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務の中でコンサルティングのニーズを拾い上げる

ご

挨

拶

のがコンサルティングにつなげる重要な第一歩で
ある。企業が抱える経営課題を的確に把握し、そ

理事長

長友

太

れを解決するための適切なコンサルティング商品
を提案できれば中小企業にとっても大きな貢献で
ある。その一助になれば幸いである。

今日、診断協会には、「診断」から「治療」へと
新たなサービスが求められている。そして、求め
られるサービスには、「多様性」「複雑化」「大規

（目次）

模化」などの課題が山積している状況である。つ

１．コンサルティングとは？

まり「個」のプロアクトアウトでは無く、「集」の

2． コンサルティングの流れ

ものとなっている。そのため、新たな事業スタイ

3． 主なコンサルティングニーズ

ル、イノベーション構築が求められている。

4．経営（全社）戦略と機能別戦略の関係
5．事業計画作成の効果

この中にあって、中小企業診断士としての役割
は、年を重ねるごとに重要になっている。我々診

6．すぐにコンサルティング受注ができる案件

断士は、この変革に対応出来るような「知力」「体

7．コンサルティング受注のポイント

力」等を鍛えることが大事である。

8．確実にクロージングを行うには？
9．最後に
※続き（本編）は別添資料に記載しております。

会員からの寄稿

診断士のための

「中小企業の業績を上げる

民民コンサル受注マニュアル（入門編）
馬場

色彩（カラー）マーケティング」

拓

山元

（狙い）

理

1. はじめに

このマニュアルの狙いは、中小企業がどのよう

私が中小企業経営における色彩の重要性に気づ

な課題を抱え、それがどのようなコンサルティン

いたのは約 10 年前。実家の衣料品百貨店での体

グニーズに結びつくのかを明示化したもので、こ

験によるものです。婦人服の販売がメイン事業で

れはその入門編である。独立診断士が日ごろの業

したが、自分が男性であることから婦人服の着心
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地までは分からない、色彩であれば客観的に似合
3. 視覚情報の重要性とカラーの本質

うコーディネートをお薦めできるのではないかと
考え学習を開始しました。色彩の基本と応用を学
び、売場のディスプレイや品揃え、POP のカラー

ヒトは 5 感を使って外部情報を収集しますが、

を変化させることで前年対比売上が 17%増加。ま

5 感のうち視覚情報が 87％、聴覚 7％、触覚 3％、

た約 2,000 名の顧客名簿を年齢別、住居地域 別、

嗅覚 2％、味覚 1％であるといわれます。

購買シェア別に分類しそれぞれの顧客特性に合わ
せた DM を送付したところ、回収率（店頭 購買率）
が年間平均 7 ポイント上昇しました。色彩心理を
フルに活用した DM 効果です。
このような現場での実践経験を踏まえ、色彩は
五感に直接訴えかけ業績を上げる要素としてもっ
と中小企業の戦略的マーケティングに応用できる
のではないかという発想を得ました。
さらに視覚分野では、存在感→色彩感→フォル
2. 企業経営に色彩活用が必要な理由

ム（形）感→素材感という順番で認知が進むこと

国内における商品やサービスのライフサイクル

から色彩は情報量が多く真っ先に認識される特性

は短命化し、生活者の選択眼は飛躍的に肥えて厳

を持ちます。

しくなっています。そのような中、経営に色彩活
用が必要な理由は下記の 3 つであると考えます。
①

下記の図表は、ヒトの購買が何を判断軸になされ

商品・サービスの購入決定権を持つのは圧

ているのかのアメリカにおける調査結果です。

倒的に女性であり、女性は色彩に敏感であること

これによると 84,7％もの人がものを買うときに

が科学的に証明されている（視細胞のうち色彩を

色彩を第 1 の理由としており、62〜90％の人は色

見分ける錐体細胞が発達している）

彩のみの判断に基づいていて、時間もわずか 90
秒間で購買を判断している結果となっています。

②

モノ余り現象の結果、機能的消費に加え感

このことからも、色彩がいかに人の購買に大き

覚的消費が強くなっている（機能に圧倒的な差別

な影響を与えているのかが分かります。

性はなくなり、感覚選択が可能となった。感覚消
費の主役も女性である）

③

差別化、付加価値化を求める大手企業が、

体系的な色彩活用で継続的に実績を上げている
（サントリー、Francfranc、トヨタ自動車、ノエ
ビア等）

中小企業においても、購入決定権を持つ女性の色
彩特性を理解し、感覚的訴求を戦略的に高め、 色
彩活用で他社との差別化を図ることで業績を向上
させることができると考えます。
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の中にいくら彩度（鮮やかさ）の高い暖色系を配

