません。今までつながってい

なかった人と人がつながることも含まれます。 

講座に登場してもらった、ほとんどの社長が同じことを言います。会社を興すときに会社の設立

する手続きが重要だったという社長さんはいません。会社をうまくやっていけるかどうかは、「いかに

してたくさんの人に助けてもらえるかだ」と、どの方もおっしゃいます。問題を感じて、自分で解決を

試み、発明や発見、そして新しい人と人のつながりを作りだして解決していくのがアントレプレナー

なのです。 

○ 起業の前に必要なこと 

私が開催しているアントレプレナーシップ論オープンスクールは 2012 年 4 月で 11 年（11 回）目

を迎えます。この間に講座で何をどう伝えるかについてたくさんのことを学びました。もちろん、最初

の年の講座も練りに練って作りました。しかし、今から思うと頭で考えた部分が多い講座でした。 

初年度の講座は東京大学工学系研究科の実験的講座として行われました。主な受講生は理系

の大学院生でした。当時の様子は『理系人間のための経営戦略入門』（2003 年、実業之日本社）

にまとめています。初年度の講座には交渉学や小さな会社での組織運営などユニークな講義が含

まれています。 

初年度の講座は、受講生が講座の後、すぐにでも起業を目指せるように設計していました。その

ため、講座の後半には、「必要な資金は銀行に融資してもらうのがいいのか、投資家に出資しても

らうのがいいのか」という課題を出して回答してもらっていました。しかし、これはほとんどの受講生

にとって現実感のない課題でした。受講生が切実に必要としていたことは、資金をどうやって調達
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するかではなく、チームワークや、人前での発表など、ごく基本的なことでした。 

確かに学校の科目にはチームワークや発表の仕方はありません。チームワークについては学園

祭や部活動などで実地に体験するだけです。発表についても学術学会などで我流の体験をする

だけです。チームワークや発表の仕方は今では学問としても研究が進んでいます。研究によって

明らかになったことは、チームワークや発表の仕方は、知識として覚えるものではなく、トレーニング

して身につけるものということです。そして一旦身につければ一生使える財産になります。 

ほとんどの受講生は、起業して会社を興すことをすぐに実現したいゴールとは考えていません。

会社を興して社長になることは「いつかはやってみたい」「できるならやってみたい」という憧れに近

いものとして捉えています。そして、会社を興すことは憧れであったとしても、一人ひとりが、自分が

研究する技術や社会の問題、身の回りの問題に「熱い思い」をもっていることも、もう一方の側面で

す。この思いがあれば実現していく形はそれほど重要ではありません。会社を興すやり方もあれば、

組織の一員としてやっていくやり方もあるでしょう。研究者としてやり遂げていくこともできます。 

その思いを実現するために、「学校では教えていないこと」があると感じています。11 年前の講座

で教えていた「資金調達」や「交渉術」、「リーダーシップ」はもちろん役立つことです。しかし、それ

だけではないもっと大事なことがあると感じています。現在の講座ではそれを伝えることに重きを置

いています。例えば、会議やミーティングの仕方についてはいろいろ研究されています。それは本

を読めば知識としてはわかります。しかし、そのとおりやってもチームでの議論はなかなかうまくまと

まりません。それには知識とは少し違う、「信念」や「正義」といった物事を成し遂げていく基本的な

エネルギーのようなものが必要になるからです。この何か言葉ではうまくいえないものを伝えたいと

いうのがこの講座が目指すところです。 

[注]本テキストの活用 

本テキストはこの講座が 10 年にわたって試行錯誤してきた受講生が学び、成長するためのノウ

ハウをまとめたものです。講座を体験しながら学ぶことが多い一方、客観的な振り返りのためのチェ

ックシート（たとえば、プレゼンテーション評価シート、事業案評価シートなど）は、１つ１つ独立して

使っていただくこともできます。 
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[参考書籍] 『企業家とは何か』シュンペーター（東洋経済新報社） 

アントレプレナーという言葉を作ったのがシュンペーターだといわれています。シュンペーターはア

ントレプレナーを「新結合」を行う者としました。新結合は５つあげられていて、1) 新しい財貨の生

産、2) 新しい生産方法の導入、3) 新しい販売先の開拓、4) 新しい仕入先の獲得、5) 新しい組

織の実現、となっています。シュンペーターのアントレプレナーは慣例的に「企」業家と書かれること

が多いようです。 

『理系人間のための経営戦略入門』柴田英寿（実業之日本社） 

本講座の初期の様子を書いています。構成は下記を参照ください。 

講座名 ：理系のための経営戦略入門 

講座概要： 

□セクション１－事業に関する基礎知識－  

第一回 イントロダクション＆事業の基礎 

第二回 技術系企業の事業分析：ザインエレクトロニクス社 

 

□セクション２－事業家のためのリスク・マネジメント－ 

第三回 リスク・マネジメントの基礎知識 

第四回 リスク・マネジメントについて：ディスカッション 

第五回 課題発表 

 

□セクション３－事業家のための知識創造戦略－  

第六回 知識を利益に変える組織作りの基礎知識 

第七回 事例企業の分析：キーエンス社１ 

第八回 事例企業の分析：キーエンス社 ２ 

 

□セクション４－事業家のための資金調達戦略－ 

第九回 資金調達の基礎知識 

第十回 技術系ベンチャー起業家講演（サイバーレイザー社） 

第十一回 資金調達の実務 

 

□セクション５－事業家のためのリーダーシップ－ 

第十二回 リーダーシップ：ディスカッション 
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1.2 日本のアントレプレナー 

○ 亀山社中からユニクロまで 

日本にももちろんアントレプレナーはいました。古くは、日本最初の株式会社といわれる貿易会

社「亀山社中」「海援隊」を組織した坂本龍馬がアントレプレナーでしょう。竜馬は、近代日本の実

現を企画したアントレプレナーであったといえます。 

日本資本主義の父と言われる渋沢栄一氏はまさに日本を代表するアントレプレナーです。渋沢

氏は、埼玉の豪農の長男として生まれ、徳川慶喜の弟昭武に随行してパリの万国博覧会を視察し

ました。帰国後、大蔵省に入って、第一国立銀行のほか、東京ガス、東京海上火災保険、王子製

紙、秩父セメント、キリンビール、サッポロビールほか、５００を超える企業の設立を進めたそうです。

また、一橋大学や日本女子大の創設にも尽力し、日本赤十字社の設立にもかかわったそうです。

とてつもないアントレプレナーです。 

第二次大戦前には、三井の三井高福、三菱の岩崎弥太郎、安田の安田善次郎、住友の住友友

純、大倉の大倉喜八郎、古川の古川市兵衛などの財閥隆盛の立役者がおり、彼らもアントレプレ

ナーであったといえます。 

パナソニックを創業し、晩年は松下政経塾を作った経営の神様、松下幸之助氏、自らも世界有

数のライダーだったホンダの本田宗一郎氏、戦後の闇市からたたき上げたダイエーの中内功氏、

同じく巨大流通グループ、セブン＆アイを築いた伊藤雅俊氏のように、自分で会社を興し、それを

大きくして財産を築き上げた人もたくさんいます。彼らは平成の世から見れば、「昭和の立身出世

モデル」とも言えるアントレプレナーです。 

この「昭和の立身出世モデル」は、京セラの稲盛和夫氏や日本電産の永野重信氏、さらには製

造業を離れて、リクルートの江副浩正氏、パソナの南部靖之氏、カルチャーコンビニエンスクラブの

増田宗昭氏に連なっていきます。 

次に現れたのは、ＩＴ化の進展に伴ってインターネットをビジネスの手段として活用したネットベン

チャーでした。現れたと思ったらすぐ消えてしまう浮き沈みの激しい世界でしたが、創業者やその

関係者の中には株式を公開することで大きな収入を手にした人たちがいました。楽天の三木谷浩

史氏などは、その典型例でしょう。異色なところではファーストリテーリングの柳井正氏もアパレル業

界に「新結合」（注：シュンペーターの用語）を起こした大アントレプレナーといえるでしょう。 

○ プロジェクトＸ 

ＮＨＫに『プロジェクトＸ』という番組がありました。新幹線を開通させた人たち、青函トンネルを開

通させた人たち、黒部ダムを建設した人たち、阪神・淡路大震災で不通になった線路を復旧した

人たち、難事業に取り組んでやり遂げた人たちにスポットライトを当てました。会社を興す人だけが
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アントレプレナーであるわけではありませんし、組織のトップに立つ人だけがアントレプレナーであ

るわけではありません。 

社会にはやらなければならないことはたくさんあり、それらを成し遂げていった名もない人たちが

たくさんいます。私達の講座は、どちらかというとこういう「人』たちを志向する人たちのために作られ

ています。 

また、やり遂げられた人だけでなくやり遂げられなかった人もたくさんいます。 

松下幸之助氏と同じ時期に電気製品の製造を始めた人は何百、何千人といました。本田宗一

郎氏が浜松でオートバイの部品を作っていたころ、浜松だけで３００社を超える同種の町工場があ

ったそうです。いずれの場合も、残ったのはほんの一握りの企業だけです。同じようにネットバブル

の時期にネットビジネスに賭けた会社は何千もありましたが、社会にインパクトを与えるところまで成

長した企業は数えるほどです。 

企業や官庁の中にも、挑戦をして成し遂げられずに無念の中で過ごす人がたくさんいます。特

に、日本の社会では、政府主導の戦後復興、高度成長のあり方が強固で、戦後経済の頂点とも言

えるバブル崩壊の後、２０年近くたった今も本質的な「新結合」を見出せずにいます。この講座の受

講生の中から日本を窮地から救い出す「新結合」を見つけ出す人が出てくることを期待していま

す。 

[コラム] I have a dream 

アントレプレナーにはいろいろな定義があります。この講座でいう「1 歩踏み出す人」もそれらのう

ちの１つです。シュンペーターの定義ももちろん有力なものの１つです。「アントレプレナーは夢を

実現する人」としてみてはどうでしょうか？夢には個人的なもの、社会的なもの、いろいろありますが、

いずれにしても、夢を実現する人はアントレプレナーだと思います。 

その意味で、I have a dream という言葉はとても強力なものです。 

凶弾に倒れた米国の黒人開放運動の指導者マーティン・ルーサー・キング氏の演説を見てみて

ください。演説の中盤、感極まる群集に対して、 

I still have a dream. 

It is a dream deeply rooted in the American dream. 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: 

"We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal." 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of 

former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. 
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I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of 

injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and 

justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 

judged by the color of their skin but by the content of their character. 

I have a dream today  

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having 

his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification" 

one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with 

little white boys and white girls as sisters and brothers. 

I have a dream today. 

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be 

made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; "and 

the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together." 

キング氏が凶弾に倒れた 40 年後、米国では黒人初の大統領が誕生しました。あなたの夢は 40

年後の世界を変えているかもしれない。 
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第2章 大義とチームワーク 

2.1 アントレな人が大事にするもの ――「大義」と「チームワーク」―― 

アントレプレナーシップ講座では、毎年、いくつかの会社の経営者から課題をもらうようにしてい

ます。経営者の方々は一人ひとり個性的です。しかし、おっしゃることは驚くほど似ています。彼ら

は「事業をする上で大事なことはなんですか」という問いに対して、多少言葉は変わりますが必ず

「大義」と「チームワーク」と答えます。 

○ なぜ経営者から課題をもらうのか 

経営者から課題をもらうのは、経営者、もっと言えば組織のトップにある人とそれ以外の人とでは

基本的な考え方に大きな違いがあるからです。組織のトップにいることで身につく考え方は、多くの

人にとって役立つことです。その意味で、誰でも１つは組織のトップ(責任ある立場）にいるのがよい

とも考えられます。サークルでもボランティアでもなんでもよいです。 

私が受講生に感じてもらいたいことは、経営者が持っている 

・自分が責任をとるという覚悟 

・たとえ独善であってもことを進める信念 

・視野の広さ 

 

の３点です。こういう心持ちからかもし出される「人としての力」、「魅力」、「エネルギー」を感じても

らうのが受講生の役に立つと考えるからです。そういう人に接することで、「生き方のゴール」のよう

なものを感じてもらえると思っています（もちろん役職名が経営者であってもそういうことを感じさせ

ない人もいます）。 

１つひとつについて少し詳しく書きます。 

自分が責任をとるという覚悟 

自分が責任をとるという覚悟のあるなしは大きな違いを生み出します。損を出したら自分のポケッ

トマネーで補てんするつもりであれば無駄なお金など使うはずがありません。自分が最後、損を被

るのだと思えば誰でも本気になります。本気であることが大事なのです。 

たとえ独善であってもことを進める信念 

独善はよくないことですが、全員が満足する合意はなかなか得られません。そうしているうちにタ

イミングを失ってしまいます。反対者がいてもやらなくてはならないときもあります。それをやれること

も経営者がもっている強さの１つです。 
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視野の広さ 

人に使われていると言われたことだけをやるようになりがちです。経営者はいつもフレキシブルに

世の中を見て、経営のかじ取りをしなくてはなりません。経営者が一番自由に周りを見ています。そ

の感覚もつかんでほしいと思っています。 

○ なぜ、「課題」をもらうのか 

経営者に接するだけなら、講演をしてもらうだけでもよいかもしれません。しかし、講演だけでは、

なかなか真剣に議論する時間を共有できません。経営者から普段の会社経営で困っていることを

課題としてもらい、それに応える姿勢を受講生の側が示すことで初めて、経営者が受講生と深く議

論してくれます。 

課題に対する自分たちなりの提言を持ってきた受講生チームに対して、経営者からはこんな言

葉が返ってきます。 

「皆さんがんばられましたが、現実のビジネスからはあまりにも遠すぎるので特にコメントはありま

せん」 

「皆さんは大物です。こんな話を私にするのですから。皆さんのアイディアの大半は Google で検

索したら見つかるものです」 

「もっと夢がある自由な発想を聞けるかと思っていた」 

全くほめてくれないのです。 

ほとんどの受講生は、それまでの人生、何かやれば「よく頑張った」と言われてきています。ここ

で初めて「大したことない」とはっきり言われるのです。経営者は自分が求めたことに対して受講生

が労力を使って応えてくれたので、取りつくろわずに本当のことを言ってくれたのです。受講生にと

っては身が引き締まる思いがする一瞬です。 

○ 「経営者」から聞く「大義」と「チームワーク」 

ばっさり切られた後、多くの場合、経営者から各チームについて簡単なコメントが語れます。その

後、経営者は自分の体験から大事だと思うことに話を変えます。時間がない中、実現性まで検討し

きれずに持ってきた提案に助言するより、これから、どう生きていくべきか、起業とは何かについて

話す方が価値があると思われたからでしょう。 

ここで出てくるのが「大義」と「チームワーク」です。 
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○ 「大義」 

大義というのは大義名分の大義です。「自分がなぜそれをやるのか」「なぜやらなくてはならない

のか」「なぜそれが正しいのか」ということです。何かを成し遂げようとすると時間がかかり、困難にも

直面します。一緒にやってきた仲間と考えが合わず、たもとを分かつこともあります。それを乗り越

えてやっていくには揺るがない信念が必要です。揺るがない信念など普通の人は持っていません。

しかし、それでは困難に直面するたびに進めなくなってしまいます。難しい状況に陥った時に、考

えて、悩んで、どう考えてもこれが正しいと思う方向に舵を取ります。その行き着いた考えが大義で

す。 

○ 「チームワーク」 

一人でできることには限界があります。何かを成しとげるにはたくさんの人に手伝ってもらわなく

てはなりません。しかし、ただ、人数が集まっただけでは、お互いの考えを伝え合うのに時間がかか

ってしまい、かえって生産性が低くなります。一人ひとりが別々にやるよりも、チームになってやるこ

とで生産性が高まらなくてはチームである価値がありません。チームには大きな可能性があり、一

人では思いもよらなかった大きな夢をもてるようになったり、一人では成し遂げられなかった大きな

ことを達成できたりします。そうなるようにするのがチームワークです。 

[参考書籍] 『脱藩ベンチャーの挑戦―技術者よ、殻を破ってみないか』飯塚哲也 

（日経 BP企画） 

東芝の半導体開発部長を辞めてベンチャーを創業した飯塚氏の思いが語られています。 

[参考書籍] 『一瞬の風になれ』佐藤多佳子３巻（講談社） 

高校陸上部の３年間を通して個人競技のように見える陸上競技がチームワークであることを教えてく

れる圧倒的な物語力を持つ名作です。傑作続出の２００５年に本屋大賞１位を受賞した作品です。 

2.2 「大義」とは何か 

○ 過去、受講生チームが掲げた「大義」と事業計画 10選： 

「大義」は「ビジョン」と言われたり、「ミッション」と呼ばれたり、あるいは「動機」と言われることもあり

ます。何がよい「大義」で、何がよくない「大義」なのかは一概には言えません。そして、１行か２行の

「大義」を言葉にすることはのたうち回るほどの頭脳の労働を必要とします。「思い」はそう簡単には

「言葉」にはなりません。 

正しい導き方を述べることはできませんが、過去の受講生チームの「大義」を見て、考えてみまし

ょう。 

「先端技術を利用して新しい価値を生み出し、 
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より過ごしやすい世の中をプロデュースするとともに、新規雇用の創出を目指す」 

このチームはこの「大義」の実現手段として、「超音波で物体を浮遊させて効率的に移動させる

技術」についての事業案を考えました。「超音波による物体浮遊による新しい価値の創造」としてよ

かったかもしれません。このチームはメンバーの中にこの技術の研究者がいて、その技術を題材に

して考える中で上記の「大義」を考えたのです。 

「先端技術」「新しい価値」というのは響きの良い言葉ですが、中身をとらえにくい面もあります。

また、この「大義」では「雇用の創出」をうたっていますが、このチームはそこまで検討できませんで

した。しかし、将来を見据えた「思い」を込めているなら、「大義」に入れても良いと思います。 

「外国人観光客に日本の真髄を伝えたい」 

このチームは、「外国人観光客向けのフリーペーパー」の事業案を考えました。このチームは外

国人観光客に「日本についてもっと知ってほしい」という思いから、当時流行っていたフリーペーパ

ーを活用した事業案を考えました。 

ビジネスとしてはフリーペーパーに広告を取れば実現できるでしょう。それだけはない「思い」や

「新しい試み」が入っているともっと良かったと思いました。 

「日本人も外国人も住みやすいと感じられる社会を作るために、 

多様性を豊かさとして享受できる仕組みを作る」 

このチームは「大義」を先に作っていろいろな事業案を考えました。有力だったのは、留学生に

外国語を教える仕事を斡旋する事業案でした。「・・・な社会を作る」では、１つの会社としてやるに

は「大義」が大きすぎるので「教育事業を通して」として少し範囲を絞ってはどうかと助言しました。 

「ケータイによる快適空間の演出」 

このチームは上記の「大義」の実現例として「優先席近くでケータイのボタンをワンプッシュするこ

とで電車内にランプが点灯し優先席に堂々と座ることができる仕組み」を普及させる事業案を考え

ました。携帯電話の新たな可能性に着目した「大義」と事業計画でした。 

「大義」が大きいという点では例 3 に似ていますが、「ケータイ」に限定している点が違います。具

体的である半面、使用する機器が限定されてしまう面もあります。ケータイの部分を「モバイル通信

機器」とすると少し広がりが出ます。「モバイル通信技術」とするとさらに広がります。場所を「生活空

間」から「公共空間」、「公共交通機関」と限定することもできます。自分達がやりたいことからみて、

どの範囲が適切かを考えるとよいでしょう。 

「快適で楽しい生活空間の演出」 

このチームは「駅トイレ広告の企画・開発」という事業案を考えました。「大義」が非常に大きいこと

を言っているので、駅トイレに限らず、何でも包含してしまうような気がします。大きなことを言うのは

悪いことではありません。しかし、具体性も加えて力強さを感じられるように表現できるとさらに良い
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と思います。 

「効果的なスキルアップの１方法を、一人でも多くの方に提供し、 

より豊かな思考、表現そして行動ができる社会を作る」 

このチームは「企業向け英語研修ビジネス」の事業案を考えました。メンバーの中に英語での討

論の世界的な団体に参加している人がいて、その人の思いを実現しようとしたものでした。やりたい

ことの方からさかのぼって「大義」を考えたようでした。やりたいことを先に考えて、後付けで「大義」

を決めるのはよくある流れで、悪いことではありません。一方、英語の研修と社会の改善では少し距

離があるように感じました。 

「カンタム・ドット・デバイス（Quantum Dot Device：量子ドット・デバイス）を 

実用化・商用化し、Key Deviceを供給してユビキタス情報社会の実現に貢献します。 

収益性に基づき、カンタム・ドット・デバイスの実用化研究を深化し、 

当分野で世界をリードします。産学連携の出口となる新しい仕組みを提案•実証し、 

日本のエレクトロニクス産業の発展に寄与します。」 

これは大手企業の研究を会社の外に切り出して事業化を目指す本格的な事業のミッション・ステ

ートメントとして考えられたものでした。学生たちのものに比べると事業の具体性が格段に高くなっ

ています。 

「広告をファッションに」 

このチームはこの「大義」を実現する第１ステップとして「携帯電話の裏面に広告シールを貼る」

事業案を考えました。小額の広告料の支払いとシールの提供方法をうまく解決できませんでしたが、

斬新なことを考えようとする姿勢に好感を持てました。 

「街を歩いていると生の音楽が聞こえてくる。 

身近な音楽で幸せになれる社会を作りたい」 

このチームは「『聞きたい人』と『演奏したい人』のマッチング」についての事業案を考えました。

既存の事業ですが、それらとの差別化を考えて検討を進めていました。この思いは、メンバーであ

るアマチュア・ミュージシャンの思いから出てきたものでした。 

「途上国に良質の水を提供する」 

このチームは「インドにおける浄水器販売」についての事業計画を考えました。これは、途上国を

旅して水の不便さを感じたメンバーの思いから出て来た事業計画でした。「大義」は鋭いですが、さ

まざまな技術や方法を検討していくなか、すでに世の中でさまざまな方法が試されうまくいく方法が

ないことがわかり、苦戦しました。簡単にできることならすでに広まっているはずですから当然といえ

ば当然です。苦労はしましたが、いいチャレンジをしたチームでした。 
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○ 「大義」の決まり方 

受講生チームの「大義」から以下の傾向を感じます。 

・メンバーの誰か一人の強い思いが核になることが多い。 

・先にサービスや製品が決まって、それをやる意義として「大義」を考えることも多い。 

・言葉にとらわれてしまう傾向があり、美しい言葉が多くなりがち。 

また、「大義」は合理的な評価では決めにくく、むしろ、心理的な要因で決まる方が多いようです。 

たとえば、「大義」について、いくつかの案が出てきた場合、仮に、それらを「いくつかの評価軸

（例えば、社会性、収益性、成長性、自分達の強みなど）で点数をつけて、一番点数が多いものを

選ぶ」としても、必ずしもしっくりしないことが多いでしょう。要素に分解した評価を見ても、全体を現

さないからです。 

また、「心が動けば体が動く」という言葉をある経営者からもらったことがあります。私はこれを基

準にすることが「大義」を決める際に良いのでは、と思っています。あることを「大義」としたとき、そ

れを実現するためにチームのメンバーが自然に行動してしまうならいい「大義」であり、起こせない

なら何かが違うという判断基準です。 

2.3 「チームワーク」とは何か 

チームではさまざまなことが起こります。チーム内で起こる“すれ違った議論”を“熱い議論”と勘

違いしてしまうことがしばしばあります。生産性が低い時間を共有したことを“青春の１コマ“と思いこ

んでいる人も多いです。そしてアントレプレナーシップ論オープンスクールの受講生のチームで起

こることは、大きな会社の組織で日々起こっていることと変わりありません。複数の人が心をつない

で１つのことへ向かっていくというのは本当に大変なことなのです。 

○ 実際にチームで起こること 

ミーティングに来ない 

ミーティングに来ないメンバーもいます。彼らの気持ちも分からなくはありません。その場にいると

いうことはそれだけで大変な労力です。そして、それをストレスと感じる人もいます。ストレスを感じる

と、楽な選択をする理由を探します。サークルがある、バイトがある、体調が悪い、何か理由をつけ

て来ないのです。それは「逃げ」なのです。来ないのは同じ時間帯に他の用事があることではなく、

自分がチームのメンバーとしての責任を果たせていないことがどんよりと心にのしかかってしまって

いる場合が多いようです。一番大変なことを最優先にすることはそれだけでストレスがかかることで

す。しかし、それから逃げてしまえば、何かを成し遂げられる人にはなれません。 
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遅刻してくる 

集合時間に関する感覚は人によって違います。ミーティングの最初の部分の議論は、後に続く

時間に比べて議論の範囲などを共通認識するためにとても重要です。そのため、最初の時間は全

員で共有すべき時間です。遅れてきた人が議論を客観的に見ることができる面も確かにあります。

しかし、現実的には、遅れてくると議論に入れない、議論についていけない状態になることがほとん

どです。多くの人が集合時間ぎりぎりに到着する予定を立てます。当然、間に合わないことが多くな

ります。ギリギリではなく時間より早く到着する習慣を身に付ければ遅刻はぐっと減ります。自分だ

け早く来るのは損だと思う人はアントレプレナーにはなれないでしょう。自分が早く来るから周りも早

く来るようになるのです。 

ぎりぎりに到着していてはミーティングをすぐに始められません。ミーティングを予定通りに始める

には早めに到着して準備をしておく必要があります。 

（遅刻については第 8章、遅刻の項参照） 

会話のデットボール 

誰かが話していると、自分が話したいことが思いついてきます。そうすると相手の言っていること

は頭に入らず、自分が次に言うことで頭がいっぱいになります。そしてお互いが自分の言いたいこ

とを言い合ってしまいます。相手が言ったことから自分が思いついているので、この状態を発想が

広がっている状態だととらえる人もいます。確かに誤解やすれ違いが発想を生みだすものです。し

かし、発想だけしていては議論はかみあわず収束しません。相手が言っていることを言っている通

りに受け止めることがチームワークの始めの一歩です（発想については別途第 4 章でも述べま

す）。 

自分の番でしか働かない 

チームで取り組む課題を発表することになった人がすべての準備を引き受けざるを得なくなるこ

とがしばしばあります。チームのメンバーで順番に発表をするとしても、発表者だけが準備をするの

では、チームであることの付加価値はありません。発表者が最終的な論旨を決めるとしても、他のメ

ンバーの発想や知識をどれだけ発表に盛り込めるかが発表の質を決めます。発表者は他のメンバ

ーの意見をどのように自分の考えと関係付けるか、他のメンバーは、いかに発表者によい発表をさ

せるかがチームとしての準備となります。自分の番だと思ってやっている人にいろいろ意見をすると、

「放っておいてくれ！」といわれるかもしれません。しかし、この「おせっかい」がアントレプレナーに

は欠かせないのです。おせっかいがメンバーの心を重ね合わせ、溶け合わせるのです。 

まとめる人がいない 

チーム全体の議論の状況を見て「どうまとめようか」と考える人が出てこないことがあります。一人
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でも率先してまとめる人が出てくると大変助かります。二人出てくるとその二人で相談し合えるので

とても強力です（もちろん、二人が競い合ってしまってうまくいかないこともあります）。アントレプレナ

ーシップを学ぶ受講生でも自分からまとめようとする人はなかなかいません。まとめる人が出てくる

と他のメンバーがその人に依存してしまう傾向もありますが、誰もまとめる人がいない状況よりは救

われています。どんな集まりでも自分がまとめる覚悟ができているのがアントレプレナーです。もち

ろん、集まりの中に自分以外にまとめる人がいればその人にまとめ役を譲るのもアントレプレナーで

す。 

自分がリーダーだと思い込む（100％悪いわけではない） 

チームのリーダーを決めるのは難しいことです。１番強い思いを持ち、１番良く働き、１番気遣い

をする人がリーダーになれば問題は起こりません。そうでない人が「自分がリーダーだ」と思い込ん

でしまうことがあります。また、リーダーの気遣いが足りないために、他のメンバーがやる気をなくし

てしまうこともよくあります。場合によっては、リーダー然として振舞う人への個人的な反感からチー

ムを抜ける人が出ることもあります。 

こういう状況は必ず起こることで簡単に解消できるものではありません。強いて解消していく方向

性を言えば、 

・出席する 

・相手の話をよく聴く 

・チームのこと、メンバーのことを思う 

ということになります。 

傾向としてメンバーの出席率が高いチームはチームワークがよいです。そして、チームがよくなっ

てくるきっかけはメンバーそれぞれがお互いの発言を正しく聞くことにあります。うまくチームに溶け

込めていなかったメンバーも含めて、チームのことを大事に思えるようになってくると、チームワーク

に充実感を感じるようになります。 

○ やる気がないメンバーにはどう対処するか 

チームが直面する大きな問題は、「メンバーのやる気の違い」です。 

メンバーが全員、チームでの活動を最優先してくれるなら問題はほとんど起こりません。メンバー

ごとにチームに割ける時間と熱意が違うので問題が起こります。メンバー間のやる気の違いにはい

くつかの対処の仕方があります。 

やる気が低いメンバーには辞めてもらう 

やる気がないメンバーを辞めさせていてはチームのメンバーが減ってしまいます。そうしたら戦力
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ダウンになるようにも思えます。実際はやる気がないメンバーがいると余分な負担がチームにかか

るので、やる気が低いメンバーには辞めてもらうのが１番良い方法です。人数が足りないことが絶対

的に問題であれば、やる気がある新しいメンバーを探して入ってもらう方が良いです。 

やる気が低いメンバーのやる気を高める 

これも不可能ではありません。やる気がないメンバーの気持ちを良く聞いて、チームで活動する

ことでどういう良いことがその人に起こるのかを説明します。やる気が低いメンバーには二つのタイ

プがあります。一つは、いつも、どんなこともやる気が低いタイプです。もう一つは、他にやりたいこ

とがあるタイプです。どんなことにもやる気が高まらないのにチームに参加してくる人もいます。そう

いう人のやる気を高めることは簡単ではありません。その人はいままで一度もやる気を持って取り組

んだことがないかもしれません。そうだとするとこのチームでのことが人生で初めてやる気をもって

取り組むことにあたるかもしれません。そうであるなら、やる気を出すことの気持ちよさをここで知っ

てもらいましょう。そういうことがチームのモチベーションの源になることもあります。 

他にやりたいことがある人の場合は、本来は、チームから抜けてもらって自身のやりたいことに邁

進してもらうのがよいでしょう。前述の例７にあたります。あえて、他にやりたいことがあるメンバーで

あっても、どうしてもチームにいてもらいたい場合は次の例８の対応をすることになります。 

メンバー間にやる気の差があることを認める 

チームの生産性が高まらない可能性を残すことになりますが、メンバー間のやる気の違いを認め

る進め方もあります。非常に難しいチーム運営をあえて選択することにもなります。場合によっては、

難しさを抱えることが逆にチームの絆となって、チーム運営が安定することもあります。 

メンバー全員が「やる気」があることはありません。大事なことは「やる気」に差があることを放って

おかないことです。放っておくと「やる気なくてもいいんだ」という雰囲気が広がってしまいます。「お

前、やる気ないだろう」と問い詰めてもいいことはありません。「やる気」が低くても何ができるのかは

宣言してもらうのがいいです。 

○ やる気があるメンバーはどうするか 

もし、自分にはやる気があって、他のメンバーにやる気がない状況になったらどうしますか。 

当たり前のことですが、「やる気になってくれることを信じてメンバーの心に火をつけて回る」しか

ありません。「なんで自分がそんなことをやらなくてはならないのか」と思ってしまってはチームを再

生することはできません。アントレプレナーを目指すならメンバーの心に火をつけることくらいできな

くては。 
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[コラム] 湿った薪（まき）を温めて乾かす 

やる気が出ないメンバーは、「湿った薪（まき）」のようなものです。乾いている時にはとてもよく燃

える燃料なのですが、今は湿ってしまっているのです。ですからなかなか火はつきません。自分が

どんなに熱く燃えても湿った薪を燃やすことはできません。少しずつ温めて、乾かして、自分で燃え

てもらわなくてはなりません。アントレプレナーの仕事のほとんどはこの湿った薪を温めて自力で燃

えるようにしていくことだともいえます。例え湿っているとしても、自分の身の回りに薪があることに感

謝すべきです。メンバーがいるということだけでもありがたいことです。実は、自分自身も他のメンバ

ーからは湿った薪だと思われているかもしれません。あっちでもこっちでも湿った薪同士が少しず

つ温めあっていけば、いつか、強力な炎となって燃え上がります。これがチームの目指すところで

す。 

2.4 大義とチームワークの演習 

実際のアントレプレナーシップ論オープンスクールは 3.5 カ月間に二つの企業の実際の経営課

題と自分達のチームの事業計画、合わせて三つのテーマに取り組みます。最初の２週間が自分達

の事業計画、次の４週間が最初の課題、次の４週間が二つ目の課題、残りが再び自分達の事業計

画の期間としています。 

チームビルディング 

最初の２週間は、チーム・メンバーがお互いを知ってチームを立ち上げる時期になります。初回

の講義では制限時間が厳しいチーム対抗のゲームをしてもらいます。時間に追われる中、メンバー

の本当の姿が垣間見られ、打ち解けあうきっかけになることを意図しています。 

知らない人同士のチームを打ち解けさせるゲームやスポーツなどの活動をチームビルディングと

いいます。不思議なことに同じ目的に向かって活動するとチームになりやすくなります。特に一緒

に体を動かすと良いようです。 

メンバーが主体的に参加できる目的を探す 

この時期には、チーム・メンバー一人ひとりのやりたいことを話し合ってもらいます。やりたいこと

が必ずしも大義になるとは限りませんが、大義に至る出発点になります。やりたいことは一人ひとり

違うので、なかなかうまくまとまりません。誰か一人のやりたいことを受け入れてしまう方が、効率が

良いかもしれません。しかし、他のメンバーがチームに主体的に参加できずに一歩引いた状態に

なってしまってはよくありません。チームが機能するには、全員が主体的に参加できることを目的に

しなくてはなりません。話し合いの中で、全員が主体的に参加できることをチームが目指すものとし

て決めていきます。 
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一生かけてやることと関係付ける 

また、「講座は講座であって、本当に自分が一生かけてやっていく事業ではない」という点への

対処も必要となります。これは講座に限ったことではなく、人生を生きていく中で日々直面すること

でもあります。「日々やらなくてはならないこと」は、「人生を通してやりたい大きな目標」からは程遠

いことがほとんどです。しかし、日々やっていくことと人生を通してやっていくことを完全に分けてし

まっては、いつまでたっても大きな目標は達成できません。日々のことを人生を通してやりたいこと

に関係付けて一歩ずつ目標に近づいていくように道筋を作る必要があります。同じく講座で取り組

むことを人生を通して取り組むことに関係付けていくのが良いやり方です。たかがアントレプレナー

シップの無料講座なのですが、「たかが」と思えることこそ、人生の目的に結びつけるのがいいので

す。そうすれば自分が使う時間の中であまり価値がないと思えていたことが、すごく価値あることに

見えてくるからです。同じ時間を使うなら、価値あることに使いたいのは誰にとっても同じことです。 

チームのムードは浮き沈みする 

最初の課題の期間に、チームワークが機能し始めるチームも出てきます。多くのチームはそこま

で行きません。２つ目の課題を行う次の期間では脱落者が出て、軌道に乗らないチームも出てきま

す。ここであきらめてしまえばチームワークを体験することはできません。最初の課題を終えると“燃

え尽き症候群”に見舞われるチームも出てきます。チームを再起動できないのです。脱落者に意気

消沈したり、燃え尽きたりしながら、チームワークを作り上げていくことこそがチームワークの演習に

なります。 

チームが機能しなかったり、ムードに浮き沈みがあったりすることは、どんな人の集まりでも起こる

ことです。そういう状態を乗り越える経験を積むことでチームワークについての技術が身に付いてい

きます。この講座のようなある目的を短期間で実現するための集まりへ参加する経験をしておくこと

は、チームワークについての技量を高める良い方法なのです。「チームがどんな状況になったとき

にはどうすればいいか」という対策が身に付いてくるからです。 

チームを優先順位一番にする 

講座では受講している３ヶ月間は講座を優先順位一番にするように求めます。これは実は講座

を一番にするのではなくチームを一番にするということです。たった３ヶ月間優先順位を一番にして

取り組むこともできないようではほとんど身に付くものはありません。確かに参加者はこの講座だけ

をやっているわけではないので、講座への取り組み方には優先順位をつけたくなります。もちろん

それは悪いことではありません。少なくとも、講座の期間中は優先順位一番でやるという決心は必

要です。講座には優先順位を自分で決めることを学びに来るといってもいいくらい大事なことです。

「かかわったことはベストを尽くしてやりきる」という接し方が、将来に向けても最も効果的な経験の

積み方なのです。 
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[参考書籍] 『日本はなぜ敗れるのか』山本七平（角川書店） 

