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私が本書を書いた理由
わけ

私は大学生だった30年前、「卒業したら何をしようか」と悩んでいた。通っていた大学は理系で情報に関

する所だった。

「大学で学んだことを生かして仕事をしたい」と思ったことは1度もなかった。漠然と考えていたのは当時

アルバイトでやっていた家庭教師である。家庭教師と言っても、生徒の親が生徒を次々と紹介してくれて、

10数人を自宅に呼んで教えていた。「教える」ことが肌に合っていたのかもしれない。このまま学習塾にで

もしてしまおうかと思ったが、親が「“ちゃんとした会社”へ就職してほしい」と言うので、大学の先輩が

勤めていた会社へ就職した。そしてあっと言う間にサラリーマンの10年間は過ぎた。サラリーマン生活は

思った以上に快適でそれなりに充実していた。

20代後半になって急に勉強がしたくなり、仕事をしながらいくつかの資格を取った。別に資格が欲しかっ

たわけではなく、なぜか受験勉強をしてみたかった。この中の1つの中小企業診断士という資格を取った時は

「中小企業の診断か、それほど魅力的じゃないな」と思った。

この時、すでに独立している1人のコンサルタントと知り合った。彼の第一印象は「この人一体どうやって

食っているんだろう」だった。彼が私に「セミナーの講師をアルバイトでやってみないか」と言ってきた。

私は2つ返事でOKした。やってみると結構楽しかった。そしてアルバイトを続けていくうちに、いつの間に

かセミナーをはじめとするコンサルティングが本業となり、コンサルティング会社を作っていた。

20年間コンサルタントを続けて思ったことは、「コンサルタントを最初から目指し、もっと早くプロのコ

ンサルタントになればよかった。随分回り道をしたなあ」である。もし学生の時に、コンサルタントという
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職種の存在、その仕事内容、そしてその仕事の楽しさを知っていたら、もっと早くコンサルタントになり、

もっと色々なコンサルティングができたと思っている。

私が本書を書いた第一の理由は、コンサルタントという極めて魅力的な職業を多くの人にわかってもらい

たいからである。そして1人でも多くの人にコンサルタントを目指してほしい。プロ野球選手が子供たちに

「野球の楽しさを教えたい」という思いと同じである。

私には2人の娘がいる。大学院生と大学生である。彼女たちに小さい頃から何度も聞かれたことがある。

「『お父さんの職業は？』って聞かれたら、何て答えればいいの？」

「コンサルタントと答えなさい」とは言えず、「会社役員でいいだろう」だった。（確かに会社の役員では

あるが。）

「コンサルタントと人に言っても、何をやっているかわからない」ということではなく（それなら会社役

員の方がもっと何をやっているかわからない）、コンサルタントにはどうしても「怪しい」というイメージ

がある。

直接私の顔を見て、「あなたは何をやっているんですか」と聞かれれば、胸を張って「コンサルタント」と

言う。しかし「娘が他人に聞かれて、はたしてコンサルタントという仕事を説明できるだろうか」というこ

とに自信はないし、「そう答えた娘に対して、相手がどういう反応を示すか」を考えると不安である。

本書を書いた2つ目の理由はコンサルタントの社会的信用を高めたいということである。

私の娘がコンサルタントになって、自分の子供から「『お母さんの職業は？』と聞かれたら、何て答えれば

いいの？」と質問されたら「何言ってるの。コンサルタントに決まってるでしょ」と胸を張って言えるよう
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にしたい。できればそんなことを子供たちから聞かれないように、コンサルタントを一緒に生活している子

供にも理解できる職業にしたい。それが本書の願いである。

本書を執筆するにあたり、㈱同友館出版部長鈴木良二氏にはさまざまなアドバイス、そして協力をいただい

た。ここに感謝の意を表したい。

2008年7月 内山 力
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１．3つのイノベーション

コンサルタント業界にはイノベーションともいうべき大きな変革が起きている。この動きは次の3点に集約

される。

（1）イメージチェンジ

コンサルタントにつきまとう怪しいイメージ

従来、コンサルタントには“怪しい”というイメージがあった。それが社会的に認知されない、そしてコ

ンサルタントマーケットが拡大しない理由であった。

この“怪しさ”は次の3つのことから生まれたものである。

①料金体系

コンサルタントがもらう料金は一般にフィー＊1とよばれる。このフィーシステム（料金体系）が怪しい。

一部のコンサルティングファーム＊2のフィーが高額ということだけではない。クライアント＊3が複数のコン

サルタントからコンサルティングフィーの見積を取ると、その金額に大きな差がある。そのため「どういう

基準で見積をしているのか」という不信が、ほとんどのクライアントおよび見込みクライアント＊4にある。

高級寿司店の「時価」にあたるものが、料金の中心となると一般客は利用しづらい。
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＊1. こんな業界用語を使うこと自体が怪しいが、残念ながら私もいつの間にか使い、コンサルタント用語になっている。料金とは少しニュ

アンスが違うので、本書でもこう表現していく。

＊2. コンサルタントが集まって作った会社。

＊3. コンサルタント業界では顧客のことをこういうので、やはり本書もそれに従う。

＊4. これから顧客になるかもしれない人。

②そもそも何をやる仕事なのか

コンサルタントという職業が、そもそも何を対象としているかが極めてわかりづらい。コンサルタントが

やっている仕事をコンサルティングというが、これを日本語に訳せないくらい“怪しい”。日本語でいえば

相談、指導、改善、改革、開発･･･、どれもコンサルタントの対象のように見える。

定義のはっきりしない仕事ほど怪しいものはない。だからコンサルタントへ仕事を頼もうとする時、必ず話

題になるのが「コンサルタントを使うと、何が得られるのか」ということである。そしてこの答えがコンサ

ルタントによって皆違う。

③怪しいコンサルタントがいる

脱税、粉飾決算、詐欺といった企業犯罪が起きると、必ずと言ってよい程、そこに社外のコンサルタント

（正確に言うと“自称コンサルタント”だが）が介在している。コンサルタントという仕事が定義されてお

らず、その仕事が社会的に認知されていない。企業のサポートをする人で、どの範疇にも入らない仕事を

やっている人をすべてコンサルタントと表現している。だから知らない人がコンサルタントと聞くと、この

ニュースに出てきた怪しいコンサルタントを頭に浮かべてしまう。
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次世代コンサルタントの仕事は怪しさの除去

この“怪しさ”を、ここに来て生まれてきた“新しいコンサルタントたち”ががんばって払拭し、コンサ

ルタントマーケットは拡大している。自らの仕事をきちんと定義し、それによってクライアントが得られる

成果を事前に提示し、料金体系を明確に、そしてリーズナブルにする努力を続け、懸命にイメージチェンジ

を図っている。

本書ではこのイメージチェンジをした（しつつある）新しいコンサルタントを“次世代コンサルタント”

と表現している。次世代コンサルタントの第一の仕事は、従来型コンサルタントが持つ“怪しさ”の除去で

あり、本書の第一のテーマもそこにある。

（2）ボーダーレス

マーケットはすみ分けされていた

従来型コンサルタントのマーケットは“すみ分け”がはっきりしていた。

コンサルタントのマーケットは、クライアントの企業サイズで中小企業と大企業に分かれている。

中小企業マーケットはさらに商品分野で2つに分かれる。会計と“経営を含めたそれ以外のビジネス分野”

である。中小企業にとって会計の第一は税務＊1であり、それをサポートするのが税理士である。税理士は税

務会計のみならず、顧問＊2という形でコンサルティングを行う。“経営を含めたそれ以外のビジネス分野”

は中小企業診断士という個人コンサルタント＊3が主に担当し、商品的には診断＊4とやはり顧問である。

一方、大企業マーケットは商品分野で3つに分かれる。会計、法律、それ以外である。会計分野については、
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企業を監査することが本業の公認会計士がさまざまな会計サポート、さらにはそれに伴う経営や業務のサ

ポートまでも行う。法律分野については、そもそもコンサルタント的役割である弁護士がこれを行う。そし

て残りの部分（正確に言うとそれをやるのに資格の不要な部分）は大手コンサルティングファームが担う。

＊1. 税務署への申告業務

＊2. 年に一度の税務申告というショットの仕事ではなく、長期に渡って企業のアドバイスをする仕事。

＊3. コンサルティングファームに属さないコンサルタントをこう呼ぶ。独立コンサルタントとほぼ同意。

＊4. 企業の経営や業務の状況をチェックする仕事。

クライアントがボーダーレス

ここでまず企業サイズによるクライアントの“すみ分け”が消えるようになった。

大企業は大手コンサルティングファームなどの高額なフィーに耐えられるということが“すみ分け”の

“源”であった。しかし次世代コンサルタントの努力で、次第にその料金体系がリーズナブルになり、コン

サルティングというサービスに対してチャージ（課金）することが普通となった。そのためクライアント側

も次第に個人コンサルタントやコンサルティングファームといった実施する側の“規模”ではなく、コンサ

ルティングというサービスに注目するようになった。高品質のコンサルティングサービスなら、大企業も個

人コンサルタントから受けることに抵抗感がなくなってきた。

コンサルティングもボーダーレス

これに続いてコンサルティングという商品面でもボーダーレス化が起こる。大手コンサルティングファーム
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は大型コンサルティング業務を対象に、プロジェクトチームを組んで複数のコンサルタントで仕事を進めて

行く。一方中小企業診断士などの個人コンサルタントの典型的パターンは、「1人で自由に仕事をすること」

を求めて、勤務先企業というチームから独立するというものであった。しかし近年になってこの“独立”で

はなくコンサルタントという職業そのものに魅力を感じ、コンサルティングファームに入社するのではなく

起業する（ビジネスを開始する）次世代コンサルタントが現れている。彼らは「1人でやる」ことではなく、

「ビジネスを大きくすること」を夢見ており、当然のようにチームを組む。そしてこれを従来型の個人コン

サルタントが見て、チームコンサルティングの素晴らしさに気づきつつある。

もちろん個人コンサルタントでもチームを組めばコンサルティングファームと同じ規模のコンサルティング

が可能である。だから「このコンサルティングは大きな仕事だからコンサルティングファーム」というかつ

ての常識が消えつつある。

そしてどう考えても大手コンサルティングファームのサラリーマンコンサルタントと、独立して腕1本で

やっている中小企業診断士などの個人コンサルタントを比較すれば、少なくとも個々人のコンサルティング

能力は後者の方が高い。

また税理士、公認会計士、弁護士もその主力分野は資格による独占業務とその周辺であるが、そこにとど

まっていなければならない理由はない。弁護士だってこれだけ世の中に社会的規制があれば、法律面から見

たマーケティングのコンサルティングだってできる。

こうしてコンサルタントマーケットは完全にボーダーレスとなっている。私は中小企業診断士である（正確

に言うとその資格を持っている）。主力クライアントの業種は食品メーカー、飲料メーカー、ITベンダー、

流通業などさまざまであるが、その多くは超大企業である。
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コンサルティングを体系化する