また、本質的にカラーは「中身の状態をあらわ
すもの」です。我々は食物の熟れ具合や新鮮さを

置しても埋没して注目度は低下してしまいますし、

判別する際に表面上の色彩で判断します。ヒトの

誘目性が一番高い「黒×黄の配色」を使用して注

顔色には体調や気分という中身の状態が現れます。

目度は向上しても、 「危険な、下品な」という負

保護色を使い敵から身を守る動物や、毒などを持

のイメージを想起させてしまうことを踏まえなけ

つ危険な動植物も捕食者に対し警戒色を発し自身

ればなりません。「光沢色」は刺激性を高めるのに

の中身の状態を発信しています。

は有効ですが、ハレーション（目がチカチカする

この色彩の本質性を理解することにより、企業

こと）により集中力を弱め、購買意欲を逆に削い

のマーケティング活用においても表面的なカラー

でしまうこともあります。色彩の長所と欠点を踏

テクニック使用で早急な効果を求めるのではなく、

まえて活用する必要があります。

中身（企業や商材のコンセプト、顧客に伝えたい
想い、他社との違い等）を正確に伝達する手段の

5. 販売側のカラーテクニック例

一つとして色彩を活用する視点が何より重要で

上記のように色彩は本質性や留意点を深く理解
しつつ活用することが求められますが、販売側が

あると考えます。

使用するカラーテクニックにはいくつかのパター
ンが存在することも確かです。

4. 購買意欲を高める色彩活用の留意点

①

感覚消費マーケットでモノやサービスを購入す

多色化

るキーワードは「注目」「興奮」「刺激」の 3 要素

50 色から選べる携帯電話、24 色のランドセル、

と言われます。注目度や興奮度、刺激性を高める

10 色の長靴など、フォルム（形）を変える こと

色彩は「鮮やかな暖色系（赤・黄・橙）」「黒＋ 黄

よりもコストがかからない色彩に着目してバリエ

の配色」「 光沢色の使用」がセオリーとなります

ーションを増やし、話題性の付加と生 活者の選択

が、活用の際には注意が必要です。背景が暖色系

肢を増加させつつ、小売店の棚シェアアップを狙
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②
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⑥ らしさの演出化