第二次大戦での日本の敗戦の原因から人間関係を大事にする日本人が組織になると上下や横の

人間関係を気遣い思考停止になりがちなことを指摘しています。日本人と組織の関係を考えること

ができます。また、日本人は長く稲作文化を育んできたので隣の田んぼと同じようにしようという横

並びの意識が非常に強いとも指摘しています。日本人の性質についての考えは、日本人として大

義やチームワークを考える上で参考になります。 

2.5 チームワークの事例 

アントレプレナーオープンスクールでこれまでにあったチームの様子を紹介します。まずは、いく

つかの主だった傾向から。 

○ 主な傾向 

前半うまくいかないチームが後半良くなることが多い 

後半にチームワークが良くなり、最終発表会で優勝するようなチームは、前半うまく機能していな

いことが多いです。前半の不調への悔しさから発奮してよい結果につながるようです。 

思いがある人がいるチームがうまくいくことが多い 

テーマを話し合いで決めようとするチームは進みが遅くなります。ある程度、強い思いがあるメン

バーが強引に（他のメンバーをあきらめさせて）テーマを決めるチームの方が早くテーマが決まりま

す。ただし、この強引なメンバーのキャラクターが重要で、メンバーに愛されていなくてはチームが

壊れてしまいます。 

3 ヶ月の間には波がある 

3 ヶ月の間にチームの盛り上がりには波があります。好奇心から始まり、停滞や燃えつきがあり、

最後に盛り上がりが戻ってくることが多いです。 

○ これまでに起こったチームの状況 

例1:  暴君に振り回されたチーム 

「自分は事業計画作りに慣れている」と思い込み「他のメンバーより自分が優れている」と勘違い

している受講生がいました。彼はチームのほかのメンバーに調査などを指示し、その指示をころこ

ろと変えてチームを混乱させました。テーマについても自分で言い出したものを途中であっさり変え

ていました。こんなとんでもない奴が仕切るチームでしたが、一人の女性メンバーが「こんな人に負

けてたまるか」という思いでその暴君に対抗しました。他のメンバーもこの女性に触発されて、暴君

に対抗しました。結局最後までチームとしてはまとまりませんでしたが、暴君と対決しながらも他のメ
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ンバーは講座を投げ出さず、最後までやり抜きました。暴君はその後、講座に戻ってくることはあり

ませんでした。他のメンバーは今も講座に顔を出しています。 

その後、私は、あまりに協調性がない人には受講を認めないことに決めました。協調性までは 3

ヶ月間で身につけさせてあげることができないからです。 

例2:  一旦脱落したメンバーが復活したチーム 

講座が中盤を迎えた頃、チームのミーティングで司会を担当した受講生がうまくミーティングを運

営できないことがありました。そのメンバーは、帰宅後、チームのメーリングリストあてに、「自分以外

のメンバーがしっかり仕事をしていないので自分はチームを抜ける」と送りました。他のメンバーはメ

ーリングリストの外でやり取りをして彼に戻ってきてほしいとみんなが思っていることを確認しました。

そして、一人ひとりが彼の主張がもっともであること、そうではあるが、自分達も一生懸命やっている

こと、もう一回彼にチームに戻ってきてほしいことなどを伝えました。彼に電話をして彼の研究室に

行って直接話しもしました。しかし、彼はそれ以降、チームのミーティングに現れませんでした。そ

の後、チームのメンバーは個別に彼にいつでも戻ってきていいことをメールで伝えていました。数

週間したところで、彼から連絡があり、彼がミーティングに現われました。誰も彼にチームに戻るの

かどうかを聞くことはありませんでした。 

例3:  終わり近くに参加した人が作ったチーム 

普通は、5、6 人の受講生でチームが始まり、研究や他の活動との関係でメンバーが一人、二人

と抜けていきます。メンバーが抜けていくことは残ったメンバーに大きなショックを与えます。チーム

のムードは下降します。メンバーが抜けていくことにどう対処するかがチーム運営の課題となること

がしばしばです。逆に、二人で始まって、だんだんメンバーが増えて 5 人になったチームもありまし

た。このチームは講座の中の課題で一位に評価されるまでになりました。 

また、講座があと 1 ヶ月で終るというときになってどうしても講座に参加したいといってきた受講生

もいました。この受講生は二人だったので、その二人でチームを作ってもらいました。そして、その

あとも途中からでも受講したいという希望者が続き、6 人のチームになりました。このチームは最終

発表会で優勝することはできませんでしたが、最後の数週間はとても良くがんばりました。 

例4:  二人で優勝したチーム 

どんどん脱落者が出て、メンバーが二人になり、そのうちの一人も病気になって、一時的に一人

になってしまい、事業計画の中間発表ができなくなってしまったチームがありました。ところがこのチ

ームは、結果的に優勝してしまいました。一人になってしまったときには最後の発表会で優勝を狙

おうなどとは全く思わなかったようです。しかし、やめてしまおうとも思わず、できるところまではやろ

うと思ったようです。そうしているうちに病気から復帰したメンバーとうまく事業案をまとめることができ



                        20 

 

Copy rights © all reserved. アントレプレナーシップ論オープンスクール 2013 

 

たのでした。 

どのチームも必ずといっていいほど逆境を経験します。スタートの状態が悪くてもだんだん盛り返

してくるチームもあります。人数が少なくなってしまっても良い結果を残せるチームもあります。スポ

ーツと違って、能力やリソースの差が決定的な実力差にならないのが事業計画での競争です。事

業計画が求める知の能力は無限大で、自分たちを信じることができれば、逆境でも機会が訪れるも

のです。 

講座を運営する側としては、「できるだけ早く飲み会をやるといい」とか「メンバーの良いところを

見てあげるようにしましょう」とか、仲良くなることについては助言できます。しかし、逆境は演出でき

ません。演出はできませんが、逆境を乗り越えることがチーム作りには欠かせないことのようです。 

2.6 チームワークの第一歩「メール」 

○ メールの限界について 

チームワークには会話が欠かせません。その会話には多く句分けて３つのものがあります。対面

の会話と、電話での会話、メールでの会話です。コミュニケーションの効率はそれぞれ１００：２０：１０

と言われます。電話では対面の１／５しか伝わらず、メールではその半分ということです。 

しかし今のコミュニケーションの大半はメールで行われます。チームの立ち上げ期でも最初に対

面したあとはその場を離れるとメールでのやりとりとなります。メールではなかなか真意が伝わりませ

ん。誤解を生んで喧嘩になったり、信頼を失ってしまったりすることがしばしばです。特にお互いの

信頼関係ができる前の段階ではトラブルが起こりがちです。 

一番頻繁に使われて、しかも一番難しいメールを使ってのコミュニケーションについて少し書い

ておきます。 

メールでは伝わらないことを意識しておく 

1) メールの前や後に電話で伝える方がよい 

2) あまり長いメールは送らない（長いメールでは伝わらない） 

3) 基本的には関係者に同報する方がいい 

4) 無駄なメールは、送る場合を考える 

少し説明します。 

1) メールでは伝わらないことを意識しておく 

どれだけ頑張っても対面の１／１０しか伝わらないのがメールです。特に気持ちや思いは伝わり

ません。人のコミュニケーションは、顔の表情は声のトーンなどで半分以上が理解されます。また、

同じ言葉（単語）でも人によって理解が違います。メールでのコミュニケーションは基本的に伝わら
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ないものなのです。日時や場所などの具体的な情報は伝わりますが、それ以外はなかなか伝わり

ません。 

2) メールの後や前に電話で伝える方がよい 

メールの前後に電話で同じことを話すことで、伝わり方は改善します。手間はかかりますが、込み

入った話は、対面か、会えないなら電話を併用するのがよいです。 

3) あまり長いメールは送らない（長いメールでは伝わらない） 

長いメールは基本的に読み飛ばされます。書いている方は正確に書いているつもりでも読む方

は書いている方が意図するようには読んでくれません。長いメールはかえってコミュニケーションを

悪い方向へ持っていきます。 

4) 基本的には関係者に同報する方がいい 

たくさんの人に送ると、たくさんの人に手間を掛けさせると思いがちです。しかし、ほとんどの場合

は、たくさんの人に同報する方が効率を高めます。みんなが同じ理解をすることが大事だからです。

もちろん、メールには伝わる限界があるので、たくさんの人に送ったからと言って、正確に伝わった

わけではないことは理解しておく必要があります。 

5) 無駄なメールは、送る場合を考える 

あまり堅いメールばかりでは面白くないので、冗談があってもいいです。しかし、忙しい時に何十

通も意味のないメールを送るのはよくありません。面白いメールはごくたまに送るくらいでちょうどい

いです。 

○ 大量のメールに埋もれないための工夫 

チームで活動しているとメールの流量が増えます。あまりにメールが多いので読み切れないこと

がストレスになってしまうこともあります。朝起きてメールチェックをすると未読メールが３０通というこ

ともよくあります。対面は時間と場所を共有する必要があります。電話は時間を共有する必要があり

ます。メールは時間も場所も共有する必要がありません。メールには便利な面もあります。しかし、

貯めてしまうと読むのが大変になるという面もあります。 

大量のメールに埋もれてしまわないためにはいくつかの工夫があります。自分一人で出来るもの

とチームで協力してやるものがあります。 

1) 件名を工夫する 

2) 大事なことを最初に書く 

3) 大事なことを１つだけ書く 
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4) メールを振り分ける 

5) こまめにチェックする 

6) 返信を貯めない 

7) 返信を短くする 

などです。 

１つずつ見ていきましょう。 

1) 件名を工夫する 

これが一番効果があります。件名だけ見ればどんな内容のメールなのかがわかるようにするので

す。こうすることであまり重要でないメールは件名だけ見て、内容は見ないということもできるように

なります。 

2) 大事なことを最初に書く 

メールの下の方に重要なことを買いても見て見らえないことが多いものです。重要なことは書き

始めのところに書くようにしましょう。要約や要旨と言ってもいいものです。そこで一旦、「ここまで読

んでもらえれば OK です」と書いてみましょう。１、２行をさっと見るだけでよいという書き方です。そ

れ以下のところは時間があるときに読んでもらうようにするのです。件名よりはながいですが、書き

出しの１、２行ならさっと見ることができるでしょう。書き初めに、面白いことを書くのは悪いことではあ

りません。あまりメールが飛び交っていないときなら良いでしょう。しかし何十通もやり取りしていると

きは目障りになります。反対にやり取りが熱くなっているときにクールダウンの一言を入れるのが良

いこともあります。時と場合に応じてということになります。 

3) 大事なことを１つだけ書く 

たくさんことを書かれると読むのが大変なので、１通のメールには 1 つだけ大事なことを書くように

するとよいです。1 つの大事なことごとにメールを分けて、１０通も２０通も送るのも良くないので、大

事なことがたくさんあるときは、あえて 1 通のメールにまとめる方が良いこともあります。メールのやり

取りの状況を見て判断する必要があります。基本は１通のメールには１つ重要なことだけにするの

がよいです。 

4) メールを振り分ける 

広告やニュース、ブログのフィードなどたくさんのメールを送られてくるままに受信していると重要

なメールが埋もれてしまいます。重要度の低いメールは自動振り分けをしておくのが良いです。ま

た、チームに関係するメールもいくつもの種類があるので、チームで約束を決めて自動振り分け設

定しておくことでメールの量に圧倒されてしまうことを避けられます。 
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5) こまめにチェックする 

１日に１回しかメールをみないという状況ではメールが大量に貯まってしまいます。できるだけこ

まめにチェックして未読が貯まらないようにするのがよいです。 

6) 返信を貯めない 

返信も後でするのではなく、できるならその場でしてしまうのがよいです。貯めておくと処理に時

間がかかりますし、返信を忘れてしまうことも多くなります。 

7) 返信を短くする 

長いメールに長い返信をしているとチーム全体が悪循環に入って行きます。メールは送る方も返

す方も簡潔にすることを心がけるのがよいです。 
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第3章 事業計画 

3.1 なぜ事業計画を学ぶのか 

○ 「型」を通して学ぶ 

創業期の米 Apple Inc.や米Microsoft Corp.が素晴らしい事業計画を持っていたのかというとそう

ではありません。Apple の創業期の人間関係の対立は、物語としては大変面白いですが、合理的

な経営判断が行われていたとはとても言えないものでした。Microsoft を一躍OS メーカーの雄に押

し上げた MS-DOS は米 IBM Corp への販売契約が決まった後に他社から買ってきたものでした。

計画通りというよりは、行き当たりばったりの感があります。 

投資家が投資先を決める時も「事業計画が良いから」ということはほとんどありません。あなたが

投資するならどんな会社に投資しますか。美しい事業計画を書ける会社ではなく、事業の中核メン

バーがすごい熱意を持っている会社ではないでしょうか。そのくらいのことは、事業計画など学ばな

くても感覚として分かるはずです。 

それなのに、なぜ、この講座では事業計画を学ぶことにしたのでしょうか。 

理由は、「型にはめながら学ぶことで物事をうまく成し遂げる頭の使い方を訓練する」ことができ

るからです。ほとんどの人は事業を考える天才ではないので何もないところから事業を考えるのは

大変なことです。ひな型を使って学ぶ方が断然学びやすいです。 

ちなみに天才とは常人の理解を超えた人たちです。Apple の創設者の Steven Paul Jobs氏は開

発メンバーに対して、「海軍に入るより、海賊であれ！（It’s better to be a pirate than to join the 

Navy.）」と鼓舞して、建物の屋上にどくろの海賊旗をかかげたそうです。Jobs 氏の場合、いったん

Apple を追われてまた戻って iPod を成功させています。変わり者であっただけでなく経営者としても

優れていたということです。ソフトバンクの創業者、孫正義さんは創業間もないころ、二人のアルバ

イト社員を前に、みかん箱の演台に乗ってソフトウエアの流通に革命を起こすビジョンを熱く語った

そうです。強い信念と異様なまでの行動です。孫正義さんも経営者としても成功しています。 

○ 天才と専門家 

多くの成長したベンチャー企業では、経営の専門家が天才的な創業者から経営を引き継ぐこと

が多いです。米 Yahoo! Inc.や米 Google Inc.はその形を取っています（Yahoo!の創業者の一人

Jerry Chih-Yuan Yang 氏は長い間会社の経営に携わりましたが、経営危機に瀕して暫定的に

CEOに就任したものの１年で解任されました）。 

天才的な創業者の特徴についてはいろいろな研究がなされています。ハーバード大学のクレイ

トン・クリステンセン教授らの研究では、彼らの思考の特徴には、 
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1) いろいろな考えをつなぎかえて考える 

2) たくさんの質問を投げかける 

3) 現実をよく観察する 

4) いろいろな人の考えを取り入れる 

5) 実験をする 

があるとしています。 

一方で成功する経営者の思考パターンや思考力も研究されています。成功する専門家としての

経営者の思考の特徴は、 

1) 徹底的に調査する 

2) ビジョンを画き、ビジョンと現状の差異が生じている原因を分析する 

3) 仮説をたくさん出して、うまくいく案を選ぶ 

4) 選んだ案でうまくいかない場合を想定して、あらかじめ対応を考えておく 

 

だそうです（ケプナー・トリゴー法を創始したチャールズ・ケプナー氏とベンジャミン・トリゴー氏の

調査等より）。天才的創業者の特徴が「発想」に重きがあるのに対して、成功する経営者の特徴は

「実現」にあるといってもいいでしょう。 

講座では天才的創業者をアントレプレナー、成功する経営者をアントレプレナーアシスター、両

方の特徴を併せ持った人をスーパーアントレプレナーと呼んでいます。スーパーになれるに越した

ことはないですが、まずは、アントレプレナーかアシスターになってもらうだけでも良いと思います。

それだけでも大変なことです。 

また、アントレプレナーはアシスターなしでは考えを実現できません。両方が必要です。一般的

にはアシスターの方が圧倒的に多く、アントレプレナーが不足しています。どちらが自分に向いて

いるかを知るとともに、アントレプレーについての理解は、多くの人に持ってもらいたいことです。 

 

[参考書籍] 『イノベーションの DNA』クレイトン・クリステンセン他（Hardvard Business School press） 

イノベーションを起こす経営者とそうでない経営者の行動特性の違いを解説しています。 

[参考書籍] 『意思決定入門』中島一（日経ビジネス新書） 

成功者の思考パターンを研究したケプナー・トリゴー社の日本法人のトップを長くやられている中

島氏の著書です。成功確率が高い合理的な意思決定について説明されています。 

[参考書籍] 『巨大通信ベンチャーの軌跡 ブロードバンドをめぐる攻防』湯崎英彦（日経ＢＰ社） 

講座にも講義に来ていただいた湯崎さんの体験をつづったものです。天才でなくても経営はでき
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るという持論を展開されています。 

3.2 事業計画の構成要素 

○ 事業計画はものごとを説明するための標準構成 

講座の成果物は「事業計画」というものです。「アントレプレナーシップ論オープンスクール」の初

回の講座説明会では、事業計画の構成要素を使って講座の内容を説明しています。事業計画の

構成要素は、ものごとを説明するのに適しているので講座の内容も説明できてしまうのです。講座

の内容を説明しながら、講座のゴールである事業計画も見せることができるので一石二鳥というわ

けです。 

事業計画の構成要素は、研究報告書の項目や特許明細書の項目と似ています。つまりものごと

を筋道を立てて説明する標準的な構成要素からできているということなのです。 

事業計画の構成要素の例と書くべき内容 

No 構成要素 書くべき内容 

1 

エグゼクティブ 

・サマリー 

このページを読むだけで、この人たちの話を聞いてみたいと思え

る内容。 

自分たちがやりたいこと、それを求めている人がいること、今まで

なぜそれが提供されていなかったのか、自分たちがどうして初め

てそれを提供できるのか、が簡潔に説明されているとよい。 

2 事業ビジョン 

事業が実現したいこと。 

それが実現されることで誰がどんな風に喜ぶのか、実現するため

に自分たちが何をするのか、が説明されているとよい。 

3 市場分析・参入機会 市場規模、競合、自分たちの優位性など  

4 ビジネスモデル 

自分たちの事業の構造を簡潔にまとめたもの。 

誰がお金を払ってくれるのかは必須。 

彼らがなぜ払うのかが書かれていると強力。 

5 マーケティング 

自分たちがねらうお客さんが誰で、彼らに何をいくらでどうやって

売っていくかについて。 

6 事業戦略 競合に対してどうやって打ち勝っていくかについて。 

7 オペレーション 事業をどう運営していくかについて。 

8 事業収支・財務計画 事業がどの時点でどれだけ損失と利益を出していくかについて。 

9 リスク・マネジメント ベストを尽くして進めたとしても起こりうる失敗について。 

10 組織と経営チーム 事業に携わる関係者について。 
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自分がやりたいことをこの構成で書きだしてみたくなりませんか。 

事業計画の構成要素の例とそれを用いた講座の説明 

No 構成要素 講座の説明 

1 エグゼクティブ・サマリー 受講すると事業の仕組みがわかり、自信を持てる 

2 事業ビジョン ありえないほど機会に満ちた講座を提供したい 

3 市場分析・参入機会 受講生のほかの授業、遊び、アルバイトなどより魅力的 

4 ビジネスモデル 受講生が主体的に考えて事業の仕組みを理解する 

5 マーケティング 各分野の専門家がたくさんいる豊かな環境が売り 

6 事業戦略 実際に起業家などから課題をもらう実践型 

7 オペレーション 水曜夜の講義への出席。週末のチームでのミーティング 

8 事業収支・財務計画 何年か後に受講生が成長し社会に価値を還元する 

9 リスク・マネジメント 受講生の時間の制約など 

10 組織と経営チーム 主催者、多彩な社会人、OB・OG 

 

講座自体も事業なのです。講座の受講生がお客さんに当たります。受講生が魅力的な講座だと

思ってもらえる説明をしなくてはなりません。それに事業計画の構成をつかってみたのです。 

研究報告書の構成要素の例と対応する事業計画の構成要素 

No 構成要素 事業計画の相当項目 

1 要旨/アブストラクト エグゼクティブ・サマリー 

2 研究の動機 事業ビジョン 

3 先行研究 市場分析・参入機会 

4 対象の定義 ビジネスモデル 

 研究方法 項番 5.6.7.は「研究方法」としてくくられることが多い 

5 調査 マーケティング 

6 仮説 事業戦略 

7 データの収集方法 オペレーション 

8 結果と考察 事業収支・財務計画 

9 今後の課題 リスク・マネジメント 

10 研究室と研究チーム 組織と経営チーム 

 



                        28 

 

Copy rights © all reserved. アントレプレナーシップ論オープンスクール 2013 

 

事業計画の項目構成と研究報告書の項目構成はとても似ています。事業計画も研究報告書も

長い年月をかけて洗練されてきたものです。その中で何かを相手に説明する時に便利な構成とし

て練り上げられてきたものなのです。批判的に検証することは大事なことですし、この構成にこだわ

る必要もありません。しかし、最初の練習台としてはこの構成を使ってみるとよいのではと思います。

参考までに特許明細書とも事業計画を比べてみます。特許明細書は、事業ビジョン、事業戦略、

オペレーションについての記述がありません。つまり、特許明細書には、「なんのために」や「どうや

って」の部分が省略されて「これをやります」の部分だけがあるということです。 

○ 特許明細書の構成要素 

No 構成要素 事業計画の相当項目 

1 書誌(発明者・出願人等） 組織と経営チーム 

2 要約 エグゼクティブ・サマリー 

3 請求の範囲 ビジネスモデル 

 詳細な説明 以降は「詳細な説明」としてくくられている 

4 利用分野 マーケティング 

5 従来の技術 市場分析・参入機会 

6 効果 事業収支・財務計画 

7 課題 リスク・マネジメント 

8 手段 ビジネスモデルの詳細 

  （事業ビジョン、事業戦略、オペレーションは記述がない） 

 

事業計画の構成は、エグゼクティブ・サマリーを除いて9項目であり、少し項目が多いので、研究

報告書のように、マーケティングと事業戦略、オペレーションをまとめて（「事業運営方針」などとして

くくる）、エグゼクティブ・サマリー＋7項目とするのもよいと思います（7項目でも説明される側からす

ると多く感じます）。 

ここに挙げた事業戦略の項目はエグゼクティブ・サマリー、ビジネスモデル、マーケティング、リス

ク・マネジメントなどカタカナ語が多く、日本語としては、分かりにくい面も確かにあります。それぞれ

要約、事業の定義、市場へのアプローチの仕方、今後の課題などとするほうが分かりやすいでしょ

う。しかし、事業計画を扱う業界の慣習でこうした言葉を使うことが多いので、この講座でもこうした

カタカナの用語を使っています。 
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[コラム] 東京通信工業の設立趣意書 

昭和 21 年に書かれた東京通信工業株式会社の設立趣意書は、単なる趣意書ではありません。

まさに、ベンチャー企業の事業計画です。東京通信工業は現在のソニー株式会社です。そこには

こんなことが書かれています（全文を掲載したいのですが、紙面の関係で、一部のみ掲載します）。 

--- 

（出典：ソニー株式会社ホームページ） 

東京通信工業株式会社設立趣意書 - 井深 大 

 戦時中、私が在任していた日本測定器株式会社において、私と共に新兵器の試作、製作に文

字通り寝食を忘れて努力した技術者数名を中心に、真面目な実践力に富んでいる約 20 名の人た

ちが、終戦により日本測定器が解散すると同時に集まって、東京通信研究所という名称で、通信機

器の研究・製作を開始した。 

（自分たちが誰なのかがはっきり書かれています） 

斯様（かよう）な小さな規模で出発した所以（ゆえん）は、われわれの仕事が社会に理解され利用

価値を見出されるまでには、相当の期間を要すると考えたからである。しかるに、実際に動き出して

みると、われわれの持つような技術精神や経営方針が、いかに現下の日本にとって緊急欠くべから

ざる存在であったかを、各方面からの需要の声を通じて、はっきり自覚せしめられたのであった。 

（顧客の声を聞いていることが書かれています） 

それはまず、逓信院、運輸省等の通信に関係ある官庁の活溌な動きに見出された。 

特に過去において逓信院と関係の深かったわれわれに対し、直接の影響を及ぼし、早くも真空

管電圧計等の多量註文を見る結果となった。 

（政府関係の動きを抑えていることは重要です） 

全波受信機の一般許可による影響は終戦後の「ラヂオプログラム」に対する新しい興味と共に、

ラヂオセットそのものに対する一般の関心を急激に喚起し、戦災によるラヂオセット、電気蓄音機

類の大量焼損も相まって、わが社のラヂオサービス部に対する需要を日を追って増加せしめたの

である。その他、諸大学、研究所の学究、同じ志を有する良心的企業家等と、特に深い相互扶助

的連係を持つわれわれは、この方面よりの優秀部品類に対する多種多彩な要求に当面しつつある

のである。 

（需要の拡大の背景が書かれています） 

会社設立の目的 
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一、真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工

場の建設 

一、日本再建、文化向上に対する技術面、生産面よりの活発なる活動 

一、戦時中、各方面に非常に進歩したる技術の国民生活内への即事応用 

一、諸大学、研究所等の研究成果のうち、最も国民生活に応用価値を有する優秀なるものの

迅速なる製品、商品化 

一、無線通信機類の日常生活への浸透化、並びに家庭電化の促進 

一、戦災通信網の復旧作業に対する積極的参加、並びに必要なる技術の提供 

一、新時代にふさわしき優秀ラヂオセットの製作・普及、並びにラヂオサービスの徹底化 

一、国民科学知識の実際的啓蒙活動 

 

経営方針 

一、不当なる儲け主義を廃し、あくまで内容の充実、実質的な活動に重点を置き、いたずらに

規模の大を追わず 

一、経営規模としては、むしろ小なるを望み、大経営企業の大経営なるがために進み得ざる分

野に、技術の進路と経営活動を期する 

一、極力製品の選択に努め、技術上の困難はむしろこれを歓迎、量の多少に関せず最も社会

的に利用度の高い高級技術製品を対象とす。また、単に電気、機械等の形式的分類は

避け、その両者を統合せるがごとき、他社の追随を絶対許さざる境地に独自なる製品化

を行う 

一、技術界・業界に多くの知己（ちき）関係と、絶大なる信用を有するわが社の特長を最高度

に活用。以（もっ）て大資本に充分匹敵するに足る生産活動、販路の開拓、資材の獲得

等を相互扶助的に行う 

一、従来の下請工場を独立自主的経営の方向へ指導・育成し、相互扶助の陣営の拡大強化

を図る 

一、従業員は厳選されたる、かなり小員数をもって構成し、形式的職階制を避け、一切の秩序

を実力本位、人格主義の上に置き個人の技能を最大限に発揮せしむ 

一、会社の余剰利益は、適切なる方法をもって全従業員に配分、また生活安定の道も実質的

面より充分考慮・援助し、会社の仕事すなわち自己の仕事の観念を徹底せしむ。 

 

（会社設立の目的と経営方針が明確に述べられています） 

すでに一般およびラヂオ商方面より予約申込を続々見つつあり、当社においては大体明年 6月

までに 500台（価格 40万円）を製作する予定にて、以後は全波受信機の市場出回り状況いかんに

より態度を決する予定である。 
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（販売価格も設定されています） 

当社への修理依頼は戦災による被害数量の多きためと、高級セットを安心して託するに足る信

用あるラヂオ商の少なきため、日を追って増加しつつあり、これに対し当社にては利益を第二義と

し、例えば故障、修理理由を素人にも理解しやすきように解説したるメモを与えるがごとき、親切丁

寧なる方法をもってサービス精神徹底化を期しつつあり、一旦手掛けたるセットは最後までその責

任を持ち、いかなる煩雑なる要求に対しても快く応ずる精神的態度は、わがサービス部の本質とな

るものである。 

（修理への対応も考えられていました） 

--- 

東京通信工業の設立趣意書は、心を揺さぶります。今読んでもすごいエネルギーを感じます。も

のごとに取り組む時に考え方をまとめて、誰が読んでも協力したくなるようなすがすがしく力強い趣

意書を書くことができるなら、それに勝る準備はありません。それがまさに事業計画です。東京通信

工業の設立趣意書は、現在一般的に使われる事業計画の項目立てとは少し違っています。しかし、

書いてある内容はまさに事業計画に書くべき内容です。事業計画の構成例はサンプルです。事業

計画を通してやりたいことは、読んだ人の心を揺さぶることです。「この計画にぜひとも参画したい」

と思うようなものが目指す事業計画です。 

3.3 将来を見据えるか今すぐか 

○ 本気の事業計画と練習の事業計画 

アントレプレナーシップ論オープンスクールの中で議論になることに、3 ヶ月間かけて考える事業

計画は、本当に自分たちが事業を始めるためのものなのか、将来事業計画を考える際の練習のた

めのものなのかというものがあります。とてもよい論点です。 

多くの受講生が単なる練習としての事業計画ではなく自分たちで実際に始められる事業計画を

考えたいと言います。この姿勢はとても良いと思います。やる以上は真剣に取り組む方が身に付く

ものが圧倒的に多いからです。しかし、半面、自分達にできることにとらわれてしまって、スケール

の小さな事業計画になってしまう傾向もあります。 

ここでも大義と同じく、のたうち回るほどに考えて欲しいと思っています。ただし、アイディアは、じ

っとしていても沸いてきません。人と話したり、現地に行ってみたり、刺激を受けることで出てくるも

のです。 

自分をかえりみれば、技術も人脈も経験も何もないでしょう。自分でできそうなことを考えるのが

現実的なことのように思えてきて当然です。何かをみつけられるかどうかはそういう状況の中で自分
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の夢を信じることができるかどうかにかかっています。誰でも思いつくようなことでは手伝ってくれる