マーケットがボーダーレスになっていくにつれ、さまざまな新しいコンサルティングスタイルが生まれて

いった。しかしこれによってクライアントから見るとかえってコンサルティングというサービスがわかりづ

らいものとなってしまった。

「世にどんなコンサルティングがあり、誰がそれをやってくれるのか。」

ここに「コンサルティングを体系化して、クライアントにこれを利用しやすくする」という社会的ニーズが

生まれる。

このボーダーレスとなったコンサルティングの体系化が本書の第二のテーマである。

（3）新しいビジネスモデル・マーケティングモデル

従来型コンサルタントのイメージは、他の職務経験も豊富で、いわゆる“その道のベテラン”というもの

である。一方、次世代コンサルタントの特徴を一言でいえば“若い”ことである。正確な統計がないので何

ともいえないが、私の直感では、ここ10年くらいでコンサルタントの平均年齢は20才近く下がったのではな

いかと思う。

若き次世代コンサルタントはコンサルティングという商品そのものの開発だけでなく、新しいビジネスモ

デル（コンサルタントの組織スタイル、仕事の進め方）を次々と開発している。

また従来型コンサルタントの特徴はマーケティングが下手なことにあった。コンサルタントの主力商品の1

つにマーケティングのコンサルティングがあるのに、自らのマーケティングは極めて低レベルである。「コ

ンサルタント＝先生」というイメージを意識し、「私を買って下さい」というのは“格”が落ちると思って
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いる人が多い。

次世代コンサルタントはコンサルティングをビジネスとしてとらえ、そのマーケティングにおいても新しい

モデルを開発している。

この次世代コンサルタントが作った、そして作りつつあるビジネスモデル、マーケティングモデルが本書の

第三のテーマである。
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２．イノベーションの3つの要因

なぜこのようなコンサルタントのイノベーションが起こっているのだろう。私は次の3つのことがその要因

になっていると思う。

（1）資格の飽和感

コンサルタントになるのに、資格は基本的には不要である。自らがそれを名乗ればよい。ただしコンサル

ティングという仕事やその関連業務のうち“特別なもの”（資格がないとやれないということで独占業務など

と言う）については、それをやるための資格を必要とする。先ほど述べた弁護士、公認会計士、税理士、中小

企業診断士だけでなく、行政書士（許認可申請）、社会保険労務士（労務関係）、技術士（技術コンサルティ

ング）･･･。

社会全体に能力主義が浸透していく中、いわゆる資格ブームが起きて、資格取得者は増えている。しかし独

占業務が増えない中で資格ホルダーが増えれば、当然のように資格の飽和感が生まれて来る。

最初にこの飽和感が生まれたのは公認会計士であり、後で述べるように次々とコンサルティングファームを

作って、その独占業務以外のコンサルティングへ進出した。

これを追う形で税理士が中小企業向けの経営コンサルティングをむしろ本業とするケースも増えている。

弁護士は司法改革が進む中で（制度改革はすでに済んでいるが）、その大幅な増員が見込まれ、新しいビジ

ネスモデルの開発が求められている。
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中小企業診断士は今や「経営コンサルタントの唯一の国家資格」をキャッチフレーズとしている。そもそも

中小企業診断士は「税金で行う中小企業診断」（公共診断という）という独占業務のための資格であった。こ

のスポンサーたる“お役所”が財政再建の嵐の中で予算カットに動き出した。一方中小企業診断士はその試験

の魅力度（試験範囲が幅広く、企業のマネジメントや経営にも役立つ。つまりサラリーマンにとっても魅力的

な資格となっている）から、逆に人気資格となっている。人気資格となっていく中で試験の難易度はどんどん

上がり、合格するには膨大な時間の受験勉強が必要となる。そのため頭のまだ柔らかい若年層（20代、30代

前半）の合格者が増えている。この若き資格ホルダーが取得を目指した当初は「今の会社の仕事に役立つ資

格」と思っていても、取得後は「せっかく苦労して取ったんだから、コンサルティングをやってみたい」と思

うのが人情である。

こうして資格ブームの中で若きコンサルタント予備軍がどんどん増えている。彼らがコンサルタントになる

には先輩コンサルタントたちがやってきた従来型ビジネスでは“食っていける”はずもなく、新しいビジネス

を開発せざるを得ない。そして若さがもたらすアイデアとバイタリティがこれを実現しつつある。

（2）ITがコンサルティングテーマに

ITは経営者の苦手分野

インターネットの普及とともに、企業の大小を問わずITは経営の必須テーマとなった。しかし多くの経営者

は年齢層が高く、どうしてもITの進化スピードについていけない。そのうえ自分たちが現場にいた時やマネジ

メントをしていた時にはITを使っていなかったので、どのようにビジネスへITを活用してよいかをイメージ
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できない。そのためITはほとんどすべての経営者の弱点となっている。

ITのテーマが“現場の業務効率化”だけであれば情報システム部門に任せておいても何とかなるが、情報活

用、他社とのネットワークなどという経営の中枢のテーマとなった今では「すべて“お任せ”」というわけに

もいかない。もっと言えば経営者がこれまで情報システム部門に任せてきたツケが、ここに来て一気に回って

きている。

これを補う経営者のサポーターとしてのITコンサルタントが脚光をあび、今やITがコンサルティングの主力

分野にまで成長した。

若きコンサルタントが求められる

コンサルタントの方からこれを見ると、実は経営者と同じ状況である。ここまで主役を務めてきたベテラン

コンサルタントはもちろん高年齢であり、ITに強いはずがない。

当初、ベテランコンサルタントは経営者とは異なり、コンサルティングのメインテーマとなりつつあるITを、

何とか自分のビジネスにしようとして追いかける。しかし追いつくどころではなく、ITがもっと早いスピード

で逃げていってしまう。そしてギブアップする。

ギブアップしたベテランコンサルタントたちはITに強い若きコンサルタントを求め、その機能の補充を図る。

こうして個人ベテランコンサルタントは“若きコンサルタントの卵”とチームを組むことを求め、コンサル

ティングファームは“若きコンサルタントの卵”を従業員に求める。“若きコンサルタントの卵”の条件は

“ITに強い”ことであり、この採用意欲が強い大手コンサルティングファームは、全く業務経験のない新卒＊1

をもターゲットとするようになる。
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これがどんどん進んで行くことで、次第にコンサルタントの平均年齢は下がる。そして“若きコンサルタン

トの卵”がヒナとなり、１人前となる。

従来型コンサルタントの典型的パターンは、一般企業に勤務し、その仕事のプロとなり、その分野に関する

コンサルタントになるというものである。しかしこの“若きコンサルタントの卵”はさまざまなタイプのベテ

ランコンサルタントをサポートしたり、ITの面からコンサルティングテーマを解決していくことで、これまで

とは全く異なるタイプのコンサルタントへハイスピードで成長し、次世代コンサルタントの中心的存在となる。

次世代コンサルタントの特徴は「ITに強い」ことであり、彼らがそのIT、特にインターネットなどのネット

ワークを駆使して新しいコンサルティング、そしてそのビジネスモデル、マーケティングモデルを開発してい

る。

＊1. その年に卒業した学生

（3）労働の流動性

リストラがコンサルタントニーズを生む

今や約20年前となったバブル崩壊は労働市場に大きなインパクトを与えた。

1つは大企業が行った早期退職という名の中高年リストラである。「良い学校を出て、大きな会社に入って、

出世して、退職金と年金で老後の生活を送る」という今や“夢物語”となったサラリーマンストーリーの終焉

である。

この時終身雇用のつもりで企業へ入社し、リストラを逃れたサラリーマンたちはリストラのない“独立”を
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現実の“夢”として考えるようになる。いわゆる独立、起業というブームである。

その起業においては、当然のことながら今までの勤務経験を生かしたいと考える。会社をやめて夢だった

「ラーメン屋をやる」のではなく、大好きな“これまで企業でやってきた仕事”を生かし、それを思い切って

やって行くために独立するというものだ。このニーズにジャストフィットしているのはこの仕事に関するコン

サルタントであり、中小企業診断士という「色がなく懐が深い資格」（どんな仕事にも適用できる）や、

MBA＊1という「ビジネスのプロとしての肩書き」が注目される。そして近年この独立、起業に多くのサクセ

スストーリーが生まれ、このサクセスストーリーを見て独立、起業希望者が累乗的に増えている。

＊1. Master of Business Administration：経営学修士

アウトサイダーのイメージが消える

もう1つのバブル崩壊によるインパクトは就職難である。新卒の学生たちが就職する場を失い、フリーター、

ニートという社会問題を生んだ。そしてこれが就職前の学生たちに、「手に職をつける」と言う新しい“職に

対する考え方”を生み、資格ブームに拍車をかける。資格の中でも企業勤務とのシナジー（相乗効果）が高い

“コンサルタントに近い資格”（持っていれば一般ビジネスマンとしても役立つ）が学生にも注目されるよう

になる。

一方で企業側を見ると、バブル崩壊直後かつては高収入を売り物に超高学歴な新卒学生を大量に集めてきた

金融機関や商社が採用を絞って行った。この時期と、先ほど述べたコンサルティングファームの“若きコンサ

ルタントの卵”を求める時期が合致した。
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コンサルティングファームが新卒など若き人材に求めるポイントは「ITに強い」ことがその中心である。こ

のITの強さは論理性と相関があり、学歴（テストで良い点を取るには創造性より論理性）との相関も高い。そ

のため結果としてコンサルティングファームは高学歴な学生を好んで採用することになる。このコンサルティ

ングファームの採用ニーズに対して、行き場を失った超高学歴学生が高年収（コンサルティングファームの賃

金体系は年功序列ではなく成果主義なので成果を出せば若くして高年収を得られる可能性がある）を求めて殺

到した。さらにここに来て高学歴学生のもう1つの人気職種であったエリート公務員（いわゆるキャリア組）

が、役人バッシングの嵐の中で次第に魅力を失っていく。かつてはキャリア公務員へと流れた若者や、やる気

を無くしたキャリア公務員の受け皿として、コンサルティングファームが注目される。

どちらかといえばアウトサイダー的なイメージがあったコンサルタントという職業に、エリートたちがどん

どん入ってきて（どんどん出て行くが）、次世代コンサルタントの卵を次々と生んで行った。
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３．本書のねらい

本書はこうして生まれた若き（年齢だけではなく精神的に若い、つまり過去を破壊する力を持っている）

次世代コンサルタントたちが作り出した「新しいコンサルタント像」に関する記述書である。

第1章では次世代コンサルタントのあるべき姿、特に社会における位置づけを「コンサルタントのミッショ

ン」として書いている。

第2章はコンサルタントの商品であるコンサルティングについて、“新しいコンサルティング”と“従来の

コンサルティング”を対比して書いている。

第3章、第4章は次世代コンサルタントが開発したビジネスモデル、マーケティングモデルについて実例を

紹介するとともに、そこに私の意見も入れながら書いている。

最終章はコンサルタントをこれから目指す人、現役コンサルタントで自らをイノベーションしたい人を対

象として、その進め方、考え方を「プロフェショナルコンサルタントへの道」と題して書いている。

本書は次世代コンサルタントの中間報告書であり、明日への提案書でもある。コンサルタントやコンサル

タント予備軍の方たちがこれを読み、さまざまな意見が出て、もっともっと新しい魅力的なコンサルタント

像が生まれ、そしてそれが実現して行くことを期待している。
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コンサルタントが社会に存在していることにどんな意味があるのだろう。寿司屋であれば「魚をうまく加工