カラーグループ化

多色化すると売れ筋色と死に筋色が明確化する

食の分野に有効である。青いパッケージより赤

ため、色相やトーン（色調）でグループ化するこ

や茶のパッケージのコーヒー豆が売れている、緑

とで、本当に売れるカラーグループとそれらを引

茶の中身は「くすんだ黄」だが、パッケージは鮮

き立てるグループに分類し店頭ディスプレイを組

やかな黄緑を採用したメーカーがシ ェア No.１

み立てる方法。商品によっては引立て色がないと

である。低カロリーを訴求するには赤や黄はダメ

本命色が売れない場合がある。

で白＋青、白＋緑が最適である等である。「食」に
対して生活者は保守的であり元来の配色イメージ

③

やその食品の「らしさ」を付加しないと売れない

激安訴求化

ことが多い。

色彩には価格性を訴求できる特性があり、暖色
系（赤・橙・黄）や白色は低価格を、寒色系（青

6. まとめ

緑・青・青紫）と紫系、黒色、金銀は高級感を表
現することによく使用される。「赤＋黄＋白」とい

マーケティングの定義はいろいろありますが、

う配色はバーゲンや激安というイメージが生活者

「本当のお客は誰か？を見極めた上で、売れ続け

に刷り込まれており、目立ち感 （誘目性）も高い

る仕組みをつくり仕掛け続けること」と理解して

配色である。ファストフードやディスカウンター

います。長期的業績向上を図るには、色彩は「中

が昔から多用する方法。

身の状態をあらわすもの」という本質に従い、経
営環境の３C（顧客・自社・競合）を深く分析し、

④

色彩心理や配色テクニックを応用していくスタン

嗜好の地域化

スが求められます。

南北に長い地理的要素を持つ日本は、地域によ
って年間日照時間、平均気温・湿度などが違い色

Web 通販ベストショップの分析や日本のロング

彩の「見え方」にも影響を与えている。北海道、

セラー商品 18 品の商品・パッケージ分析を行い、

東北地方は短波長である寒色系がきれいに見え、

上記以外にも配色の法則性は導き出せましたが、

九州・沖縄地方は長波長の暖色系がきれいに見え

中小企業経営にとって重要なのは「カラーコーデ

る。それらが住民の色彩嗜好に も影響し、店舗施

ィネーション」の「方法」ではなく、「カラーマー

設や看板、商品パッケージの配色に無意識に反映

ケティング」という「考え方そのもの」です。 そ

されている。

の積み重ねが企業文化（カラー）につながると考
えます。

⑤

これからも、中小企業が成長・発展するための実

テリトリー化

践的色彩活用について研究を深めていきます。

色彩は「なわばり」を主張する力がある。使用
する配色によって、男性向けなのか女性向けなの
か、大人を呼び込みたいのか子供を集めたいのか

「手拍子だけで人は動く」

を明確化することができる。テリトリー化を表現

時任

するのは色彩の「トーン」である。「トーン」とは

秀生

明度と彩度が複合した概念で「色の調子・色調」
と言い換えることができる。空間や商品の色調を

会社の仲間が青島太平洋マラソンに出る。応援

統一することにより対象顧 客を選別し、選別化さ

に行かねば。選んだ場所は残り約 15 キロ地点、
4
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宮崎南バイパス途中の本郷ランプ前。ここから先
は田園地帯に入り応援者が激減。しかも、バイパ

ほんとに不思議な体験だった。手を叩くだけで

スの先にある“KIRISHIMA サンマリンスタジア

ランナーが頑張ってくれた。俺は頑張る人が大好

ム”は良く見えるが、実際は 5 キロ以上の距離が

きだ。俺の仕事は、頑張る人と「頑張り方」を一

あり、走っても走ってもたどり着かない苦しいエ

緒に考える事。何か今日の状況は仕事と重なるな、

リア。参加者への事前調査で、「気持ちが切れてし

と感じた。足きりギリギリのランナーは、返済緩

まう魔のエリアギリギリで応援してもらうと元気

和を繰り返している企業。経営的にも精神的にも

が出る」と聞いていたので、この場所を選んだ。

参っている経営者。ランナー達がただの手拍子で

いざその場所に立ってみた。さて・・・。いつ

頑張ってくれたのと同様に、経営者の頑張ってい

もは家族と冷やかしで応援する程度。今回は家族

る気持ちを理解して頷いてあげるだけで、勇気を

もおらず 1 人。しかも「応援エリアの最終応援者」

もらいまた走り出してくれるのではないだろうか。

と目立つポジション。前方では女子２人が「頑張

手拍子だけでこれなので、もっと踏み込んで、ド

れ、ファイト！」と黄色い声を掛けている。声を

リンク・おにぎり・冷却スプレーに相当する経営

掛けられたランナーは嬉しそうだ。さて俺は何を

資源（人・物・金・情報・時間）を提供すると、

しよう。しばらく突っ立っていた。せめてポケッ

精神的にも肉体的にも企業体力的にも回復するの

トから手は出すか、後ろで手を組んだ。何か偉そ

だろう。但し、そこまで望むかどうかは経営者の

うだな、前で手を組んだ。「監督か！」。じゃぁ女

意思と状況次第だが・・・。「経営支援と金融支援

子の様に声を出すか、知らない人に頑張れという

を行う総合支援機関」と何か偉そうな仕事をして

のは少し恥ずかしい。上から目線の気もする。そ

いるが、俺達が経営者に出来るのは、まず頑張り

んな中大勢のランナーが通り過ぎて行く。時間的

を理解する事なんだな、と改めて思った。そして、

には足きり間近のランナー。歩く人もいれば応援

一緒に考えながら状況に応じて適切な経営資源の

を背に走り出す人もいる。コスプレの若者もいれ

補給を行ってく、そういう伴走型の支援が出来れ

ば淡々と走るおばあちゃんもいる。何か出来ねぇ

ば最高だな、と思った。
もちろん伴走が望ましいが、状況によっては頑

のか俺・・・。悶々としているうちに、「他人事」
という気持が少しずつ変化していった。すると自

張りを止めることも必要だろう。今回の体験の中

然に、ほんとに自然に手を叩いていた。「パンパン

で、既に足きり確定のランナーも手拍子で走り出

パンパン」、走るのを手助けするようなリズムの手

してくれた。とてもりっぱな事だが、ドライに考

拍子。何をしゃべるでもなく、淡々とそのリズム

えれば走っても無駄。つまりこれ以上頑張っても

で叩き続けた。すると不思議な事が起こった。女

企業はよくならない。「再チャレンジの為の勇気

子でもなく格好良くもない俺の手拍子を見て、歩

ある撤退」、「法的手続きや任意整理への移行」、

いていたランナーが何人も走り出したのだ。ちょ

「経営基盤や雇用を守るための事業承継・Ｍ＆Ａ」、

っと感動した。最初は何かの間違いだろうと思っ

その事を伝えるのも俺達の仕事なのだろう。難し

たが、何度も同じ事が起こった。もちろん、歩い

いのは、頑張るのが無駄と分かっていても自分が

たままで通り過ぎるランナーや、「おっさん何や

納得するために走っている経営者への対応。そん

ってんだ」と言わんばかりの冷ややかな目で通り

な時には、外部への影響も考えて、経営者の尊厳

過ぎていくランナーもいた。しかし、ただ手を叩

を失わせずギリギリまで意図を汲んで対処する方

くだけで走り出してくれるランナーがいる。何か

法が望ましいだろう。技術や知識の支援も大事だ

快感のようなものを覚え、会社の仲間が通り過ぎ

が、然るべき時を間違えないためにも、まずは経

た後も、最終ランナーが通り過ぎるまで手拍子を

営者の事を理解して、一緒に泣いたり喜んだり出
5
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来る関係づくりが大事なのだろう。理解してから