人は出てこないでしょう。反対に、「こんな方法があったのか！」ということだったら、助けてくる人は

多いでしょう。アイディアを盗まれるかもしれません。人に話すときはアイディアを盗まれないように

するとして、誰もが「これだ！」と思うようなことを考えてみましょう。仮に練習だとしてもこの過程は経

験して欲しいと思います。夢を信じることがスタートだとわかる必要があるからです。 

実際、チーム全員が本気で事業を始めることを考えることはないでしょう。何人かは本気で考え

るとしても、他のメンバーにとっては練習となります。これは講座に限ったことではありません。実際

に起業家が事業を始める際も同じです。起業家は本気であって、集まってくれた人は起業家ほど

には本気ではない場合がほとんどです。本気の人と練習の人が合わさってチームになるのです。

本気の人がチームのリーダーになり、本気ではないが手伝ってくれる人と良い関係を作って計画を

練り、実行していきます。 

○ 将来を予測する方法 

事業計画を考える一方の方向性として将来を予測するというものがあります（もう一方は自分達

の心から湧き上がってくるこうしたいという「思い」です）。 

将来を予測して、「こういう社会にしたい」という思いから、その社会の実現のために必要なことを

考えるにはどうしたらよいでしょうか。それができれば、現在はない、将来のために必要な製品やサ

ービスを考えられるはずです。 

将来を予測する方法には、自分たちで想像する方法と、各省庁や国の研究機関などが提言して

いる将来像を利用する方法の二つがあります。もちろん、二つを組み合わせて考えることもできま

す。 

PEST 法 

自分たちで想像する場合、（1）政治や法律（Politics）、（2））経済動向(Economy)、（3）社会動向

（Society）、（4）技術動向（Technology）の四つの観点で将来を予測していくPEST法などがあります。

それぞれが影響しあうので完全な整理はできませんが、将来を複数の観点からみる点は役に立ち

ます。 

（1）に含まれる法律の改正は現実的な事業の機会になることが多いです。介護保険法ができた

ことで介護事業をする人たちが現われ、道路運送法が変わったことでタクシー事業への参入が増

えました。法律改正を掲載する「官報」は新規事業の“ネタの宝庫”と言われています。普通の人に

とっては「官報」を見にいくなどということはしませんし、思いもよらないことでしょう。しかし、本気で

事業をやるなら見逃せない情報源です。実際には「官報」に乗る前の法律改正を働きかける段階

から業界関係者は新規事業を狙っています。 
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経済に関して言えば、中国やインドの経済成長は見逃すことができませんし、社会について言

えば、日本の少子高齢化はさまざまな生活様式の変化につながり、多くの事業が生まれるきっかけ

になっています。 

また、「未来小説」からヒントを得ることもあります。「未来小説」の場合、作家自身が情報を集めて

未来予測をしているからです。つまり、情報収集と整理、分析を作家がやってくれているということ

です。これを使わない手はありません。 

技術については文部科学省や経済産業省が情報を開示しています。新しい技術は事業を生み

出す重要な要素です。 

将来の予測には現在から 10 年後、あるいは 30 年後までの変化を描く「ロードマップ（道路地

図）」という整理の仕方をよく使います。研究機関などの提言もいくつかの観点からロードマップを

使って整理していることが多いです。研究機関がまとめる技術予測の場合、それぞれの分野の識

者に意見を聞いて、整理したものを再度識者に提示することを繰り返す「デルファイ法」という方法

がよく使われます。 

ロードマップ 

ロードマップは日本語にすれば道路地図です。技術や産業、生活様式などがこれから先どうな

っていくのかを書いたものが将来予測に使われるロードマップです。 

多くの場合、時間軸を横軸にします、縦軸には、変化や影響の大きさを尺度としてとることが多

いです。 

将来こういう方向に進んでいきますという方向性整理の表記方法です。 

デルファイ法 

デルファイというのは古代ギリシャで神様からこれから先どうなるのかを予言として授かる神殿が

あった場所です。 

ランド研究所という米国の研究機関が将来予測の手法をまとめ、予言授受になぞらえてデルファ

イ法と命名したようです。 

方法は、まず、あるテーマについての将来動向を何人かの識者に聞きます。次に、聞いた内容

を聞いた人たちに伝えます。それを知ったうえで、将来動向をどう考えるか、もう一度聞きます。識

者は他の識者の意見に影響されて、何度か繰り返すうちに意見が収斂してきます。それを将来予

測とする予測の方法論です。 
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分岐点法 

ロードマップでもデルファイ法でも基本的に使われている予測の構造は、現在から将来に向けて

どういう進み方があるのかいくつかの選択肢を出していくものです。それぞれの選択肢がまたその

先に選択肢を持って、たくさんの場合分けが行われます。将来が分岐点で複数の選択肢に分かれ

ていくので分岐点法と呼んでおきましょう（複数のシナリオが考えられることからシナリオ法と言われ

ます）。イメージは生物の進化が枝分かれして起こったことを表す樹系図に近いものです。 

別の選択肢から出発して途中で合流してしまうこともあります。分岐点の取り方で将来の予測の

大枠が決まるとも考えられます。 

将来の予測は、ぜひやってほしいことです。社会の大きな流れのなかに自分たちがやろうとする

ことを位置付けて、自分たちの事業の存在意義を見つけ出すことができるからです。将来を予測し

たからといって良い事業計画ができるとは限りません。しかし、将来のことを考えずに事業計画を考

えると、視点が自分の生活圏からなかなか抜け出せません。 

未来は作られるものではなく、自ら作るものなのです。 

[参考書籍] 『科学技術予測調査』文部科学省／科学技術政策研究所 

世界的にも注目される大規模な科学技術動向の予測調査です。 

[参考書籍] 『技術戦略マップ』経済産業省 

多くの企業が参考にしている日本の技術戦略の考え方です。 

[参考書籍] 『２１世紀の歴史』ジャック・アタリ（作品社） 

対極的な歴史観から２１世紀に栄えるのは保険業と娯楽産業だという仮説を述べています。 

3.4 事業戦略と事業計画 

○ 戦略と計画はつながっている 

「戦略」と「計画」についてアントレプレナーシップ論オープンスクールの中で議論になったことが

ありました。戦略と計画は違うものだという視点を持てたことはたいしたことだと思います。 

きっかけは、ある会社からの課題が、「計画より戦略を考えてください」というものだったことでした。

この会社からの課題は良く考えられたものでした。課題を三つのステップに分けてくれていたので

す。 

一つ、技術の将来動向を予測してください。 

二つ、その技術を使ってどういう事業戦略を採るべきかを考えてください。 

三つ、その事業戦略を実現していく過程を計画にしてください。 
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その注釈として、「計画までは考えられなくてもいいので戦略を中心に考えてください」とあった

のでした。 

○ 外部と内部 

一般的な戦略の定義は、「外部環境（世の中の動向）」と「内部環境（会社の強みや弱み）」を分

析して、どうすれば競合に勝てるかを考えるというものです。そして、戦略があって、それを実現す

る過程を考えたものが計画です。「将来動向」は「内部環境」を考えずに「外部環境」だけを考えた

ものと捉えることもできます。つまり、先ほどの課題の三つのステップは、1)外部環境の動向を予測

する、2)内部環境を調べて競合との戦い方を決める、3)戦い方を具体的に整理する、という要求と

読み解くことができます。出題者はこのうち 3)はやらなくてもいいよと言ったわけです。 

戦略では、将来動向と自社がどう関係を持つかを考えることになります。「関係を持たなくても問

題ないので無視する」、「将来動向の中で主要なプレーヤーになる」、「小さいながら確固たる位置

を確保する」など、いろいろな関係の持ち方があります。 

この考えを進める際に、自社のリソース（人やお金など）の制約があまりない場合は、実質的に、

自社を考えずに戦略を考えることもあります。一般的に外食産業はこういうやり方で進められること

が多いです。自社のリソースよりも景気が良かったり悪かったりすることの方が圧倒的に影響が大き

いからです。事業戦略上、技術開発を重視する会社の場合は、技術課題を解決できないことが多

いので、リソースの制約を重視することが多いです。 

発想を広げるために、技術の将来動向を考える間は、自社の制約を考慮しない進め方もありま

す。初めから制約を考えてしまうと発想が広がりにくくなるからです。 

○ 方向性と手段 

戦略と計画は漢字を使って表現すると、「戦いの計略を画く」ということなので一つになってしま

います。一方、英語にすると戦略は Strategy、計画は Plan となり、語源、語感に違いがあります。

Strategy の語源は Strategos で、ギリシャ時代の武将を意味するものでした。Plan は Plan Aが失敗

したら Plan B というように、進め方を複数用意しておく語感を持っています。英語では戦略は、戦い

のリーダーが考えること、計画は戦略を実現する方法というように違いがはっきりと分かります。 

戦略は、「あの山の方から攻めよう」というような“責任者が決めた基本的な考え方”、計画は「そ

のためにはいつまでに何丁の鉄砲を山のふもとまで誰がどうやって運ぶのか」という戦略を実現す

るための“こまごました作戦”というイメージです。もちろん“こまごま作戦“の中にもさまざまな工夫を

織り込むことはできます。 

実際に業界で仕事をしているわけではない受講生に対して、細かい作戦までは考えなくても良

いので、どうやって戦えば勝てるのかまでは考えてほしいというのが出題者の意図だったのです。 
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3.5 ビジョンと収支 

受講生から、事業計画を考える際、ビジョンが大事なのか、収支が大事なのかという質問をよく

受けます。受講生からするとビジョンは「社会のためになることをする」というきれいなこと、収支は

「儲けるためなんらなんでもする」という汚いことのように対立して見えてしまうようなのです。講座で

は、ビジョンと収支は決して対立するものではない、と伝えています。 

この質問を受けた時、私は問い返します。 

・収支が考慮されていないビジョンがあるでしょうか？ 

・ビジョンがなく収支が良くなることはあるのでしょうか？ 

 

収支がマイナスになるビジョンは良いビジョンのではないでしょう。ビジョンがなくて収支が良くな

ることもないでしょう。お客さんが共感してくれるビジョンがあるから製品やサービスが売れて儲かる

のです。ビジョンと収支は行ったり来たりするとも言えます。お客さんが自分達の製品やサービスを

買ってくれるほどの共感をもてるビジョンを打ち立てられているのだろうか、このビジョンで製品やサ

ービスは売れるのだろうかを何度も考え直すことになるからです。 

確かに、ビジョンなどあまり考えていない会社は世の中にはたくさんあります。そういう会社も良い

収支になることはできます。そういう会社をやりたいなら、事業計画など考える必要はありません。わ

ざわざ事業計画を考えるということは、自分がやりたいこと、やるべきことをとことん考えるということ

です。 

ビジョンに関して、チームのメンバーで考えたらチーム以外の人にも意見を聞いてみましょう。で

きれば、自分達のお客さんと思える人たちや投資家の人たちにも聞いてみるといいでしょう。そもそ

も買ってくれるのか、いくらなら買ってくれるのか、お客さんに聞いてみるのが一番確かな情報を得

られます。チームのミーティングに時間をかけることも大事ですが、実際に買ってくれる人に意見を

聞くのに時間を使う方がさらに役立ちます。 

収支に関しては試作をしてみるのが一番いいです。実際にお金を使うのが大変なら製品なりサ

ービスなりの設計してみましょう。設計するだけでも「何を買わなくてはならないか」など、大よその

見当がつくからです。 

ビジョンとミッション 

ビジョンと似た考え方にミッションというものがあります。ミッションは宣教師が海外で布教活動す

ることが語源です。ビジョンがこうなりたいという達成イメージであるのに対して、ミッションはこうしな

ければならないという行動規範です。両者の関係はミッションを実行した際の達成イメージをビジョ

ンという場合と、ビジョンを実現するためにしなければならない行動規範をミッションという場合と両
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方あります。 

事業計画は未来への地図です。事業計画を作ることが目的ではありません。その地図をたどっ

て未来にたどり着くとことが目的です。我々の宝物は、我々が考え出した未来です。その未来に向

かっていく地図が事業計画なのです。 
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第4章 基礎技術 

4.1 一人ひとりの知的生産性を高める技術 

○ 一人ひとりの知的生産性が低いとチームは大混乱 

どのチームもミーティングの生産性の低さに悩みます。この現象には二つの原因があります。そ

れは、 

そもそも一人ひとりの知的生産性が低い（厳しいですが現実です）。 

チームになることでコミュニケーションが必要になりさらに生産性が下がる 

（１）の要因を取り除くには一人ひとりの訓練が必要です。（１）であるなかで（２）の状況が重なる

ので、ミーティングの生産性を高めるのは極めて難しいことになります。 

一人ひとりの知的生産活動では、例えば、 

・事実を確認しない 

・原因を追究しない 

・原因と結果を筋道立てて整理できない 

などの現象がしばしば起こります。これらは成功する経営者の思考の特徴の反対になっていま

す。コツをつかめばできることなのですが、訓練をしないとできないことです。 

○ チームでよくある知的生産性が低い会話 

例1: 最近、主婦の携帯利用が増えているらしい。この市場を狙ってはどうか。うちの母親もよく携

帯メールをしている 

この程度の考えから主婦市場を狙うと決めるのでは議論の土台が柔らかすぎます。何割の主婦

が、一日に何時間携帯を使い、どのくらいお金を使っていて、その傾向は、伸びているのか、横ば

いなのか、携帯を良く使う主婦にはどんな特徴があるのか、など、世の中に出回っている資料でか

まわないので、事実を確認することが必要です。そうでないと、空想の会話を続けることになってし

まいます。 

例2: 日本にはインターネットで写真を共有するビジネスが広がっていない。だから自分達がやれ

ば競合がいない 

「なぜ広がっていないのか」を考える必要があります。日本人がそうしたサービスを好まないのか、

他に代替するものがあるのかを調べるべきです。しかし、そのチームは、他にやっているところがな

いとだけ考えました。何かの現象を見たときに「この現象はなぜ起こるのだろう」と突き詰めて、いろ

いろな可能性を検証していく思考習慣を身につけないと、知的な生産性は高まりません。 
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親孝行ビジネスをやろうと思い、先行事業者にヒアリングしたところ、我々は他の事業もやってい

るので親孝行ビジネス自体はまだ大きな売り上げにはなっていないが可能性は大いにあるというこ

とだった。 

これを聞いて、「確かにそうだ」と思ったら考えが浅いです。そもそも、競合にあたる先行事業者

が本当のことを教えてくれるはずがありません。他の事業があるから売り上げが小さくても大丈夫と

いうのは、親孝行ビジネスが成り立っていないので他の事業をやっていると考える必要もあります。 

例3: 佐渡の魚が本土で流通していないのは冷凍装置を導入していないことが原因。佐渡の復興

には冷凍装置の導入が有効 

冷凍装置のような誰でも知っているものが導入されていないのには理由があるはずと考えるべき

です。離島の魚を流通させるには、魚自体に魅力があること、島の冷凍装置だけでなく、流通経路

全体での冷凍体制が必要なことについても考える必要があります。 

例4: 日本では年間 6000 万本のビニール傘が買われている。しかもその多くは忘れ物として処分

されている。この傘を安く販売すればビジネスになる。さらにその傘に広告シールを貼れば

広告料も稼げる 

１本せいぜい 500円程度で、壊れやすい傘をリサイクルできると考えてしまったところで発想が現

実を離れてしまっています。また大量の忘れ物傘があることは、広く知られています。広く知られて

いてもリサイクルをしている事業者がいないということは、事業にならない可能性が高いと考えるべ

きです。また、雨の日の売り上げ減という困りごとはあるにせよ、せいぜい、３日に１度程度しか降ら

ない雨の日にしか広告できないもので広告料を稼げると考えるのは現実的ではありません。 

最近は「論理思考が大事」と言われることが多いようです。論理思考とはものごとを筋道立てて考

えることです。しかし、いくら筋道立てて考えても、もともとの出発点が事実でないなら考えたことは

空想に過ぎません。「なぜだ、なぜだ」と原因を突き詰め、「本当にそうなのか、本当にそうなのか」

と検証を重ね、事実であることにこだわり続けることが論理思考の本質です。架空のお話作りになら

ないように気をつけなくてはなりません。 

○ 一人ひとりの生産性を高めるトレーニング 

「文章で書いてください」と言われてもほとんど書けない人もいます。キーワードを書くことしかで

きない人もいます。その程度の知的生産性のレベルでも大学には入れます。大学には入れても知

的生産ができなくては、事業を考えることはできません。 

文章は主語と述語があるものです。知的生産性を高めるトレーニングの第一歩は、かならず主語

と述語がある文章を書くようにすることです。「体言止め」も止めます。『「～は」「～だ」』と必ず書くよ

うにします。これは、主語＋述語の構成が知の最小単位だからです。主語だけでも、述語だけでも
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知として価値を持ちません。知の最小単位を作ることがトレーニングの最初です。もちろん、「～を」

に当たる目的語を含むこともあります。 

「私」だけでは知として価値を持ちません。『「私」は「気分が悪い」』となれば、文章となり価値が

生じます。そして「（事業者が）私の気分を良くする」ことが事業の目的になります。『「私」は「旅行に

行きたい」』であれば、「（事業者が）私を旅行に行かせる」ことが事業の目的になります。 

「砂漠では喉が渇いている人が多い」という文章もどきがあったとしましょう。 

知的生産性のトレーニングの視点で見ると、 

「砂漠では住んでいる人の喉が渇いていることが多い」なのか、 

「砂漠では旅行で訪れた人の喉が渇いていることが多い」 

によって、事業の目的が異なってきます。続いて、 

本当に「多い」のかを考えます。本当に「多く」ないなら、事業にはなりません。 

「多い」「みんな言っている」は曲者です。本当にそうなのかどうか確かめる必要があります。多く

の場合は、せいぜい、私の周りにいる「多くの人」、あるいは「みんな」が言っているにすぎません。

ひどい場合は、自分だけが「多くの人」がそう言っていると思い込んでいることさえあります。 

この流れを整理するとこうなります。 

1) 関心事の書き出し：完全な文章でなくてよいので思ったことを文章にしてみる。 

2) 関心事の明確化 ：主語＋述語の構成に文章を直す。 

3) 関心事の検証  ：文章で言っていることが事実なのかどうかを確かめる。 

 

知的生産とはこの流れの繰り返しです。最初は１文、１文やりましょう。やっていくうちに、高速で

できるようになります。 

１文、１文を書けるようになったら、その一文は「なぜ」そうなのか、原因を考えます。これもコツを

つかめば簡単にできるのですが、最初はなかなかできません。「チームで良くある知的生産性が低

い会話」のようになってしまいがちです。 

△ 主婦が携帯を使う ⇒ 主婦の携帯市場が有望である 

△ 日本にはWEB写真サービスがない ⇒ 市場がある 

△ 親孝行ビジネスは今は市場が小さい ⇒ 今後成長する 

△ 佐渡には冷凍装置がない ⇒ 冷凍装置を導入すれば佐渡の魚が流通する 

△ 大量の傘が捨てられている ⇒ リサイクルビジネスができる 
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こうではなく、 

○ 主婦が携帯を使う ⇒ 主婦の携帯市場はどのくらいなのか調査が必要 

○ 日本にはWEB写真サービスがない ⇒ 日本では流行らない理由があるのでは 

○ 親孝行ビジネスは今は市場が小さい ⇒ 親孝行ビジネスは事業になりにくいのでは 

○ 佐渡には冷凍装置がない ⇒ 冷凍装置の導入は過去検討と考えるべき 

○ 大量の傘が捨てられている ⇒ リサイクルされないのには理由がある 

と、「本当なのか？」を疑いながら考えを進める必要があります。これが価値を生む考え方です。 

この後、同じように、１つひとつの文章の原因を深く深く（懐疑的に）探っていくのが、知的生産で

す。 

実はこれは、近代知性の初期の巨人、「我思う。ゆえに我あり」で有名なルネ・デカルトの『方法

序説』にかかれていることにとても似ていることです。考えるための方法論の序説でデカルトが、自

分が見出した最も優れた思考の進め方（「方法的懐疑」と呼ばれる）がここで紹介した頭の使い方と

とてもよく似たものなのです。 

＜デカルトの思考法＞ 

１つ、明らかに正しいと分かること以外は正しいと認めない。 

１つ、対象を出来うるかぎり細分化して考える。 

１つ、簡単なものから複雑なものへ順番に扱う。 

１つ、正しいと思っても徹底的に再検査をする。 

 

[参考書籍] 『方法序説』ルネ・デカルト（岩波文庫） 

デカルトは西洋科学の基礎となる細分化、検証などの方法論を最初に体系化したとされています。

岩波文庫などで手軽に手に入ります。 

4.2 「発想」の技術 

○ 発想は既知のものの組み合わせ 

ソフトバンクの創業者孫正義氏は１９歳の時、カリフォルニア大学バークレー校留学中に、「音声

翻訳機」をシャープに１億円で売り込みました。当時、孫さんは、カードに、様々なアイディアや電

子機器等を書き、それを３枚引き、その組み合わせによって何かつくれないのかと考えたそうです。

しかも、１つの発明について５分以上考えなかったそうです。アイディアを思い付いつくと、その製

品の仕様などについてフローチャートなどを書き、工学部の教授や友人に実用化のための設計を

依頼したそうです。その中で実際に売れたものが「音声翻訳機」だったのです。 

カードに書いたものを組み合わせて、新しいものを考えるというのがまさに発想法です。しかも１
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つ１つのアイディアに時間を掛けないことも発想法としての重要なところです。時間をかけだすと、

思いもかけないことを思いつくのではなく、普通に考えて思いつくことしか思い浮かばなくなるから

です。組み合わせから瞬時に頭によぎることが既定の概念にとらわれない新たな発想だからです。 

訓練を積むことで、カードなしでも色々なものを組み合わせて新しい発想を生み出す能力が高

まります。 

チームのミーティングではアイディア出しに時間をかけすぎてしまうことがよく起こります。これはメ

ンバー一人ひとりの「発想」とは何かについての理解が足りないために起こることです。「発想」は一

人ひとりの思考技術の一つとして、チームの知的生産性に大きく影響します。 

発想については以下の二つのことを知っておく必要があります。 

・「発想」は、既知のものの組み合わせである 

・「発想」と分類は違う 

「発想」は全く新しいことを思い付くことだと誤解されていることがよくあります。「発想」は思い付き

なのですが、思い付くきっかけは組み合わせなのです。 

○ 時間の制約があるなかでの発想 

日本発の発想法に KJ法（川喜多次郎氏考案）があります。世界でも珍しい発想に関する体系を

考えた手法です。KJ法は「偶然」や「異質なもののつながり」から発想が起こるとしています。 

興味深いのは、50 個から 70 個までしか思い付きを出さないという経験則が述べられている点で

す。50個から 70個の思い付きを組み合わせて発想していくのにも半日近くかかるとされています。

あまりたくさん思い付きを出すと処理しきれないというのです。 

例えば、チームの打ち合わせの時間が 2 時間しかなく、アイディア出しには 1 時間程度しか使え

ないとしたら、20 個程度の思い付きを基に発想を広げるだけでも時間を使い切ってしまうことになり

ます。５人のチームなら一人４つしか思い付きを出せないことになります。「発想」する際にはたくさ

んの思い付きを出すことももちろん大事です。しかし、時間の制約を考えると必ずしもたくさん出せ

ばいいということでもないのです。 

また、一つの事業案についてチームで発想を行う場合、最初のアイディアだけでも６００枚から８

００枚になるとされています。これだけのカードを組み合わせて整理していくのは訓練なしではでき

ません。 

練習としては２０、３０枚でやるのがいい。それなら半日程度でできるから、ともあります。普通１００

枚を超えるところに大きな壁があり、うまくできなくなってしまう、と KJ法では言われています。 
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もう一点、事業案を計画にまとめるまでにこうしたカードを使った発想を， 

・問題提起 

・現状把握 

・本質追及（評価） 

・構想計画 

・具体化 

・手順化 

といった過程で何回も行う必要があるとされています。６００枚～８００枚のカードはこの過程で何

度も再利用されます。 

期間は、最初の３つなら、３泊４日でトレーニングコースでやれる。６つ全部となると１週間の合宿

になる。それも徹夜状態になるとされています。この感覚も私のものと合います。 

つまり、KJ 法なり、何かしらの方法論で事業を発想しようとすると、１週間の合宿と、指導者が必

要ということです。 

○ 「発想」と「分類」を混同しない 

また、「発想」は似たものを集める「分類（グルーピングとも言う）」とも違うものです。「偶然」や「異

質なもののつながり」から見えてきたことはまさに「発想」です。似たものを集めてまとめたものは「分

類」です。この二つは正反対の作業です。「発想」と「分類」の違いを意識できるようになることも知

的生産性を上げる一つの技術です。 

似たものを集めて表題を付けることは「整理」です。似ていないものを結び付けて新しい思い付き

を得るのが「発想」です。整理をすることで頭の混乱がなくなり、筋道が見えてくることもあります。こ

れも、知的生産の技術の一つです。しかし、それは「整理」であって、「発想」とは違う点を意識して

おくと良いです。 

[参考書籍] 『発想法』『続・発想法』川喜多次郎（中公新書） 

最近は取り上げられることが少ないですが発想についての独自の手法がまとめられています。 

 

[コラム] KJ 法補足 

ＫＪ法―『発想法』『続発想法』（川喜多二郎、中公新書）より― 

『発想法』『続発想法』が世に出たのは、1967 年と 1970 年です。３年前に『発想法』が出て、KJ

法が大ブームになって、その後の２年半の試行錯誤が『続発想法』に書かれています。『続発想
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法』には興味深い事例がいっぱいです。 

「訓練にあたっては個人指導が重要である。ある程度以上の実力を身につけた人が、初心者に

個人的に協力すると、初心者の実力向上は早い」とあります。これも、毎年、講座をやっていて思う

ことです。 

こんな実験も書いてありました。東工大生に『発想法』を読ませて、カード２０、３０枚の演習を１、

２回やって、感想を書かせたそうです。 

「一人一人の KJ法に対する理解は薄いが、４０、５０人分を KJ法でまとめると、いいこと言ってい

るようになる」のだそうです。これは経験がない人でも何人か集まることでかなり高い集団思考が可

能だということを言っています。経験がない人ほど、みんなで考えを合わせることが大事になるとい

うことです。 

こんなことも書いてあります。 

「いきなり多人数に指導や講義を行おうとすると、かえって、中途半端な理解を植え付けるだけ

であるという危険性がおおいにある」 

私も、これに大賛成です。 

「ブレインストーミングの後、１つひとつのカードの内容を確認するミーティングを入れるといい、

そのあと、カードの関係を見ていくミーティングをするといい」とも書かれています。「確認しないと、

わからないことが多いし、書いた本人自体がよくわからずに書いていることも多い」ということです。

これも講座でもよく起こることです（この確認の中でいいアイディアがでることもあるので記録すると

いいとも書いてあります）。 

「単なる、グルーピング、分類でなく、何枚かのカードに１行の見出し（表札）をつけるのがうまい

人は、リーダーシップに大切なある能力を持っている。 

すぐれたリーダーシップはメンバー全員が望むものを個々のメンバーが気づく以上に見抜いて、

そのチームの隠された使命をみごとに具体的に一つの行動目標として表現できる」 

私もこれがすごく大事なことと思います。 

チェックリストがだめだとも書いてあります。 

「チェック項目の意味、背景がわからない人にはなんで、それを使うといいのかもわからないから

です」 

「似たカードをくくった後、それぞれの島の関係を中心に文章に起こすのがとても大事。これはと

ても時間がかかるので、簡易法として口頭でやる方法がいいかもしれない」と言っています。そうか
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もしれません。 

また、こんなことも書いています。 

「多くの経営者は、自分の意志決定を、部下にわかるように説明できません。それは、過去の経

験を踏まえていろいろなことを頭の中で考えて出てきた結論だから、簡単には説明できないからで

す。経営者はいつも、真剣に経営のことを悩んでいるので、頭の使い方が鍛えられています。KJ法

的というか、すごく効率よく情報処理できるようになっているのです。」 

KJ 法というのはそういう頭の中の普通の処理を頭の外に出したものです。いい方法論なのです

が、頭の外でやるとめちゃめちゃ時間がかかります。考え方を学んだうえで、繰り返し練習していく

のがよいのでしょう。繰り返し練習していくうちに、頭の外に書き出さなくても KL 法が頭の中ででき

るようになっていくでしょう。 

4.3 ミーティングを効率よくする技術 

○ 知的生産性が向上するミーティング法 

チームでのミーティングの生産性を上げるにはメンバー一人ひとりの知的生産性がある程度高ま

っている必要があります。そういう状態になるのはむずかしいのですが、仮にやれるようになったと

して会議やミーティングの仕方について考えてみます。会議やミーティングの仕方には方法論があ

ります。 

例えば、 

・司会を決める 

・タイムキーパーを決める 

・板書する 

・議事録を作る 

などです。 

学生や若い社会人の中にはそうした方法論を使えば、どんな会議やミーティングでも生産性が

高くなると思いこんでいる人がいます。私が見てきた限り、一人ひとりの知的生産性が低い状態で

は会議やミーティングの形を多少整えてもあまり違いが出ません。むしろ学生や若い社会人のチー

ムであっても、おおよそこのくらいのことはやっています。形の上ではやっていても、生産性が上が

らないことに悩みます。 

意外にやられていないのが、 

・参加者の顔が見えやすいように丸くなって座る 

・あまり長い発言をしない 
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・発言しない人にも意見を求める 

などです。 

司会者が配慮すべきことともいえますし、参加者全員が心がけるべきこととも言えます。メンバー

一人ひとりが発言しやすい環境であることは重要なことです。せっかく集まっても、ちょっと奥まった

り、離れたりしたところにいると話の輪に入りにくくなり、気持ちが話からそれてしまいがちになりま

す。 

○ 各役を経験して知的生産性を高める 

現実の社会では司会をすることは一つの権利です。議題を選別して話の方向を制御する特権

があるからです。一方、学生や若い社会人のミーティングでは、司会をやりたがる人はあまりいませ

ん。うまく議事を進行できないのでやりたくないと思ってしまうようです。そのため、司会を輪番制で

やることが多くなります。輪番で司会をしながら議事進行することに慣れていくということでもよいで

しょう。輪番制は訓練としては悪いものではありません。司会やタイムキーパー、板書係、議事録係

を輪番でやってそれぞれの役割を知り、やり方を覚えていくことができるからです。 

しかし、それぞれの役割を漫然とやっていては、生産性を上げることはできません。それぞれの

役割を少し極端なくらい厳密にやると良いです。 

例えば、 

・司会の人は、くどいぐらいに議論の流れを確認する（共通認識）。 

・タイムキーパーは、先手で進行を促し予定を変えない（時間管理）。 

・板書係は、発言が事実に基づくものなのかを毎回確認する（事実確認）。 

・議事録係は、議論の矛盾、抜け漏れに厳しく目を光らせる（論理検証）。 

 

などです。メンバーがミーティングに必要な役割を一通り経験することは、一人ひとりの知的生産

性を上げる訓練になります。 

１つ気を付けなくてはならないのは、一人ひとりが役割を持つと、役割のことしかやらなくなって、

内容を考えて発言する人がいなくなってしまうことです。役割を果たしている自分と、中身を考えて

いる自分と２つのキャラクターを使い分けなくてはなりません。どちらかひとつに偏ってしまうことが

多いです。 

○ チームで課題を検討する過程の例 

チームでの検討の仕方はチームで創造的に考えてもらえば良いと考えています。強いて、例を

挙げると、以下のようになります。 
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◇水曜日（講義でプレゼンをする日） 

<講義前> 

・講義の 30分前集合 

・今日の発表の最終確認（少しでもいい発表になるように最後の詰めをやる） 

・発表ファイルの発表用ＰＣへのセット 

<講義後> 

・ミーティング場所に集合（あらかじめ場所を決めておくとよい） 

・今日の講義のレビュー（何を学んだのかを確認する） 

・次週までの課題の確認 

・来週までの活動計画の作成（次回ミーティングの日時と、下調べの担当者を決める） 

◇次回ミーティングまでに 

・各自必要な下調べ 

・各自の下調べが完了しているかの確認／完了していない場合の対策の実施 

・ミーティングの議事進行予定の作成 

・ミーティング前日には議事進行予定と集合時間、場所をリマインドする 

◇週末 

<２時間のミーティングをするなら> 

・時間前に集合 

・ミーティング会場の準備（机、ネット環境など） 

・［5 分］役割の確認（司会、書記など） 

・［5 分］ミーティング全体の議事の確認 

・[30分] テーマ１（次週の発表）についてのアイディア出しと議論 

・[20 分] まとめと発表までの計画作成 

 （すこし休憩） 

・[30分] テーマ２（事業案）についてのアイディア出しと議論 

・[20分] まとめと今後の計画作成 

・[10 分] ミーティングやチームの状態についての振り返りと対応策の協議 

＊こんなに効率よくミーティングが進むことは現実的にはまず考えられません。１回のミーティン

グで２つのテーマを扱うのは難しいでしょう。１つのテーマでも２時間ではなかなか議論しつくせな

いくらいです。 

◇次週の講義までに 
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・計画通り進んでいるかの確認／進んでいない場合の対策の実施 