して、寿司という料理にして、おいしく食べてもらう」ということが社会での存在価値、つまりミッション

（社会的使命）であろう。

コンサルタントのミッションを考えてみたい。そのためにはコンサルタントという職業をきちんと定義しな

くてはならない。

１．コンサルタントの定義

コンサルタントは学者ではない

学者＊1とコンサルタントはある意味で近い職業といえる。この2つの職業を兼ねている人（私もそうかもし

れないが）も多く、学者からコンサルタントへ、コンサルタントから学者へ（私のまわりにも多い）という転

職もポピュラーなものとなっている。

コンサルタントと学者の違いを考えてみよう。学者は社会のために学問という体系化された情報を作り、伝

えていくことがそのミッションである。

コンサルタントと学者の決定的な違いは、仕事の内容ではなくその“対象”である。学者が“社会”を対象

とするのに対し、コンサルタントは“特定の企業”を対象としている。（なお本書でいうコンサルタントには、

結婚コンサルタント、相続コンサルタントなど個人向けのものは含まれない。企業がその対象であり、そこで

の経営、マネジメント、オペレーション＊2などの仕事をコンサルティングする人をコンサルタントという。本

書においてはコンサルタント＝ビジネスコンサルタントである。）
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＊1. ここでは大学の教官、研究者を指す。

＊2. 本書ではビジネスを経営（意思決定）、マネジメント（仕事がうまく行くように考える）、オペレーション（仕事をする）の3つに分

けて考える。

コンサルタントは組織の部外者であり第三者

特定の企業を対象とするコンサルタントは、その企業の従業員や経営者とはもちろん違う。決定的な違いは

その契約スタイルである。コンサルタントと企業との関係は労働契約＊1ではなく請負契約＊2である。したがっ

て、コンサルタントとその企業内の人との間で、互いに指揮･命令権はない。コンサルタントがその企業の指

示によって働くのでも、コンサルタントの指示のもとに企業内の人が働くものでもない。

請負契約なのでその契約対象は成果物であり、コンサルタントは成果物に対して責任を負い、それを提供す

ることでフィーという対価を得る。そしてこの成果物、つまり商品は物品ではなく、サービスという無形の価

値である。だからコンサルタントはサービス業であり、その商品はコンサルティングとよばれる。特定の企業

に特定のサービスを提供する人である。

コンサルタントはその企業の業績に対して責任を負うものではない。企業の業績は「企業の中で働く人たち

が生み出した成果物」によって得た対価（売上）がその原点である。同様にコンサルタントも自らの成果物

（コンサルティング）によって対価を得ている。したがってコンサルタントが受ける対価は、企業業績に対し

てチャージされるのではなく、提供するサービス（コンサルティング）の質、量にチャージすべきものである。

コンサルタントは企業との関係で見ると、企業組織の外にいる部外者であり、企業ビジネスから見ると第三

者である。しかし監査人ではない。監査とは特定の依頼者（株主、社会･･･）に代わって、“その企業”が
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持っているコントロール＊3の正当性（ルールは正しいか）、準拠性（ルールを守っているか）を評価し、依頼

者にそれを報告するものである。

コンサルタントの依頼者は“その企業”であり、その依頼によってサービスを開始する。そういう意味でコ

ンサルタントは顧客のことをカスタマー（ホテルの利用者のように特定のサービスを消費する人）ではなく、

クライアント（仕事を依頼する人）とよぶ。

＊1. 労働者が労働を提供することを約束し、使用者（企業）が賃金を支払うことを約束する契約。労働者は使用者の指揮・命令下で働く。

＊2. 一方が仕事の完成を約束して、一方がこれに報酬を支払うことを約束する契約。仕事の結果を成果物という。

＊3. その企業の仕事のルール、仕組。

コンサルタントは特定ニーズに対するプロフェショナル

コンサルタントは評論家ではない。と言うよりも評論家になってはいけない。

評論家とは特定の事象に対し、自らの意思で問題点を指摘し、あるべき姿を提示する人を言う。

コンサルタントと評論家の決定的な違いはそのトリガー（銃の引き金のこと。きっかけ）である。コンサル

タントは自らの意思ではなく、クライアントの依頼によってそのサービスを開始する。つまりクライアントの

ニーズ（要望）が原点であり、問題点を指摘するのでも、あるべき姿を提示するのでもなく（結果としてそれ

を行うことももちろんあるが）、そのニーズに応じてコンサルティングというサービスを提供するものである。

人材育成がニーズであれば、どうやって人を育てるのかをクライアントに代わって、あるいは一緒になって考

える。

クライアントからコンサルティングを見れば、自らのニーズにジャストフィットしたコンサルタントを選び、
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依頼し、サービスを受けることである。だからコンサルタントはこの特定のニーズに対するプロフェッショナ

ルになるべきである。そしてクライアントのためには、各ニーズによってコンサルティングという商品が分類

され、コンサルタントが体系化されている必要がある。

コンサルタントは「特定企業をクライアントとし、クライアントのさまざまなニーズに対し、コンサルティ

ングというサービスを請負契約によって提供し、そのコンサルティングの質、量がチャージ対象となるフィー

を得るプロフェッショナル」と定義される。

この定義がコンサルタントのミッションそのものとなる。
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２．コンサルタントのCSR

コンサルタントにもCSRは求められる

コンサルタントという職業はサービス業であり、社会的に見れば自身も企業（継続して事業を行うもの）で

ある。企業であれば社会の一員として責任を負うのが当然である。すなわちコンサルタントにもCSR＊1が求め

られる。

プロローグで述べたようにコンサルタントには今までどちらかといえば「怪しげな」イメージがあった。こ

れはこのCSRを考えず、収益のみを追いかけたコンサルタントがいたためである。

「私は年収5000万円のトップコンサルタント」

同じコンサルタントとして、聞いていて赤面の至りである。

拙著「コーポレート･イノベーション」（産業能率大学出版部）で、私はCSRを次の3つに分けて考えること

を提案している。

・存在責任･･･その企業が何のために社会に存在しているか

・公益責任･･･企業が社会利益に貢献する責任

・公共責任･･･社会において「やってはいけないこと」は決してやらない

＊1. Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任

コンサルタントのCSRをこの3責任について考えていこう。
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（1）存在責任

存在責任とは、そもそもコンサルタントは何のために社会に存在しているかということである。これは先ほ

どのコンサルタントの定義からわかるように「クライアントのニーズがあるから」である。すなわち社会にお

ける作業分担である。クライアント企業が“持っていないもの”をコンサルタントが持ち、それを提供するこ

とで社会全体として幸せになるからコンサルタントという存在が求められる。

企業が保有している財産を経営資源という。経営資源は大きくヒト、モノ、カネ、情報の4つに分類できる。

コンサルタントはクライアント企業が持っていない経営資源を補うものであり、その対象はヒト（労働パワー

を提供するのではない）でも、モノ（物品を提供するものではない）でも、もちろんカネ（金融業ではない）

でもなく、情報である。

つまり「コンサルタントの商品」＝コンサルティング＝情報であり、クライアント企業が“持っていない情

報”を提供することが存在責任といえる。

寿司屋はおいしい寿司を顧客に提供することが存在責任であり、それによってプロの寿司職人としてのプラ

イドを持つ。コンサルタントも自分の提供するコンサルティングという情報を“よりニーズに合ったもの”と

し、それを持っていることにプライドを持つべきである。決して自らが関与＊1したクライアントの業績を自慢

したり（「私の手でこの企業の業績を上げた」）、ましてや“得たフィーの大きさ”（六本木ヒルズにオフィ

スを構えている）をプライドにすべきではない。社会にとって有用な情報を自分が持っていることにプライド

を持つべきであり、それが存在責任を果たすことになる。

＊1. なぜか古いタイプのコンサルタントは、クライアントへコンサルティングすることをこう表現する。サービスといった方がすっきりす

ると思うが･･･。
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（2）公益責任

クライアントの公益責任がコンサルタントの公益責任

公益責任とはコンサルタントが“社会利益に貢献しているか”ということである。

ここで大切なことはコンサルタントが「公益責任を意識できるか」ということにある。

コンサルタントは学者のように社会のためではなく、クライアント企業のために働くと定義した。このクラ

イアント企業がCSRを負い、その一要素として公益責任を担っている。だからこのクライアントの公益責任を

コンサルタントは考えるべきである。言い方を換えれば公益責任なき企業をサポートするのではなく、公益責

任を持った（考えている）企業をサポートすることがコンサルタントの公益責任である。

コンサルタントがクライアントから依頼を引き受けるかどうかを考える時、まずはこの企業は公益責任を

負っているかどうかを考えるべきである。そしてコンサルティングを引き受けるなら、その公益責任をコンサ

ルタントもクライアントと共に担ったと考えるべきである。

私の10年来のクライアント企業にハウス食品株式会社がある。この会社にコンサルティングを長続きできた

のは、ハウス食品が「食を通じて、家庭の幸せに役立つ」という企業理念を持ち、それを心の底から願ってい

るからである。だから常にこの公益性が彼らの仕事の指標となる。

ハウス食品の仕事の目的はライバル企業に勝つことでも、自らの利益を上げていくことでもなく、“家庭の

幸せ”である。そしてこの公益をハウス食品が実現することで、つまり家庭が求める食品を提供することに

よって、結果として「自らも益を受けることができる」という理念であり、ミッションであり、CSRである。

もちろん企業として仕事をしていればこれを見失って、いつの間にかライバル企業と戦争をしたり、家庭で
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はなくコンビニなどの流通業を顧客と思ったりすることもある。そうした時、社外のコンサルタントは冷静に

「それが家庭の幸せを願うことですか？何か大切なことを見失っていませんか？」とアドバイス（これがコン

サルタントの情報＝コンサルティング）する。これがコンサルタントの公益責任である。

公益性がコンサルタントのミッション

実は公益責任がコンサルタントという職業を成り立たせているとも言える。クライアント企業がライバルを

たたきつぶしたり、顧客をだましたり、取引先と駆け引きしたりして利益を得るのではなく、社会の一員とし

て公益に貢献すると考えなければこの職業は成り立たない。

コンサルティングを情報提供サービスと考えると、同一情報の有益性が高いのは、クライアント企業の同業

者である。つまりある企業をクライアントとしたら、そこに提供した情報を活用できるライバル企業もクライ

アントとすべき、と言うよりもせざるを得ない。この時これを支えてくれるのが公益性という社会利益である。

社会にとって利益があれば、ライバル企業からのニーズに対してもコンサルタントはその情報を渡すというも

のである。

だからクライアントの心の中に「ライバルと戦う」という意思があっても、コンサルタントは常にクライン

トの公益性を守るべきである。そして「そんなきれいことばかり言ってるんじゃ商売にならん」というクライ

ントとはつき合うべきではない。

この公益性を考えること（クライアント企業、コンサルタントが仕事をすることで社会がハッピーになる）

がコンサルタントの本当のミッションであり、これが自らを幸せにしてくれると思うことである。少なくとも

私はそうしてきた。だから人に「あなたのクライアントは？」と聞かれれば、隠すことなく堂々と「ハウス食
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品」と答え、その素晴らしさを訴える。「ハウス食品の良い所は？」と聞かれれば、迷わず「誰かにおいしく