を踏まえて、1990 年代から、国が中心となって、

理解される、いつも肝に銘じている言葉が浮かん

産学連携の推進に取り組むようになりました。
では、産学が連携して具体的には何をやるのか

できた。
手拍子だけで人は動いてくれる。偉そうな支援

というと、共同研究（企業・大学等の双方が費用

をすることばかりが支援ではない。俺たち有資格

を負担して、両者が共同で研究する）や、大学等

者はもちろんだが、県内の経営支援機関の指導員

で発明した知的財産権の産業界への使用許諾等が

や金融支援機関の担当者は、まず経営者の頑張り

中心になります。
次に、産学連携のメリットは何かというと、企

を理解して称える。それだけでも十分支援になり、
足きりで脱落していく企業は間違いなく減る。知

業にとっては、研究の成果を商品化して経済的利

らないおっさんの手拍子でも動いてくれたので、

益を得ることが主なメリットです。企業において

著名人のような実績のある人が叩けばもっと走り

は、従来は自社単独での研究開発が好まれてきま

出す人は多かっただろう。頑張ってくれる人を増

したが、現在では、商品ライフサイクルが短くな

やすためにも、もっともっと個人のネットワーク

っている（＝商品の寿命が短い。ヒット商品でも

を広げ信頼残高を積み上げなければ。僅か 1 時間

売れる期間が短くなった。）ことなどの理由から、

の応援だったが、企業を応援するヒントが見つか

自社単独で良い商品を作るのが難しくなってきて

り少し成長できた。感謝。

おり、研究開発費の費用対効果の点でも、他社や
大学等との共同研究が好まれるようになっている
ようです（詳しくは、ヘンリー・チェスブロウの

「産学連携」とは何か

『オープン・イノベーション』を参照ください。）。

前田

裕和

一方、大学等にとってのメリットについては、
1 つは、研究費を企業からもらえること、が挙げ

「産学官連携」や「産学官金連携」という言葉

られます。国立大学等の場合には国からの運営費

を耳にすることがあるかと思います。定義につい

交付金がありますが、これが削減傾向にあること

ては必ずしも明確ではないので、私なりの考えを

から、大学経営の観点からは、民間から資金を得

書いてみたいと思います。

られることには意義があります。他のメリットと
して、教育や研究が良くなる、という点も挙げら

産学官金連携のコアは、「産学連携」、すなわち、
産業界（企業等）と大学・高専等との連携です。

れますが、この点については研究者の意見が分か

官（行政）や金（金融機関）は後からくっついて

れるようです。推進する側の考え方としては、「大

きた言葉で、官や金は一言でいえば、産と学のマ

学等の中で閉鎖的に教育や研究を行うよりも、社

ッチング機能と資金的支援を期待されています。

会に開かれた状態で、産業界からの現実のニーズ

その「産学連携」についてですが、いち早く取

を踏まえて教育や研究をする方が、良い教育、良

り組んだのは米国であり、1930 年代のスタンフォ

い研究ができる」という考え方です。しかし、学

ード大学での取組みや 1970 年代のカリフォルニ

問の分野によっては必ずしもそうとは言えません

ア州立大学での取組みにおいて、大学が開発した

し、研究者には研究の自由が保障されていますの

技術を民間企業に移転することによって、米国経

で、大学等の本部側が研究者に対して、産業界と

済への貢献がありました。

の連携を強制してはいけません。したがって、「産
学連携を行うことが良い教育・研究につながる、

日本においては、大学・高専等（以下「大学等」
と略します）の研究成果を民間企業が利用する、

と思う先生は推進してください。」というのが大学

という取組みは無かったのですが、米国の成果等

の本部の言い方となっているようです。
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着替え、カバン、風呂・洗濯グッズ、身だし