○ 議事録 

議事録の定義 

議事録とよく言いますが、何が議事録なのかは共通認識されていないことが多いです。 

議事録には、 

1)その場にいなかったメンバーがチームの議論についていくために 

2)チームがやらなくてはならないことを忘れないために 

3)同じ議論を繰り返してしまわないために 

などの使い方があります。 

欠席者がいたミーティングやメンバーそれぞれがいったインタビューの情報が議事録によって共

有されればチームの生産性は高まります。そこで、議事録がどういうものなのか考えてみましょう。 

＜大まかな分類＞ 

・決定録 

・発言録 

・速記録 

＜決定録＞ 

・後でもめないように決まったことを合意するのが目的。 

（これを議事録と呼ぶことが多い） 

・通常１ページ以内にまとめます。 

・日付、会場、出席者を書きます。 

＜発言録＞ 

・参加してない人が見て議事がわかるようにするのが目的。 

・どういう会話がされたかを書きます。 

・通常会話は省略される部分が多いので、補って書きます。 

・補う中で書き手の意図が入ってしまいます。 

＜速記録＞ 

・正確に発言を残すのが目的。 

・議事録でもめた時にさかのぼるために補わずに書きます。 

・同じ言葉を聞いても理解の仕方が立場によって変わるので、正確に書いておいて、後で振り返り

ます。 
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一般的＜決定録＞だけでは、背景や意図がわからないので、発言録の方が役に立つことが多

いです。今は、話を聞きながらPCで打ち込める人が多いので、打ち合わせの最中に発言録を作っ

てしまい、決まったことを決定録にまとめることが多いです。 

議事録の取り方、使い方 

議事録は最小限の労力で取るのがよいです。打ち合わせ時にメモしたことを打ち合わせの後で

議事録にまとめ直すのに時間を無駄に使ってしまいます。できるだけ、打ち合わせの中で取るよう

にしましょう。誤字や脱字は気にする必要はありません。 

会社と会社の打ち合わせでは議事録に書かれたことだけが正式な交渉内容と扱われます。そう

いう場合は、両社で内容を見直して合意したものを議事録とします。しかし、チームでのミーティン

グで作る議事録は労力をかけないことが大事です。 

そして、議事録は、作ることではなく、使うことに価値があります。議事録は、何度も読み直して使

わなくては役に立ちません。せっかく考えたことも人間はすぐに忘れてしまいます。それを防ぐため

に議事録は作るのです。忘れてしまうだけでなく、同じ議論を何度もしてしまうのも良くあることです。

これを防ぐのも議事録です。 

使い倒すことが議事録の目的です。そのため、チームのメンバーが話したことをたくさん書きとめ

ることよりも、大事なことだけを書く方が役に立ちます。たくさん書きとめると書くだけでなく読み返す

のにも時間がかかるからです。 

議事録のフォーマット 

議事録のフォーマットを紹介しておきます（下記ミーティング管理シートサンプル参照）。 

議事進行予定をもとにあらかじめ議事録の概要を用意しておいて、ミーティングの最中にそれを

改訂しながら進めるのがよいです。ミーティングが終わったときに議事録が完成しているのが目指

すべきミーティングの進め方です。決まったことなのか決まっていないことなのかは明確にしておか

ないと、いつも後戻りをすることになってしまいます。長い時間話しても意外に決まったことは少な

いということがよくあります。そういう点については、原因を考えてみて、次回のミーティングの生産

性を上げる方法を考えましょう。 

意外と重要なのが出席者です。欠席している人は情報共有が漏れるので、必ず伝えるようにし

ておきましょう。それから役割を決めておくことも重要です。議事録を作成する人が誰かも決めずに

打ち合わせをしていては、時間を無駄にしてしまう可能性が高いです。 

ただし、きっちりとしたミーティングをしたからといって事業案がうまくできるわけではありません。
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チームの生産性がどういう風にすると高まるのか、いろいろ試してみるとよいです。 

下記のフォーマットは講座で受講生チームに見せている＜決定録＞のサンプルに当たります。

講座用のため「今日の反省」として、メンバーの集まり具合、議題のこなし具合、進行の具合などを

振り返る項目を入れています。 
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<<ミーティング管理シートサンプル>> 
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4.4 何をやるかを決める技術 

○ 方法論がない難しさを発想法で乗り越える 

長年、事業計画を作る講座をやっていて発見したことは、「何をやるかを決めることの難しさ」で

す。講座の途中で行うある会社からもらった課題についてはよく考えることができたのに、講座の最

後に自分達のチームの事業計画を考える際にはなかなかうまくまとまらないことがよくあります。「ど

んな事業をやるか」を決めた時、それをやるとどうなるかは誰にも分かりません。分からないので決

められないのです。 

私たちの講座では、どんな事業をやるかを決める期間をフェーズ A、決定後、計画を作っていく

期間をフェーズ B と呼んでいます。しいて言えばフェーズ A は「事業案探索」期間、フェーズ B は

「事業案検証」期間と言えます。 

フェーズ Aでは、 

・これをやったらおもしろいかな 

・これをやったら喜んでくれる人はいるかな 

・これをやったら儲かるかな 

などを想像します。このフェーズを方法論で確実に攻略することはできません。「発想法」で述べ

た既知のものを組み合わせる方法で進めます。 

既知のものは、たとえば、 

・将来像を描いてみる 

・チームのみんなが燃えられるテーマを選ぶ 

・誰かが本当に困っていることの解決策を考える 

・過去に経験したことがある人に聞く 

などをやりながら拾い上げ、組み合わせて発想を広げます。 

組み合わせた中から何を選ぶかはある程度は論理的にもできますが、最後に決めるのは人です。

チームの場合で言えばリーダーが決めます。 

これに対して、フェーズ Bでは「プロジェクト・マネジメント」と言われる方法論を使えます。 

プロジェクト・マネジメントでは 

・何をやるのか 

・いつまでにやるのか 

・いくらかけてよいのか 

・誰がやるのか 
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・どうやってやるのか 

・できたかどうかをいつどうやって判断するか 

・できなかったときどうするか 

などを決めていきます。 

○ お客さんと経験者の話を聞く 

想像力不足を補うためには自分達のお客さんになるだろう人たちにも話を聞くことです。 

事業が成り立つということは、他人が財布の紐を緩めてお金を払ってくれることです。自分が払う

立場になって考えればわかるように、ちょっとやそっとのことではお金は出しません。出さざるを得

ないような強烈な欲望が沸き起こる、あるいは考えても考えても買うしかないものでなくてはお金を

使うところまではいきません。自分たちが売ろうとしている商品やサービスがそういうものであるかど

うかを将来お客さんになってくれそうな人と話して見極めることが必要です。 

いくら想像力がある人でも実際にやったことがないことを想像するのは大変なことです。自分を

含めたチーム・メンバーの似た経験を基に想像するのですが、なかなかうまくいきません。想像力

の不足を補うには、経験者の話を聴くことが一番です。経験者の話を聴くことはフェーズBでも重要

ですが、フェーズ A ではより重要です。聞いたことがそのまま役に立つわけではありません。しかし、

情報がなくては想像のしようがありません。似たようなことを経験した人の場合、失敗した人は、事

実より否定的な情報を話すでしょうし、成功した人は事実より肯定的な情報を話すでしょう。過去と

現在では状況が違う点もあります。それらを考慮して「自分たちがやったらどうなるか」を想像しま

す。 

これを繰り返しながら、自分たちとしてある程度自信をもってやれると思えることを事業計画のテ

ーマとして決めます。 

また、これまでのチームがテーマを決めてきた状況を見ると、テーマが“民主的”には決まらない

時の方が良い結果につながっています。強い思いを持ったメンバーが「どうしてもやりたい」と主張

し続けて決まる時の方がフェーズAからフェーズ Bへの移行が早いです。もちろん議論を続けてテ

ーマを決めるチームもあり、時間がかかりますが、そういう決め方をしたチームの事業計画がよくま

とまることもあります。 

自分が強い思いを持っていないときはどうすればいいのでしょうか。“愛されるキャラクター”で

“強い思いをもった人”が“細かい気配りの人”を兼ねてチームをまとめていくことはほとんどの場合

ありません。逆に“強い思いはあるが愛されないキャラの人を支える人”が必要な場合の方が多い

です。だれが実質的にチームを動かすかを考えると、必ずしも強い思いを持った愛されるキャラクタ

ーの人とは限りません。その人を支える人がチームを引っ張っていくことの方が多いです。自分に

強い思いがなくてもチームの中には必ず果たすべき役割があります。それを見つけましょう。 
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○ まねる、盗む、変化をとらえる 

自分たちで発想したことは、どんなにたくさん出しても、すでに他の人も同じように考えていると考

えてください。自分たちが今まで誰も思いつかなかった全く新しいものを思つくということはないと考

えてください。 

うまくいく人は、自分と同じことを考えている人を良く調べて、まねて、盗んで、少しだけ発展させ

ます。もちろん、大きく発展させてもよいですが、なかなかそうはいきません。少しだけでも発展させ

られれば、それでも大したものです。 

同時代人は同じような生活環境、情報環境にいます。思いつくものは必然的に似てきます。過

去の画期的発明、発見、新事業の歴史は、まねと盗作、それに続く、権利主張と訴訟合戦の連続

でした（ミシンの発明に関する複雑な権利関係の話、エジソンの数々の訴訟の話、Mac を真似た

Windows の話、そもそも Macの多くのアイディア自体が Xerox社の Paralto 研究所から持ち出され

ている話、ワトソンとクリックの DNAの二重螺旋構造発見に関するアイディア盗用の話など）。 

同じような発想の中、技術の変化（進歩）をいち早く取り入れるのが、現実的にありうる新事業の

ほぼ唯一の発見方法と言ってもいいです。技術の変化（進歩）は革命的なものは少ないですが、

小さなものが絶えず起こっています。そのため競合とは抜きつ抜かれつの関係で事業化が進めら

れることになります。 

（映画）『幸せのきずな Flush of Genius』Marc Abraham 

間欠ワイパーの発明者がアイディアを盗用した自動車会社との長い訴訟で、家族を失いながらも

自身の権利の正当性を認めさせた過程を描いた映画。 

（映画）『タッカー』Francis Ford Coppola 

1940 年代後半に実在した革新的自動車エンジニア、プレストン・トマス・タッカーが自動車業界に

事業をつぶされる過程を描いた映画。 

4.5 チームの活動計画を立てる技術 

○ 計画がなくては目標は達成できない 

計画があっても、目標を達成できないことはあります。しかし、計画がなくて目標を達成できること

はありません。 

目標を達成するにはたくさんのことをやらなくてはなりません。どれか１つをうまくやれなくても達

成できなくなります。達成のためには細い１本の道を間違えずに歩ききらないといけないのです。 

受講生のチームに課題を出すとき、「最初の発表の時は活動計画を提示してください」と必ず言

います。計画のようなものを提示するチームはありますが、どのチームも十分な計画を立てることが
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できません。この時点ですでにどのチームも課題に対して結果を出せないことが決定的になってし

まいます。 

「がんばります」と言っても、目標にたどり着くまでに必要なことが整理できていなくては、目標ま

ではたどり着けません。 

○ 誰がいつまでに何をやるか 

チームでの活動計画を作る場合は、やることを書き出さなくてはなりません。一人でやることであ

ったら、頭の中にあるだけでもいいのですが、チームでやる場合は共有しなくはなりません。 

計画の作り方は下記です。 

・やるべきことを出し尽くす 

・おおよそ時系列に並べる 

・１つ１つのやるべきことを誰がやるかを決める 

・いつまでにやるかを決める 

 

おおよそは上記の順番で進みますが、行ったり来たりしながらになります。 

誰がいつまでに何をやるかを決めて、一人ひとりが決めたことを守るのが目標を達成する唯一の

方法です。 

ただし、一人ひとりが分担してやることはそれほど難しくはありません。難しいのはバラバラでやっ

ても方向がずれないようにすることです。そのためにはチームでそれぞれがやったことを共有する

時間を取る必要があります。メールだけではなかなか伝わらないので、少なくても電話会議（スカイ

プなど）をやる必要がありますし、実際に顔を合わせて話してみる必要もあります。 

○ 自分の時間を公開する 

チームで打ち合わせをする時間を「いつでもいいよ」という受講生がいます。いつでもいいと言う

ので他の人の時間に合わせて時間を決めると、「そこだけダメなんだ」と言い出します。こういう人は

かなりいます。 

また、自分の空いている時間を公開しない人もいます。気持ちはわかります。自分の空いている

時間を公開するということは自分の生活を丸裸にするのと同じですから抵抗があって当然です。し

かし、チームになるということはそこまでやるということです。裸になってかっこ悪いところまで見せ合

わないとチームは機能しません。 

もう少し言うと、空いている時間だからといって全部を公開する必要はありません。何時間講座の

ために使うかを決めてその時間だけを公開すればいいのです。そして、公開した時間で目標を達
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成できるやり方を考えるのです。自分の基本的な生産性を上げることも必要ですし、優先順位が低

いことをやらないことも必要です。 

基本的には自分が講座のために使うと決めた時間内で他のことをやってはいけません。しかし、

講座に関係することを調べていたら、他の興味があることに出くわすこともあります。それをやらない

ことは自分の時間の使い方の効率が全体として悪くなることもあるでしょう。それではもったいない。

最初に決めた講座のために使う時間の中で講座以外のことをしてしまうことはあります。その分は

他の時間で講座のことをやりましょう。 

○ 計画は時間単位でないと役に立たない 

１週間単位の計画はほとんど無価値です。講座の課題に対して、活動計画を出すように言われ

て、受講生チームから出てくるのはほとんど場合、１週間単位の計画です。それでは役に立ちませ

ん。１週間の中にはたくさんやらなくてはならないことがあるので、それをいつやるのかを決めなくて

は役に立ちません。 

課題に対応するために１週間のうちにやらなくてはならないことは粒度によりますが、５０から１００

項目くらいになるはずです。それを１週間という大きなくくりでやりますといってもできません。１日単

位でも無理です。 

仮に５人のチームに１週間でやらなくてはならないことが５０項目あったとしましょう。一人１０項目

をやることになります。一人で１日に最低１項目か２項目はやらなくてはならない計算になります。 

１日中講座のことをやっていられる日はないはずですから、少なくても、１日を午前、午後１、午

後２、夜、深夜くらいには分けていつやるのかを決めなくては計画を現実に実行することはできま

せん。１つの単位は２時間までくらいでしょう。それ以上は集中力が続きません。もちろん、時間単

位でもいいです。 

単位あるいは１時間ごとに何をするのかを確定させてそれをやるには、事前にやっておかなくて

はならないことは何なのかまで想定しないと実行できる計画ではありません。今週中にやればいい

と思っていては必ず、最後の日まで何もできずに過ごしてしまい。最後の日に見た目だけやったよ

うに取り繕うことになります。最後の日になってしまっては、事前にやっておかなくてはならないこと

（ex.インタビューの依頼など）ができていないので結局何もできません。この現象は学生症候群（一

夜漬け症候群）というそうです。 

○ 計画の本質 ――計画は計画通りいかない―― 

もう一つ計画には難しさがあります。それは、計画通り進めていても、目標を達成できないことが

あるということです。必要な調査をした結果、解決する方法がないことがわかってしまうことがよくあ

るのです。言い方を変えると、世の中にある問題は簡単には解決できないから問題になっていると
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いうことです。 

もちろん解決できないことはありません。解決できないというのは目標とする時間内には解決でき

ないということです。この計画の本質ともいえる状況を打開する方法は、できるだけ早い時点で解

決策の仮説を導き出すことです。 

極端に言えば、調査はせずにまず仮説を出してしまいましょう。その仮説が正しそうかどうかをで

きるだけ少ない調査で見当をつけます。できるだけ計画の初期の段階で、仮説検証を繰り返して、

可能性がある仮説をもとに計画を修正しましょう。最後の最後に仮説が出てくる計画では、多くの場

合、仮説の当てが外れて時間切れとなってしまいます。 

○ 計画の表示形式 

一般的に計画は、表計算ソフト（マイクロソフト社のエクセルなど）のマス目を利用して作ります。 

縦軸にやらなくてはならない項目を列挙します。順番を整理して、極力詳細な作業項目まで分

解します。横軸には日にちを置きます。１週間程度の計画なら１日の中を午前、午後１、午後２、夜、

深夜くらいに分解して書いておく方がいいです。１つの項目が１つの単位のうちに終わるくらいまで

細かくできるといいです。そして、この項目が終わったらこの項目というように順番を確認します。基

本的には上から下に進むにつれて、左から右に進むように書くとわかりやすくなります。 

計画の形式にはガントチャートと言われるものがあります。これは、やらなければならない項目を

１つやるのにいつからいつまでかかるかの期間を→の長さで表すものです。長期にわたる仕事や、

大規模な仕事、機械を稼働させる仕事などに向く表示に形式です。知的な作業には必ずしも向き

ません。知的な作業は、集中力が最大限続く２時間くらいを単位にして矢印よりもマス目１つひとつ

を仕事の期間として書くのがよいです。マス目は色を変えるだけでもいいですし、“○”などを書き

込んでいくのでもいいです。 

1 つの項目に２行確保しておいて上に計画、下に実績を書くと計画が実際にはどうなったかを一

目で見ることができます。計画は“白抜き“、実績は”黒塗り“で書くとわかりやすいです。 

細かく書きだすと計画が大きくなりすぎて、紙に印刷しても、字が小さくて読めなくなってしまいま

す。細かい計画を決めたうえで集約した一枚を作っておくのがいいです。 

○ １か月間の計画 

学生チームには１か月を１つの期間として課題に取り組んでもらいます。1 か月間の計画がどの

ようなものになるか紹介しておきます。 



                        58 

 

Copy rights © all reserved. アントレプレナーシップ論オープンスクール 2013 

 

<全体の流れ> 

事業を考えるとき、最初にやることは、お客さんの声を聴くことです。また、業界に詳しい人にアド

バイスをもらうことも必要です。すぐ活動を始めたいと思っても、お客さんや業界の識者にすぐには

会えません。まず、誰なのかを特定し、会ってもらう約束をしなくてはなりません。これには、早くても

１週間、場合によっては２週間程度かかってしまうことが多いです。ということは、１か月の活動であ

っても最初の１、２週間は何もできないということです。この間にできることは、 

1) 最後の提案の成否をどう判断するか決める（ゴールを決める） 

2) お客さんや識者に会うお願いをする（→会う日取りを決める） 

3) インターネットや書籍を調べる（→仮説を立てる） 

4) １か月間の活動計画を書く 

 

ということになります。この中で 1)は特に重要です。何のために発表するのか、発表したことが誰

の何に役立つのかをはっきりさせないまま作業に入ってしまうことが往々にして起こります。作業の

前に目的、目標を明確にしておくことはとても大事なことです。目的、目標なしに、活動が成功する

ことはありえないからです。 

また、インターネットや書籍からもかなりのことを調べることができます。お客さんや識者に会える

までの間に一通り調べておく必要があります。こうした調査をするために、お客さんや識者に会うま

でに時間があることはかえってちょうど良いとも考えられます。 

お客さんと識者の話を聞いて、「これだ！」という何かをつかむ必要があります。誰も手を付けて

いない巨大な市場が簡単に見つかるわけがありません。お金を払ってくれそうなことはすべて誰か

が押さえています。そんななかでのお客さんの何か満たされていない困りごと、不満を見つけ出す

ことになります。 

続いて、その困りごとを解決する方法、解決しながらお金を稼ぐ方法（ビジネスモデル）を考えま

す。いくつも案を出して検証します。 

そして最後の最後に発表の準備をします。 

この流れは、大きくいうと 

第一週：お客さん、識者との面会の約束、ネット・文献調査、ゴール設定、計画作り 

第二週：インタビュー実施 

第三週：解決策とビジネスモデルの発想 

第四週：発表準備 

となります。 
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<全体の形式> 

エクセルを使って書く際の形式は、1列を１日として、各行にやることを書いていく表になります。 

No 作業 5/01 5/02 5/03 5/04 5/05 5/06 5/07 ------ 5/27 5/28 5/29 5/30 5/31

1 アポ取り

2 リストアップ

3 電話

4 インタビュー

5 準備

6 実施

7 分析

8 解決策発想

9 ブレスト

10 検証

11 発表準備

12 資料作成

13 発表練習

14

 

1 日を 1 つの単位とするとくくりが大きすぎるので、最初の 1週間については 1 日を４コマに分け

て記載すると具体的な計画にすることができます。下は５月１ヶ月のうちの２日間を示したもので

す。 

  ┌───非表示───┐  ┌───非表示───┐  

～ AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL ～ 

 5/14      5/15       

 

 

午

前 

午

後 

1 

午

後 

2 

夜 

深

夜 

 

午

前 

午

後 

1 

午

後 

2 

夜 

深

夜 

 

 

エクセルには列の表示／非表示切り替えがあります。上の例でいうとABからAF、AHからALは

非表示にしておく方が全体の計画が見えやすくなります。１日をさらに細かく分けた表示はその日

やせいぜい 1週間くらいだけ表示しておくとよいでしょう。 
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<計画と実績> 

行に書く作業項目は、上下２行で 1 つの組にしておくと計画と実績を比較できます。 

  5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 

依頼 計画 △ ― ― ▽     

依頼 実績  ▼ ― ― ▼    

インタビュー 計画      △ △ △ 

インタビュー 実績      ▼ △ △ 

△計画の始まり時点は上向きの白三角  ▲実績の始まり時点は上向きの黒三角 

▽計画の終わり時点は下向きの白三角  ▼実績の終わり時点は下向きの黒三角 

 

○ 指摘事項のつぶしこみ 

指摘事項は１つにまとめる 

事業案、事業計画を発表すれば、相手から指摘事項をもらえます。たくさんいい指摘をもらえま

す。しかし、指摘されたことに対応していかなくては役立てることができません。 

指摘事項は、チームで１つにまとめて一覧表にしておく必要があります。各人がバラバラに違うも

のを持っていてはだめです。必ず集約して、チームでいつも同じ指摘事項リストを見るようにしま

す。 

指摘事項は、何人かの人にレビューしてもらうとどんどん増えていきます。しかし、同じ内容の指

摘をもらうことが多いです。指摘事項はおおよそのカテゴリーに分類して、同じ内容のものは１つに

していくのがいいです。 

ガントチャートと指摘事項リストを握りしめて 

ミーティングの時は計画のガントチャートと指摘事項リストをいつも持っていましょう。ガントチャー

トと指摘事項リストがチームのバイブルです。 

うまく整理すれば、指摘事項の項目の解決の予定がガントチャートになります。しかし、指摘事項

はどんどん変動するので、計画のガントチャートと指摘事項リストは別々にしておくのがよいでしょう。

指摘事項に対応しないのであれば、仕事をしていないのと同じです。指摘事項を丹念につぶしこ

んでいきましょう。 
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4.6 リーダーシップ 

○ リーダーとリーダーシップ 

チームの成果はリーダーに負うところ大きいです。しかし、リーダーシップは誰もが持つべきもの

です。リーダーはメンバーのリーダーシップを最大限に発揮させられる人だと私は考えます。 

リーダーについてもリーダーシップについてもたくさんの考え方があり、似ているようで違いがあり

ます。一口にリーダーといってもいろいろな状況があるので違っていて当然なのです。権力をつか

み、守っている立場にある人にはマキャベリズム（『君主論』）が合うでしょうし、１秒の判断の遅れが

生死を分ける軍隊では軍隊式のリーダーシップが必要になります。ここでお話しするのは、ごく普

通の人が集まって普通ではありえない新しい事業を作っていく際のリーダーシップです。 

受講生のチーム運営について私は口出ししません。リーダーを決めるチームもあれば、決めな

いチームもあります。リーダーが有能であればチームの生産性が高いことは事実です。しかし、リー

ダーを決めることは簡単なことではありません。誰かがリーダーになれば他のメンバーのモチベー

ションが下がる可能性があります。理想は、メンバー全員のモチベーションが高い状態です。実現

したら奇跡かもしれません。しかし、目指すのは理想であり奇跡です。「奇跡くらい起こせる」という

漠とした自信がなくてはアントレプレナーシップは語れません。 

また、たった 3 ヶ月の間でもチームの中で求められるリーダーシップには変化があります。チーム

を立ち上げる時、目指す事業を決める時、計画を分担して仕上げていく時、中心になる人に必要

な性格は少しずつ違います。この違いに合わせて自然にリーダーが変わっていくチームが理想と

もいえます。 

事業計画について学びたいという血気さかんな人達の集まりをリーダーとしてまとめていくのは

簡単なことではありません。しかしそれを実現するのがチーム全員の課題なのです。実現のための

一つの要素が「リーダーを一人決める」ということなのです。そこで決まったリーダーは大変ですが、

意思決定をしなくてはなりません。それも、後ではなく「今」しなくてはなりません。その場で決めるの

がリーダーなのです。今決めることでリーダーはチームメンバーのリーダーシップを最大限に発揮

させるのです。 

○ メンバー一人ひとりのリーダーシップ 

メンバーのリーダーシップというのは、「この調査は私がやります」「この人へのヒアリングは私が行

きます」と自分が積極的に動く意志を表明してどんどん実行していくことです。誰だって忙しいに決

まっています。その忙しさに負けないことがリーダーシップです。このとき、自分がやると言っても、

他のメンバーを排除しないことも必要です。責任は自分が持ち、できるだけたくさんの人に関与して

もらって進めるのが良いリーダーシップの発揮の仕方です。関与する人が多くなれば、コミュニケー
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ションに費やす手間が増えます。コミュニケーションの手間をいとわないのがリーダーシップです。 

リーダーが発揮する能力がリーダーシップで、それ以外のメンバーが発揮するのはフォロワーシ

ップだとする定義の仕方もあります。私は違うと考えています。ジョン・F・ケネディーの有名な大統

領就任演説に「国家が自分のために何をしてくれるかではない。あなたが国家のために何をするか

が重要なのだ」というものがあります。ケネディーは、混沌とした多くの人々の思いを言葉にして、多

くの人の心に火をつけました。これはまさに卓越したリーダーの能力です。誰にでもできることでは

ありません。しかし、ケネディーが語ったのは、「俺について来い」ではありません。「君が先頭に立

つのだ」です。先頭に立てばフォロワーではなくリーダーです。 

○ リーダーの仕事 

これまでの受講生のチームのリーダーにはこんな人達がいました。 

<<うまくいった場合>> 

・チームで 1番年下の人（能力は一番ではないがかわいがられ支えられてうまくいった） 

・「この事業をやりたい」という強い思いがある人（ただし高圧的な指示はしなかった） 

・判断力、分析力が高く、チームのことを誰よりも考えた人（リーダーの王道） 

 

<<うまくいかなかった場合>> 

・高圧的で周りに指示ばかりして自分は働かなかった人 

・意思決定できない人（年下でも、あまりに能力を超えてしまうとうまくいかない） 

・メンバーとあまり話をしない人（会話はとても大事） 

などです。 

一人の人がなるべきリーダーと全員が発揮すべきリーダーシップの違いを考えるとよいと思います。 

○ リーダーの仕事 

チームの中でリーダーはどういう仕事をすればよいのでしょうか？ 

リーダーが適切に仕事をするかどうかでチームの成果は大きく変わってきます。しかし、特別な

人しかリーダーになれないわけではありません。向き不向きや得意不得意はありますが、リーダー

の仕事をこなせば誰でもリーダーの役割は担えます。 

リーダーの仕事は、おおよそ 

・メンバーが活躍する機会を作る 

・誰よりも働く 

・決まらないことを決める 
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です。 

どれも簡単なことではありません。しかし、できないことではありません。 

メンバーが活躍する機会を作る 

リーダーの仕事はメンバー一人ひとりにチームの中でリーダーシップを発揮させることです。これ

ができればリーダーとして合格です。そのためには、メンバー一人ひとりの気持ちや得意なことをよ

く分かっていなくてはなりません。そして、よく分かるためには、よく会話してよく観察しなくてはなり

ません。よく話してよく観ることがリーダーの仕事だと言ってもいいくらいです。 

メンバーの気持ちや得意不得意を考えて一人ひとりに活躍できる役割と場面を作っていくのがリ

ーダーです。やってもらうことはメンバーの得意なことである場合が多いですが、苦手なことである

場合もあります。基本的には得意なことをやってもらうのがいいのですが、苦手を克服する機会を

作ることも必要だからです。 

誰よりも働く 

リーダーはチームのために一番働きます。ミーティングの準備も、急に都合が悪くなったメンバー

のピンチ・ヒッターとしての発表も、チーム内のもめ事の処理も、リーダーの仕事です。メンバーより

もたくさん働くことに不満を感じる人はリーダーには向いていません。 

一番働くのですが、リーダーは成果を出してはいけません。メンバーが成果を出せるように支え

るのがリーダーの仕事です。 

多くの組織で、成果を上げた人がリーダー“的”立場になります。しかし、そういう人達の多くは自

分が成果を出すのは得意なのですが、メンバーに成果を出させるのは得意ではない人たちです。

そのため多くの組織でリーダー不在となります。これは日本だけの話ではなく、世界中でそうなる傾

向が見受けられます。 

ジョン・ガートナー『リーダーシップの本質』より 

若くしてリーダー的な地位にある人の多くは、個人成績をいかにして高めるかについては、小学

校時代から長い間訓練されてきている。そして彼らは、大切なのは自己を他人とどう関係付けるか

ではなく、自分の個人の成績をいかにして高めるかであることを学んでいる。したがって、若いエグ

ゼクティブや中年のエグゼクティブでさえもが同僚や部下にほとんど注意を払わず、もっぱら、成績

評価者 ――実際には想像上の評価者―― の前で背伸びをしながらつま先踊りをしているので

ある。リーダーにとっては、将来自分が指揮したいと思っている現在の同僚や部下たちとの関係付

けを考えることが重要であるにもかかわらずである。 
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決まらないことを決める 

チームの中には、決まらないことがたくさん出てきます。それを決めるのがリーダーです。チーム

の目的からみて、一番良い選択肢を選びます。一度決めたら決めたことを信じて行動します。もち

ろん、決めたことを変えなくてはならないこともありますが、決めたことを自分が信じてメンバーにも

信じてもらいます。 

リーダーはメンバーのことを考え、一番働き、決断の責任を負います。とても大変です。それだけ

やるのですから自分自身が得るものはチームの中で一番多くなります。そして、リーダーにとっては、

講座が終ったときにメンバーから「リーダーがいなければここまでみんなでやってこれませんでし

た」と言ってもらうのが、最大の賞賛であってねぎらいでもあります。 

[参考書籍] 『リーダーシップの本質』John Gardner（ダイヤモンド社） 

組織の中で昇進していく人たちは学校時代から点取り虫でリーダーにふさわしくない人たちだと

いうことを看破しています。リーダーは自分がよく評価されることではなく、いかに周りの人の潜在能

力を発揮させるかに心を配る人だとしています。そのためには、リーダーは一般教養（小説や映画

など）を学び、プレゼンテーションの技術を磨かなくてはならないとしています。リーダーシップにつ

いての卓越した見解が書かれている本です。 

4.7 プレゼンテーション 

○ 自分の発表をビデオに撮って見る 

「アントレプレナーシップ論オープンスクール」の中で確実に受講生たちを進化させられるのがプ

レゼンテーション（発表）です。 

私が、「発表のトレーニングが必要だ」と強く思った動機は、受講生たちが一生懸命考えてきてい

るのに、それを発表する時に伝え切れていないことが多かったことです。しどろもどろの発表をした

受講生でも、後で個別に話を聞くとよく調べてあり、よく考えてあることがしばしばありました。それで、

「伝え方でとても損をしている」と思ったのです。 

講座では、毎回、チームごとに数分の発表をする機会を設けています。その様子をビデオに撮

って受講生に見せています。自分で自分を見ることほど納得できることはありません。最初は投影

画面やパソコンの画面しか見ていなかった発表者が、2 回目、3回目の発表の時には堂々と聴衆を

見ながら話すようになります。 

発表の様子は 10 項目からなるチェックリストで毎回、数人の聴衆に評価してもらいます。それと

合わせてビデオを見ることでかなりの改善があります。最初の発表の時には事前に練習してこない

受講生が多いのですが、2 回目の時には練習してくることが多くなります。あまりにひどい自分の発
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表を見て（ショックを受けて）、練習する気になったのだと思います。自分で必要性を認識すること

は学習の唯一にして最大のきっかけです。いくらまわりが言っても、本人がショックを受けて、これは

ダメだと思わなければ練習もしないし、改善もしません。ビデオはそれを解決するとても有効な手段

です。 
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<<プレゼンテーションチェックリストサンプル>> 