食べてもらうことを幸せだと心の底から思っていること」と答える。聞かれもしないのに「私が関与してから

ハウス食品は業績が向上し･･･」などと決して言わない。

コンサルティングレベルを向上させることが公益責任

コンサルタント同士の関係も同様である。コンサルタントはクライアントを通して公益責任を担っているの

だから、コンサルタント同士はライバルではなく、上下関係もない。情報（コンサルタントの商品＝コンサル

ティング）は集まればシナジーが働くので、積極的に協業すべきである。そして協業の条件はたった１つ、相

手のコンサルタントも公益責任を持っているか、意識しているかである。自分のやっていることが社会に貢献

していると考えているかである。

自らの利益についても公益で考える。自らがコンサルティングで得たフィーを何に使うかである。もちろん

人間だから生活したり、エンジョイしたりする必要もある。これはコンサルタント個人のプライベートな部分

であり、企業としてのコンサルタントとは分けて考える。企業として得たフィーは、コンサルタントに給与

（プライベート部分）として配分し、残った益はすべてコンサルティングという商品の向上につぎ込んでいく

べきである。そしてこれが公益をもたらすと考えれば、プライドを持つことができる。

コンサルティングは情報提供サービス業であり、コンサルティングしながらすべての情報を創っていくわけ

ではない。“すでに持っている情報”もクライアントに提供し、そこで創造する情報も“すでに持っている情

報”がベースである。だから多くのクライアントが求める、つまり社会が求める有用な情報を収集することに、

コンサルティングで得たカネを使うべきである。
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（3）公共責任

クライアントの公共性を守る

公共責任とは、コンプライアンス（法律を守る）は無論の事、「自らがやってはならない」あるいは「やる

べきではない」と思うことは、自らの利益になり仮にそれを社会的ルールが許したとしても、「決してやらな

い」ということである。

コンサルタントはクライアントにも公共性を求め、反公共的な行為をクライアントがしようとした時は制止、

それができなくても「その仕事には絶対に加担しない」という強い意思が求められる。これがコンサルタント

を支えるプライドであり、品格であり、美意識である。

クライアントは企業であり、マーケットでライバルと必死の戦いをして、そこに利益を求める。そうなると、

つい「ライバル企業もやっていることだから」、「大して悪いことではないから」と禁断の果実を食べたくな

る。

例えば薬事法で、健康食品（医薬品以外）の広告において効能･効果を訴えることは禁止されている。クライ

アントのライバル企業が“法スレスレ”のところで広告を打ってくれば、当然「うちも」と思ってしまう。こ

の時がコンサルタントの公共性を左右する。ここで「ギリギリどこまで許されるか」を考えるか、「これは何

のための法律なのか、どうしてこういうことを禁止しているのか」を考えるかである。

前者のコンサルティングをやればクライアントからは評価されるかもしれない。そしてそれがギリギリであ

ればあるほど、その評価は高まる。それでもこのコンサルティングを否定する。それは「もし『違法』と判断

されたら、コンサルタントはどうするのか」ということからではない。「それがコンサルタントの姿か」と

言っているのである。
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ここで後者のように法の趣旨をクライアントに伝え、理解させ、第三者で、企業の外部にいてより社会に近

いコンサルタントがこれを制止することができれば、ここにコンサルタントの社会的価値が生まれる。そうい

う意味でもコンサルタントの報酬はクライアントの利益配分という形（クライアントがもうかるほどコンサル

タントの報酬が上がる）は取るべきでない。

公共性を持った次世代コンサルタントを育てる

反公共性を持ったコンサルタントが1人でもいれば、コンサルタント全体がそのダメージを受ける。医者なら

ライセンス剥奪というペナルティによって、その人を医者と呼ばないようにして、他の医者のダメージを小さ

くすることができる。しかしライセンスなきコンサルタントにおいては、これが他のコンサルタントに与える

社会的ダメージは極めて大きい。だからコンサルタントには公共責任が強く求められる。そして公共性を持っ

たコンサルタントは、まわりのコンサルタントに公共責任を持って欲しいと強く願っている。

公共責任とは道徳であり、連帯意識であり、リーダーシップである。「道ばたにゴミを捨てる」という行為

をしないのは道が汚れるからではない。そんなことをすることは「人として恥ずかしい」という道徳である。

自らの子供がそれをすれば、親は当然のようにこれをしかる。日本人が海外で“恥ずかしい行為”をすれば

「日本人として恥ずかしい」と感じる。そして日本人のリーダーはこれを何とかしたいと考える。

コンサルタントも同様である。コンサルタントとしての連帯意識が必要であり、何らかの形で連帯できる組

織のようなものが必要であろう。そしてコンサルタント組織のリーダーは、この公共性を守るべく、リーダー

シップを発揮すべきである。これが「現代のリーダーコンサルタントが次世代コンサルタントを育てる」とい

うことの意味だと思う。
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３．コンサルタントの意義
責任の次はコンサルタントの社会的意義（価値と言ってもよい）を考えてみよう（もちろんCSRとラップ

する部分もあるが）。

コンサルタントの意義は外から冷静に見ること

コンサルタントの意義はその第三者性にある。つまりクライアント企業とは独立していることである。そ

して前に述べたようにクライアントの業績に依存しない形でそのフィーを得る。

クライアント企業はどうしても“目の前の益”を取ろうとする。中小企業の創業オーナー社長で、その社長

任期が永遠であっても、“今日明日の飯のタネ”が優先する。ましてや大企業のサラリーマン社長であれば、

自分の任期という終わりがある。「自分の任期中に何とか･･･」と思ってしまう。

コンサルタントという仕事は、決して「クライアントの業績を上げる」ことが目的ではない。「クライア

ントに欠けているものを補う」ことが仕事である。第三者として見れば、現代の多くの企業に欠けているの

は、長期的な展望、つまりビジョンということがわかるだろう。ビジョンとは「将来この企業はどうなりた

いかという姿」、つまり夢である。

もしクライアント企業の経営者が「うちの会社にだって未来の夢はある。3年後に店舗数で日本一のラーメ

ンチェーンになり、5年後には売上高1000億円にする。」と言ったとしよう。この時第三者としてのコンサル

タントが、外から冷静に見て感じるのは次のようなことだろう。

「店舗数が日本一になると何が幸せなんだろう。売上高が1000億円まで増えると誰が幸せになれるんだろ

う」。
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企業は経営者のものではなく（もし自分のものだと思っている経営者がいたら、経営者という個人へのコン

サルティングとなり、本書のコンサルティング対象外のクライアントである）、従業員の協同体である。そ

してCSRを持っている。

私ならこの経営者に聞いてみたい。本当にこれを従業員、そして社会が望み、その夢を達成したらそこに

“幸せ”があることに合意しているのだろうか。そして企業が大きくなって行くと、その間にどんどん従業

員が入ってくる。この人たちはどう感じるのだろうか。

もっと大切なことは、これを達成してしまったら「次は」どうするのだろうか。コンサルタントが日本一

を目指す企業をクライアントにした。そしてこの企業は日本一になった。コンサルタントはここで「日本一

請負人」の任務を終え、去って行けばよいのかもしれない。しかしそのクライアント企業には何が残るのだ

ろうか。達成感だろうか。企業はゴーイング・コンサーンでゴールなどない。次は世界一か。

夢が実現する期待感

コンサルタントなら経営者よりもクライアントの従業員に聞いてみたい。「この企業の夢は？働く楽しさ

は？どうなれば幸せ？」。この答えはその企業の企業理念（どんな会社を良い会社と思うか）、創業理念

（何のために作った会社か）などにあるはずである。まさか日本一を企業理念にはできない。

コンサルタントは「クライアント企業が心の底から企業理念の実現を求め、そこに幸せを求める」という仮

説を持つべきである。そしてクライアントが場合によっては見失うかもしれないテーマである「従業員は何

のためにその企業に入ったのか。どんな仕事をやりたかったのか。企業理念を目指したはずではないのか」

について一緒に考えていくのがコンサルタントの意義だろう。
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この企業理念の先にその企業のビジョン（将来の姿＝夢）があるはずだ。

「食を通じて家庭の幸せに役立つ」。この企業理念の下に集まった“同士”が果たして「加工食品№１企

業」を“夢”とするだろうか。クライアントがこの矛盾に気づかないのなら（もちろんハウス食品は気づい

ているが）、コンサルタントは第三者として、そんなことをやっていると“従業員の集まりとしての企業”

は崩壊してしまうということを教えるべきである。

企業理念とビジョン（夢）が合わないなら、企業理念を変えるか、ビジョンを変えるかである。企業理念を

「ライバルを倒して最大の利益を得る」と変えるか、ビジョンを「お客様から信頼され愛される企業にな

る」と変えるかである。

そしてコンサルタントはクライアントが「うまくできないこと」を、「適確な情報を渡すこと」で、できる

ようにしていくのが仕事である。具体的にはこの企業理念とビジョンの整合性をとること、ビジョン達成の

ための手立て、抑制（今日成長したり利益を得られるとしても、明日のために我慢する）、ビジョン達成を

測る方法（どうやってお客様から信頼されたこと、愛されたことを確認するか）を考えていく。そしてコン

サルタントの最大の役割は、この夢が達成できるという期待感をクライアント企業に持たせることだと思う。

コンサルタントの意義はクライアントの未来を一緒に考え、一緒に夢を創り、その実現の期待感を持たせ、

その実現を手伝うことである。
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１．コンサルティングの範囲
コンサルタントをビジネスコンサルタントと定義したので、コンサルティングという商品も当然ビジネスが

その対象となる。

しかしこのコンサルティングという仕事の範囲は広く、かつ領域がファジーである。このことがコンサル

ティングに対しクライアント、社会から誤解を受け、その地位、価値を落としていると言っても過言ではない。

ここではまずコンサルタントがサービスする“コンサルティングという商品”がどこまでの範囲なのかを考

えてみたい。

コンサルティングと“似た”または“周辺”の仕事を意味するものはたくさんあるが、この1つ1つについて

それがコンサルティングの範疇に入るかということを判定してみよう。そしてこれによってコンサルティング

という仕事の範囲を決めて、そのファジーさを払拭して行こう。

その判定ポイントはコンサルティングの定義からいって、「特定クライアントのニーズに応えて情報を提供

しているか」ということである。

（1）コンサルティングに含まれるもの

①指導

コンサルティングを辞書では「専門的な事柄について相談に乗って、指導すること」と定義している。

前半の「専門的な事柄について相談に乗って」という部分は、友人として相談に乗るのではなく、「プロと

して相談に乗る」ということと、相談がその仕事のトリガーとなっていることを意味する。つまりコンサルタ
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ントの定義の「特定クライアントのニーズに応えて」と同義である。

後半はその前提で、「コンサルティング＝指導」ということを言っている。

コンサルティングという言葉から受けるイメージとして“指導”という動作が、一般の人にとってはもっと

もノーマルな“ひびき”であろう。

指導を「ある仕事をうまくできるように教える」と定義すれば、指導という動作は「その仕事がうまく行か

ない理由」と「こうすればうまく行く」という2つの情報提供から成る。そう考えれば“指導”はこの２つの

情報を提供するコンサルティングとなる。無論コンサルティングのすべてが指導ではなく、その1パターンで

ある。

②助言

助言（アドバイス）とは、「傍らから“言葉”を添えて、助けるもの」と辞書に書いてある。この“言葉”