「産業界側、大学等側の双方にとって、産学連携

なみ、日用品等は多少安くなったかもしれませ

は手段であり、目的ではない。」ということです。

んが、機能的にはあまり変わっていないようで

産業界、大学等のそれぞれが期待するメリットは

す。

大きく異なることから、産学連携を行う上では、
「この案件は、産業界、大学等の双方にメリット

以上のとおり、情報収集や連絡等が容易になり、

があるか？」を常に意識してマッチングにあたる

荷物の軽量化も可能になり、ますます旅行しやす

ことが、きわめて重要です。

い時代になりました。気力と体力があるうちに、

産学連携に限らず、マッチングの支援において、

これからも旅行に行きたいと思います。皆さんも

「双方にメリットがあるか？」という視点は不可

旅行に行かれて、お話を聞かせていただけるとあ

欠です。私は産学連携に関わるようになって、最

りがたいです。

も勉強になったのはこの視点であるように思いま
す。

「旅行で感じたここ 15 年の進歩について」
汐川

吾郎

昨年、フランス、オランダ、ベルギーに旅行に
行きました。もちろん旅行自体も楽しかったので
すが、16 年前のオーストラリア、ニュージーラン
ド旅行と比べて、進歩を実感しました。いくつか
気付いた点を以下に述べてみたいと思います。細
かい点は別表のとおりです。

１

インターネット最高
インターネットが一般的になったことで、航
空券や宿泊先予約が容易になり、情報収集、連
絡が容易になりました。

２

スマートフォンも最高
電話のみならず、インターネット、カメラ、
携帯音楽プレーヤー、ライン、ガイドブック、
電子書籍端末、目覚まし時計、万歩計、ＧＰＳ
ナビ、スケジュール帳、電卓等として大活躍で
す。どの電圧でも対応可能なので、変圧器は不
要です。
エッフェル塔です。パリでは建物の高さに制限

３

があるからか、非常に目立ち、どこからでもはっ

あまり変わらないものも
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ＧＰＳナビも利
用可
ネットで情報収
集可
着替え、 ほとんど変化なし、多少安くなったか
カバン、 も
風呂・洗
濯グッ
ズ、身だ
しなみ、
日用品

きり見えました。
長期旅行の比較
航空券

宿泊先
予約

現金・ク
レジッ
トカー
ド

通信手
段

インタ
ーネッ
ト

携帯

カメラ

携帯音
楽プレ
ーヤー

書籍

地図、ガ
イド

1998 年の旅行
旅行代理店で予
約、自分で比較は
できない
航空券必携
予約はせず、ガイ
ドブック等を頼り
に実際に行って交
渉後宿泊、比較不
可、夜遅い時は不
安だった
ＩＣチップなし
覚えていないが利
用範囲は今ほどで
はなかった気がす
る
はがき、電話
e-mail はまだ一般
的でなかった
自分が連絡を受け
ることは困難
即時的な連絡は難
しい
図書館等で 15 分
単位で利用できた
が、速度も遅く、
一般的でなかった

持ってなかった
海外では使えず
フィルムが必要で
かさばるため、持
っていかなかった
日本が懐かしく、
ＣＤプレーヤーと
ＣＤを持っていっ
た
非常にかさばった
日本の本を持って
いったが、重く、
かさばり、新しい
本を手に入れるの
は難しかった
日本から持ってい
ったガイドブック

み や ざ き
が頼り

2014 年の旅行
ネットで予約、
比較可
航空券はどこで
もプリンターで
印刷可
ネットで予約、
比較可

クレジットカー
ドにＩＣチップ
が付き、どこで
も利用できるキ
ャッシングもど
こでも可
e-mail、ライン、
facebook 等即時
的に双方向で連
絡可

「一番おもしろかったアルバイト」
井手口

峻

平成２５年登録の井手口峻です。現在、県庁の
金融対策室に所属しておりまして、中小企業が連
携して実施する事業に貸付を行う高度化資金や中
小企業の再生支援に関することなどを担当してお
ります。中小企業診断士の皆様には、日頃から大
変お世話になっております。

ホテル、駅等で
は wifi が無料で
利用可
1 日 1,000 円程度
払えば、現地通
信会社の電波も
利用可
スマートフォン
では無料通話も
可
スマートフォン
に内蔵、容量は
ほぼ無制限
スマートフォン
に内蔵、容量は
ほぼ無制限

今回、何を書こうかと悩んだのですが、大学在
学時の東京でのアルバイトの中で、一番おもしろ
かった仕事について書こうと思います。
東京ではアルバイトをいろいろしていて、イベ
ント警備の仕事などもおもしろかったのですが、
一番印象に残っているのは東京駅の新幹線ホーム
での弁当販売の仕事です。コンビニの４分の１ぐ
らいの店舗で、弁当を中心に、サンドイッチ、飲
み物、つまみ等を売っていました。
新幹線ホームの店舗は、３０～４０分に１回の
新幹線出発前１０分が勝負！と言うより、他の時
間はほとんどお客さんがいません。出発前にお客