         年  　  　　     月   　        日

← 悪い 良い →

①①①①聴衆分析聴衆分析聴衆分析聴衆分析

立って

いない

立って

いた

心を

打った

1 2 3 4 5

②②②②メッセージメッセージメッセージメッセージのののの明確明確明確明確ささささ

明確

でない

明確

頭に

入った

1 2 3 4 5

③③③③アテンションアテンションアテンションアテンション・・・・ゲッッティングゲッッティングゲッッティングゲッッティング

工夫

なし

工夫

あり

効果

あり

1 2 3 4 5

④④④④メッセージメッセージメッセージメッセージののののイメージイメージイメージイメージ化化化化

使用

なし

使用

あり

効果的

1 2 3 4 5

⑤⑤⑤⑤フォントサイズフォントサイズフォントサイズフォントサイズ
見えない

全般的に

見えた

よく

見えた

1 2 3 4 5

⑥⑥⑥⑥フォーマットフォーマットフォーマットフォーマットのののの統一統一統一統一

統一的

出ない

統一的 美しい

1 2 3 4 5

⑦⑦⑦⑦スタンススタンススタンススタンス

クセ

あり

クセ

なし

カッコ

いい

1 2 3 4 5

⑧⑧⑧⑧アイコンタクトアイコンタクトアイコンタクトアイコンタクト

ｺﾝﾀｸﾄ

なし

ｺﾝﾀｸﾄ

あり

心が

通じた

1 2 3 4 5

⑨⑨⑨⑨声声声声
小さい

十分

大きい

聞きやす

い

1 2 3 4 5

⑩⑩⑩⑩ジェスチャージェスチャージェスチャージェスチャー

全く

なし

数回

あり

カッコ

いい

1 2 3 4 5

合計点合計点合計点合計点：：：：

/50 /50 /50 /50 

コメントコメントコメントコメント：：：：

（（（（プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションについてについてについてについて））））

（（（（内容内容内容内容についてについてについてについて））））

相手の立場に立った説明になっている

(理解度を確認しながら説明している）

チーム：　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：

評価者

DesignDesignDesignDesign（（（（設計設計設計設計））））

DecorationDecorationDecorationDecoration（（（（装飾装飾装飾装飾））））

各スライドのメッセージが明確になっている

聞き手をひきつける工夫がされている

キーポイントを、図やグラフ・表を使い効果的に表現している

（文字だけでなく、わかりやすい）

アントレプレナーシップアントレプレナーシップアントレプレナーシップアントレプレナーシップ論論論論オープンスクールオープンスクールオープンスクールオープンスクール

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション評価評価評価評価シートシートシートシート

日時

発表者

テーマ

レディ・ポジションを基本とし、気になるクセ

（ポケットに手を突っ込む、体を揺らす、等）がない

声がよく通る/大きい

聴衆一人一人としっかりアイコンタクトをとっている

ポイントとなる場面で、効果的なジェスチャーが使えている

/ステージを活用している

DeliveryDeliveryDeliveryDelivery（（（（伝達伝達伝達伝達））））

最後列からでも見えるフォントサイズが使われている

全体を通して整合性のあるフォーマット（フォント、背景、等）

が採用されている
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○ アイ・コンタクト 

プレゼンテーションで大事なことは、「伝えようという意志」です。言葉を発すればいいというわけ

ではなく、相手を見て、伝えたいという意志を持ってしゃべらないと、何も伝わりません。発表をする

のは相手に伝えるためなのですから。 

また、素人なので仕方ありませんが、文章と文章の間に「え～」というつなぎの言葉が入りがちで

す。相手に伝えるプロであるアナウンサーでもつなぎの言葉が出てしまうことがあるのですから素人

から出るのは当然です。しかし、少なくなるように気を付けることはできます。「え～」と言ってしまい

そうになったら、黙ったままで構わないので、聴衆の誰か一人と目を合わせて「伝わりましたか？」と

目で尋ねましょう。 

○ レディー・ポジション 

もう一つ、姿勢(立ち姿)も気を付けるとよいです。足を肩幅に開いて手は体の横、背筋を伸ばし

て、自然体でいるのが基本です。基本なのですがなかなかできません。ポケットに手を入れたり、手

を組んだり、足を交差させたりしてしまうことが多いです。そういうスタイルが絶対悪いわけではあり

ません。伝えたいことが伝わっていればいいのですが、崩れた姿勢だと聴衆がその姿勢に気を取

られてしまって、プレゼンの内容を理解してくれなくなることが多いです。ですから、基本は自然体

（講座ではレディー・ポジション（Ready Position）と呼んでいます）であるのがよいです。 

細かいことですが、発表者は投影画面に向かって左側に立つことが多いです。その場合、マイク

を右手で持ち、レーザーポインターを左手に持つようにします。反対に持つと体が投影画面に向き

がちで、聴衆の方を向きづらくなってしまうからです。右利きの人が多いので、レーザーポインター

を右手で持ちたくなりますが、左手に持つように習慣にしておくと良いです。 

日本の学校ではプレゼンのトレーニングをほとんどしません。特別に上手になる必要はないとし

ても、ある程度のトレーニングはしておくべきです。学校ではトレーニングされませんが、スマートフ

ォンがあれば、家でも会社でもできるので、ちょっと恥ずかしいですが意を決してやってみましょう。

効果は絶大です。 

<<Steave Jobs 氏のスピーチ>> 

2005 年 6月 12 日、Steve Jobs氏が米 Stanford University の卒業式で話したスピーチは大変有

名です。熱くも激しくもないスピーチですが、伝わってくるものがあります。Youtube など動画投稿サ

イトで見ることができるので参考のために見ておくと良いでしょう。 

○ エレベータ・テスト 

プレゼンテーションは講堂で聴衆の前で行なうとは限りません。たった一人の人に自分の考えて

いることを伝えなくてはならない状況もプレゼンテーションです。この状況について“エレベータ・テ
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スト”という設問があります。「エレベータで偶然、あなたが自分のアイディアを売り込みたい人と乗り

合わせた時、あなたはどうするか」という設問です。 

この設問にはいろいろな含意があります。 

・絶好のチャンスはいつ来るか分からない（いつも準備ができていなくてはならない）。 

・会いたい人の名前だけでなく顔も覚えておかないと乗り合わせてもその人と気付かない。 

・突然のチャンスを逃がさない対応力が必要。 

・短い時間に要点を簡潔にしゃべるストーリーを持っていなくてはならない。 

などです。 

普通は相手が乗り込んできたことに驚いて「どうしよう、どうしよう」と思っているうちに相手が降り

てしまうでしょう。そうならないためには、自分の考えを簡潔に説明できるようにいつも準備しておか

なくてはなりません。例えば 30 秒で相手が強い関心を持つような説明できるかどうかが、プレゼン

テーションの用意ができているかどうかの判断基準だということになります。 

頭の中ではまとまっているつもりでも、人に説明してみると整理できていないことがほとんどです。

30 秒といえば、文章なら 5 行程度です。5 行にまとめられているかどうか試してみましょう。そして実

際にストップウォッチを片手に、目の前にその人がいるつもりで、あるいは友人に向かってしゃべっ

てみましょう。 

30 秒で、少なくとも関心をもってもらって「今は時間がないから今度連絡してくれ」と名刺をもらえ

たらエレベータでのゴールには到達できています。「先ほどエレベータで突然話しかけた者です」と

言って連絡すれば、話の中身は覚えていないにしても会ったことは覚えていてくれるでしょう。 

また、この話は「会いたい人には偶然ではなく必然的に会える」という示唆と取ることもできます。

会いたい相手の日ごろの行動パターンを調べておけば、どのエレベータに何時頃に乗るか、その

エレベータには誰でも乗れるのか、話ができる状況なのか、などは大よそ調べがつきます。エレベ

ータ・テストは「本当に会いたいなら会う方法はいくらでもある」ということを教える話でもあるので

す。 

本当に自分のやりたいこと、必要なことを実現していくなら、相手の性格や最近の生活環境まで

調べ上げなくてはなりません。実際、1980年代後半に世界的なシェアを占めていた米WordPerfect 

Corp.のワープロ・ソフト「WordPerfect」を米 Microsoft Corp.の「Word」が駆逐した時、Microsoft 社

長の Bill Gates 氏は当時の WordPerfect の社長や家族の個人的な趣味まで調べ上げていたそう

です。 

エレベータ・テストには他にも考えるべきことが含まれています。例えば日本人の場合、エレベー

タ・テストの話をすると、自分だけで乗っていたエレベータに話をしたかった相手が乗り込んできた
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状況を想像します。一方、米国人などには高層ビルの出勤時間帯の混んでいるエレベータに相手

が先に乗っていて自分が駆け込んで扉がしまるという状況を思い浮かべる人もいるそうです。こち

らの状況では混んでいる状況でどうやって相手に話しかけるかということが課題となります。人によ

って同じキーワードから全く違う状況を想像することから、コミュニケーションの難しさを伝える例え

話でもあるのです。 

エレベータ・テストをクリアできれば自分の計画は成功に向けて大きく前進です。 

4.8 情報共有ツール 

情報共有ツールは年々進化します。ここでは 2012 年現在こうだろうという状況をお伝えします。

結論は、さまざまなツールがあるが、使う人によるということです。上手に使う人もいればうまく使え

ない人もいるということです。また、チームのメンバーそれぞれにツールを使うのがうまい人もいれば

そうでない人がいることも理解しておく必要があります。ツールを使うことでかえってチームの情報

共有が悪くなってしまうこともあります。 

＜WEB メール＞ 

今は Gmail全盛です。多くの受講生が Gmail を使っています。 

私たちが講座で Gmail を使う場合、１つのメールアカウントを何十人かで共有して使うこともありま

す。講座にはいくつものチームがあり、用件ごとにメーリングリストがたくさんできます。自分の普段

使うメールアドレスが登録されていないこともあります。全部のメーリングリストに登録されている共通

のメールアドレスに誰でもログインできるようにしておくと、いつでもすべてのメーリングリストを見るこ

とができます。メールはありふれたものですが、強力なコミュニケーションツールです。 

＜メーリングリスト＞ 

10 年前も今も情報共有の中心はメーリングリストです。自分の投稿も含めて記録に残る点がよい

ところです。メールソフトで閲覧するので、未読、既読の見分けや検索がしやすくなります。今は、

Googlegroups を使う学生が多くなっています。ネットにアクセスさえできれば、自分のパソコンでなく

てもメーリングリストの過去ログをいつでも見ることができるところも便利です。メールングリストの設

定は、下記がよいです。公開しない（メーリングリストのディレクトリーに表示させない） 

・登録は管理者が承諾なしで強制登録する（承諾を待っているといつまでも揃わない） 

・登録していないメールアドレスからも投稿できるようにする（結構便利です） 

最後の点はスパムメールが入り込む余地を残しますが、メーリングリストの名前を長めにすること

である程度防ぐことができます。 
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＜WEB カレンダー＞ 

Google カレンダーなどをチームのメンバーで使うことで、チームの予定や、メンバーの予定を共

有しやすくなります。１０年前は、まだ、自分の予定を公開することに抵抗を感じる学生が多くいまし

た。現在では、こちらが教えなくても公開してもいい範囲の予定を公開しています。 

＜SNS＞ 

ここ１、２年は、Facebook でやり取りをしたがる学生いる。スマートフォンなどから場所を選ばずに

投稿できる点が好まれるようです。しかし、あまり知的生産には役立たないように見えます。自分が

見つけたホームページのURLを貼り付けたり、いいね！をクリックしたりするだけで思考を行わない

ことが多いからです。こうしたことからは論理性や創造性を導き出すのは難しいと思います。 

＜ファイル共有＞ 

Sugar Sync や DropBox もここ１、２年よく使われるようになってきました。使いやすさの点で

DropBox の方が好まれるようです。巨大なファイルの送付には、Firestorage や宅ファイル便なども

使われます。 

＜ライフログ＞ 

Evernote などのライフログはファイル共有のもう少し高度なもの（便利なもの）と考えてもいいです。

個人で使うことを想定しているので、あまりチームでの情報共有には使われません。 

＜Net Officeソフト＞ 

2009年に Google がスタートした Google Apps はワープロや表計算、発表資料作成のソフトをネ

ットワーク上で使えるようにしたものです。世界標準になっているマイクロソフト社のオフィスソフトと

互換性があり、ネットワーク上で使える。使用するソフトウエアをチームで統一したい場合に向いて

います。しかし、使いやすさの点では、PC にインストールして使うオフィスソフトには勝てません。 
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第5章 事業性評価 

5.1 ビジネスモデル 

ビジネスモデルはビジネスをモデル化（＝模式化）したものです。つまり、ビジネスの構造を骨格

の部分だけ描いたものです。モデル化にはレベルがあります。レベルがあるというのは実際のビジ

ネスに限りなく近いレベルから骨格の構造に絞り込んだレベルまであるということです。具体的に描

くか抽象的に描くかと理解しても良いです。例えば、「お客様にモノを売って代金をもらうビジネス」

としてしまうと抽象的でほとんどのビジネスが当てはまってしまいます。あまりに具体的すぎても要点

が分かりにくくなるので、ビジネスの構造が分かるようにうまく描くのがよいビジネスモデルです。 

ビジネスモデルを描く際のいくつかのヒントを書いておきます。 

○ 本当にお金を払ってくれるのか 

「市場規模がこれだけあって、シェアをこれだけ取るので、これだけ売れます」という仮定は、ほと

んどの場合、実現できません。「これだけ売れる可能性がある」という仮定に過ぎないからです。理

由は、お客さんは必ずしも自分たちから買う必要がないことがほとんどだからです。誰にでも困って

いることはたくさんあります。しかし、お金を払ってまで困っていることを解決したいと思うことはそれ

ほどありません。お客さんが買わざるを得ない理由があることはビジネスモデルを考える上でもとて

も大事なことです。一番大事なことといっても良いかもしれません。 

お客さんがお金を払うのは、 

・必需品（衣食住や仕事の上でどうしても必要なもの）である 

・欲望をかき立てられる 

くらいです。 

かつ、こういうものは今も何かで満たされているわけですから、それに勝る「値段の安さ」や「手に

入れやすさ」、さらに「強い刺激」などが必要になります。 

お金がお客さんから自分たちの会社に流れる矢印を書くだけなら誰でもできます。なぜそうなる

のかを「値段の安さにやむにやまれず」、「気づかないうちに買ってしまうような買い易さで」、「欲望

をこらえきれずに買わざるを得ない」など、見た人がなるほどと思う理由を書けていると良いです。 

○ 取り引き形態から見たビジネスモデルのパターン分け 

1．売るものはモノか、モノでないか 

モノの場合、値段をお客さんに納得してもらいやすいですが、モノでない場合は、本当にお客さ

んがお金を払ってくれるほどのものなのか分かりにくい場合が多いです。 
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2．売る相手は企業か、個人か 

企業が企業に売るモデルを Business to Business (BtoBまたは B2B)といいます。企業が個人に

売るモデルを Business to Consumer (BtoC または B2C)といいます。 

B2Bの場合、お客さんが 1 社でも事業が成り立つことがあります。もちろん 1 社に頼ってしまうと、

その会社との事業がだめになったときの影響が大きいですが、継続的に取り引きできる関係になれ

れば安定した事業となります。B2C は参入しやすい半面、競合が参入してくる可能性が高く、競争

が激しいと考えるべきです。 

B2Bは取引を始めるためには信頼関係を築かなくてはなりませんが、一旦、取引が始まると B2C

に比べて事業が安定する可能性が高いです。B2C の場合、新規にお客さんを獲得するだけでなく、

一度買ってもらったお客さんに再び買ってもらう方策を考えることが重要です。 

言うまでもないことですが、顧客が限られている BtoB の事業なのに売上が毎年どんどん伸びて

いたらおかしいです。また、BtoC の事業であれば、新規顧客がリピート顧客に変容していくことを

織り込んで売上を予測することになります。お客さんに合わせて売上を予測することが必要です。 

3．自分たちがやる仕事は何か？ 

モノを売るにしてもサービスを売るにしても、立ち上げたばかりの企業が研究開発から商品開発、

製造、販売、アフター・サービスまですべてやるのは大変です。多くの場合、何かに集中して始め

ることになります。何かに集中すると、売る相手は企業になることが多くなります。先ほど述べた B2B

です。研究開発に特化して技術を、製造・販売する会社に売るなどです。製造には設備投資が必

要なことが多く、販売やアフター・サービスには組織力が必要になるので、多くの場合、事業開始

当初は研究開発や商品開発に特化することになります。 

前述（第５章）の新素材ベンチャー企業の課題で、あるチームがストッキングを作るというアイディ

アを出しました。そして、それをアパレルの大手企業に持ち込みました。その企業がストッキングの

ブランドをいくつか持っている企業だったからです。技術をこちらが押さえていればこの関係は魅

力的です。自分たちが研究開発し、商品開発は協力関係で、製造・販売は大手企業でという役割

分担です。 

○ 子供っぽいビジネスモデルと大人っぽいビジネスモデル 

子供っぽいというのは「夢見がちな」あるいは「世間知らずな」と読み替えることもできます。よく出

てくるものは商売の協力者が信頼できることを前提にしているものです。意図して前提にしているの

ではなく、協力してもらうことが難しいことに気付いていないことがほとんどです。例えば、 
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1) アイディアを有名企業（米 Apple Inc.や米 Google Inc.など）に売るという案 

アイディアを買ってもらうというのは並大抵のことではありません。ほとんどの場合、相手にもされ

ませんし、話をしにいったらアイディアだけ取られてしまうこともあります。特許や営業秘密保護など

で厳重にこちらのアイディアを防御した上でないと成り立ちません。 

2) 代理店を使って全国に売るという案 

販売地域を拡大するために販売代理店を使うという案がよく出てきます。しかし、販売代理店が

売りたくなるような条件はなかなか出せるものではありません。売るものが魅力的であり、どうやって

売ればいいのかが明確になっていて、売った後の修理の方法まで確立していなくては代理店は売

ってくれません。 

大人のビジネスモデルは、他人が簡単に手伝ってくれるものではないことを理解して作られたも

のを指します。 

○ ネットビジネスのパターン 

ネットビジネスは身近にあるため、多くのチームが考えます。ネットビジネスにはおおむね以下の

ビジネスモデルがあります。 

1) 広告モデル 

サービスを無料で提供する代わりに広告を見せて、お金はサービスの利用者ではなく広告主か

らもらうモデルです。Google など多くのネットビジネスが採用しているビジネスモデルです。 

2) 会費モデル 

サービスの提供を受けるために会員登録させて会費を払わせるモデルです。簡易サービスまで

は無料として、特別なサービスを受けるには会費を払わなければならないモデルが多いようです。

dropbox、クックパッドなどがこれに当たります（フリームアム（フリー＋プレミアム）方式と言われま

す）。 

3) 販売モデル 

モノやサービスを売って利益を出すモデルです。アマゾンや iTunes が典型です。 

4)コンテンツ販売モデル 

自分たちが作った情報を売るモデルです（3）の変化形ともいえます）。 

5)電子商店街モデル 

たくさんの人が集まるインターネット上のショッピングモールとして出店料を取るものです。楽天が

典型です。 
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こうしたネットビジネスのモデルは、ネットが登場する前から存在していて、ネットによってやりや

すくなった場合がほとんどです。 

○ 特許庁のデータベースを活用する 

特許庁の特許電子図書館には膨大なビジネスモデルの出願特許が登録されています。何かの

ビジネスモデルを考え付いたらこのデータベースを検索して類似のモデルを探してみましょう（「イ

ンターネットを使った調査 データベースの活用」の項、参照）。 

子供っぽいビジネスモデルを脱却するには特許電子図書館の調査は欠かせません。特許電子

図書館に掲載されているビジネスモデルを少し発展（進化）させるのが大人っぽいビジネスモデル

と言ってもよいくらいです。 

5.2 事業計画の評価 

基本的に事業計画には良いも悪いはありません。事業計画は良いか悪いかではなく、実現した

い意志が強いか強くないかで実現するかどうかが決まります。事業計画は頭の整理の形式にすぎ

ません。整理は今日より明日、今週より来週よくなって当たり前です。今よりよくなるために、整理し

たことに対して想定するお客さんや識者に意見を求めたり、小さな販売を実験してみたりすることで

実現性を確かめます。事業計画が、ダメだと言われても、めげる必要はまったくありません。事業計

画に完成はないからです。 

○ 事業計画の出来具合の傾向 

ほとんどの事業計画は、調査と整理の不足から次の状態のどれかになっています。そういう状態

であることを指摘してもらうのが評価を受けるということです。 

1) 必要な情報が抜けている 

例えば、マーケティングの４P が明確になっていない状態です。製品やサービスの仕様あるいは

価格が明確でなければ、それは調査が不足していて、考えが及んでいないと指摘されます。 

2) 調査不足のため作成者が業界を理解できていない 

例えば、企業向けの事業であるのに、消費者向けを想定して整理されてしまうことがあります。ま

た、自分達が何をやるのかが定まっていないこともあります。モノを自分達で作るのか、できている

モノを買ってきて売るのかさえ決めていないこともあります。評価する側は業界がどうなっていて、

自分たちが同じことをやるのか違うことをやるのか、違うことをやるならどこが違うのか、なぜそうする

ことで上手くいくのかが述べられることを期待します。これらが述べられていないと、その点を指摘さ

れます。 
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3) 実現可能かどうかが検証できていない 

事業計画の項目は埋まっている、自分達がやることも明確になっている。ここまで来て初めて、

自分達がやることが実現可能なのかどうかについて意見を求めることができます。狭い意味での事

業計画の評価はこれを指します。 

これらの３つの見方は事業計画の評価には、 

1) 必要な情報がそろっているかどうかの形式的評価、 

2) 業界を理解し自分達がやることが定まっているかどうかの構造（ストーリー）的評価、 

3) 内容が間違っていないかどうかの真贋的評価 

の３段階があるということです。 

事業計画を作る側は 1)2)3)の順番についてはあまり厳密に考える必要はありません。一方、事業

計画を見る側は、1)ができていない状況に対して 2)3)のことを意見してもあまり意味がありません。

事業計画は見る側にもノウハウが必要です。 

事業計画を作る際に 1)2)3)をクリアするには、インタビューとアンケートを行なうことしかありません。

その点でインタビューとアンケートが事業計画を作る唯一の方法と言えます。講座ではインターネッ

トを使った調査も薦めています。しかしこれは、インタビューやアンケートのための準備のためのも

のにすぎません。インタビューやアンケート自体をインターネットからやることもあります。もちろんそ

れでもかまいません。しかし、実際に人に会って得られる情報に勝るものはありません。 

極力、人に会って、自分達のアイディアの実現可能性を検証しましょう。 

○ 自己評価 

講座では、ベンチャー投資家がインターネット上に公開している「事業計画を送付する前に確認

してほしい項目リスト」や「これまでの講座での経験」をもとに受講生に自己評価をしてもらいます。

自分たちで評価して OKを出せないものは他人に評価してもらうまでもないものです。 
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<<事前自己評価項目サンプル>> 

 

 

初期的評価  

1) 誰かの、痛み、欲望、怒り、困りごとを解決するか 

誰が買ってくれるのかということは事業を考えるうえで何よりも大事なことです。買ってくれる人が

いないものは事業になりません。そして人が買うものは、痛みを和らげてくれるものだったり、耐え難

い欲望からくるものだったり、抑えられないほどの怒りや、本当に困っていることです。あったらいい

なくらいのものでは事業にはなりません。 

2) 相手がなけなしのお金を払うものか 

次に大事なのは、痛みや欲望、怒り、困りごとがあったとしてもお金を払ってくれるお客さんでな

いと事業になりません。対象としている人がお金を払ってくれるのかどうかも大事なことです。一般

的に誰しも今使っていないことにお金を使うことはありません。今仕方なく使っているお金が自分た

ちの商品に振り向けられることが自然な流れです。 

3) 自分たちで提供できるものか 

まったく、自分たちに提供できる可能性がないものでは事業としてなりたちません。自分や仲間

が研究していたり、作っていたり、家業でやっていたりすることが必要です。 

4) それをやることで心が震えるか 
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やっていて楽しいもの、なぜかやってしまうものでないと続きません。そういうものなのかどうかも

大事です。 

少し進んだ評価  

1) 顧客に代わって困りごとを喋れるほど聞き込んだか 

次の段階ではお客さんになりそうな人に徹底的になぜそれが欲しいのかを聞きます。聞いて聞

いて自分がお客さんと同じくらいに語れるようになるところまでになる必要があります。「そうなんじゃ

ないか」くらいでは事業として検討したとは言えません。 

2) 法律や規制がないか、ある場合クリアできるか 

法律でできないものは、目指しても結局できません。この確認も重要です。新たに宝くじを発売し

たい、と思っても宝くじは基本的に発売できないので、その点をクリアできていないと検討しても仕

方ありません。 

3) ３年目で売上１億円行きそうか 

やるからにはある程度の規模は必要です。必ずしも１億円でなくていいですが、ある程度の規模

になることは確認する必要があります。 

4) 利益の成長が見込めるか（３年目で黒字化） 

規模だけでなく、利益が出るかどうかも考えなくてはなりません。この段階ではごく大雑把なもの

でもいいですが、利益が出るものなのかどうかも確認する必要があります。 

ベンチャーキャピタルの門前払い評価 

I. 事業の可能性について  

1) 事業の目的は社会が応援してくれるものか 

みんなが応援してくれるものでないとなかなかうまくいきません。 

2) リッチな顧客を狙っているか 

お金のない人をターゲットにしてもなかなかうまくいきません。 

3) 市場や技術が何かに絞り込まれているか 

ここなら絶対勝てるというものが必要です。 

4) 通常と異なる考えで取り組んでいるか 

普通と違うことでないと、既存の企業や大手企業に勝つことはできません。 

II.チームについて  

1) チームは専門性がまじりあった強いものか 

チームはとても重要です。投資家もすごく重視します。一番いいのは、いろいろな専門を持った
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人が集まっている状態です。ある程度の協調性とある程度の気概がある良い人が集まっているチ

ームであるといいです。 

2) 機敏性はあるか 

がたがた議論するよりもすぐ行動してしまう人が多いチームがいいです。 

3) 倹約の心構えがあるか 

節約志向である方が見込みがあります。 

4) 猛烈に働く連中か 

寝食を忘れて働く人たちでなくては新しい事業などできません。 

○ 第三者評価 

クラウドファンディング 

クラウドファンディングは新しい作品を作りたい、新しい事業をやりたいというアイディアに大勢の

人が、自分の好みで投資をしていくものです。多くの場合は小額をたくさんの人から集めることで目

標額を達成させます。全体として目標額に届かなければ誰も資金は出さない仕組み（クレジットカ

ードにチャージされない）にしていることが多いようです。この仕組みは、映画やバンドの支援など

に使われることが多いです。多くの場合は、完成した映画のチケットや CD の購入を前払いする形

で行われます。この仕組みを事業に使うこともできます。事業が成立して商品ができた時に前払い

してもらった人に商品を送るというやり方です。 

事業にクラウドファンディングを使う際の良いところは、自分たちを応援してくれる仲間を集められ

ることです。お金を出してくれた人の多くは、自分たちの事業案についてアドバイスをしてくれたり、

必要な仕事を手伝ってくれたりします。そして、そうした人が集まらないということはその事業案に魅

力を感じてくれる人がいないということです。これはまさに事業案の評価です。 

クラウドファンディングの老舗、米国の Kick Starter（www.kickstarter.com）には絵画、コミック、ダ

ンス、デザイン、ファッション、映画&ビデオ、食品、ゲーム、音楽、写真、出版、技術、演劇のカテゴ

リーがあり、それぞれにサブカテゴリーがあります。事業よりは、芸術分野での資金集めが多いです。

日本にはキャンプファイヤーや（www. camp-fire.jp）やレデヒーフォー（www. readyfor.jp）がありま

す。 

たくさんの資金提供依頼案件の中から自分たちを選んでもらってお金を出してもらうのは簡単な

ことではありません。お金を出してくれる人を集める過程で事業案自体が磨かれます。 

リーンスタートアップ 

リーンスタートアップは事業を始める際に、無駄なことを極力なくして小さく始めてダメならすぐあ
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きらめて別の作戦を考えるという考え方です。従来型の事業の立ち上げ方を否定する部分が極端

に誇張して語られることもあります。私が見る限り、リーンスタートアップは従来型の事業の立ち上げ

方を否定するものではなく、従来からうまくいった事業の立ち上げ方は小さく素早く動いて進めて

いたということを再認識させてくれるものです。 

リーンスタートアップの考え方に、２人の人に自分のアイディアを話しましょう。その２人の反応が

めちゃめちゃ良かったら、３人目の人で検証してみましょうというものがあります。２人にさえ受けな

かったらそのアイディアは捨てます。２人に受けて３人目にも受けたら先に進みます。３人目があま

り乗り気でなかったら、何か問題があると考えます。１００人もアンケートを取るより、２人、３人にまず

聞いてみることが大事という考え方です。これもとても有効な事業案の検証の仕方です。 

○ 評価者の視点 

評価者の評価の視点はバラバラです。人それぞれ見るところが違います。一般的には、 

・計画書の出来不出来よりも中心メンバーの人となりを見ます。 

・ベンチャーキャピタリストの評価項目例のように、事業性やチームも見ます。 

・人によっては事業性よりも新規性や特異性に重きを置きます。 

 

講座の最終発表会では、３名から５名の審査員に一人最多で５個までの評価項目を決めてもら

い重みづけをして数値で評価をしてもらいます。過去何年か分を集計すると以下のようなっていま

す。 

・収益性／事業性 

・独自性／イノベーション 

・思い／志／ビジョン 

・市場性／顧客ニーズ 

・実現性 

・競合優位性 

・成長性・発展性 

・その他 

２２％ 

１８％ 

１５％ 

１１％ 

８％ 

８％ 

８％ 

１２％ 

 

これは、評価者の視点が一般的にこうなるという点では参考になります。発表会で優勝するために

は、上位の評価項目を意識するのも作戦です。しかし、本当に事業を進めていく際には、協力して

もらう人のそれぞれの視点に合わせて説明する必要があることは忘れずに。 
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第6章 マーケティングと財務 

6.1 マーケティング －STPと 4P－ 

マーケティングという言葉は外来語で、日本語にはもともとない考え方です。西洋近代科学が信

奉する細分化の考え方が色濃く反映されていて、産業革命以降の大量生産、大量販売の仕組み

になじむ考え方でもあります。 

語源は、マーケット（市場：いちば）です。“マーケット”は広場に自分の店の場所をマークした（杭

を打った、あるいは旗を立てた、縄を張ったなど）ことからできた言葉とされています。 

○ ＳＴＰ 

マーケティング手法の中核となる「Segmenting*」「Targeting」「Positioning」の頭文字をとったもの

が STP です（*Segmenting は慣例的に Segmentation と言われることが多いです）。自分が売りたい

ものを買ってくれる可能性がある人たち（潜在顧客あるいはマーケット（市場：しじょう）といいます）

をセグメント（断片、部分）に分け、その中のどれかのセグメントにターゲット（標的となる顧客など）を

絞り、その中でどういうポジションを取って売れるようにしていくのかを考える方法論です。 

これに対して日本的あるいは東洋的な思想のもとでは（西洋にももちろん同じ考え方はあります

が）、出会った一人ひとりのお客さんを大事にして一人ひとりに一つずつ売っていくという販売（セ

ールス）という方法論がなじみます。 

経営学の大家、Peter Ferdinand Drucker は「マーケティングはセールスを不要にする」と言って

いました。適切にマーケティングすれば一つずつ販売するという労力を減らすことができるというの

です。マーケティングは何かを売る際の強力な方法論だということです。的確にセグメントにターゲ

ットし、ターゲットの中でひとりでに売れていく売り方を確立することがマーケティングだとも言えま

す。 

○ ４Ｐ 

マーケティングに関してもう一つ知っておくべきことが 4P と言われる考え方です。4P は Product

（製品）、Price（価格）、Place（販路）、Promotion（拡販施策）の頭のPを取ったものです。「何を」「い

くらで」「どこで」「どうやって」売るのかを考えるということです。4P は前述の STP のポジショニング

（位置付け）の中身ととらえることもできます。 

自分たちがやることはお客さんが求めていることでなくてはならなし、競合よりもお客さんが求め

ていることに近くなくてはなりません。つまり、自分たちがやるべきこと（ポジションの取り方）は、お客

さんからの要望と競合のやっていることとの関係で決まるということです。ただし、それはお客さんの

求めることをすべてかなえることではありません。Product（製品）が競合のものよりお客さんの求め
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るものにぴったりであれば、Price（価格）は高くても良いかもしれません。競合がとても良い Product