はもちろん情報である。したがって企業のビジネスに関する助言を、その企業のリクエストに応じて行えばコ

ンサルティングとなる。

③診断

中小企業診断士の“診断”である。ある企業の依頼を受け、そのビジネスの状況を見て問題点を指摘し、改

善策を提供するものである。

クライアントのニーズに応じて情報提供を行っているので、もちろんコンサルティングの範疇である。しか

し「コンサルティングの主力か」と言えば、そうではない。医者でいえば健康診断であり、医者にとって健康
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診断が主力サービスではないのと同様である。むしろコンサルティングの“きっかけ”と考えた方がよい。

また診断のなかにはその企業の意思ではなく、別の意思で行うケースもある。つまり「クライアントのニー

ズに応じて」という定義を満たさない場合もある。健康診断であれば、入学や入社時に強制的に受けさせられ

るものである。企業診断では、例えば金融機関が自らの貸付の与信*1のために、貸付先の診断をコンサルタン

トに依頼することである（金融機関が自身で行うものは与信という仕事そのものであり、もちろんコンサル

ティングではない）。この場合コンサルタントのクライアントを金融機関、診断先の与信情報を「クライアン

トのニーズに応じて提供するもの」と考えれば、このタイプの診断もやや変則的ではあるがコンサルティング

の範疇である。

＊1. 取引先の信用状況をチェックすること。この場合は「カネを貸して返してくれるか」をチェックすること。

④セミナー講師

セミナー（研修ともいう）とは企業にて行われる講習会のことであり、ここでその企業の要望に応じて講師

を行うものである。これも特定クライアントのニーズによって行う情報提供であるので、コンサルティングの

範疇となる。

ただし企業ではなく個人から料金を取って行うセミナーは、対象が個人であるので本書でいうコンサルティ

ングの対象とはならない。また、教育ベンダー*1で開発された教育商品のインストラクション＊2をすることは、

教育事業全体としては企業向けであればコンサルティングといえるが、実施主体は教育ベンダーであり、この

セミナーのインストラクターは単なる情報伝達者であり、コンサルタントではない。

＊1. セミナーなどを行う教育専門会社。 ＊2. そのセミナーをマニュアル通り行うこと。
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⑤講演

講演にはさまざまなパターンがあるが、特定企業のニーズに応じて行う（例えばその企業の顧客向け、従業

員向け･･･）ものは、コンサルティングの条件を満たし、その範疇である。しかし自らの意思で行う講演（特

に講演料を個人の受講者から取ったり、無料で行ったりするもの）はコンサルティングのマーケティングツー

ルではあっても、コンサルティングとは言えない。

⑥調査・分析

特定クライアントのニーズに応じて、一定のテーマで調査し、その結果をまとめ、分析するものである。あ

きらかに情報提供であり、無論コンサルティングの範疇である。

（2）コンサルティングには含まれないもの

①オペレーションの実行･代行

クライアント企業のオペレーションを実行、代行することはコンサルティングではない。例えばクライアン

トのセールスマンに代わってセールスを代行したり、顧客の能力では作ることのできない情報システムを開発

したり･･･ということである。こういったシーンでコンサルティングと言えるのは、セールスマンがセールス

するために欠けている情報を提供したり、システム開発のための情報（他社はどうしているのか、その結果ど

んなことが起きたのか、どんなITベンダーを選べばよいのか）を提供することである。
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②マネジメントの代行、マネジメントシステムの構築

クライアントのマネジメント機能を担うことはコンサルティングではない。先ほどのセールスマンの例でい

うとセールスマネジャーとしてセールスを管理したり、プロジェクトマネジャーとしてSE＊1をとりまとめた

りということである。

さらには特定企業のために人事制度を作ったり、新しいビジネスモデルを開発したり･･･といったこともコン

サルティングの対象外である。これはコンサルティングではなくマネジメント（仕組みやモデル作りはマネジ

メントの大きな仕事）のアウトソーシング＊2である。アウトソーシングとコンサルティングは全くちがう仕事

である。アウトソーシングはその仕事の結果に責任を負い、コンサルティングは渡した情報に責任を負う。こ

のシーンでコンサルティングと呼べるものは人事制度構築・ビジネスモデル開発のための情報提供（コンサル

タントの提案、他社の事例･･･）である。

＊1. システムエンジニア。情報システムの設計、開発を行う人。

＊2. 企業内の特定業務を、外部企業が一括して引き受けること。

③経営の代行

経営の代行もコンサルティングではない。この点が一番誤解の多い所かもしれない。経営戦略を立案したり

（これは経営という仕事のアウトソーシングである。しかしこのように経営者の本業をアウトソーシングした

ら、経営者は何をやるのだろうか･･･）、経営の意思決定を代行するのは、無論コンサルティングではない。

経営戦略を立案、意思決定するための情報を提供するのがコンサルティングである。
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④原稿執筆

雑誌、書籍などの原稿執筆は、出版社への情報提供と考えられないこともないが、普通に考えれば読者とい

う不特定個人に対しての情報提供であり、かつクライアントのニーズに応じてという定義からもはずれている

ので、明らかにコンサルティングの対象外である。これは後で述べるようにコンサルティングのマーケティン

グツール、あるいはオペレーションツールの1つとして存在するものである。

コンサルタントの仕事を（野球の「打って走って守れる」あたりをイメージして）、「“書く”“話

す”“指導する”が3つの要素だ」という人も多い。しかしこの「書く」が原稿の執筆を意味しているのなら

これは誤りである。「書く」、「話す」がコンサルティング報告書やプレゼンテーションのことを言っている

なら、「“指導する”（コンサルティングする）ために“書く”“話す”が必要となる」というのが正しい表

現であろう。

⑤仲介

“仲介”という仕事はコンサルティングの1つの領域として誤解されることもあるが、もちろんその対象で

はない。A社とB社の間に入って、うまく立ち回って･･･というものである。実はこの仕事をコンサルティング

と誤解することが、コンサルタントのイメージを落としているようにも思う。

この仕事が“悪い”と言っているのではなく、明らかにコンサルティングの範疇ではなく、仲介業という仕

事である（余計なお世話かもしれないが、仲介業もプライドを持ってやってほしいと思う）。

つまり従来の言葉でコンサルティングの範疇に入るものは、指導、助言、診断、セミナー講師、講演、調

査・分析といったあたりであろう。こういった分類はコンサルタントのビジネスモデルともいえるものであり、

これについての考察、そして次世代コンサルタントのビジネスモデルについては次章で述べることとする。



第２章 コンサルティング・イノベーション

46

④原稿執筆

雑誌、書籍などの原稿執筆は、出版社への情報提供と考えられないこともないが、普通に考えれば読者とい

う不特定個人に対しての情報提供であり、かつクライアントのニーズに応じてという定義からもはずれている

ので、明らかにコンサルティングの対象外である。これは後で述べるようにコンサルティングのマーケティン

グツール、あるいはオペレーションツールの1つとして存在するものである。

コンサルタントの仕事を（野球の「打って走って守れる」あたりをイメージして）、「“書く”“話

す”“指導する”が3つの要素だ」という人も多い。しかしこの「書く」が原稿の執筆を意味しているのなら

これは誤りである。「書く」、「話す」がコンサルティング報告書やプレゼンテーションのことを言っている

なら、「“指導する”（コンサルティングする）ために“書く”“話す”が必要となる」というのが正しい表

現であろう。

⑤仲介

“仲介”という仕事はコンサルティングの1つの領域として誤解されることもあるが、もちろんその対象で

はない。A社とB社の間に入って、うまく立ち回って･･･というものである。実はこの仕事をコンサルティング

と誤解することが、コンサルタントのイメージを落としているようにも思う。

この仕事が“悪い”と言っているのではなく、明らかにコンサルティングの範疇ではなく、仲介業という仕

事である（余計なお世話かもしれないが、仲介業もプライドを持ってやってほしいと思う）。

つまり従来の言葉でコンサルティングの範疇に入るものは、指導、助言、診断、セミナー講師、講演、調

査・分析といったあたりであろう。こういった分類はコンサルタントのビジネスモデルともいえるものであり、

これについての考察、そして次世代コンサルタントのビジネスモデルについては次章で述べることとする。
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２．コンサルティングの指標

情報の指標はコンテンツ、表現、伝達

次はコンサルティングの品質について考えてみよう。品質においてもっとも大切なことはその指標である。

コンサルティングの指標とは「何をもって良いコンサルティングと言うか」という“ものさし”のことであ

る。コンサルティングは情報提供であるので、当然のこととして、その指標は「提供された情報」を対象とし

ている。

情報の品質指標はコンテンツ（情報の中身そのもの）、表現（コンテンツをどう表現しているか。音声・文

章という媒体、難易度･･･）、伝達（表現と重複するところもあるが、「相手にどう伝えるか」という方法）

の3つに分けられる。
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（1）コンテンツの指標

コンサルティング情報のコンテンツ指標は大きく“コンテンツ自身がそもそも持っている価値”（使う人に

依存しないもの）と“クライアントによって価値がちがうと考えるもの”（使う人によって魅力的な情報はち

がう）という2つに分けられる。はっきりと識別するのは難しい所もあるが、この2つに分けて考えてみよう。

①コンテンツ自身の価値

これは次の3つの指標を持つ

(ⅰ)ユニークさ

シャノンという学者が情報量を次のように定義した。

ある事象Aが起こる確率をP(A)とする時、「この事象が起こる」ということを知って得られる情報量（エン

トロピーという。I(A)と表現する）は次のようになる。

I(A)=－log2P(A)

（対数がわからない人は高校の数学の本でも読んでほしい。情報を商品とするコンサルタントなら、情報量の
定義に使う対数くらいは知っていて欲しい。）

例えば「X地域で例年1月に雪の降る確率が 」とわかっていたとする。ことのとき「X地域で明日雪が降

る」という情報量は、 となる。－ log2
2

1
＝1 
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同様に「Y地域で例年1月に雪の降る確率が 」とわかっている時、「Y地域で明日雪が降る」という情

報量は、 となる。つまり「Y地域で雪が降るという情報」の方が情報量が大きい（2倍）。

「起きそうもないことが起きる」という情報の方が「きっと起きるであろうことが起きる」という情報より

も、情報量は大きいと考えている。さらに言えば絶対に起こることがわかっている、つまり起こる確率が1の

ものが「起こる」という情報は－log21＝0となり、情報量はゼロである（これは納得できると思う。そんなこ

とは知っても仕方がない）。

つまりその情報を受けた時の“驚き度”（「やはりそうか」は小さく、「えー本当に」が大きい）を情報量

と考えている。

コンサルティングという情報（コンテンツ）で考えれば、この情報量はその“ユニークさ”と言える。つま

りまわりが思っていること（「きっと雪が降らない」）とちがうこと（「雪が降る」）を言って、それが正

しかったり、適切であれば、情報量が大きいといえる。

だから過去の賢人、偉人、功成り名を遂げた有名経営者の言った名言、格言（例えば「敵を知り、己を知れ

ば百戦危うからず」）を、コンサルタントが「先生」として特定のクライアントに伝えても、コンサルティ

ングの情報量は極めて小さい。クライアントは「納得」と思うだけである。

世の中で多くの人が“右”と思っているものの中で、「本当は左のもの」「左と考えたほうがよいもの」

「左と考えても別におかしくないもの」「右と考えることに根拠がないもの」を情報提供していくことがコ

ンサルティングの情報量を高めることになる。

－ log2
4

1
＝2 
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コンサルタントの仕事は「経営者が思っていることを、第三者として言ったり書いたりすることで、その正