タブレットに内
蔵、容量はほぼ
無制限、新しい
本も購入可

さんが集中するので、小さな店舗を飛び出し、店
舗の外まで長蛇の列です。清算前の弁当を持った
人が店舗の外で並んでいるなんて、治安がいい日
本ならではでしょうか？

電子書籍のガイ
ドブック

とにかくピーク時間は早くさばかいていかない
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そこで、1 人のお客さんに弁当、

丸投げという手段もありますが、この手段は運転

おつりを渡し終える時間を１秒でも短くすること

資金に限りがあるので取れません。入力を効率化

が最重要課題でした。

できれば、その時間を別の仕事に充てることがで

といけない！

そのために、基本スキル（？）の向上に努める

きます。この５ヶ月間は入力方法の効率化に試行

のはもちろんですが、スタッフ間で話し合い、袋

錯誤してきました。結論は、エクセルに入力し、

に入れる割り箸の箱を取りやすい場所につり下げ

ＣＳＶ形式で保存し、そのＣＳＶファイルを会計

てみたり、レジ回りの配置を微調整してみたり、

ソフトに取り込むというもの。どのような項目を

袋の広げ方を変えてみたりと、いろいろと試して

設定するかは、操作マニュアに掲載されています。

いました。「カイゼン」弁当販売店バージョンでし

エクセルの入力の元は、ネットバンキングの入出

ょうか。１秒１秒短くすることを目指して、スタ

金明細、クレジットカード使用履歴、電子マネー

ッフで話し合い、工夫していくのはおもしろく、

の使用履歴などで、これをコピーアンドペースト

いい経験になりました。

すれば、数字の入力ミスは防げます。ただし、ネ

ちなみに、私はこの仕事をしていた時の職業病

ットバンキングの入出金明細などは３ヶ月程しか

が抜けず、今でもスーパーの袋詰めはかなり真剣

過去に遡って取れないこともあるので注意が必要

です。

です。

県庁にいますと、中小企業の方とは間接的に関
わることが多く、直接、話を聞く機会は限られて
います。懇親会等でご一緒させていただいた時に
は、中小企業支援の現場でご活躍されています皆
様の生のお話をいろいろ教えていただければと思
います。