（製品）を販売している場合、価格を競合より低くすることで競合の Product（製品）に性能的にかな

わなくても売れるかもしれません。Product（製品）でも Price（価格）でもかなわなくても、Place（販

路）が競合よりお客さんにとって便利であれば、売れるかもしれません。例えば、競合が現地で売っ

ている時に、通販にすることで売れることもあります。Promotion（拡販施策）についても、競合が宣

伝をしていないなら、宣伝をすることで、認知度が高まって売れるかもしれません。 

そして 4P の一つひとつがセグメンテーション（細分化）のヒントとなるものです。たとえば、マーケ

ット（市場）全体を高級品と中級品、低級品に分けることがよくあります。これは、マーケットを Price

（価格）でセグメンテーションしたものです。仮に価格と関係ない製品の特徴でマーケットを分けたと

するとこれは Product（製品）でセグメンテーションしたことになります。 

Price と Product の 2軸でセグメンテーションすることもできます。2軸でのセグメンテーションはも

っとも多く使われるマーケットの分け方です。このときPrice とProduct に相関関係がないものほど良

い分け方とされます。製品に良い特徴を持たせると必ず価格が高くなってしまうのであれば価格だ

けで分けたのと同じになってしまうからです。 

[参考書籍] 『マーケティング・マネジメント』フィリップ・コトラー（ダイヤモンド社） 

コーンフレークで有名なケロッグ社が経営を支援しているノースウエスタン大学ケロッグ・ビジネス・

スクールのフィリップ・コトラー教授がまとめたマーケティングに関する体系書です。少し高い本です

が、マーケティングについて一番権威ある本です。 

○ STP と 4Pの進め方 

講座に協力してもらった樹脂系の新素材を開発したベンチャー企業への提案を例にSTPを考え

る過程を見てみましょう。 

例1: 水着市場での可能性の検討 

ある受講生チームが、ベンチャー企業が開発している新素材を水着の素材に使うというアイディ

アを出してきました。次にやるべきことは、 

水着を競技用、一般用、ファション用などに分類し、それぞれ、高級、中級、安価などにレベル

分けすることです。3×3＝9 個のサブカテゴリーに分解（セグメンテーション）するわけです。 

続いて、9 個のうちのどのセグメントを狙うかを決めます（ターゲッティング）。さらに、ターゲットに

したセグメントにどれだけの市場規模があって、現在はどんな企業のどんな製品がそのセグメントを

押さえているのかを調べます。 

最後に、狙いを定めたセグメントでどうやって差別化するかを考えます（ポジショニング）。 
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ターゲティングとポジショニングは行ったり来たりの思考過程になります。素材の特性（水との抵

抗、伸縮性、コストなど）から見てどのセグメントでなら差別化できるかを考えるからです。 

そして、その製品をベンチャー企業の素材がどうやって置き換えていくかを考えるのが、マーケ

ティングの 4P にあたります。どんな特徴がある製品（Product）を、いくら（Price）で、どんな経路

（Place）を使って、どんな売り方（Promotion）で市場に出すかを考えるのです。 

ところで、これはベンチャー企業が最終製品である水着を製造し販売することを想定したマーケ

ティングです。実際には、ベンチャー企業が日本全国に、ましてや全世界に製品を売り出すことは

簡単なことではありません。多くの場合は既存の水着メーカーに素材を提供するところからはじめる

ことになります。次の例を見てみましょう。 

例2: 釣り糸市場の攻略 

他のあるチームはベンチャー企業が開発した素材を釣り糸にして販売するというアイディアを出

しました。そしてこのチームは、釣り糸を作っているメーカーに材料としての糸をおさめることを考え

ました。 

このチームは 

・どんな釣り糸メーカーがあるのかを調べる 

・いくつかの釣り糸メーカーがどうやって糸を作っているのか、あるいはどうやって糸や糸の材

料を手に入れているかを調べる 

・それらのメーカーがどういう条件なら現在使っている糸や糸の材料に代えてベンチャー企業

の糸を使ってくれるかを考える 

 

という検討をしました。 

このチームはセグメントを高級から安価に広がる軸でとらえて、中高級市場をターゲットとしました。

高級釣り糸の感覚をやや安い値段で実現する製品としてポジションを築くことを考えたのです。 

これは、いわゆるBtoB事業となります（BというのはBuisness の頭文字をとったもので企業を指し

ます。企業から企業への事業ということです）。 

ベンチャー企業が製品を作って消費者に販売するということは簡単なことではありません。販路

を持っている大手企業に材料を提供していく方が現実的です。この場合、必ずしも STP や４P がう

まく使えるとは限りません。マーケティングよりもセールスに近い進め方になります。 

BtoB 事業の場合は、不特定の人を対象にするコンシューマ向け事業（BtoC(C:Consumer)）と違
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って特定の企業の要求条件にぴったり合わせなくてはならないという特徴があります。要求条件が

明確である半面、高い品質を求められるという難しさがあります。 

6.2 財務 

○ 財務と会計 

財務とは財（お金）に関する務（つとめ）です。財務はお金をどうするかに関するうことです。 

これから先、お金がどうなっていくかを予想したものを財務計画といいます。単純に目標値として、

何年先にはいくらお金を稼ぐのかだけではなく、それだけ稼ぐためには何にいくらお金を使わなく

てはならないのかまで考えたものが財務計画です。 

その財務計画を作るルールが会計です。お金の計算の仕方を会社ごとに別々のやり方でやっ

ていては都合がわるいことが多いのでルールを作ったのです（ルールがないとごまかされやす

い）。 

また、株式を公開している会社（株式市場に株を上げているという意味で上場企業と言われま

す）はその決まりごとに沿って会社の成績を公開しなければならないことになっています。この情報

は大変貴重です。日本ではおよそ 4000 の会社が成績を公開しています。ある程度大きな会社に

限られますが、その会社の成績を見ることで、自分がどうやって会社を経営すれば良いかを考える

ヒントを得られます。 

会計がないと、会社ごとに財務計画のつくり方が違ってしまい比べることができません。会社と会

社の財務計画を比べられるために会計があるといってもよいくらいです。 

[コラム]会計の歴史 

会計は英語でAccounting といいます。語源はAccount for（説明する）です。お金をどうやって手

に入れたか、お金を何に使ったかを説明することです。「いくら稼ごうが、どれだけ使おうが自分の

勝手だろう」と言いたいところですが、歴史的にお金を儲けると国家が税金を取りに来ます。これに

対する申し開き（説明）が必要だったことが会計の始まりです。国家からすると税金を取るために稼

ぎを申告させるためのルールとして会計が必要だったのです。 

また、商売に長けたイスラム商人が会計を発展させたとされています。それを取り入れてルネッ

サンス期のイタリアで西洋式（イギリスに別の会計方式が広まったのでこちらは大陸式といわれま

す）の会計の基礎ができたとされています。そして、このころ、人類最大の発明の一つともいわれる

株式会社が登場します。株式会社は株式という紙切れを投資家に買ってもらい、払った額に応じ

て儲けを分配する仕組みです。この仕組みが機能するにはいくら稼いでいくら使ったかを説明する

必要があります。この説明に会計がぴったりだったのです。会計は株式会社の誕生以降、民間企

業の間で大きく発展しました。 
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ちなみに、世界最初の株式会社と言われるオランダの東インド会社は、非常にリスクがある難事

業に取り組むので株式によって資金を集めることを特に許された会社として誕生しています。（ア

ド）ベンチャーに挑むことが株式会社の起源だったわけです。 

漢字の会計の起源も、国家と関係があります。中国の古典『史記』に中国の古代王朝に会計とい

う制度があったという記録があるそうです。もともとの字源は狩をした獲物をみなで「会って」、「計

（かぞ）える」ということではないか、とされています（「会」にも数えるという意味があるそうです）。 

日本では、江戸時代には大福帳といわれる独特の売上管理の方式が普及していました。明治

維新の時期に、福沢諭吉によって会計の基礎になる西洋式会計帳簿の技術が「帳合」として日本

に紹介され、大福帳に代わっていったとされています。 

○ 会計については入門書を読む 

講座では、会計について入門書を読んでもらうことにしています。会計は基本的に足し算と引き

算なので、用語の定義さえ分かれば難しいことはありません。しかし、同じ利益でも、営業利益、経

常利益、税引き前利益、当期純利益などいくつも専門用語があって覚えるのが大変です。覚える

作業を講座の授業時間中にやっていては効率が良くないので、簡単な会計に関する書籍を自分

で時間を作って読んでもらうことにしています。ベストセラーになった会計の入門書はアマゾンのマ

ーケットプレイスなどでほとんどただに近い値段で手に入ります（配送料が 250 円かかります。物の

値段はほとんどただになっても配送料はかかる点はとても面白いです）。 

[参考書籍] 『社長になる人のための経理の本』岩田康成(日経ビジネス人文庫)  

[参考書籍] 『決算書が面白いほどわかる本』石島洋一(PHP文庫)  

○ 基本となる三つの書式を覚える 

会計を勉強しておくことで、会社の成績表である財務諸表を読むことができるようになります。競

合企業の財務諸表を比べることで、競合企業のどこに強みがあるのかを見極めることもできます。 

講座で理解してほしいことは二つです。基本となる三つの書式とそれを使った比較です。企業

同士を比較するマス目としての書式とそれを使った比較分析ということです。 

三つの書式は、 

・損益計算書（P/L と書かれることも多いものです。Profit and Lossを略したものです） 

・貸借対照表（B/S と書かれることも多いものです。Balance Sheetの略です） 

・キャッシュフロー計算書 

です。 
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1)損益計算書 

損益計算書は、売上から費用を引いて利益を示すものです。この売上と費用にいくつかの種類

があるので、利益もいくつかに分かれます。本業の売上と本業の費用の差が営業利益、これに本

業以外の売上（受取利息、配当金、不動産賃貸収入など）から生じた利益である営業外利益を加

えたものが経常利益です。さらに、事業に関係なく土地や株式などを売却した時に生じた利益を合

わせたものが税引き前利益、そこから税金を引いた残りが当期純利益です。ここでは利益（Profit）

で説明しましたが、損失（Loss）になることもあります。利益と損失はあわせて損益と呼びます。 

2)貸借対照表 

貸借対照表は、損益計算書の売上や利益が何から生じたのかをあらわすものです。例えば売上

を「現金」で得た、売上を「掛け」(≒後払い)で得た（売掛金：うりかけきん）、事業に必要なものを手

持ちの「現金」で買った、あるいは事業に必要となる建物を買うために「借金」をした、事業に必要

になる現金を投資家に「出資」してもらったなどです。貸借対照表の左側は自分が持っている現金

や建物、機械などをあらわし、右側はそれを手に入れるための元手を借金で手に入れたのか、自

己資本(自分や株主の金)で手に入れたのかを表します。日本では昔からの慣わしで左側を借り方、

右側を貸し方といいます。対照と言うのはこの左右にある借り方の合計と貸し方の合計がぴったり

一致することを指しています（英語では借り方、貸し方を Debit、Credit といいます）。 

3)キャッシュフロー計算書 

キャッシュは現金なので、キャッシュフローは現金の流れという意味です。個人でものを売ったり、

買ったりしている際には、損益計算書とキャッシュフロー計算書はほとんど同じものになります。一

方、会社として事業を行なうと実際の現金の動きと損益計算書の内容に違いが出てきます。例えば、

先ほど出てきた掛けという商売の仕方です。売ったのに現金は後で送られて来る売掛や、買った

のにお金はすぐに払わなくてよい買掛（かいがけ）です。ほかにも何年にもわたって使う機械や建

物を買ったときにも違いが出ます。これは減価償却という仕組みです。今年現金で買ったものでも

何年にも渡って使う場合は、損益計算書では何年かに分けて費用を計上していきます。そのため、

実際には現金が出て行っているのに、今年の分だけしか損益計算書には費用として書かれません。

2 年目以降は、反対に実際には現金は出ていないのに費用を計上します。他にも損益計算書には

現金の動きと売上や費用が合わなくなる項目があります。現金の動きに着目したものがキャッシュ

フロー計算書です。 

○ 基本的な枠組みを作る 

講座では会計のルールのうち売上と費用、利益までは最低限考えることにしています。損益計

算書を考えるということもできます。 
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売上は「単価」かける「数量」で決まります。 

 売上＝単価×数量  

単純なこの当たり前の式が極めて重要です。これに答えられないと始まりません。 

そして売上から費用を引いたものが利益です。 

 利益＝売上―費用  

これが売上、費用、利益の基本的な枠組みです。 

式を考えたら、１つでも２つでも実際に売ってみるのがいいです。売れない式をいくら考えても

意味がないからです。費用よりも安い単価でないと売れないかもしれません。それで売れたならそ

の単価より費用を下げる工夫が必要だということがわかります。これは大きな気づきです。 

自分が売るものやサービスの単価を決めていくつ売れるか、売るために費用がどのくらいかか

るかを式にするのです。 

○ 財務計画の基本シナリオ 

売上、費用、利益の基本的な枠組みを何年か分考えたものを財務計画と言います。 

財務計画はどのようにでも仮定できます。講座では納得感を得やすい下記のシナリオを薦めて

います。 

それは期間 5 年、3 年目に初の黒字、5 年目で投資した金額を全部回収できるとするシナリオで

す（基本シナリオ）。 

この基本シナリオよりも、早く利益が出てたくさん利益を蓄積できるシナリオを楽観シナリオ（強気

シナリオ）、遅く利益が出て、5 年かかっても累積損失を解消できないシナリオを悲観シナリオ（堅実

シナリオ）などといいます。 

先のことは誰にも分からないので、投資家などには「楽観シナリオと悲観シナリオの間のどこかに

なるはずです」と説明することになります。 

マクロ計画とミクロ計画 

５年間について 1)売上と 2)費用、3)利益、4)累積赤字と黒字の５ｘ４＝２０個のマス目だけで財務

計画とするのはあまりにも単純化しすぎとも言えます。この２０マスの表をマクロ計画ということにしま

す。年を3カ月（四半期といいます）の単位が４つ合わさったものとして計算することもできます。3カ

月の単位で計算をしておいて、それを集計したものとして年を計算するということです。こうすると２

０マスの表は４倍の８０マスになります。売上と費用も詳細に分けてマス目がもっと多くなるのが普通
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です。この詳細なマス目の財務計画をミクロ計画と呼ぶことにします。 

基本シナリオは 3 年目の 3番目の 3カ月（第 3四半期）に初めて利益が出ることを仮定して考え

ます。これは、前半の 2 年半の間はずっと損失が出ていると仮定するということです。そして、残りの

2 年半で前半の損失を上回る利益が出ると仮定します。この仮定の仕方を、「3 年で単年度黒字、5

年で累積損失解消（3 年で単黒、5 年で累損一掃）」と言います。 

（表計算ソフトを使った財務計画の詳しい作り方は、第 7章「表計算ソフトで見る事業収支予測の

仕方」の項参照） 

将来は見えないものでしょうか。マーケティングをすることで将来が見えてきます。見えてきた将

来をお金で表すと財務計画になります。今ここにいるのは唯一無二のあなたです。しかし、将来の

あなたにはいろいろな姿があります。マーケティングした将来を実現しているあなた、もう少しで実

現しそうだったけど実現できなかったあなた、将来を見誤ったあなた。マーケティングと財務計画は

あなたを導く未来地図なのです。 
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6.3 マーケティングと財務をつなげる 

STP と 4Pの結果、自分が選んだセグメントの何％の人に売ることができるかを想定するのがマー

ケティングです（セグメントの何％かをシェアといいます）。そして想定したことを実現するには費用

がかかります。 

○ 市場規模を調べる 

そのセグメントには何人の人がいて、自分が売ろうとしているものにどれだけお金を使っているか

を調べなくてはなりません。これが市場規模です。調べるとなるとそのセグメントにいる人が、1 個い

くらのもの（あるいはサービス）をある期間に何回買うかを調べなくてはなりません。このとき役に立

つのが業界団体です。業界団体に問い合わせるとそうしたことはだいたい分かります。業界に詳し

い人数名にヒアリングできるとさらに良いです。 

○ シェアを想定する 

主に競合の 4Pと自社の 4Pを比較することで競合に対してどれだけのシェアを取れるかを想定し

ます。現実には名も知れぬ新参者がシェアを取ることは簡単なことではありません。まずは、競合と

同じだけの信用(ブランド)や供給体制を確立できたと仮定して考えてみます。 

○ 費用を考えてみる 

それだけのシェアを取るにはどれだけの費用がかかるかを考えます。これには同じ事業をやって

いる上場競合企業の会計の情報を利用できると助かります。最初は競合企業と同じ費用がかかる

と想定することになります。そして、それをどうやって差別化するか（費用を少なくするか）を考えま

す。 

ただし、大きな上場企業はたくさんの事業をやっているので、どの事業でどれだけの費用が掛か

るかはなかなかわかりません。小さな上場企業の情報の方が役に立つ面もあります。 

○ 利益を試算する 

多くの場合、売上が大きくなるほど利益が増えます。それは費用の中に、固定費と変動費という

構造があるからです。固定費というのは、売上に関係なくどうしてもかかる費用のことです。例えば、

社員の給料や事務所の家賃などです。固定費に対して変動費は、売上に比例して増えたり減った

りする費用です。たとえば、材料費です。給料が固定費とされるのは、売上が伸びなかったからと

いって、すぐに給料を下げたり従業員を解雇したりできないからです。家賃も同じです。売上が伸

びなかったからといってすぐに引っ越すことはできません。材料費は、売れなかったら、次の発注を

しないので売上が伸びなければ増えないので変動費とされます。 

固定費は売上が大きくなっても増えないので、売上が固定費と変動費の合計より大きくなれば、
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売上が増えるにしたがって利益も増えるようになります。売上が、固定費と変動費の合計を初めて

超える額を「損益分岐点」と呼びます。損益分岐点を越えることが事業の第一関門です。 

○ 「売上ドライバー」を見つける 

売上ドライバーというのは、売上をドライブさせる（勢いづかせる）ものです。たとえば、宣伝用の

ビラをたくさん配れば配るほど売上が増えるのであれば、宣伝ビラの配布枚数が売上ドライバーで

す。ビラを何枚配れば売上がどれだけ増えるかの係数を見つけてそれを使うことで売上を予測する

ことができます。もう少し複雑な事業になると、ものを売る人（営業職といいます）の数を増やすこと

で売上が伸びる場合もあります。もちろん営業職として人を雇って、必要な訓練をしなければなりま

せん。営業職を一人増やすとどれだけ売上が伸びるかの係数が分かれば、雇った営業職の人数

で売上を予測することができます。 

研究開発型企業の場合 

研究開発型企業の場合、売るもの（商品）が従業員（研究者）であることがあります。研究や開発

を受託するという事業の形態です。この場合、従業員の数で売上が決まってしまいます。仕事を取

ってこれる従業員は簡単には増やせないので売上を伸ばすことが難しくなります。これは売上ドラ

イバーを増やせない状態です。 

この形態が少し進化するとライセンス型の事業を行えるようになります。自分たちの企業で特許

を取得して特許の利用をライセンス（許諾）する形態です。もちろん特許を出願し、成立させるには

時間がかかります。それを乗り越えて、業界で注目されるようになれば、研究者の数に制約を受け

ずに売上を伸ばす可能性が出てきます。 

[参考書籍] 『下町ロケット』池井戸潤（小学館） 

下町の町工場で開発されたロケットエンジンのバルブに関する技術を巡って、同業の競合、納入

先の大企業が３つどもえで争う物語です。途中、特許をライセンスするか自社で製品まで作るかが

会社の中で議論になるなど、特許の使い方についても勉強になる作品です。 
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第7章 実践的技術 

7.1 プレゼン・ソフトでの発表資料の作り方 

○ 装飾に走らない 

今回は、プレゼンテーション・ソフト（プレゼン・ソフト）の使い方を説明します。大事なことは見栄

えにこだわらないことです。発表資料作りでは見栄えではなく全体の構成を考えることに 80～90％

の時間を使うようにしましょう。 

プレゼンテーションする際には、発表の概要をプレゼン・ソフトで作ると発表しやすくなります。プ

レゼン・ソフトには米 Microsoft Corp.のパワーポイントや無料ソフト、オープンオフィスのインプレス、

グーグルドキュメントのプレゼンテーションなどがあります。 

発表資料の作り方は基本的に自由です。センスがいい人はとても分かりやすい資料を手早く作

ります。センスには見栄えよく作る面もあるのですが、見栄えよりも発表資料全体の構成をよく整理

できることの方が圧倒的に大事です。多くの受講生チームが全体の構成の前に個別のページの見

栄えの良し悪しにとらわれてしまいます。例えば、キャッチ・コピーのフレーズや挿入する有名人の

写真などです。各ページの見栄えにとらわれてしまうと多くの時間がムダになります。各ページの見

栄えに時間を使ってしまうチームは議論を深めることができません。キャッチ・コピーや写真の挿入

などは話していて楽しいことなので、ついついそちらに気を取られてしまいます。ここで大きく差が

付きます。 

<<有名なイメージの利用はほとんどの場合、不正利用>> 

ちなみに、有名人の写真や雑誌記事、他社の製品の写真など、公式のホームページ上で転載

が許可されているもの以外は、不正利用となります。つまりほとんどの面白そうなイメージは使用で

きないということです。 

○ 全体構成を作る 

1.アウトライン（第 1 レベルの見出しの体系＝目次）をまず作る。 

この本にも章（ex．第 8 章）があって、節（8.1）があって、項（○．．．．．）があるようにプレゼン・ソ

フトにも見出しの体系があります。一番上位のものを第１レベル、以下第２レベル、第３レベル．．．

と考えることにしましょう。プレゼン・ソフトにはアウトラインという機能があって、レベルごとに見出し

を簡単に作ることができるようになっています。 

まず、第 1 レベルの見出しを全部作ってしまうことで効率的に資料全体を作ることができます。第

1 レベルの見出しを全部作ってから一つひとつのページを作っていきましょう。このとき、プレゼン・

ソフトの「アウトライン機能」を使うと便利です。「アウトライン機能」では、見出しを書くだけですべて
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のページを作ることができます。「アウトライン機能」こそプレゼン・ソフトの骨格なのです。 

2.各ページで主張したいことを第 2 レベルの見出しに書く 

各ページで伝えたいことを１つに決めます。そして、1 行または多くても 2 行にまとめて書きます。

そしてこの段階で言いたいことがすべて表現できていて、話がつながっているかを確認しましょう。

これが固まらないうちから各ページにこだわった装飾をしても何を伝えたいのかがわからないもの

ができるだけです。各ページで伝えたいことが明確にできていれば、この段階でも提出することが

できます。 

3.装飾したい本能も大事に、そのときは全体を 1枚の絵に 

装飾に進みたくなるのは人間にとってある種の真理なのだと思います。わたしも思いますし、ど

のチームもそうなります。この欲求も間違ってはいないでしょう。ただし、細かい装飾ではなく、自分

たちがいいたいことを 1 つの絵にまとめるという装飾であればいいと考えてください。1 つの絵です

べてを表現することを目指すのであれば、装飾にこだわってもいいということです。そうでないなら、

各ページで言いたい1行か２行を何回も何回も考えて、これで絶対というところに仕上げるのがよい

です。 

4.全体の構成を作っている段階で、「文章の構成」もそろえる 

文章の構成をそろえる際には下記を考えてみてください。 

1) 主語を極力同じにする（ex. 私たちは、チームは、メンバーは．．．） 

2) 主語、目的語、述語の構造を極力揃える（どの文章も極力同じ構造にする） 

3) 文末を揃える（文章として完結するか体言止にするかなど） 

 

ここまでやる前に、見栄えにとらわれてしまうと、だいたいうまくいかなくなります。 

5.言葉を統一する、重要な言葉を定義する 

同じことを別の言葉で表現してしまうことがあります。第 2 レベル程度に言いたいことを整理したと

ころで、主に使う言葉を絞り込み統一しましょう。また、簡単で構わないので主に使う言葉を定義し

ておきましょう。同じ言葉は統一し、似た言葉であえて違いを説明したい場合は定義をして使い方

を決めておきましょう。 

6.分担の前に装飾ルールを決める 

チームで作成するので、全体の構成が固まったところで、各ページの作成を分担します。このと

きある程度装飾のルールを決めておくと後の合体が楽になります。 
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装飾のルールはプレゼン・ソフトの「スライドマスタ機能」を使うと便利です。「スライドマスタ機能」

は「アウトライン機能」の次に大事な機能です。プレゼン・ソフトはお絵かきソフトではなくて「アウトラ

イン」と「マスタ」を使うソフトだと考えておきましょう。 

<<装飾ルールの例>> 

1) フォント・タイプ、フォント・サイズ、フォント・カラーを決める 

フォントは「MS Pゴシック」が標準であることが多いのですが、「HGPゴシック E」を使う方がきれい

に見えることが多いです（「MS P ゴシック」は字体が若干弱く見えるため）。サイズは 24ポイントから

小さくても 14 ポイントまでとするのが良いでしょう。カラーは黒を基本として、濃い色つきの図形の

中に文字を配置する際は白とするのがよいでしょう。 

2) ベース・カラー、ノーマル・カラー、第 2 ベース・カラー、アクセント・カラー 

○ベース・カラー 

図形などを使うときは基本的にベース・カラーだけを使うのが良いです。ベース・カラーは、赤、

青、緑など基本色の薄い色のトーンのものが良いです。あまり濃い色を選ぶと全体の色調がぎつく

なります。ベース・カラーを決めたら発表資料の全ページにわたって統一して使います。 

○ノーマル・カラー 

ベース・カラー以外を使うときは、まず、薄いグレーを選ぶのが良いでしょう。 

○第 2 ベース・カラー 

ベース・カラーと対比したい時などに使います（ベース・カラーを赤系と決めたら青系など） 

○アクセント・カラー 

特に強調したいところに使う色です。ベース・カラーよりも強く、際立つ色が良いでしょう。 

3) 色数を少なく 

基本的に色の数を少なくするのが見やすい資料を作るコツです。また、図形を使う際は、「枠線

なし」を基本とする方が良いです。「枠線」は特に強調したいところだけに使うのが良いでしょう。 

4) 影、グラデーションを使わない 

図形にもフォントにも基本的に「影」「グラデーション」は付けない方が良いでしょう。これも特に強

調したいところだけに使うのが良いです。 

5) 言いたいことだけを目立たせる 

発表資料はお絵かきではないので、美しくてもあまり価値はありません。伝えたいことをいつも意

識して、そこを強調し、他の部分は目立たないようにするのが基本です。 
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5.仕上げる 

発表本番用には発表資料を仕上げます。発表本番以外の資料は仕上げる必要はありません

（ただし仕上げることで頭が整理されることもあり、途中で仕上げをしてみると考えの乱れを発見す

ることもできます）。 

<<仕上げの基本>> 

・徹底的にシンプルにする＝不要なものは取り除く 

・整理整頓する 

－図形と図形の間は等間隔にする（「等間隔ツール」を使う） 

－余白を等間隔にする 

－図形や文字の上部、左端等を揃える（「端揃えツール」を使う） 

 

<<目次の活用>> 

目次は重要です。発表を聞く相手はこちらが話すことを知らないので、こちらが思っている以上

に理解するのが大変です。理解を深める最良の方法は最初に全体像を伝えることです。それには

目次が役立ちます。分かりやすい目次を作っておくことは相手の理解につながります。 

また、目次の項目が多すぎる場合（7 個以上）場合は、グルーピングして数を減らすと相手の理

解を助けることができます。 

項目が変わる際に、中目次のページを使うことで話が変わることを意識しやすくすることができま

す。目次のレベル 1 の段階が変わる際には中目次のページを入れると効果的なことが多いです。 

<<数、順番の強調>> 

何個あるか、どういう順番であるか、が重要な場合は数字を強調します。 

強調には、 

・フォントを変える（数字の場合、「Times New Roman」が良い） 

・フォントのサイズを思い切って 2倍くらいに大きくする。 

・カラーをアクセント・カラーにする 

などの方法があります。 

＊数字の強調は良いのですが、単語や文章はあまり色を変えない方が良いようです。かえって

見にくくなってしまうことが多いからです。 
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7.2 表計算ソフトで見る事業収支予測の仕方 

財務計画の基本的な考え方は財務の節で述べました。ここでもう少し詳しく述べます。 

前に述べたのは、マクロ計画（年単位）とミクロ計画（3 ヶ月単位）でした。ここでは「売上と費用の

詳細」、「固定費と変動費」「定数」と「変数」、「独立変数」と「従属変数」などについてお話します。 

題材は「SNS動画ポータルサイト事業」です。細かい数字は重要ではありません。構造のイメージ

をつかんでください。 

SNS 動画ポータルサイト事業の売上と費用の例 

動画を投稿してもらいその動画を見たい人が集まるポータルサイトを事業とします。収入はサイト

に表示される広告から得ます。広告には表示とクリックの２種類の単価があります。 

<<広告収入（売上）の考え方>> 

※PV：Page View（ページが表示される回数） 

  （PV/月）×（広告枠数/PV）×（広告挿入率）×（クリック率）×（広告単価） 

  （PV/月）     ： １ヵ月あたりの PV(Page View)数 

  （広告枠数/PV）： １PV あたりの広告枠数 

  （広告挿入率） ： 全広告枠数のうち広告が埋まる率 

  （クリック率）   ： 広告がクリックされる確率 

  （広告単価）   ： １クリックに対して広告種が払う金額 

  補足１：単に表示するだけなら 0.05～0.2円/件、クリックにつながれば 5～20円/件が広告収入  

       となる場合が多い。 

<<動画投稿サイトに必要な費用>> 

1) コンテンツ用ストレージ 

  ・１投稿動画は 10 分（≒10MB）程度   ・１TB（＝1000GB）のストレージがおよそ 10万円 

2) コンテンツ配信サーバー 

  ・基本構成： 

    －WEBサーバー：インターネットを会してユーザーにコンテンツを送り出すサーバー 

    －ＡＰサーバー ：各種の機能（アプリケーション）をサポートするサーバー 

    －CODECサーバー：動画を符号化/複号化するサーバー 

   ・サーバー数の決定方式： 

    －最大同時接続数に耐えるサーバー数が必要 

    －最大同時接続数＝（ダウンロード数/日）×アクセス集中率 

    －1000 同時接続に［ＷＥＢサーバー２台、ＡＰサーバー１台、CODECサーバー１台］が必要 
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   ・サーバー単価 

    －１台およそ 30万円 

3) ネットワーク回線 

   ・ネットワーク回線の容量（太さ）の算定方式： 

    －(最大同時接続数)×(１接続（セッション）あたりの利用帯域(≒0.5MBｂｐｓ)) bps 

    ・ネットワーク回線の容量（太さ）の単価 

    －１Gネットワーク回線およそ 100万円/月 

4) データセンターおよびラック使用料 

   ・データセンター使用料（ハウジングおよび電気代）：１ラックあたり 20万円/月 

   ・ラック使用料（ストレージおよびサーバーを 15程度格納可能）：１ラックあたり 25万円/月 

5) 広告代理店の手数料 

   ・広告収入のおよそ 20％ 

6) 動画監視 

   ・新規投稿動画の監視：100円/件   ・投稿削除などの問い合わせ対応：500円/件 

7) 人件費 

   ・必要な人員     

     －マネジメント：事業の統括、運営。2名固定。 

     －営業    ：広告枠営業。2名でスタート。１名あたり最大 100 社対応可能。 

     －設計・開発：システムの設計・開発。4名でスタート。事業の状態で増減。 

     －保守・運用：サーバーの維持・管理。3名でサーバー100台を対応可能。 

   ・人員単価 

     －正社員（マネジメント、営業の中核人員）  ：70万円/１人月    

     －業務委託（設計・開発）             ：100万円/１人月  

     －業務委託（保守・運用、営業の補助人員） ：50万円/１人月 

 

○ 売上の方程式を作る 

「SNS ポータル事業」では、2 種類の「単価」（表示のみとクリックあり）を定数、「ページ表示回数」

を「数量」として変数としました。そして、クリックされる割合も定数（クリック定数 ex.３％とか５％）とし

ました。すると、 

売上＝  （単価１：表  示）×（ページ表示回数） 

     ＋（単価２：クリック） ×（クリック定数）×（ページ表示回数） 

となります。 

この式の１つひとつの要素を見ると「事業収支改善施策」として、 
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1) 表示、クリックの際の単価を上げる 

2) クリック定数を上げる（クリックされる方が単価が高いので） 

3) ページ表示回数を増やす 

があることがわかります。 

1)の「単価を上げる」のためには、サイトのブランド価値を上げてそれを広告出稿者に説得する

必要があります。ブランドを高める方法としては優良サイトとして認知されていることがあります。優

良サイトであれば、そのページに表示される広告も優良とみなされる可能性が高いからです。そし

てその価値を広告出向者に説明しなくてはなりません。そのためには、広告を取ってきてくれる広

告代理店の担当者とよく話し合う必要があります。 

2)の「クリック定数を上げる」ためには、広告の表示位置を工夫することや、ページの内容と広告

の連動性を高めるなどの施策が考えられます。 

3)の「ページ表示回数を増やす」に関してはさらに要素分解ができます。 

3) ページ表示回数 

  ├3)-1 初回訪問者数 

  └3)-2 リピート訪問者数 

となります。 

3)-1 の初回訪問者数を増やすには広告宣伝が必要です。広告宣伝に関しては、 

3)-1-1 人気サイトに広告を掲載する 

3)-1-2 口コミを利用する 

などの施策が考えられます 

3)-2 のリピート訪問者数を増やすには広告宣伝よりもむしろ、コンテンツの充実や会員化、会員へ

のリピートを促すアプローチ（メルマガ配信や会員特典の提供）などが必要になるでしょう。つまり、 

3)-2-1 コンテンツの充実 

3)-2-2 会員化率を上げる 

 3)-2-1 サイト初回訪問時の会員化率を上げる（会員化特典を充実させるなど） 

 3)-2-2 非会員への会員化要請メールの送信率を高める 

   3)-2-2-1 不特定向けダイレクトメールを送る（メアドリストを購入する） 

   3)-2-2-2 初回訪問者のメアド登録（≒会員登録）率を向上させる 

3)-2-3 会員管理の充実（会員のリピート率を上げ、退会を減らす） 

 3)-2-3-1 会員向けメルマガの内容の充実 

 3)-2-3-2 その他施策（オフ会の開催、ポイントの付与他） 

などが考えられます。 
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細かいようですが、こうした１つひとつの施策による事業収支改善を盛り込むことで事業計画が