当性を高めることだ」と言う人がいる。しかしこれでは××ページで述べた監査という仕事になってしまう。

コンサルティングは“誰かの情報の正当性”を証明するものではなく、クライアントへ自らが持っているユ

ニークな情報、創造した情報を渡すという仕事である。

(ⅱ)新鮮さ

情報は時間とともに“質そのもの”は劣化しないが、その利用価値が劣化する。したがって“新鮮さ”がコ

ンサルティング情報の第2の指標となる。

その情報自身は変わらなくても、時とともにそれがメンテナンスされなければ陳腐化する。だからコンサル

タントは昔の財産（情報）だけでは、いずれその力を失う。

情報とは、「データ（それが「発生した状態」と定義できる）を特定の人が使える形に変えたもの」である。

当然のことながら時とともに新しいデータがどんどん発生してきて、今よりも新しい価値の高いものを生んで

いる可能性は高い。そして現在の情報は使われてしまい、既知になって（“驚き度”が減り）その情報量を落

としていく。

しかもデータから情報へ変える（これを情報化という）のタイミングによっても、その価値が変わる。

情報化の手段としては文書、グラフ、音声、画像、動画･･･などさまざまなものがある。この手段がまさに

IT＊1である。だから情報提供が仕事のコンサルティング、コンサルタントとITは切っても切り離せない。

同じデータでも情報化の手段（IT）によってその価値は変わる。同じデータでもITの進化とともに、その情

報化手段を変えていかないと、その相対的価値は落ちる。これは「情報表現」の部分にすでに入っているので、

次節で以降を述べる。
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コンサルティングという情報は、コンサルタントが常にメンテナンスすることが必要であり、生鮮食品のよ

うにその商品としての新鮮度を保っていかなければならない。

＊1. Information Technology。情報の技術を総称して言う。

(ⅲ)範囲の利益

コンサルティング情報には規模の利益よりも範囲の利益が大きく働く。

1つのテーマに関してコンサルティング情報を数多く（ある分野に特化した深い情報）持つことも大切だが、

それにも増して、情報の幅広さが求められる。さらには1つのテーマに関しても“深い”というよりも、さま

ざまな種類の情報（例えばいろいろな人の意見）を持っていることが求められる。

コンサルタントがカスタマーマーケティング*1について考えているとしよう。この時カスタマーマーケティ

ングの深い（実践的、効果的･･･）ノウハウ、数多くの他社事例といった情報だけではなく、そのクライアン

ト企業の顧客に関する情報（どんなタイプの顧客か、その顧客の考えていること･･･）、組織の中でのマーケ

ティング部門のあり方、マーケティングの会計方法（マーケティング結果の測定法）、商品の生産システム、

マーケティング情報システム･･･など幅広い情報を必要とする。

後で述べるようにコンサルティングの対象は業務ではなくニーズであり、クライアント業務に関する情報だ

けではなく、そのニーズについての幅広い情報が必要である。

これを背景としてさまざまな情報を持ったコンサルタントが集まる場としてコンサルティングファームが生

まれ、個人コンサルタントが常に求めるネットワークの必要性があり、これがコンサルタントのシナジーを生

む。だから「似たような情報を持った同士のコンサルタント」が集団化、ネットワーク化するより、「異なる

情報を持った異質のコンサルタント」が集団化、ネットワーク化していく方が大きなシナジーが期待できる。

＊1. マーケティングを商品中心でなく、顧客（カスタマー）中心に考えていくこと。
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②クライアントによって異なる価値

(ⅰ)有効性

同じ情報であっても、クライアントによってその有効度（利用価値）が異なるのは当然である。コンサル

ティングにおける“特定情報”の有効度は、その情報を用いる全クライアントの有効度の総和である。

したがってコンサルティング情報の有効性を高めるポイントは、想定クライアントにとって有効な情報は何

かを考えること、およびその情報を有効と考える他のクライアントを探すことにある。

この有効性が高く、かつユニークな情報はよく「“キレ”のある情報」と表現される。

またこの有効性を測ることができないと、これを高める手段が思いつかない。有効性の評価方法については

次章のマネジメントモデル（PDCA）の項で述べることとする。

(ⅱ)外部性

コンサルタントの意義は第三者性である。この意味を考えると、クライアントにとって、コンサルティング

情報が自分から離れているほどその価値が高いと言える。

クライアント企業の経営者からのニーズによってコンサルティングを行う場合、もっとも価値が低いのは

「経営者が持っている情報」である。また経営者が常時顔を合わせ、情報交換をしている人たちの持っている

情報（意見など）は価値が低い。経営者から見れば役員、マネジャーからいわゆる現場サイドへ行くほど、彼

らが持っている情報（意見）の価値が高い。だからコンサルタントはこういったケースでクライアントから情

報を収集するなら、経営者よりも現場の声にターゲットを合わせるべきである。

これら企業内の情報よりも企業外の情報の方がクライアントにとっての価値は高い。同じ企業外の情報でも

ライバル企業、取引先など同一業界の企業情報よりも異業種、異業界の企業の情報の方がさらに価値が高い。
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セブン-イレブン・ジャパンが全く異業種のトヨタのカンバンという情報（仕組）を活用して、他流通業を圧

倒したのはあまりにも有名である。例えば病院に対して医薬品情報システムをテーマとしてコンサルティング

する時、他の病院がどうしているかではなく、最先端メーカーの在庫管理システムについて情報収集して考え

るといったことである。

(ⅲ)入手困難性

クライアントにとって入手するのが困難、あるいは入手コストが高い情報ほど価値が高い。したがってコン

サルタントは情報の入手先がもっとも大切なビジネスのリソースとなる。

また情報はコピー性が高く、一度入手するとそのコピーにはほとんどコストがかからない。クライアントは

入手した情報を自社で使うしかないが、コンサルタントはコピーしてこれを多くのクライアントに渡すことが

できる。つまりコンサルタントから見れば利用者（クライアント）が多いほど1クライアントあたりの入手コ

ストが下がる。そのため高額で入手困難な情報でも対象クライアントが多ければ、コンサルタントはこれを入

手して各クライアントにコストを負担してもらうことができる。クライアントから見れば入手コストが高い情

報をコンサルタントから低コストで入手できることになる。そう考えると同一情報を使うクライアントが多い

ほど価値が高いと言える。
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（2）表現の指標

誤解を招く表現はしない

コンテンツを表現する行為においてもっとも大切なことは、ここにコンサルティングの本質を求めないこ

とである。コンサルティングという情報提供サービスの本質は何と言ってもコンテンツである。

クライアントのニーズにジャストフィットした有効なコンサルティング情報であれば、その表現の指標は正

確性（正しく伝わる）と理解容易性（“わかりやすさ”）という単純な指標しかない。

コンサルタントにとって恐いのは“クライアントの誤解”、および“クライアントがその情報をコンサルタ

ントの意図しない形で使う”ということである。

だからコンサルタントがやってはならないことは「誤解を招くような表現」である。コンテンツの表現を微

妙に変えて、クライアントがそのコンテンツに必ずしも合意していなくてもコンサルタントの発した意見ど

おりにうまく動くように仕向けたり、同じコンテンツなのにコンサルタントがクライアントから尊敬される

ように（正確に言うと「レベルが低いと思われないように」）、あえて難解（要するにわかりづらい）な表

現を取ったりすることである。

情報の表現を格調高くすることがコンサルタントの格を高めると勘違いしている人も多い。コンテンツを格

調高くしたり（どこに出しても恥ずかしくない内容にする）、コンサルタントの格を高めたり（公益性を考

える）するのならわかるが、コンテンツが同じなのに表現テクニックを使って、格を高める（もちろん「格

は高まらない」。ただコンサルタントが「格を高めている」と勘違いしているだけ）ことは百害あって一利

なしである。クライアントから「先生の話は難しい」と言われたら「クライアントのレベルが低い」と思わ
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ず、自らの表現の拙さを反省し、クライアントに何とかわかってもらうように表現を変えたり、どうすれば

わかってもらうかを真剣に考える。

誤使用をリスクヘッジする

もう1つの「情報の誤使用」はコンサルタントにとって極めて大きなリスクである。「コンサルタントが発

言したこと」のごく一部をクライアントが抜き出して、それを誤った形で使うというケースがもっとも多い。

例えばCSRについてコンサルタントが意見を聞かれ、「企業にとってCSRとは･･･。見方を変えれば企業に

とって利益は結果であって、目的ではない。それは･･･」と答えたとする。この時クライアント企業の1人が

その発言の真中部分だけを抜き取り、少し表現を変えて「先生が『利益を目指すべきではない』と言ってい

るように、利益管理よりも売上管理を徹底して･･･」などと使われてしまうことである。

このリスクヘッジはたった1つである。コンサルタントはクライアントに情報を文書で渡すことである。コ

ンサルタントが口頭で話しても、後で必ず文書にして渡す。コンサルタントとクライアントの間で「言った、

言わない」というコンフリクトだけは決して作らないことである。

これが理解できれば情報表現の正確性と理解容易性を高めるために考えるべきポイントは、次の2つである。

①コンテンツの識別

そのコンテンツがどういう性質のものなのかがはっきりわかるように表現し、クライアントがその識別を

できるようにすることである。よく言われる「事実と意見は分けろ」というものである。
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コンサルティング情報のコンテンツは次のように分類される。

(ⅰ)社会などによって決められたもの

“法律などの社会ルール”や“言葉の定義”のように、どこかで決めたもの。正しい、間違っているという

判断はなく、そうであることが社会的に合意されているものである。法の世界のように毎日毎日変わる膨大の

量の法律や判例＊1がある場合は、この情報の正確な伝達だけでもコンサルティングの対象となる。

＊1. 法を適用した裁判の先例

(ⅱ)社会的に正しいことが証明されたもの

自然法則や定理など。これを体系化したものが学問である。ビジネスに適用されている数学などはこの典型

といえる。「コンスタントに売れる商品は、販売量が同じでも在庫量は小さくて済む」といった情報を指す。

(ⅲ)事実

実際に起きた出来事、結果などがこれにあたる。「顧客満足度アンケート調査の結果、『ほぼ満足』が

50％」といったものである。普遍的なものではない（そうであれば(ⅱ)に入る）ので、その事実の背景を説明

することが必要である。この例では「顧客の50％がほぼ満足している」ということが事実なのではなく、「特

定のアンケート調査（いつ、誰に、どういう形で行ったのかということが背景）において、アンケート回答者

（当然未回答者もいるはず）のうち約50％が“ほぼ満足”という選択肢を選んだ」が事実である。コンサルタ

ントはこれを自分のコンサルティングにとって都合よく（ある意見を通しやすくするために）あたかも普遍的

な事実のように表現してしまうことも多い。コンサルタントにとってこういう表現をどうしても取りたいと思

う時があるが、これを自制する。そしてそれが長い目で見れば、コンサルタントの信頼感を高めると信じる。
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(ⅳ)他人の意見