クラウド型会計ソフトというものが、随分と安

今後ともよろしくお願いします。

価にでています。これにネットバンキングやクレ
ジットカードなどを登録すると自動的に取引デー
タを取込み、仕訳データに変換してくれます。現

「会計ソフトについて」

金取引は自ら入力をする必要があるので、現金取

村上

秀幸

引をクレジットカード取引に代えれば、さらに入
力の手間が省けるでしょう。また、年末や確定申

平成２５年１０月に中小企業診断士登録、２６

告期限に慌てないよう月次単位で入力していくこ

年８月に独立開業した村上秀幸と申します。企業

とも重要と実感しているところです。早めに年度

診断のスタートは会社の決算書を見ることから始

損益が見込むことができれば、有効なタックス・

まると思っておりますが、そのベースは、一つ一

マネジメントもできます。

つの仕訳です。また、会員の先生の皆様は、会社
の代表者として、あるいは個人事業主として、決

「中小企業診断士の活動を通して」

算書を作成されていると思います。

金丸

開業前は、会計に関する仕事に２０数年来携わ

秀一

っていましたが、会計ソフトそのものを操作する
のは初めてで、使用履歴５ヶ月足らずです。記帳

中小企業診断士として登録し、今年で５年目の

は非常に面倒と実感しています。記帳代行業者に

節目を迎え、今年が初めての登録更新にあたりま
9

第３号

平成 27 年 4 月 1 日発行

診 断

み や ざ き

す。最近の業務内容としては、６次産業化に関す

画書作り」との関係について思うところを書かせ

る総合化事業計画の認定支援、創業・販路開拓等

て頂きます。

における補助金申請書の作成支援などを行ってい

１

ます。

モノを考える時の手順
人はモノを考える時、自分自身に質問を投げ掛

創業支援は、介護・障害者施設、飲食業、美容

けた上、最適な答えを引き出そうとするのが一般

業などの業種に携わらせていただきました。創業

的です。

支援としては、融資に関する事業計画書の作成支

「どうやったらお客さんが増えるのか？」、「従

援、創業・販路開拓等における補助金申請書の作

業員のやる気を引き出す方法はないか？」等の質

成支援です。初めて事業計画書を作成される方が
多く、最初は漠然とした事業計画でしたが、事業

問をまず自分に投げ掛けます。そして数分から数

内容の検討を重ねるごとに内容の濃い事業計画へ

日 の 時 を 経 て 、「 よ し ！

仕上がっていきました。事業者にとっては、思い

「よし！

描いていた事業内容を紙面に落とし込むことで、

った具体的な解決策が出て来ます。

チ ラ シ を ま こ う ！ 」、

従業員を営業研修に行かそう！」とい

これから行動すべき事業の整理ができたと感じて
います。

２

６次産業化は、農林漁業者が生産、加工、販売

脳は“検証する”のが苦手！？
ちなみに、この「質問を通して答えを導き出す

に取り組むことで経営の多角化を図り、農産物に
付加価値を付けることで、農林漁業者の所得向上、
新規雇用者の創出を目的としており、意欲的な事

作業」は自身の頭の中だけで行うことが多いもの
ですが（必要に迫られない限り、何かに書き込ん
だり、他人に対する説明等を行うことは少ないか

業者が多いことも特徴です。しかし、６次産業化
へ取り組むためには課題もあります。自社の農作

と思います）、その場合、大切な部分を検討し忘れ

物等を活用し、他社と差別化できる新商品の開発、

たり、思考過程の論理的な矛盾に気付かなかった

商品の販売先の確保、加工所等を整備する場合の

りする事があります。

資金調達などです。６次産業化に取り組むために

具体的には、現状分析（なぜ今こうなっている

は、時間と費用もかかりますが、公的施策を上手

のか）、目的の確認（そもそもこの問題を解決する

く活用しながら事業拡大を図ることも可能です。

理由は）、代替案の有無（それ以外の方法はないか）

６次産業化を検討することは、自社の経営ビジョ

等についての検討が漏れたり、意思決定までの思

ンを考えるよい機会でもあります。

考過程に矛盾が起きたりして不最適な答えに辿り

これからも中小企業の経営課題の解決に向けた

着いてしまうことがあります。

支援を通して、中小企業の発展に寄与していきた

この原因は、“悩み考えたこと”をモレなく、

いと考えています。

（論理的に）ズレなく検証出来る程、脳の短期記
憶容量が多くないことにあるかと思います。

「会社の今後を考える。そして事業計画書
３

を作る。」
鳥越

いい答えを導き出すためには
長い前振りになりましたが、この問題の発生防

健一

止に事業計画書作りが一役買うと私は考えていま
す。

平成２３年１０月に中小企業診断士登録し、現

事業計画書と言えば、行動管理、金銭管理とい

在は「宮崎県よろず支援拠点」でサブコーディネ

った運営管理強化機能の側面が目立ちますが、考

ーターをしております鳥越健一です。
本寄稿文においては、「モノを考え、そして決め

えた事を書き残すという部分に着目すれば、策定

る」という頭の中で行う作業（思考）と「事業計

した計画の検証機能も大きく持っていると思いま
10
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す。
計画書内の決定事項（今期の to do リスト）へ
辿り着くまでに考えた様々な事柄、具体的には「最
近どういうお客様が来なくなったのか？」「逆に
どういうお客様が増えているのか？」「それはな
ぜか？」「競合店は何を打ち出しているのか？」
「それをお客様はどう思っているのか？」等に対
する答え（仮説も含め）を残したままの事業計画
書にすれば、論理的に矛盾がないかを（事業開始
後も）適時検証出来ます（出来上がった事業計画
を確認して、「何かおかしいな」と気付いた部分は、
実際にやってみても上手くいかない事が多いもの
です）。
以上、長々と書き連ねてしまいましたが、こう
いった考えをもとに事業計画作りを進める際に役
立ちそうなフォーマットが御座いましたので、下
に URL をご紹介させて頂きます。
http://www.smrj.go.jp/keiei/090857.html
中小企業基盤整備機構様が作成したのもので、
計画書フォーマットとガイドブックがセットにな
っています。皆様のお役に立てれば幸いです。

協会からのお知らせ

＜平成 27 年度理論政策更新研修会の開催予告＞
１．日

時・・・平成 27 年 8 月 29 日（土）
13：00〜17：00

２．会

場・・・宮崎市錦町 1-10 KITEN8F 大研修室

※なお、予期せぬ自然災害等の発生時には、開催日の変
更もありますので事前にご確認ください。

＜

編集責任者

＞

長友太、山元理、鳥越健一
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会報別紙

診断士のための民民コンサル受注マニュアル（入門編）
（株）B’S コンサルティング
代表取締役 中小企業診断士 馬場 拓

（狙い）
このマニュアルの狙いは、中小企業がどのような課題を抱え、それがどのようなコンサ
ルティングニーズに結びつくのかを明示化したもので、これはその入門編である。独立診
断士が日ごろの業務の中でコンサルティングのニーズを拾い上げるのがコンサルティング
につなげる重要な第一歩である。企業が抱える経営課題を的確に把握し、それを解決する
ための適切なコンサルティング商品を提案できれば中小企業にとっても大きな貢献である。
その一助になれば幸いである。
（目次）
１．コンサルティングとは？
2． コンサルティングの流れ
3． 主なコンサルティングニーズ
4．経営（全社）戦略と機能別戦略の関係
5．事業計画作成の効果
6．すぐにコンサルティング受注ができる案件
7．コンサルティング受注のポイント
8．確実にクロージングを行うには？
9．最後に
１．コンサルティングとは？
コンサルティングとは、企業が抱える様々な課題や問題点を抽出し、適切な支援や助言
を実施することで企業の課題を取り除くことである。企業にとっての「医者」と言っても
過言ではない。ただ課題や問題点は、経営者や幹部が認識していることもあるし、認識し
ていないことも多い。それを第三者の視点で正しく認識し、伝え解決することがコンサル
ティングの重要な役割である。