充実してきます。訪問者数をどの施策でどれだけ増やせるかを仮定しながら考えることで売上をど

こまで伸ばせるかが見えてくるからです。 

一番細かい段階での施策が「独立変数」です。それが合わさって、売上という「従属変数」が決

定される構造になります。その構造を表計算ソフトの計算式で表します。単価やクリック率は最初は

業界の標準的数字を「定数」として使うとしても、徐々に自分たちなりの経験や努力を盛り込んで変

数化していくことを目指します。さらに変数を構成要素（独立変数）に分解して詳細な従属変数にし

ていきます。 

○ 費用の方程式を作る 

売上と同じことを費用についても行います。費用として見込まれていましたのは、 

・広告宣伝費 

・代理店費用 

・システム費用 

 －サーバ費用 

 －記憶装置費用 

 －データセンター利用料 

 －ネットワーク費用 

・監視費用（書き込まれたことや投稿された動画や写真が違法でないかを監視する費用） 

・技術者の人件費 

・マーケティング担当者の人件費 

などでした。 

「広告宣伝費」や「代理店費用」を増やすことで「売上」が増えると仮定します。そして、売上が増

えるとシステム費用や監視費用が変動費として増え、固定費である人件費もある時点で段階的に

増えると考えられます。 

費用に関しては、費用をできるだけ増やさずに、売上を伸ばす方法を考えます。費用に対する

売上上昇効果を「費用対売上効果」といいます。この効果が高いほど良いわけです。 

こうして考えた売上や費用の内訳を「表計算ソフト」の升目に埋め込んでいくことで、売上、費用、

利益の試算（シミュレーション）をすることができます。 

○ 表にする 

まずはマクロ計画から 
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・表計算ソフトの最初の列を項目の列とします。 

・2列目以降に 1年目から 5年目までを置きます。 

・2行目の最初の列に「売上」を項目としておきます。 

・3行目に「原価」と置きます。 

費用は以下で述べるミクロ計画の費用項目を合算したものです。 

・4行目は「利益」です。利益は売上から費用を引いたものです。 

・5行目に「累積損益」と置きましょう。これは営業利益を 1年目から順に積算したものです。 

マクロ計画は、最小構成で縦 5 行×横 6行の表になります。 

・縦の 5行は、売上、費用、利益、累積損益の４行に、見出しの 1行が加わったもの、 

・横の 6列は、5年分の 5列と項目の 1列です。 

 

ミクロ計画も同じように作ります。違うのは、「売上」や「費用」のすぐ下数行に内訳を置く行がある

ことです。ミクロ計画はマクロ計画の数行下の行に 1 行目を書くことで同じページ（ワークシート）上

に作成することができます。 

ミクロ計画の表は、 

・縦は n行（この時点では何行になるかわかりません）、 

・横は、5年×4 四半期＋項目 1列で 21列（最小構成）になります。 
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金額単位：千円

数量単位：個 説明 数値

マクロ計画

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

売上 4530 8764 188258 540804 668582

原価 33,225 59,342 181,089 397,762 509,651

利益 -28,695 -50,578 7,169 143,042 158,931

累積損益 -28,695 -79,273 -72,104 70,938 229,869

年間成長率 20% 100% 600% 25% 20%

ミクロ計画

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

売上 1,051 1,104 1,159 1,217 1,520 1,900 2,375 2,969 7,420 18,548 46,369 115,921 123,166 130,863 139,042 147,732 155,119 162,875 171,019 179,570

小計 525 551 579 608 760 950 1,187 1,484 3,709 9,274 23,184 57,960 61,582 65,431 69,521 73,866 77,559 81,437 85,509 89,784

単価１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

数量１ 初期値 500 525 551 579 608 760 950 1,187 1,484 3,709 9,274 23,184 57,960 61,582 65,431 69,521 73,866 77,559 81,437 85,509 89,784

小計 1,050 1,103 1,158 1,216 1,519 1,899 2,374 2,968 7,419 18,547 46,368 115,920 123,165 130,862 139,041 147,731 155,118 162,874 171,018 179,569

単価２ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

数量２ 初期値 500 525 551 579 608 760 950 1,187 1,484 3,709 9,274 23,184 57,960 61,582 65,431 69,521 73,866 77,559 81,437 85,509 89,784

原価 8,266 8,292 8,319 8,348 14,500 14,690 14,928 15,224 25,450 31,014 44,924 79,700 93,423 97,272 101,361 105,706 121,400 125,277 129,349 133,625

固定費 7,740 7,740 7,740 7,740 13,740 13,740 13,740 13,740 21,740 21,740 21,740 21,740 31,840 31,840 31,840 31,840 43,840 43,840 43,840 43,840

家賃 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300

光熱費 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

通信費 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

広告・宣伝 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

営業費用 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

給与 6,000 6,000 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 42,000 42,000 42,000 42,000

人員 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6

一人当たり 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 7,000

変動費 526 552 579 608 760 950 1,188 1,484 3,710 9,274 23,184 57,960 61,583 65,432 69,521 73,866 77,560 81,437 85,509 89,785

仕入れ 対売上比 20% 210 221 232 243 304 380 475 594 1,484 3,710 9,274 23,184 24,633 26,173 27,808 29,546 31,024 32,575 34,204 35,914

外注 対売上比 30% 315 331 348 365 456 570 713 891 2,226 5,564 13,911 34,776 36,950 39,259 41,713 44,320 46,536 48,862 51,306 53,871

利益 -7,215 -7,188 -7,161 -7,132 -12,980 -12,790 -12,552 -12,256 -18,030 -12,466 1,444 36,220 29,743 33,592 37,681 42,026 33,720 37,597 41,669 45,945

表中の白色のセルに値を入力すると計算される

データ→What ｉｆ分析→シナリオの登録と管理　で基本、強気、堅実の成長率を切り替えられる

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
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この事業では、広告宣伝費を使って SNS の利用者が増えることで広告の表示やクリックも増えて

売上が増えます。一方でアクセスが増えて書き込みが増えることでサーバーや記憶装置、それらを

預かってもらうデータセンター費用、ネットワーク費用などのシステム費用、不適切な書き込みを監

視する監視費用が増えます。ほかにも、広告を取ってきてもらうための代理店費用やこうした運営

を行う社員やアルバイトの費用などがかかります。 

これらを項目として、ミクロ計画の表に置いていきます。 

費用は固定費と変動費に分解したいです。広告宣伝費は固定費に近いものです。売上を増や

すために使う費用のため、一定の額を使ってしまいます。そのため費用は固定的に発生します。広

告を取ってきてもらう代理店へ払う費用と人件費も固定費です。ただし、完全に固定されているわ

けではなく、売上がある程度増えたら固定費も増やさないと対応できなくなります。そのほかの費用

は基本的に変動費です。 

実は、固定費も変動します。事業が拡大すれば、従業員数が増え、広いオフィスに引っ越します。

こうした過程で固定費も徐々に変動していくことになります。 

ミクロ計画の数値を集約して、マクロ計画に取り込む計算式を書き込むことでミクロ計画とマクロ

計画が連動します。マクロ計画の数値を折れ線グラフにしておくと、状況を一目で把握できてわか

りやすくなります。 

○ 「定数」と「独立変数」はまとめて配置する 

「定数」と「独立変数」を表の中から取り出して、近い位置にまとめておくと試算がしやすくなりま

す。例えば、表計算ソフトのA列に「定数」と「独立変数」の項目名を書き、B列に数値を入力するよ

うにして、実際の計算書式は、C 列から書き始めるという配置の仕方です。こうすることで、計算表

の中のいろいろな箇所を変更しなくても、B列の数値を変更するだけで試算できるようになります。 

B 列の「定数」「独立変数」を「強気（楽観）」「基本（標準）」「堅実（悲観）」の３行を１セットとして、

C 列以降の「表」も３行を１セットとする形式にすると「楽観」「標準」「悲観」の３つのシナリオをまとめ

て表現することができます。最初から３行を１セットにして作ってしまうと、計算式の埋め込みなどで

間違いを犯しやすいので、最初は標準シナリオだけを作って、完成してから「楽観」「悲観」のシナリ

オを加えていくのがよいでしょう（マイクロソフト社のエクセルには行を増やさなくてもシナリオを複数

検討できる「シナリオ機能」があります）。 

また、表計算ソフトには「画面の分割」「ウィンドウ枠の固定」などの機能があります。これらを使う

と「定数」「変数」の部分はいつも表示されていて、計算書式が埋め込まれた部分の方だけスクロー

ルして見ていくことが出来て便利です。 
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○ グラフにする 

表計算ソフトにはグラフ機能があります。表が完成したら、それをグラフにします。グラフにするこ

とで、視覚的に試算の構造を把握することができます。グラフの形が不自然であれば、数値や計算

式に間違いが含まれている可能性があります。数字だけの表では間違いを発見するのが難しいで

すが、グラフにすると、間違いを簡単に把握できるようになります。 

事業の財務計画の基本形は初年度は利益が小さなマイナス、２年間は利益が大きなマイナスに

なり、３年目にゼロ、４年目、５年目に大きくプラスになります。この形になっているかどうかをグラフ

で検証することができます。 

○ ５年後のことは誰も気にしない 

５年後に売上が「３０億円です」「１００億円」ですといっても全くインパクトはありません。そんな先

のことは誰もわからないので、誰も気にしません。気にするのは、 

・最初のお客は誰なんだ 

・２番目のお客は誰なんだ 

 

ということです。つまり、初年度、あるいは最初の３ヶ月はどうなるのかということです。ここで述べ

てきた表計算ソフトを使った財務計画は基本的なことが考えつくされているかの検証が主な目的で

す。そして時間軸が手前になればなるほど重要です。売上も費用も最初のお客さんに関してはよく

考えておく必要があります。それなしに先のことを試算しても信憑性がありません。 
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7.3 インタビューとアンケートの仕方 

○ インタビューとアンケートが事業計画を作る 

いい事業計画を作る方法は１つしかないと言ってもいいくらいです。それは「聞いて聞いて聞き

まくる」ことです。お客さんにも、競合にも、業界の識者にも全部聞いてしまえば、少なくともその業

界にいる人と同等には業界のことがわかります。業界の人以上には分かりませんが、聞きまくれば

それに近づくことはできます。 

自分の頭で思いついたことや、他の業界でうまくいったことなどが事業計画の参考になることもあ

ります。しかし、実際の競争の中で起こっていること以上に役に立つことはなかなかありません。 

講座が求める最大の課題がこの「聞きにいくこと」です。面識がない人に業界のことをよく知らな

い状態で「聞きにいく」ことは簡単なことではありません。受講生は聞きにいくことをためらいます。た

めらいがあって当然です。しかし、この壁を越えなくては、ものごとをうまく進めることはできません。 

聞き方には２つあります。「インタビュー」と「アンケート」です。インタビューは 1 人の人に詳しく聞

くことです。アンケートはたくさんの人に簡単に答えてもらうことです。お客さんの本当の気持ちや

業界の慣習などについてはインタビューが、顧客の感じ方などについてはアンケートが適していま

す。もちろん併用するのが一般的です。 

おおまかに言うと、インタビューは定性調査、アンケートは定量調査と言えます。インタビューで仮

説を作って、アンケートで検証するのが一般的な流れとなります。反対に、アンケートで検証された

仮説をインタビューで深堀することもあります(＊インタビューはヒアリングといわれることもあります)。 

聞くことがすべての始まりなのですが、聞いたことが必ずしも正しくないこともありますので注意が

必要です。聞いた相手が間違った理解をしていることもありますし、こちらが聞いたことを間違って

理解してしまうこともあります。聞いたことには裏付けをとる調査も必要です。 

また、「アンケートで 60％の人が買う」と言っていますと自分たちの商品の可能性を説明しても説

得力はありません。アンケートで買うと言うことと実際に買うことは全く違うからです。本当に買ってく

れるなら、今アンケートをしているその場で、前払いで代金をもらえるはずです。そこまでの人でな

いと本当には買ってくれません。 

この前払いをうまく実現する方法にクラウドファンディングがあります。日本ではキャンプファイヤ

ーやレディーフォーなどがあります。クラウドファンディングのサイトに商品のアイディアを掲載する

ことで前払いしてくれる人がどれだけいるかを調べることができます。 

クラウドファンディングに掲載するまえの段階でインタビューやアンケートしてみるのもよいですし、

クラウドファンディングに掲載しながら並行してインタビューやアンケートをしてみるのもよいです。イ
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ンタビューやアンケートをした人に「気に入ったらクラウドファンディングに掲載しているので検討く

ださい」と薦めることもできます。 

インタビューとアンケートは事業計画を考える上で必ずやらなくてはならないことです。知らない

人に話を聞きに行くことはためらわれますが、乗り越えてください。 

○ インタビューの準備 

1) 聞きたいことの整理 

細かい質問項目でなくてよいので、大まかに聞きたいことを整理します。業界のことを聞きたいの

か、自分たちの案を評価してほしいのか、競合のことを聞きたいのか、なぜインタビューをするのか

を整理します。 

2) 聞きたい人のリストアップ 

リストアップは、聞きたいことに応えてもらえそうな人を探すことです。探し方には、 

・インターネットや書籍などで業界のキーパーソンを調べる 

・競合のお客さんの中から気になる人を選ぶ（とても難しいことです） 

・業界に詳しい人に誰が良いか聞く 

等の方法で行があります。 

はじめからリストを完成させることは難しく、インタビューの際にさらに人を紹介してもらうこともあり

ます。 

3) 相手に連絡 

質問項目を準備するよりもまず連絡を取りましょう。「この分野で聞きたい」ということが決まれば、

まず、アプローチしてしまう方がいいです。 

アプローチを早くすることが重要なのは、こちらがお願いしても相手の予定が合わないことの方

が普通だからです。お願いしてから２週間程度先でないと時間をとってもらえないことが多いです。

突然知らない相手からインタビューの依頼があって、すぐ応じてくれる人は少ないものです。です

から初動を早くして会う約束を取り付けることが先です。直接会う時間を取ってもらえない場合は、

電話で３０分程度インタビューをさせてもらうことを頼んでみます。電話で得られる情報は限られる

ので、できれば直接会うことが望ましいです。 

アプローチは、メールや Twitter、facebook、電話などです。メールなどで連絡する場合も、できる

だけ電話も併せてしましょう。最近は Twitter や facebook で連絡することも多くなってきています。

電話で連絡する場合、緊張して、しゃべれなくなってしまうこともあるので、自分達の簡単な紹介と、
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インタビューの意図を紙に書いて手元においておきましょう。インタビューをお願いする時間は３０

分から 1 時間としましょう。 

会ってもらえるかどうかは、こちらの熱意と準備しだいです。真剣に意図を説明すれば何らかの

形で協力していただけるはずです。 

4) インタビュー内容の準備 

事業計画の項目、特にマーケティングの４P はインタビューの内容そのものです。聞くことは基本

的に相手が喉から手が出るほど欲しいと思っているものは何か、それに対しての自分たちの案、業

界のことについての３つです。 

・今どうしても欲しいものはなんですか、また、なぜ欲しいのですか？ 

・自分達はこんなことをしようと思っています。それで満足いただけますか？ 

・現在はどんなやり方になっていますか？不十分なところはどこですか？ 

・これからどんなことが起こりそうですか？ 

 

ということです。これについて、それぞれ４P（製品、価格、販売方法、宣伝）に分解して聞いていき

ましょう。もちろん答えてくれないこともあります。 

また、事前に、自己紹介や、こちらが考えていることの資料を用意しておきましょう。 

インタビュー内容の準備では、相手からの答えを想像しておきましょう。外れても構いません。相

手がこういう答えをしたら、こういう風に深堀りしようと、次の質問まで用意しておくのがよいです。相

手の答えを選択肢で用意できればさらに良いです。インタビューの際に、想定していた答えと違っ

ていたら、正直にそう伝えて問題ありません。想定と違った際の、次の質問は用意するのが難しい

ので、その場で考えることになります。 

さらに、インタビュー後に送るお礼メールの文案も事前に用意しておきます。 

5) インタビューの実施 

・事前に、できるだけ相手のことを調べておきましょう 

・当日の朝、訪問のリマインドメールを送りましょう（相手は忘れていることも） 

・相手、場所にふさわしい服装をしましょう 

・インタビューには、遅刻しないように、早めに近くに行っていましょう 

－30分前には付近に到着しておく 

－20分前にはビルの案内で相手の会社を確認しておく 

・言うまでもありませんがこちらが出向きましょう 
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・聞き漏らし、聞き違いを少なくするためや、こちらの身の安全のことも考えて２名以上で行きま

しょう（あまり大人数で行くのも相手にとって迷惑） 

・インタビューの最初にこちらの自己紹介をしましょう 

・自己紹介に続いて訪問の意図を再度確認しましょう 

・３０分から１時間程度で終了しましょう 

・極力たくさんメモをとりましょう（場合によっては許可を取って録音する） 

・今後も追加で教えてもらいたいことを伝えましょう 

・業界のことについて別の視点から助言をもらえる方の紹介をお願いしましょう 

・インタビュー後にお礼を送りましょう（メールでかまいません） 
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電話インタビューノウハウ 

訪問を受け入れてくれない際は、電話インタビューをお願いしてみましょう。電話インタビュー

は、実際に会って話を聞くより難しいので下記のノウハウを参考にしてください。 

<<準備>> 

1) 原稿を書いておく 

ex.お忙しいところ申し訳ありません。私は○○大学の××と申します。 

授業で～を調べているのですが、・・・について差し支えない範囲で結構ですので教えて頂け

ませんでしょうか(○分ほどお時間頂けませんでしょうか、もあり)。質問１・・・質問２・・・ 

2) 電話する場所を決めておく（周りの音がうるさくない、メモができるなど） 

<<本番>> 

・深呼吸してから電話を掛ける。 

・冒頭は全部原稿通りでよい。そうすることでビビらなくなる。（慣れてきたら相手に合わせる） 

・必ずしも順番通りでなくていいので、相手がしゃべっているのをあまり遮らない。 

・電話を切る前には、『お忙しい中教えて頂いて本当にありがとうございました』と伝える。 

<<こんなこともある>> 

※『忙しいから』と切られそうになる→「すみませんでした」と謝ってさわやかに切る。 

・ヒアリング先はそこだけではないはず。 

・外せない所なら、いつ頃に掛ければ大丈夫か聞いてみて可能なら再チャレンジする。 

※何故か不条理に怒られる 

変わった人に当たってしまうことあります→『不快にさせてしまって申し訳ありません』と謝る。 

<<相手に話してもらうマジックワード>> 

「なるほど。そうなんですね！」 

「それは初めてお聞きしました」、そして、詳しく聞く。 

「これまで・・・とお聞きした事があるのですが、○○様ではいかがでしょうか？」 

（相手が詰まる） → 「もちろん、差し支えない範囲で結構です」 

<<心構え>> 

・相手は、忙しい中電話に出てくれている。なんて優しい！ 

・感謝の気持ちをもって話す。相手がぶっきらぼうでも、こちらは丁寧に話す。 

・相手にはヒアリングしたいのであって、議論したいのではない。 

・答えてくれる内容が、自分の欲しい内容でなくても、同意しながら聴く。 

・最後のお礼はしっかり伝える。 



                        107 

 

Copy rights © all reserved. アントレプレナーシップ論オープンスクール 2013 

 

6) インタビューの活用 

インタビューは聞いたことは活用してはじめて役に立ちます。 

・まず、インタビューメモを作成しましょう（インタビューの直後に作る） 

・チームのメンバーでメモを共有しましょう 

・チームでメモをもとに情報共有の時間をとりましょう 

・次のインタビューの相手へのインタビュー内容を準備しましょう 

（インタビューを重ねることで、聞きたいことが鮮明になっていくはずです） 

 

<<インタビュー事前準備リスト>> 

・先方の名前、電話番号、地図 

・先方のこれまでの仕事などの調査 

・質問項目 

・リマインド文案 

・訪問時の服装 

・お礼文案 

 

○ アンケートの準備 

1) 聞きたいことの整理 

細かい質問項目でなくてよいので、大まかに聞きたいことを整理します。自分たちの商品を買っ

てくれるかどうかをきいたいのか、自分の商品をどう思うかを聞きたいのか、競合する商品のことを

聞きたいのか、なぜなぜアンケートをするのかを整理します。 

2) 聞きたい人のカテゴリーを決める 

アンケートでは、ある程度の人数の人に聞くことになります。そのため、“この人“ではなく、このカ

テゴリーの人として対象者を決めます。 

カテゴリーには、地域、性別、年齢、職業、世帯か個人か、購入への関与度（ex. シャンプーの

購入では「銘柄決定者」「購入者」「使用者」は、同一人物とは限らない）などがあります。 

ある程度の人数の人に話を聞いて傾向をつかむにはアンケートを行ないます。アンケートのコツ

は、アンケートをすることで、「何を証明したいのか」、仮説を先に立てることです。仮説をもとに、誰

に聞きたいのか、何を聞く必要があるのかを整理します。 
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3) サンプル数の決定 

信頼できる傾向をつかむには回答サンプル数 400 以上、最低でも 300 と言われています。 

[参考]サンプル誤差早見表：http://www.shinet.co.jp/marketing/profile_m2.html 

ただし、回答者の確保が難しい場合、１カテゴリーについて 50程度で調査する事もあります。 

 

4) アンケート項目の作成 

質問を作成する際には以下のことに気をつけると良いです。 

・回答しやすい単純な質問から始める。 

Yes, Noの 2択質問などから始める。FAなど考えさせる質問から始めない。 

・ストーリーを持たせる。 

過去→現在→未来、事実→意見・意識、認知→購入など。 

・関連する項目はまとめて。話題を転換するときは、断りを入れる。 

ex. ここからは○○についてお伺いします。 

・質問順による影響に注意する。 

回答する前に先入観を与える知識や情報を与えない。 

ex.銘柄(ブランド)を想起させる FAの前に、銘柄に関する情報を出さない。 

項目別満足度を聞いた後に、総合満足度を取ると総合満足度が通常より高く出る 

・重要な設問は、回答者が疲れてしまう前になるべく先に聞く。 

・評価尺度が多いと回答の負担が大きくなる。 

10 段階の評価は 5段階の評価より負担が重くなるので、特に必要なければ 5段階で聞く方

が良い。 

・評価尺度の選択肢の影響に注意する。 

・両極の言葉を使うと真ん中を選択する傾向がでる。 

「非常に買いたい、買いたい、どちらとも言えない、買いたくない、全く買いたくない」と、 

「買いたい、やや買いたい、どちらとも言えない、あまり買いたくない、買いたくない」では、前

者の方が中央によった数値が出ます。両極の言葉を使わない選択肢の方が無難です。 

・FAやマトリクスの多用は途中脱落、いい加減な回答が増える原因になる。 

・できるだけ簡潔な文章と、誰もが理解できる言葉で聞く。 

・定義を明確にする（Ex. ときどき、この付近、最近 1 カ月などは NG）。 
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・ひとつの質問で聞くのはひとつだけ。 

N.G. 美容と健康に良い、面白くて役立つ 

・負担にならない質問数は 10個程度。FAは 3個程度。 

アンケート項目の種類 

<<選択肢（プリコード）>> 

あらかじめ選択肢を設けて回答してもらう質問方法。結果を比率で表したい場合に使います。 

-SA(Single Answer)： 

1 つの選択肢だけを選んでもらいます。最も強いものに回答を絞らせたい場合に使います。 

-MA(Multiple Answer)： 

当てはまる選択肢を全て選んでもらいます。回答をひとつに絞れない場合に使います。 

-LA(Limited Answer)： 

「答えは3 つまで」など上限を指定して選択肢を選んでもらいます。MAや SAでは選択肢間の出現

比率に差がなさそうな場合に使います。 

<<数値>> 

数値そのものを回答してもらう質問方法。回答のばらつきが大きそうで、平均値を算出したい場

合に使います。 

<<FA(Free Answer)>> 

質問に対して、回答者自身の言葉で自由に回答してもらう質問方法。消費者の生の声を聞きた

い、想定外のものも含めて幅広い回答を得たい、細かく深い情報を得たい、選択肢が想定できな

い場合に使用します。ただし、集計が難しく、回答者の負担が大きくなります。 

-無制限 FA 

制限なしで、質問に対して自由に回答してもらいます。 

-制限つき FA 

穴埋めのある文章を使って回答してもらうなど、一定の制限を設けて回答してもらいます。 

（ex. ブランドＡといえば    な時に、    したくて飲むもの） 

 

5)アンケートフォームの準備 

アンケートにはフォーマットが必要です。街頭で行なう場合には紙に印刷しておく必要がありま

す。インターネットを使って行なう場合にはフォームサービスを利用するのがよいでしょう。 
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6) アンケートの活用 

アンケートで出てきた数値をそのまま使っても説得力はありません。「アンケートの結果 100 人中

60人の人がこの商品を買ってくれると言っています。つまり６割の人がこの商品を買うのです」という

ことにはなりません。買ってくれると言っても実際には買ってくれません。本当に買ってくれるかどう

かを確かめるなら、その場で商品を売ってみるか、前払いでお金をもらうかまでしなくてはなりませ

ん。アンケートで出てきた結果がどこまで信用できるものなのかは良く考える必要があります。 
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7.4 インターネットを使った調査 

講座で、毎年、訪問先の企業や最終発表会で指摘されることがあります。それは「君たちの話は

グーグルで検索すればすべて出てくることだが、調べなかったのか」という指摘です。 

受講生が調べていないわけではありません。若い人の方がインターネットは身近なものです。調

べていても調べ方が浅いのです。浅くなってしまう理由は、 

・多面的なキーワード検索をしていない 

・「業界大手の企業なら当然やっているはずだ」という見方がない 

・データベースにアクセスしない（無料のものであっても） 

 

というものです。「自分が考え付くくらいのことは他の人も簡単に考え付くだろう」という視点やこん

なところにはこんな情報があるはずだという予測する感覚が身に付いていないのが原因です。 

一つずつ見ていきます。 

○ キーワード検索 

自分が直感的に思った言葉（キーワード）は、必ずしも一般的な用語ではないと思うべきです。

あえて類語に変えてみて出てくるページがどう変わるのかを観察してみる必要があります。アンド

(AND)検索やオア(OR)検索しながら、言葉の組み合わせを変えて調べていくと、ネット上にどんな

情報があるのかがだいたい分かってきます。 

検索を仕事としている人の場合、どのキーワード（の組み合わせ）でどんなページが出てきたのか

を控えながら調査を進めます。後述する“ベン図”のように、キーワードの組み合わせごとにどんな

ページがでてくるのかを図示するのも良い方法です。 

＊アンド(AND)検索・・A と B 両方を含んだページの検索 

＊オア(OR)検索・・・・Aか Bかどちらかが含まれているページの検索 

＊ベン図・・・・・・・含まれるものを円や楕円で表記する図 

 

調べていくと、その分野でよく登場してくる個人や企業が分かってきます。その個人や企業につ

いて調べるのもよいでしょう。その個人がどういうキャリアでその分野に言及するようになったのか、

その会社はどんな事業をしているのか、その会社の競合はどこなのかなどを考えると、その業界の

ことが分かるようになります。 

○ 業界の大手なら当然やっているという見方 

「素人の自分が思いつくようなことは、業界で本気でやっている人なら当然気がついているし、検

討されているはず」と考えるべきです。ですから、同じことをやっている会社が見つからないというこ
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とは、（a）調べ方が悪い、（b）検討されたが何か問題があってやっていない、と考えるべきです。 

（a）の調べ方の悪さに関しては、友人を使ってみることです。自分では発想がなかなか切り替わら

ないからです。友人に「君の発想で検索してみてくれないか」と頼む手があります。 

（b）は一筋縄ではいきません。実際に業界の人に聞いてみないとわからないことが多いからです。

しかし、なぜないのかについて仮説を立てることはできます。また、英語で検索してみる手がありま

す（英語なら読める人が多いことを前提にして）。日本ではやられていなくても海外ではやられてい

る可能性があるからです。海外でやられていれば、日本の法律や慣習が原因で日本ではできてい

ない可能性があることがわかります。あるいは日本でもこれから普及してくる可能性があると見ること

もできます。 

○ データベースの活用 

インターネットには、個人のホームページだけでなく公の機関のページもあります。政府関係のも

のや NGO、NPO、業界団体のものもあります。特に業界団体のホームページにはとてつもない情

報が置いてあることがあります。業界団体ですので、自分たちの業界を守るための編集がされてい

ることもありますが、素人ではとても調べられない量の情報があります。自分が調べたい事業自体

についての調査レポートが存在することもあります。そうしたレポートには、 

・業界がその事業が発展するとみているかどうか 

・どんな企業が参入を考えているか 

・ほかにどんな調査がされているか 

などの情報があります。 

また、特許庁の特許電子図書館（IPDL）の特許のデータベースはとてつもない優れものです。

2000 年に起こったビジネスモデル特許の大ブーム以降、ビジネスモデルに関するアイディアは必

ずと言っていいほど特許出願されています。事業を考える人はこのデータベースを使わない手は

ありません。使い方はグーグルなどの普通の検索エンジンと同じです。私の経験では、二つのキー

ワードでアンド検索をするとおおよそ、30 個程度の特許に絞り込むことができます。これらを調べる

と、世の中の人がどこまで考えているのかが大よそ分かります。 

<<参考サイト>> 

特許電子図書館（IPDL）http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl 

Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ“業界団体” 

日本にある業界団体のかなりの部分が網羅されています。ここで関連する業界団体を見つけ

て情報を探しましょう。 
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7.5 事業計画の発表 

○ 講座での発表 

講座では、最終回に発表会をやっています。目的は、 

 

1) 緊張感の中、発表することを体験してもらう。 

2) 期日を決めてそこまでに計画をまとめてもらう。 

3) 事業計画がどのように評価されるかを知ってもらう。 

 

です。 

100 人を超える人が集まった会場で、怖そうな顔をした初めて会う審査員を前にして、受講生は

緊張して高揚します。おおむね、緊張と高揚は良い結果につながり、各チームはそれまでで一番

良い発表をしてくれます。真剣になっているからだと思います。もっと早い段階で真剣になってくれ

れば、事業計画自体がもっと良いものになっていたはずなのですが、最後の最後を迎えて初めて

真剣になるようです。 

やりきった後だから審査結果が腹に落ちる 

評価については、最終発表会では、審査員に世の中一般の事業計画の審査と同じ厳しさでや

ってくださいとお願いしています。一般に学生向けのビジネスプランコンテストでは、よくやったとい

うことで、学生の発表に対して好意的なコメントをする審査員が多いです。この講座では最終発表

会をゴールとは考えていません。最終発表会も学びの場の１つだと考えています。そこで、世間の

厳しさを知ってもらうことにしています。 

受講生達は最終発表会に向けてとてもがんばります。がんばってきたからこそ、審査員からの厳

しい評価を腹の底で感じることができます。本当に一生懸命やった後でないと、深く響かないので

す。 

発表会で仮装しても OK 

発表会には、仮装をしたり、寸劇をやったりするチームがあります。世の中一般の事業計画の発

表の際にそんなことをする人はいないので「やるな」という意見もあります。この講座では「やってい

い」と言っています。自分達の目的からみてやる方がいいならやればいいと考えています。形にとら

われる必要はありません。個人的には投資家の前で寸劇をできるくらいの方が見込みがあると思っ

ています。 
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発表会の後が大事 

発表会での体験は価値あることです。そして、発表会の後はもっと大事です。 

発表会が終ると、普通は「燃え尽き症候群」になります。途中の課題が終了した時点で「燃え尽き

症候群」に陥るチームもあります。しかし、最終発表会が終ってもすべてが終るわけではありません。

ダメ出しをされたら、そこからもう一回がんばって、ダメを出しをした人に再度見てもらうくらいであっ

て欲しいです。 

北島康介選手の指導で知られるようになった林成之教授は、大会が終ったときは一番身体が高

い状態に仕上がっているのだから、ここで鍛えるのが一番伸びるといっています。事業計画を学ぶ

点でも同じです。発表会が終った後、もう一歩詰めれば、次のステージに行けます。 

[参考書籍] 『勝負脳』林成之（講談社現代新書）『脳に悪い７つの習慣』（幻冬社新書） 

能力改善を脳の視点でとらえた示唆の多い本です。 

○ ビジネスプランコンテストでの発表 

毎年、秋から冬にかけて学生を対象としたビジネスプラン（事業計画）のコンテストがたくさんあり

ます。毎年開催される著名なコンテストには、 

・Trigger（http://www.springwater.gr.jp/trigger/） 

・King（http://www.king-waav.org/） 

・CVG[Campus Venture Gran Prix]（http://www.king-waav.org/） 

・MIT EF BPCC[Business Plan Contest & Clinic]学生の部（http://www. http://mit-ef.jp/） 

・早稲田大学や慶応大学など各大学主催のコンテスト 

などがあります。 

最近の傾向としては、どのコンテストも、 

・エントリーの後、何回かの審査、選考を行って、最終選考対象者を絞り込む。 

・メンター（≒アドバイザー）を指名して内容の向上を助ける。 

・最終選考は発表会形式で行う。 

ようになってきています。 

実際にはメンターはうまく機能していないコンテストが多く、エントリーした人が自力でビジネスプ

ランを良くしていかなくてはならないことが多いようです。 

また、それぞれのコンテストが違う審査基準を持っていて、どこのコンテストでも高い評価を得ら

れるビジネスプランはなかなかないようです。 
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講座の受講生には、講座終了後、ビジネスプランコンテストにエントリーして腕試しをすることを