この“他人の意見”はよく(ⅰ)～(ⅲ)と混乱する。場合によっては先ほどのアンケート調査で述べたように、

コンサルタントがあえて識別しないで表現することもある。

「A社はマーケティング力で業界№1になった」。

この中で事実（らしきもの）は「A社が業界№1」（しかし「何をもって№1と言うか」という点が問題であ

る。売上ならいつの売上で、どこまでを業界と考えているか･･･）であり、どう考えても「マーケティング力

がその理由」というのは“誰か”の意見である。例えば「A社の社長が考えている」「××新聞に○○氏が書

いている」･･･。

ここでコンサルタントがうまく逃げるなら、「～と言われている」という表現にする。もう少しつっこむと

｢一般的に～と言われている｣という表現にする。こうして“たった１人の意見”でも、いかにも(ⅲ)の事実、

さらには(ⅱ)の定理のような“感じ”をクライアントに与える。

たしかにうまいと言えばうまいが、先ほど述べたようにこんな誤解を誘うような言い方は厳に慎むべき行為

である。もっとひどい時は「会社はマーケティング力がすべてである」と断定的にして、(ⅱ)の定理として情

報を歪めて表現してしまう。こうすればたしかにクライアントへ自らの意見を説明しやすい（コンサルタント

の意見が「御社の戦略のコアとすべき点はマーケティング力を上げることである」であれば）。もちろんこう

いう行為はコンサルティング情報という商品の品質を落とすだけでなく、そのコンサルタントの格を落とすこ

とになる。そしてそれがコンサルタント全体の格を落とし、コンサルタントは“口がうまい”という最悪のイ

メージを作ってしまう。

こうやって机上で考えればすぐにわかる通り、他人の意見は「誰が言っているのか」がその情報の最大のポ

イントである。
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(ⅴ)自分の意見

先ほどの「A社が売上№1になった理由がマーケティング力」というのがコンサルタント自身の意見の時も

ある。これさえも「～と言われている」と表現してしまうことがある（これは明らかに歪めている。「～と

私は思う」と表現すべき）。さらには“禁じ手”というべき表現を使う。それは「マーケティング力であ

る」と断定的な表現をし、自分の意見をあたかも(ⅱ)の「社会的に正しいことが証明されている法則・定理」

のようにしてしまうことである。

この禁じ手をコンサルタントが使うと、まさに「神のみぞ知る」（人間には正しいことが証明できない）こ

とを知っているように見えるので、その分野の“コンサルタントの神様”と表現されることが多い。マーケ

ティングの神様、組織づくりの神様･･･。もちろんコンサルタントが神様のはずはなく、伝道師（自分の意見

を“教え”として伝えていく）でもない。コンサルタントはクライアントのニーズに応じて正確な情報を渡

す人である。逆にコンサルタントは神様とよばれる人の意見は｢眉に唾をつけて｣聞くことである。

②論理性

平凡な表現を求める

表現の正確性のポイントが情報の識別なら、表現の理解容易性のポイントは論理性である。情報の論理性

とは「筋道立って表現されていること」である。

私の父は詩人(と言ってもセミプロだが)であり、文章そしてそれを表現する文学を深く愛している。そして

私は小さい頃から彼の書いた詩や文章を読まされてきた。極めて難解だが、逆に言えば奥深さを感じる。
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そして「お父さんの文章は難しくてわからない」と子供の私が言うと、父はうれしそうに「もっと色々な本

を読んで、私の言葉がわかるように勉強しろ」と言っていた。

コンサルタントは文学者（「情報を伝える」と言う意味で似てはいるが）ではない。その表現に芸術性な

どいらない。同じコンテンツでも、表現を変えることで「相手の心を打つようにする」のが芸術であろう。

そしてこの「心を打つ表現」に求められるのは論理性ではなく、人とは異なる言葉、つまり創造性がその核

であろう。だからコンテンツが同じでも、創造的に自分の感性を使って表現すれば価値の高いものとなる。

しかしコンサルタントは表現にその価値を求めてはならない。コンサルタントはコンテンツに創造性を求め、

その表現には論理性を求めるべきである。論理性とは｢万人へのわかりやすさ｣であり、誰にその情報が伝

わっても同じようにコンテンツが伝わることである。

コンサルタントには誰しもが普通に使い、伝わりやすい“平凡な表現”が求められる。

コンサルタントが情報の表現をわかりやすくするには（つまり論理性を高めるには）、次の点がポイント

になる。

(ⅰ)口頭をやめて文書にする

先ほども述べたが、すべてのコンテンツを文書で表現することである。

実はコミュニケーション手段としては、口頭の方が優れている面が多い。抑揚をつけて、相手の反応を見な

がら、質問を受けて･･･というように、文書よりも“わかりやすく”表現することができる。

一方口頭の弱点は何と言ってもその情報が残らないことである。そのため次のような弊害が伴う。
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・クライアントに伝わっていないかもしれない

コンサルタントが口頭で伝えた情報を、クライアントは「わかったような気がした」だけでわかっていな

いことも多い。「コンサルタントが発した情報」と「クライアントに伝わった情報」が異なっていても、ク

ライアントがOKとすればこれで終わる。つまりコンサルタントが伝わったことを確認できない。文書の情報

はそれ以上でもそれ以下でもなく、その文書という情報しかない。

・コンサルタントがその場をしのごうとする

文書を渡してクライアントがわからなければ、コンテンツを変えずにその表現を修正すればよい。しかし

口頭で伝えてクライアントがわからない時は、コンサルタントはその情報表現を直すだけでなく、場合に

よってはフレキシブルにコンテンツを変えてしまい、何とか相手が「わかった」と言うまでこれを続けてし

まう。こうなるとコンサルタント自身でも、そもそもどんなコンテンツを伝えようとしたのか、結果として

何が伝わったのかがわからなくなってしまう。

・「何を伝えたか」が他の人にわからない

複数のコンサルタントでコンサルティングをやった場合、そのクライアントへのプレゼンテーションをコ

ンサルタント全員ですることはあまりない。多くの場合、コンサルタントのうちの誰かが面談で話す(もちろ

ん文書も使うが)。この時にそのコンサルタントが口で何を言ったかである。他のコンサルタントから見ると

それが恐い。

たまに「私の個人的意見を言えば･･･」と前置きして話すコンサルタントもいる。それは「他のコンサルタ

ントは合意していない」、つまり今回のコンサルティングビジネスとしての結果ではないということなのだ

ろう。しかし多くのクライアントは、これをコンサルタント同士が合意した意見として受け取ってしまう。
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それが恐くてコンサルタント全員がこのプレゼンテーションに出ることもあるが、ここでも各コンサルタン

トが勝手な意見を言い（クライアントへのプレゼンテーションに出て、自分の意見を一言も発しないコンサ

ルタントはあまりいない）、収拾がつかなくなってしまう。

口頭はコンサルタントのコンテンツを表現するのに使うのではなく、そのコンテンツを作る時（ディスカッ

ションなど）に使用すべきである。

(ⅱ)コンテンツを構造化する

文書の“わかりやすさ”、論理性はその文書が構造化されているかどうかが最大のポイントである。

構造化とは「1つ1つのコンテンツの関係をはっきりさせること」である。文書の中の個々のコンテンツを表

現するだけでなく、そのコンテンツ同士の関係を表現していくことである。この構造化をできることが文書

の最大の特徴であり、口頭ではこれが極めて難しい。

文書では「親子関係という階層性を持つこと」が、もっともポピュラーな構造化である。階層性とは「子か

ら見て親は1人で、親から見て子は複数いる｣というコンテンツ構造で、下図のようなイメージである。
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この親子関係はブレイク、ブレイクダウン（細かくするという意味）と表現できる。小説などでブレイクが

はっきりしているものはあまりないが、コンサルタントの文書にはそれが強く求められる。文書の階層性は

項番と表現してもよい。本書もそうであるが1、2、3、4という大項目があり、その下に（1）、（2）、その

下に①、②･･･という形の構造化が一般的である。

文書におけるもう1つの構造化はネットワーク化である。親子以外のコンテンツ同士の関係（原因・結果、

流れ･･･）を表現するものである。例えば次のようなものである。

このようにコンテンツの関係をわかりやすくしていくことを構造化という。

構造化されていればコンテンツがクライアントへわかりやすくなるだけでなく、コンサルタントがクライア

ントに情報を渡す時に、コンテンツのつじつまが合っているか、論旨は矛盾しないかをチェックできる。その

うえクライアントはコンサルタントから得た情報のうち、必要なものだけをスピーディーに取り出すことがで

きる。
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(ⅲ)ITを使う

先ほど述べたようにITは情報の表現技術とも言える。コンピュータを中核とするITの弱点は融通がきかず、

“あいまいさ”を許さないことである。つまり頭が堅い。この「頭が堅いコンピュータ」にわかるように整理

して残していくには、わかりやすさが必須となる。言い方を変えれば「コンピュータにわかるように表現す

る」ことは、「誰にでもわかりやすく同じように伝わる」ということを意味している。

コンピュータという器に情報を整理しようとすれば、自ずと構造化（構造化されていない情報はITには入れ

づらい）が求められる。そしてITによって構造化された情報は、ピックアップ（ITでは検索という）、編集が

スムーズとなる。

さらにコンピュータで情報を整理だけではなく、集計などの“処理”をしようとすれば、そのコンテンツを

数字にすることが求められる。

世の中に数字にできないものはない。「美しい」だって「すごく美しい」「やや美しい」「普通」「やや醜

い」「すごく醜い」としこれを「美しさ」と定義して、それぞれに5、4、3、2、1を当てればもう数字である。

数字に表わす前を実体というが、実体とそれを表わす数字がジャストフィットしているかは別として、どん

なものでも数字にはなる。数字になれば集計も分析もコンピュータでできる。そしてコンピュータの中で実体

と数字をリンクして（関連づけて）整理していくこともできる（「美しさの“数字”と実体の“写真”をリン

クさせておくといったこと）。

ITで情報を整理しようとすれば、コンサルタントはまず情報をどういうふうに表現しようかと考える。つま

り表現方法を設計をする。この設計がクライアントへのわかりやすさを増す。

もっとも融通のきかない、賢くないITがわかる情報はもっともわかりやすい表現といえる。
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（3）伝達の指標