1

（コンサルティングが企業にとって必要な理由）

企業は生き物であり、社会という環境の中で生きている。経営環境は変化が激しく、こ
れにより体調を壊して病気になることもある。その病気を治してあげるのがコンサルタン
トの役割であり、企業にとっては不可欠な存在である。社長は本来孤独であり、社内に相
談相手がいてもプラスのことしか話さない。自分に不利な情報は流さないのが組織の常で
ある。その面で客観的視点で外部の人間に相談に乗ってほしいと社長は常に考えている。
２．コンサルティングの流れ

2

３．主なコンサルティングニーズ

主なコンサルティングニーズは上記の通りだが、多くの場合「事業計画書作成コンサル
ティング」で提案できる。いわゆるビジネスプランであるがほとんどの中小企業は作成さ
れておらず、銀行向けの数値計画のみとなっている。ただ、厳しい経営環境を乗り越えて
いくためには内部（強み・弱み）環境と外部環境（機会・脅威の把握、そして今後の経営
戦略について考える時間を取る必要がある。その手段として「事業計画書作成コンサルテ
ィング」が有効である。
4．経営（全社）戦略と機能別戦略の関係

企業戦略は全社的な「経営戦略」と個別の「機能別戦略」に分けられる。まず経営戦略
で全社的な方針を打ち出し、個別の機能別戦略に取り組む。営業戦略や商品開発、そして
組織体制などもすべて経営戦略の方針に基づくものであり、一貫性が取れたものでなけれ
ばならない。コンサルティングとしては、この経営戦略（事業戦略ともいう）作成が一番
3

重要な仕事であり、
「事業計画書作成コンサルティング」である。事業計画書作成コンサル
ティングが取れれば、その後の機能別コンサルに継続することが容易になり、継続的な受
注が見込まれる。事業計画書作成コンサルを実施する中で機能別の経営課題が必ず出てく
る。それをさらに踏み込んで提案し、継続受注につなげるのがコンサルタントの腕の見せ
所である。
5．事業計画書作成の効果

4

（コンサルティングが提案できるかのチェックリスト）

6．すぐにコンサルティング受注ができる案件

5

（あきらめるべき案件）

7．コンサルティング受注のポイント
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8．確実にクロージングを行うには？

診断士は、営業活動が苦手が人が多い。営業は売り込みだという誤った認識があり、お
「民民でお願いしたい！」という顧客ニーズが目
金をいただくということを遠慮している。
の前にあるにも関わらず、提案・受注をすることを行わないのは、中小企業にとっても失
礼なことである。お金をいただくことは、相応のコンサルティングサービスを提供する証
であり、お客様との約束事である。クロージングはその作業である。
まず、お客様に提案してそのコンサルティングをお願いしたいという前向きな反応が出
ればすぐにコンサルティング業務契約書を作成し、捺印をいただく。契約書の詳細な内容
は省くが、業務内容・期間・金額・守秘義務などについてを明記し、1 通はお客様に渡す。
仮に契約書や提案書を作っていなくても、すぐにでもしてほしいという反応が見えれば、
「開始スケジュール」を先に決めておく。これを決めないと、社長の気が変わる可能性が
あるからである。背中を押すことも、コンサルティング受注では重要である。
９．最後に
このマニュアルは、某企業調査会社の調査員向けに作成したマニュアルを一部改訂し、
診断士協会会員向けにしたものである。大変僭越ながら 7 年間の独立診断士生活の中で、
私が経験した内容を集約したもので、公的支援ではなくあえて民民受注のことについて触
れさせていただいた。公的支援は診断士にとっては、重要な活動ステージである。しかし、
中小企業診断士が宮崎だけでなく日本経済活性化の要として活動するには、お客様からお
金を頂いてコンサルティングサービスを提供する民民受注を増やすことが必要と考える。
中小企業が貴重なお金を診断士に支払うからこそ双方が本気で経営改善に取り組むのであ
る。
民民受注及び具体的なコンサルティングの内容は、今回の中で到底入りきる量ではなく、
ほんの一部である。また次の機会でも実践編としてさらに踏み込んだ内容を書きたい。
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