薦めています。 

○ 発表会での質問の仕方 

講座での最終発表会では、各チームの発表の後質疑の時間をとります。この時間は受講生だけ

でなく参加者全員が学びます。 

我々は、質問の仕方を習うことはありません。年齢を重ねた人でも質問の仕方は習わずに我流

でやっています。講座では、過去の発表会の経験から質問の仕方をまとめています。それを最終

発表会で参加者全員が学ぶことにしています。講座の経験からまとめた質問の仕方は次のもので

す。講座では基本的に挙手、司会からの指名による質問を行っています。 

1) 何でもいいから質問する 

2) マイクを待たない 

3) 名まえを名乗る 

4) 質問は１つずつ 

5) お礼の言葉は不要 

6) 質問は短く 

7) 回答に納得せず、突っ込む 

 

順番に見ていきます。 

1) 何でもいいから質問する 

いい質問をしようと思うとなかなか質問ができなくなってしまいます。何でも質問をするつもりでい

るのがいいです。質問の時間になったら何でも質問してみましょう。質問をする経験を積むことでい

い質問ができるようになります。 

2) マイクを待たない 

会場が広い場合はマイクが必要になります。しかし、マイクを待っている時間は会場の人全員に

とって無駄です。マイクなしで会場中に聞こえる大きな声でまずは名乗りましょう。早口で言ってしま

うとマイクもないので聞き取れません。ゆっくり大きな声で会場中に自分が誰なのかを伝えましょう。

声が小さい人もいます。そういう人であっても（そういう人であるからなおさら）普段から名前くらいは

大きな声で言える練習をしておくのがいいです。 

3) 名まえを名乗る 

上でも述べましたように、まず名乗りましょう。あまり長い自己紹介は良くありませんが、質問に関

係する主な所属や経験してきたことを簡潔に述べると聞いている人が質問の意図を理解しやすく

なります。 
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4) 質問は１つずつ 

質問が３つあります、４つありますと言ってから質問を始める人がいます。質問時間が無限にある

場合はいいのですが、普通、質問の時間は限られています。そういう状況で一人でいくつも質問を

してしまうのはよくありません。一番重要と思うものを１つするのがいいです。もし、どうしてももう一つ

質問をしたいときは、もう一度挙手をして指名してもらうようにしましょう。また、２つ、３つと質問をまと

めてされても、回答する側も会場の参加者も覚えきれません。質問は１つずつするのがいいです。 

5) お礼の言葉は不要 

質問の最初に「今日は大変参考なるお話をありがとうございました、私が学生時代にはとてもこ

んなことはできませんでした。みなさん本当に優秀だと思います」など、お礼の言葉を述べる人がい

ます。これも時間の無駄です。会場にいる人は全員そのことをわかっています。省略するのがいい

です。運営側が最初にお礼等は省略くださいと言っておくのがよいです。 

6) 質問は短く 

ほとんど質問は簡潔に言えば、５秒程度で言えます。一方、自分の考えを整理しながら長くしゃ

べる人がいます。それは良くありません。簡潔に聞きたいことを聞くのがよいです。 

7) 回答に納得せず、突っ込む 

質問に対して十分な回答がないときも「よくわかりました」と引き下がってしまう人がいます。それ

では質問をしている意味がありません。「なぜそうなのですか、こういうことはありませか」と突っ込む

のがよいです。突っ込みも質問と同様、短くするのがよいです。短い質問、回答、短い突っ込みを

繰り返して、自分も回答者も会場の参加者も理解が深まるようにするのが理想です。 
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 [コラム] 初年度には教えていて今は教えていないこと 

この講座の初年度の様子は『理系人間のための経営戦略入門』（実業之日本社）という書籍にま

とめました。現在の講座の内容はかなり変わっています。当時の講座でやっていて、今は外れてい

る内容について、なぜ、必要と考えて、なぜ、必要なのに講座からはずしたのかを説明しておきま

す。 

<<時価総額>> 

初年度は、最初の講義で企業の時価総額の話をしました。理由は、事業は価値を生むためにや

っていて、事業の価値は時価総額として計られることを知ってもらうためでした。 

上場企業２社を選んで、その会社の現在の株価に株式数を掛けたものを「実時価総額」と教えま

した。そして、それぞれの会社の今年の純利益額でその「実時価総額」を割ってもらいました。 

財務論を正確に教えると、純利益ではなく営業キャッシュフローやフリーキャッシュフローなどを

使うべきですが、純利益を近似値として使ってもらいました。 

割ってみて、１０倍なら、その純利益が１０年は続くだろうと世間が思っているということ、２０倍なら

２０年は続くだろうと世間が思っているだろうと思っているということです。 

これも財務論で正確に言うと、来年のお金の価値は同額でもいま手元にあるものよりは低いとい

うことを勘案して、将来の額は現在時点の価値に割り引いて積算するということをしなければなりま

せん。この点も省略しました。当時、講座では、時価総額という世の中から事業が認められた価値

が大きくなることを目指しましょうとだけ教えました。 

もう１つ、「理論（仮想）時価総額」として、利益がマイナスでも大きな時価総額になることがあるこ

とを教えました。現在は利益が出ていなくても、投資家を説得することで将来の成長を担保にして

高い株価を実現できることを伝えたかったからです。 

現在教えていないのは、講座を受講してすぐ上場を目指す起業をする人はほとんどいないから

です。投資に関する意思決定の考え方として、企業の価値について話しました。 

<<資金調達>>  ――借入と株式発行―― 

初年度の講座では、事業に必要な資金を銀行などから借りてまかなうのか、株式を発行してまか

なうのか、についても扱いました。 

借りたお金は返さなくてはなりません。つまり返済の負担が重いということです。これに対して、株

式を発行すると基本的には返す必要がなくなります。ただし、株式を発行すると、株式を持っている

人に経営権を取られてしまうので、経営の自由度は低くなります。お金を借りた場合は返す責任が

ある一方、経営権をとられてしまうことはありません。 
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資金調達に関しては資金の集め方で痛し痒しがあることを伝えました。当時はこの講座を受けた

人はすぐに起業するだろうと想定していたので資金の集め方について教えておく必要があると考え

たからです。 

<<Apple, Incの資金調達の経過>> 

示唆が多いので紹介しておきます。 

1974 年 スティーブ・ジョブス氏（以下ジョブス）はアタリ社の技術者だった。 

     スティーブ・ウォズニアック氏（以下ウォズ）は HP社で技術者だった。 

     二人がカリフォルニアのコンピューター自作サークルで知り合う。 

1975年 ウォズが当時流行のコンピューター自作キットを真似てデスクトップコンビューターを

試作。ジョブスが売れると見込む。 

1976年 ジョブスは自家用車を売却し 1500 ドルを投資 

     ウォズはプログラム電卓を売却して 250 ドルを投資 

     ロン・ウェインが会社の株式１０％の取得を条件に参加するがすぐに脱退。 

     この時の見込み顧客はコンピューターショップオーナーのポール・ティレル。 

ウォズが試作したデスクトップコンピューターを 50台買い取るという約束がされジョブスとウォズ

が投資した自己資金で部品を購入して製作した。 

     ジョブスの元上司の紹介で富豪のマイク・マークラから 92,000 ドルの出資得る。 

1977年 １月に会社を法人化 

 

＊学び 

・資金調達なしで、２年近く自費で試作をしていた。 

・最初は家財を売り払って資金を集めた。 

・最初の大きな投資はお金持ちから得た。 

・この段階に来て初めて会社を設立した。 

 

借り入れと出資の違いを知っておくことはとても大事なことです。その上で、最初は自己資金

で始めるのが順当で、運がよければ極初期の段階ではお金持ちから株式発行と引き換えに

援助をしてもらうのがありがたいです。 

 

<<交渉術>> 

初年度から数年間は、交渉についての講義を行なっていました。事業をしていくと交渉の連続で

す。そして交渉の結果は契約としてまとめられます。講座では契約をまとめていく過程を通して交

渉について学びました。 

具体的には、交渉相手と話し合う前に秘密保持契約を結ばなくてはならない状況を題材に契約
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と交渉を演習しました。こちらがまとめたい条件は相手がまとめたい条件と全く違っていることが交

渉の一般的状況です。こちらの条件を満たしながらどういう条件なら相手が秘密保持契約を結んで

くれるのかを体験するものでした。 

日本人同士の場合、こちらが相手のことを考えたことがそれほど相手が考えていることと違わな

いこともあるのですが、海外の人と交渉する場合は全く考えていることが違うのが普通です。受講生

には世界に羽ばたくビジネスを考えてもらいたいので、交渉についても学んで欲しかったのです。 

交渉術については現在は講座では教えていません。理由は、交渉の技巧に心を奪われてしまう

受講生が多いので、交渉については別の機会に学んでもらうのがよいだろうと考えたからです。 

秘密保持契約は、現在も講座参加者にこの講座への参加の条件として残っています。 

 

講座にとっては、受講生がお客さんです。我々も受講生の声を聴くことで、講座を進化させなが

ら続けているのです。 
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第8章 本当に必要なこと 

○ 自分から進んで何かをする人になるために 

学生はインプットばかりさせられます。アウトプットはせいぜい試験があるくらいです。しかし、世

の中に出るとアウトプットしか見てもらえません。この違いはとても大きいにもかかわらず、アウトプッ

トの仕方については教えてもらう機会はほとんどありません。実は社会人になってもほとんどの人は

この転換を乗り越える機会にめぐり会えません。 

米国では、学校時代から相手に伝えること（≒アウトプットすること）をしつこく求められます。必ず

しも米国式のやり方が良いわけでもありません。米国式の教育を受けると自己主張が強く自分の得

になることしかしなくなる傾向が出てきます。日本式の教育を受けた人はあまり自己主張をしない反

面、協調性が高いという良さもあります。目指すは、協調性が高くアウトプットできる人間です。 

アウトプットすることを知らない多くの学生達は、講座に来て、最初、学校のようにたくさんのこと

を覚えさせられることを期待しています。そのため、講座が「あれをやれ、これをやれ」と指示をしな

いことにストレスを感じて、「講座が分かりにくい」と不満を漏らします。 

この講座では何かを覚えることは極力少なくしています。反対に、「自分が何をしたいのかを言

え」と問われます。ほとんど学生達は自分がやりたいことを言うのが苦手です。考えたこともない受

講生もかなりいます。 

講座を受講しに来るくらいですから、何かをやりたいという意欲はみんな持っています。しかしそ

れが何なのかを言うことができません。講座ではこの訓練からはじめます。講座はプレゼンテーショ

ン（発表）の講義から始めて、毎回発表をしてもらいます。発表するだけで、アウトプットできる人間

になるわけではないですが、発表することへの抵抗感をすくなくすることが第一歩となります。 

続いて、自分達のチームの事業案を決めてもらいます。この過程で、何もないところから何かを

アウトプットすることを求められます。ここで、なかなかアウトプットが出ないことを経験してもらいます。

そして、アウトプットをするにはインプットが必要なことをもう一度認識してもらいます。それも、本で

読む知識ではなく、こころを動かされるような人との出会いが必要であることを体験してもらいます。

これがインタビューです。 

この過程で少しずつ、アウトプットすることが普通のことになっていきます。 

○ 遅刻――遅刻しない覚悟からすべてが始まる―― 

その人がもっている可能性は遅刻に対する態度でほとんどわかるといってもいいくらいです。遅

刻してしまうのは、自分がやらなくてはならないことに優先順位をつける能力がなく、将来を予測す

る能力もないからです。反対に言えば、ものごとに優先順位をつけられて、将来を予測できるなら
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たいていのことはうまくやることができます。 

たかが遅刻ですが、遅刻ですべてがわかってしまうのです。もちろん、遅刻したくらいですべてを

失うことはありません。遅刻は過去に成し遂げたことを失う罪なのではなく、将来成し遂げることがで

きないことの証なだけです。 

遅刻に対する態度は基本時に一人ひとりに固有のものです。ですから、残酷なようですが、遅刻

に対する態度を見るだけで、その人が成し遂げる人なのか成し遂げられない人なのかが分かって

しまいます。 

講座では遅刻をしてはいけないとはいいません。むしろ、危険を冒して遅刻しないようなことはす

るなと伝えています。たかが遅刻のために電車の扉にはさまったり、階段から落ちたりして怪我をし

たらばかばかしいからです。急に自分の体調が悪くなることもありますし、まわりに体調が悪くなった

人がいたらみてあげなくてはなりません。講座では、遅刻することを連絡してくださいと伝えていま

す。 

連絡なく遅刻や欠席する人もいます。講座としては何も困りません。本人がそれでいいのかだけ

のことです。 

遅刻する人が遅刻しない人に変わるには覚悟が必要です。覚悟を決めるということは自分で選

ぶということです。遅刻しないためには自分で「遅刻しない」と決めるしかないのです。そして、この

「自分で決める」ことがことをなすのに決定的に重要なことなのです。 

講座の中では、言葉どおりの遅刻だけでなく、やらなければならないことを約束の期日までにや

れないこともしばしば起こります。たとえば、この日まで事業案のテーマを決めてくださいと、言って

も期日を過ぎてしまうチームが多いです。期日を守るためには、その日までにやらなくてはならない

ことを期日から逆算して、スケジュールを立てましょうと伝えても、そういう行動を取れるチームは非

常にわずかです。原因は遅刻をしてしまうのと全く同じです。期日までに絶対決めるという覚悟と、

それを守るために必要になる将来の計画がないのです。 

この講座自体が、覚悟を決め、計画を立てる能力の訓練を目指していると言ってもよいくらいで

す。それができないうちに事業計画についての知識だけ増やしても意味があることではありません。

事業計画というのは形式であって、形式を役に立つものにするには覚悟が必要なのです。 

○ ルール・ブレイク 

自分がルールだと思っていることは実は自分が勝手に思っているだけで絶対に守らなければな

らないものではないことがしばしばです。もちろん法律に触れることをしてはいけませんし、倫理に

反することもしてはいけません。そういうことは極まれなことで、もっと普通のことで、なぜか囚われて

しまっているルールがたくさんあります。いまやられていることに「なぜそうしているのだろう」「もっと
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簡単にできるじゃないか」と感じることが事業の始まりなのです。 

この講座ではいくつかの会社から課題をもらいます。その課題を各チームが考えて、会社の社

長に提案することにしています。このとき、どのチームも一生懸命考えます。しかし、なぜ、社長が

考えている答えを聞いてみないのでしょうか。その課題について一番真剣に考えているのは社長

のはずなので、インタビューしてみたら一番効率よくたくさんの良質な情報を得られるのではないで

しょうか。聞いてみたら「皆さんで考えてください」といわれるかもしれません。でも言われるかどうか

は聞いてみないと分かりません。講座で言うルール・ブレイクとはこういうことです。 

他にもあります。 

・チームの中でテーマが決まらないとき、チームの中で決めることを止めて講座の関係者の誰

かに決めてもらってはなぜいけないのでしょうか。 

・最終発表会に優勝したいとき、なぜ、審査員にどういう発表なら優勝できるか聞かないのでし

ょうか。賄賂を渡すのはやりすぎとしても、あるいは投資効率が悪いとしても、誰が審査員か

を聞きだして、事前に聞いてみることが禁止されているとは限りません。 

・事業計画を自分達で考え出すのではなく、世の中にある会社が実際にやりかけている事業

の計画をもってきてはどうしていけないのでしょうか。 

 

自分達で思いつくこと、自分達だけでやり遂げることを目的とすれば、課題の出題者や審査員、

すでにその段階を乗り越えている人たちから答えをもらってしまうのは目指すことではないでしょう。

しかし、目的が違う場合、たとえば、社長からの課題の先に社長が考えていることを知りたい、審査

員の判断基準を深く知りたい、できている事業計画をどうやって実現するかを知りたい、ということ

であれば、目指してもいいはずです。社長なり審査員なりに聞いてみないうちから自分達で「それ

はダメだろう」と選択肢からはずさないことです。ダメだといわれるところからスタートなのです。 

社会を進歩させ新たな価値を生み出すには、現在行なわれていることが本当に理由があってな

されていることなのかを検証してみる必要があります。課題そのものを捉え直す発想がルール・ブレ

イキングです。世の中は絶えず変化しているので、少し前まで当然だったことが当然でなくなること

がしばしば起こります。この感覚を講座の中で訓練して欲しいと考えています。 

ルール・ブレイクの方針は、 

・正しいことをする 

・いまのやり方を一番いいやり方と決め付けない 

・選択肢はダメだと言われるところまで広げる 

です。 
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○ 建設的批判 

チームの中では言いたいんだけど言えないというもやもやした状況がよく起こります。毎週の課

題にしても、最終の事業計画に関しても、ぜんぜん進んでいないのにそれを言い出せない雰囲気

になってしまうのです。表面的に「いいチームだ、いいチーム」だと言い合っていて、誰も本気でや

っていなのにそれを言いだせないのです。それを言ったら自分がやらなきゃいけなくなる、それは

ちょっときついし、それは自分だけ損だ、そうみんなが口には出さずに思っているのです。 

ここで必要なのが建設的な批判です。チームはこれでいいのか、自分達のやっていることはこれ

でいいのか、ということを言わなくてはならないのです。 

議論をしていて、時間が限られている中、話がまとまりそうになってきたら、「そんなわけない」と思

いながらも言わずに済ませてしまうこともあります。ここで言ったらまた、やり直しになってしまうと思う

からです。まわりは、これで決めてしまおうよという顔をしている。ここで言ったら自分だけみんなに

従わない空気読めない奴になってしまう。 

日本人は、場の雰囲気や協調性をとても尊重します。ただそれが、表面的な合意に行き着くこと

が多いのは弱みです。表面的な合意は何の価値もありません。協調しつつ、言わなくてはならない

ことは言わなくてはなりません。自分がカッコつけるわけでもなく、誰を傷つけるわけでもなく言わな

くてはなりません。 

時間切れ間際では手遅れです。間に合ううちに言わなくてはなりません。ですから、議論してい

る時の時間感覚はとても大事です。たくさんの意見を言って議論を発散させてはいけないし、表面

的な合意に向かってしまわないように、本音の意見を早い段階で言わなくてはなりません。 

そして、時間切れが迫っていても、やはり、言わなくてはならないことは言わなくてはなりません。

今日を表面的な合意で乗り切っても、結局、さらに時間が押し迫った中で決定は覆されることにな

るからです。 

チームで、最初に建設的な批判について約束を作っておくこともよいでしょう。時間がなくなった

とき、みんなが疲れて表面的に合意しようと思っているときでも、建設的批判はしてよい、という約束

をしておくのです。建設的批判カードというのをつくっておいてもいいかもしれません。建設的な批

判はとても大事なことです。 

○ くやしい、納得いかない、が出発点 

「この野郎！」と思うことが、普通ではできないことをやり遂げていく原点です。人が何に腹が立つ

かといって、がんばっている人が認められないことではないかと思います。自分自身も同じ境遇に
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あって、周りの人までもが理不尽に扱われているとき、人は本当に力が出るのではないでしょうか。 

研究室で、自分の雑用ばかり研究員に押し付ける教授、偉い人の言うことばかり気にして自分は

仕事もせず部下に押し付けてばかりの上司、横柄でやる気のない役所の窓口、こういうやつらに腹

が立つことが何かを成し遂げていくエネルギーになります。 

怒った力で「大きな声」で叫んだからといって何も変わりません。変えるには、変えるための方法

があります。冷静に、深く考え、しつこく考え尽くす、相手を理屈で負かしていかなくては何も変えら

れません。冷静に、深く考え、しつこく考え尽くすことは、学習できます。それをこの講座を通して伝

えたいと思っています。事業計画というものは面白いもので、考えつくされた事業計画であれば、な

かなか反論できません。皆さんには研究室も、会社も、日本の社会も変えてもらいたいと思ってい

ます。この講座についてこれた人なら、きっとできるはずです。 

一方「この野郎！」と思うエネルギーは人の本性であって教えられません。もっと「この野郎！」と

思ってほしいです。講座を提供している私や、講師や、TAはいってみればダース・ベーダーです。

私達を倒して新しい世界を作ってみてください。 
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第9章 補論 ティーチングアシスタントの役割 

○ 先生と生徒の中間 

私たちの講座の特徴の一つにティーチングアシスタント（以下 TA）という役割があります。受講生

のチーム 5～6人に 3 人のアドバイザーがつく仕組みです。企業でも最近はメンターというアドバイ

ザーを設定することがあります。上司と部下、先生と生徒では話がしにくい面があるので、その中間

にメンターや TAを置くものです。相談しやすいお兄さん、お姉さんのような役割です。 

3 人については以下の構成がよいと考えています。 

・知識の提供者（中小企業診断士やMBAホルダーなど） 

・年が近い少し先輩の社会人（世の中のこともわかっていて身近な先輩） 

・過去の受講生（受講生の状況を理解できる人） 

 

TA は、当初は「講座に参加したい」という社会人の参加資格として始めたものです。それが、受

講生から「チームに社会人がいることがとても良かった」という感想をたくさんもらい、アドバイザーと

しての役割を整理して毎年設置するようになりました。 

○ TAの役割 

TA の役割は以下のとおりです。 

・受講生に“気付き”を与える 

・チームの状態を他のチームの TA と共有する（講座の運営上大事です） 

・チームが落ち込んだときに浮上のきっかけを作る 

 

何もしなくても良いのがTAにとってのベストな状態です。実際にはチームはなかなか機能しない

ので、サポートが必要になります。それをあたかもサポートしているようにやってしまうと受講生が自

分たちでやっている気がしなくなってしまいます。気付かれないようにアドバイスするのが TA の役

割です。 

受講生のチームが５つあるとすると 15 人の TAが必要になります。TAの存在が役に立つことは分

かったとしてもそれだけ集めるのはとても大変です。各チームに 1名いるだけでも効果はありますが、

TAが少ないと、TAへの負担が重くなってしまう、アドバイスが偏ってしまう、などが難点となります。 

TAをやることは、知識や意欲がない状態の人をどう導くかの訓練になり、TAをやる側にも大きな

学びがあります（TA としてやるより自分でやる方が何倍も簡単だからです）。 

講座で、TA 全員に配布し説明している TAの役割、仕事についての解説（TA マニュアル）を紹
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介します。 

TAマニュアル 

TA とは Teaching Assistant の略です。ここで解説する TAの仕事は、アントレプレナーシップ論

に TA として参加する際のものです。 

◇楽しんでください 

まず、楽しんでください。ボランティアですから、楽しくないと続かなくなります。学生にとっても

TA にとっても拘束時間が長くなると負担が重くなります。一生懸命やるから達成感があるのですが、

負担と達成感とをうまくバランスさせてあげてください。 

◇基本 

受講生のチームを２、３人の TA チームが担当します。講座の中での課題やビジネスプランの発

表は基本的に受講生がやります。 

TAの仕事は、受講生に気づきを与えることです（これが難しい！）。気づきの与え方について

は以下を参考にしてみてください。 

1) ほったらかしでも受講生は進めない（泳げない）ので１歩１歩進める小さなステップを示して

あげられると良い 

2) 気持ち（あるいはマインド、取り組み姿勢）を伝えても相手に伝わらないので、具体的にここ

が間違っていないか、なぜなら、こうだから、伝えるのが良い。 

3) どこまで教えるといいかについては、TA同士で相談してみてください。 

 

◇傾向として 

受講生チームによく起こることは、 

1) チームとして機能しない 

2) 課題への取りかかりが遅い 

3) 講座の内容が理解できていない 

4) 大きな課題をやり終えたあと燃え尽き気味になることがある 

 

3)よりも、これまでの経験では、1)と 2)の方が重要となっています。これを、TAがリーダーシップを

発揮するのではなく、気づきや動機付けをしていただいて、チームの生産性と学習効果を高めてく

ださい。 

3)に関しては、知識を提供することはマイナス効果になります。気づきや自分で調べる動機付け

をしてあげて下さい。また、経営学の用語の定義を覚えることではなく日常の出来事を上手にこな

していくやり方の中に事の本質があることを気づかせて下さい。 
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特に、最初の課題の時の立ち上がりがよくないことが多いのでうまく盛り上げて下さい。また、最

後のビジネスプランの発表への、取り掛かりが遅くなりがちです。 

◇一般的な仕事 

一般的な仕事は下記です。 

1) 教えすぎない 

例年、教えすぎてしまってチーム運営にマイナスの影響を与えてしまうことが起こります。教えず

にどうやってコミュニケーションするかは難しいことなのですが、見守る、少ない言葉でうまく誘導す

るということを考えてください（ミーティングの時間は貴重なので、TA が話す時間は最小限にしてあ

げてください）。 

これはすごく難しいことです。学生達の議論はとても生産性が低く何か言いたくなります。しかし、

言っても変わらないので、逆効果です。どうやったら学生達がうまく機能しだすかを考えてあげてく

ださい。 

ただし、最初のうちは、TA がかなり手取り足取りしないと何もできないチームもあります。そういう

場合は TA が関与を強くしてかまいません。ただし、受講生が TA に甘えてしまわないように注意が

必要です。 

2) 気づきを与える 

受講生チームのメーリングリストに入って、動向を見守ったり気づきを与えたりする投稿をする（メ

ーリングリストを作ることさえ始めないチームもあります）。 

3) 毎週水曜日の講座に参加して授業の様子を確認する 

講義の内容を共有しないと受講生の状況をうまく捉えられません。TA のみなさんは基本的に本

業のある方なので、出席は全回でなくてかまいませんが、少なくともチームの TA のうち誰か一人は

参加できるようにして下さい。 

4) 最低限の講義内容は把握しておく 

授業の内容は TA にとっても難しいこともあります。内容を事前に全部理解しておく必要はありま

せんが、当日の講座で何が行われるかは理解しておいて下さい（資料は事前に入手出来るように

します）。 

5) 具体的な指摘をする 

受講生チームが提出する課題や事業計画にはできるだけ具体的に疑問を投げかけて下さい。

感覚的な感想よりも論理矛盾を突く指摘の方が受講生の理解の助けになります。 

6) 次回に向けての初動は最低限させる 

水曜日の講座が終わったあと、次回に向けて少なくとも初動がかかっているか受講生を見てい
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て下さい。 

7) ヒアリングに行かせる（強引にでも背中を押して） 

とくに自分たちの事業計画に関して、業界の識者にヒアリングに行くようにといってもなかなか行

かないことがあります。早く動くことが大事であることを伝えてあげてください。 

8) チームビルディングのきっかけづくりをする 

盛り上がらないチームの場合は、ミーティングや飲み会を開くことでうまく導いてあげて下さい。 

9) チームの TA同士、他チームの TA同士でできる限り情報交換をする 

多面的にまた他チームと比較してみることでチームの状況がよく見えてきます（例年、TA からこ

れが足りなかったと反省があがるので、気に掛けておいてください）。 

10) 受講生の出席状況を確認する 

出席はやる気の指標になります。出席率の悪い受講生は脱落していく傾向があります。その場

にいることの大事さを伝えてください。理由がある欠席であっても、講座を第一優先にしていないこ

との表れなので、脱落の兆候の１つと見てください。 

◇少し入り込んだ仕事 

1) 受講生から、就職相談、人生相談を受けることがあります。 

対応いただくことは必須ではありませんが、人生の先輩として誠意ある態度で接してあげてください。 

2) 受講生間の紛争を仲裁、解決しなくてはならないことがあります。 

この場合は、講師、他の TA と相談していただくのがよいと思います。 

3) 作業や発表をいつも同じ受講生がやったりすることがあります。 

うまく負荷と機会が平等になるように配慮してあげて下さい。 

4) 留学生がいる場合は、よくケアしてあげて下さい。 

言葉や文化の違いだけでなく、スカラーシップや生活費で制約がある場合もあります。 

◇注意 

1) （言うまでもありませんが）セクハラ、人権問題、遵法違反などは起こさないでください。 

2) TA も複数人でやりますので、仲間割れしないようにして下さい。一緒にやれそうもないとき

はご相談下さい。 

3) 学生と食事をしに行くとご馳走してもらうのが当然と思っている学生がいます。学生だからとい

ってとくにご馳走する必要はありません。多少、社会人が多めに出すくらいがちょうどいいところだと

思います。安い所に連れて行くのがよいと思います。 
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◇難しい事例 

1) 答えを教えて欲しがる受講生がいます 

中には答えを教えてほしがる子もいます。かれらに気づきを与えるのはとても難しいです。何に

でも答えと解法があると信じきっているのです。彼らにとっては答えを教えてもらうことが正しいこと

なのです。答えは間違っていてもいいので自分で取り組むことが大切であることを気づかせてあげ

てください（こういうタイプの受講生には別枠が必要かもしません）。 

2) 適任でない人がリーダーシップをとるとチームが混乱します 

自分がリーダーでないと納得しない受講生がいます。こういうタイプも扱いが極めて難しいです。

思いつきでいろいろなことを指示してチームを混乱させることもあります。 

3) 学部の子はちょっと経験が足りなさ過ぎてきついことが多い 

学部と院生でそれほど違いがあるとは思えないのですが、実際にはかなり違いがあります。 

4) 社会人経験がある人は、出来るつもりになっていることが多い 

そういう態度なら受講してほしくないのですが、表面的には「がんばります」といって受講する人

がいます。こういうタイプは難しいことから逃げる傾向があり、扱いが難しいです。 

5) サークルなど、他の活動にかなりコミットしている受講生 

そちらに気持ちを取られてしまうので、途中でドロップしてしまうことが多い。受講生にはある程度

は講座に集中できる環境が必要です。そういう環境にできない受講生は早期に退会してもらうのが

いいです。 

6) TAはなんでもしてくれる人と思ってしまう人がいます 

そういうアプローチでは物事はうまくいかないことを教えてあげたいですが、非常に根深い人間

の性格に起因することで、なかなか、よい手がありません。そういう受講生は、TA の支援が足りない、

支援の仕方が悪いという風評を流しがちで、その面でもやっかいです。 

7) メールやり取りを知らない受講生もいます 

中には大量のメールのやりとりを経験したことがない受講生もいます。 

－即レスが基本であることを教える。 

－あまり長く書かない方が良いことを伝える（読む方が大変なので）。 

－考えをまとめる力をつけさせる。 

（この力をつけることが大事なのですが別のトレーニングが必要） 

－フォルダー振り分けや、流し読みを教えてあげてください。 
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TAをお願いしたい人 

どんな人に TAになってもらうかはとても重要なことです。私も毎年誰に TAをお願いするかに

はとても悩みます。知識や専門性ももちろん大事ですが、若い人たちに影響を及ぼすわけで

すから、人格的な成熟度が重要です。 

受講生は次の年 TAをやるといい 

また、私は、講座を受講した後に TAをやることで講座の全体が理解できると考えています。受

講するだけでは、見えてこない面が多いからです。例えば「どこまで教えるべきか」という点で

す。手取り足取り教えることが受講生にとって必ずしもメリットがあるわけではありません。受講

生が主体的に考えて行動してもらう部分を残して教えることも必要になります。受講しただけで

は分からない講座運営側の意図もいろいろあり、受講生には次年度以降の TAをやることを薦

めています。 

TAをお願いしたい人 

・プロフェッショナルとして活躍している人、将来活躍しそうな人 

（プロとしてやっていける人は、人格的にもバランスが取れている人が多いです） 

・前向きでかつ冷静な人 

（精神論だけですべて解決しようとする人はお願いしないようにしています） 

・約束を守る人 

（どんなに専門性があっても約束を守れない人は受講生に会わせたくありません） 

 

TAをお願いできない人 

・教えたがりの人 

（教えたがりの人は受講生の学習意欲、学習機会にマイナスなので頼めません） 

・人格的に問題がある人 

（協調性がなかったりハラスメントを起こしたりする人には頼めません） 

・論理性がない人 

（アドバイザーの基本的な素養として論理的に考えられることは必要です） 

 

○ 社会人がもっと教育にかかわるべき 

受講生にとって身近に社会人がいることは大変価値あることのようです。日本の大学には 5000

近い学生向けのビジネス教育の講座があるそうです。しかし、そのほとんどはビジネスの経験がな

い人によって行われています。ビジネス教育に関しては、実際にビジネスをやっている人がアドバ

イザーとして、できるだけ多くの講座にかかわるのが良いと思います。 

教えることからの学びは本当に大きいです。教えることで自分がわかったつもりになっていたこと
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がいかにあやふやだったかを知ることができます。教えるために考えを整理することで初めて自分

がわかっていないことに気付くことができます。また、教えすぎるとうまく教えることができません。教

えることはどうしたら相手に伝わって、相手が行動を変えてくれるかを考えなくてはなりません。教え

ることは相手の考えを変えるにはどうすればよいかを知る訓練なのです。TA をやることは、自分の

成長にとっても役に立つことなのです。 

講座はたくさんの TA に少しずつ時間と労力を提供してもらうことで成り立っています。卒業生が

TA になり TA が講師になり、講師が社会で活躍していくつながりが講座の全体像です。これは、あ

るべき社会の全体像でもあります。本書を読まれた方が、自分の周りで講座を始め、受講生、TA、

講師が脈々とつながっていくことを期待しています。 
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