表現と伝達はある意味でセットである。そのためすでに述べてきた点もあって多少重複するが、最後に伝達

の指標について考えてみよう。

コンサルティングに限らず情報伝達の指標は一般に“正確性”（表現と重複する指標）と“スピード”の２

つである。

①正確性

説得力など求めない

まずはコンサルタントの伝達においてもっとも大切なことが“渡した情報”の正確性であることに合意して

ほしい。

コンサルタントのイメージとして、「相手を説得する力」、「プレゼンテーション力」（悪く言えば“口の

うまさ”）などを持っている人は多い。これを払拭することが次世代コンサルタントがなすべきことである。

相手を説得する力が“最大”と言う状態は、相手の意に反して自分の意見を通してしまうことだろう。

従来型コンサルタントの中のリーダーたちは、「私は何百社と指導をしてきた。そして皆、業績は向上した。

私の言うことを聞いていれば間違いない」というコンサルティングスタンスを取ってきた。つまり｢コンサル

ティングの結果｣が説得力の元となっていた。クライアント企業の“取る手”について意思決定権がなく、そ

の業績に責任がないコンサルタントの取るべき態度ではない。

そもそも「自らの発したコンサルティング情報を、自らの思った方向に使わせる」という説得力を高めるこ

となど考えるべきではない。自らが持っている情報を正確に伝え、それをどう使うかはクライアントの意思に

任せる。
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プレゼンテーション力を求めない

ここでもっと問題なのは先ほどのコンサルタントイメージの2つ目にあるプレゼンテーション力である。プ

レゼンテーション力という言葉から受ける印象は、「インパクトがあって、人を引き付ける･･･」というよう

な“感じ”で、広告代理店のようなプロの行うプレゼンテーションを彷彿させる。

コンサルタントはコンテンツのプロであって、プレゼンテーションのプロになってはならない。

プレゼンテーション力とはその表現方法、伝達方法を指しているのだと思う。コンサルタントがインパクト

や魅力を求めるならコンテンツであろう。コンサルタントがやってはならないことは、同じコンテンツであり

ながら、別の印象、もっと言えばクライアントが過大な価値を認識するようなプレゼンテーションである。

表現の指標でも述べたが、正確性を意識すれば、このようなバイアスを持たない（誰が読んでも同じ）“文

書”を伝達媒体の中心とすべきである。そしてこの文書にプレゼンテーション力があるとすれば、それは先ほ

ど述べた構造化である。

②スピード

コンサルタントが自らの仕事に原価意識を持つなら、この伝達という工程が最大のボトルネックだろう。

伝達ではいかに早くクライアントから情報を受け取り、自らが持っている情報をクライアントに伝えるかと

いうことを第一に考える。これはコンサルタント側の仕事のコストダウンになるだけでなく、クライアント側

の仕事のコストダウンもなされ、かつコンサルタントの信頼度は高まる。コンサルタントをほめる言葉は「話

が早い」であって「話がうまい」ではない。
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ではスピードを上げるコツはどこにあるのだろうか。伝達を含めたコミュニケーションにおいてスピードを

落としているのは、その伝達中ではなく、コミュニケーションロスによる“後戻り”である。

例えば口頭コミュニケーションで考えてみよう。これは次のような構造である。

情報の発信者は自らの伝えたいコンテンツを表現して伝達し（この場合言葉）、受信者はこれを聞いて
（音）、そこから表現を取り払って、コンテンツを受け取って、理解する。この時、表現エラー（言い間違
い）、受け取りエラー（聞き間違い）、理解エラー（勘違い）という3つのエラーが常に存在している。
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コンサルタントとクライアントのコミュニケーションは2つに分けられる。どちらが受信者でどちらが発信

者かということである。そしてコミュニケーション手段は主に文書か口頭かに二分される。

これをベースとしてコンサルタントのコミュニケーションを考えてみよう。

(ⅰ)発信者＝コンサルタント、受信者＝クライアント

文書コミュニケーションを取り、理解エラーを面談で発見する

コンサルタントにとって重要なコミュニケーションは、自分が発信者の時である。この時はエラーが少ない

“文書”とすべきである（何度も言ってきたが）。“言い間違い”より“書き間違い”、“聞き間違い”より

“読み間違い”の方が少ない。

文書コミュニケーションで問題となるのは最後の理解エラーである。口頭が唯一勝っているのはこの理解エ

ラー、というよりもその発見である。面談であればクライアントの反応によって、その人が理解しているか、

いないかが判断可能である。

したがってコンサルタントが発信者のコミュニケーションは、文書でクライアントに伝えるとともに、面談

でその理解エラーを発見し、解消すべきである。

答えられない質問には答えない

この面談での理解エラー解消におけるポイントは、渡した情報に関する“クライアントからの質問”である。

しかしこの質問に対してコンサルタントには不思議な心理が働く。質問されるのがイヤなことである。
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「質問されることが性格的に嫌い」ということではなく、「質問されて、もし答えられなかったらどうしよ

う」という感情である。これはコンサルタントに限らず誰しもが持つもので、小さい頃からのトラウマである。

学校教育において教師は「自らの教えたことが伝わったかどうか」を調べるために、生徒から質問させるので

はなく、こちらから質問する。そしてこの質問に答えられないと“しかる”。そしていつの間にか「質問に答

えられる人は賢い人」「答えられない人はバカ」という白黒判定がなされる。だから質問というと「質問に答

えられない」という屈辱的なシーンを浮かべてしまう。「クライアントから“つっこまれたら”どうしよう」

という感情である。

さらに「コンサルタントはクライアントよりも“上”でないと仕事ができない」と誤解している人も多い。

だから「質問に答えられない」ことによってクライアントの信頼感を失うのではと考えてしまう。

魅力的なコンサルティングの引合であっても、この“つっこまれるシーン”を頭に浮かべてしまい「力不足

なので」と言って断ってしまうコンサルタントもいる。

しかしここで冷静に考えてみよう。「クライアントから答えられない質問が来たらどうするか」というテー

マである。「事前によく準備して答えられるようにしておこう」では解決になっていない（それは「答えられ

る質問」なので）。まさか「答えられなくても、適当にゴマかして逃げよう」という解決策を取ろうと（実際

の現場ではよくあることだが）、今ここで考える人はいないだろう。

この解決策はたった1つしかない。「答えられない質問には答えない」ということである。クライアントと

は「この1回だけのコミュニケーション」ということはあり得ない。コンサルタントはオフィスに戻って、そ

の質問について調べたり、誰かに相談したりして、その回答を作り、一秒でも早くクライアントに伝えること

である。
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この対応がコミュニケーションのスピードを高めることは、こういう冷静な時であれば合意できるであろう。

クライアントは“自分がわからないこと”を質問しているはずである。だからコンサルタントがわからない

からといって怒ったら、単なるワガママである。もしクライアントが（教師のように）自分がわかっているの

に質問をしているとコンサルタントが感じたら、それはおそらくそのコンサルタントを信頼していないのだと

思う。その局面に万が一ぶつかったら（クライアントの信頼感を高めて、なるべくそのシーンにあわないよう

にすることが大切だが）、「それはテストですか？あなたはその答えを持っているのですか？」と確認する。

そしてどうしてもその質問に答えなければならない局面なら、テストとして質問を受け、回答し、クライアン

トに正解を聞こう。

質問しやすいムードを作る

質問される側のコンサルタントがそれをイヤだと思っていると、クライアント側に質問するのが悪いような

ムードが生まれる。もっとひどいコンサルタントは、質問できないようなムードを作り出してしまう（「そん

なバカなことを聞くな」というムード）。

コミュニケーションエラーをなくすためには、逆に質問しやすいムードを作ることが必要であり、スピード

を早めるポイントである。

「自分が伝えたかったコンテンツがクライアントへ正確に伝わっているはずはない。コミュニケーションエ

ラーは必ずある」と考え、質問がない時は「クライアントがわかった」のではなく「質問しづらい、質問する

のにもう少し時間がかかる」と考える。
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もしコミュニケーションエラーがあったままコンサルティングを続けていくと、コンサルタントの仕事に大

きな不具合が生まれてくることはこの場なら理解できるであろう。

（ⅱ）発信者＝クライアント、受信者＝コンサルタント

このパターンは、コンサルタントが最終的なコンサルティング情報を作るために、その参考情報としてクラ

イアントからインタビューしているシーンがもっとも多い。ここではクライアントにその情報を文書で求める

のは、あまり良い方法ではない。

コンサルタントは情報提供のプロであるが、クライアントはそうではない。したがってクライアントが文書

を表現するのにどうしても時間がかかってしまい、かつ表現エラー（この場合“書きモレ”が多い。と言うよ

りもコンサルタントが欲しい情報がよくわからないことが多い）がある可能性が極めて高い。そしてこのエ

ラーのリカバリーに時間がかかり、かえって伝達のスピードを落とす。したがってこのシーンではインタ

ビュー（口頭）とすべきである。

コンサルタントがインタビューする時のポイントは2つある。

・議事録を取る

コンサルタントがコミュニケーションを口頭で行う時は、その確認（エラーチェック）は文書で行う。コン

サルタントはクライアントがインタビューで話した内容を議事録にまとめ、それによってコミュニケーション

エラー（言い間違い、聞き間違い、勘違い）をクライアントに発見してもらう。

コンサルタントがクライアントと面談する時にメモを取るのは普通の姿であるが、これはクライアントの
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言ったことを自分が忘れないようにしているのであろう。そうではなく、クライアントに情報をフィード

バックしてエラーチェックしてもらうために議事録を取る。これがスピードを上げるコツである。

この時クライアントはコンサルタントを「細かいやつだ」とは評価せず、「しっかりしている」と評価し、

信頼感が増す。さらにこの議事録によって複数コンサルタントで仕事をする時でも、すべてのコンサルタント

が同一のクライアント情報を受けることになる。これによってコンサルタント同士の信頼感（一緒にやって安

心）を増すだけでなく、「皆でインタビューに行く」「インタビュー結果をインタビューする」といったロス

がなくなり、スピードが増し、コンサルティングという仕事のコストダウンとなる。

・聞いてから話す

どういうわけかコンサルタントには“話し好き”が多い。コンサルタントが集まって勉強会などをやっても、

発言がなく“静まり返る”ことはなく、議論はいつも活発である。

コミュニケーションで大切なことは目的である。インタビューなら情報を“聞き”に来たのであろう。相手

が話した内容に、すぐに反応したい気持ちはわかる。しかし「話しに来た」のでも、「ディスカッションしに

来た」のでもなく、「聞きに来た」のである。クライアントもコンサルタントは「聞きに来た」と思っている

（面談の目的をインタビューと言っているはずなので）。だったら黙って聞こう。

もっともしてはならない行為は、テレビの政治討論会のように、相手が話している最中にそれを遮るように

話すことである。これはクライアントに対して失礼なだけではない。相手の情報を遮り、受け取りを拒絶し、

コンサルタントにとってもっとも恐い「この人は私の話を聞いてない」という不信感をクライアントに与えて

しまう。
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せめてクライアントの話している間はじっと聞く。クライアントの話が終わってから話す。ちなみに私はこ

の局面ではなるべく話さないようにする。相手の情報に対する“反応”はコンサルタントの仕事の本質であり、

コンサルティングという商品そのものである。ここはじっくりと時間を取って、プロとしてその反応情報（コ

ンサルティング）を伝えたい。つまり戻ってゆっくり考え、他の情報を集めたり、他のコンサルタントの意見

を聞いたりして、プロとしてその反応を価値のある情報としたい。コンサルタントは情報を渡して、フィーを

得ていることを忘れない。

③日常コミュニケーション

主コミュニケーションツールにメールを選ぶ理由

コンサルティング情報の伝達という観点からはややはずれるが、コンサルタントがクライアントや他コンサ

ルタントと、日常的に取るコミュニケーション（連絡と表現してもよい）についてもここで考えてみよう。

コンサルタントの日常コミュニケーションツールとしては電話、文書、会議、メールといったものが考えら

れる。ここでコンサルタントは主コミュニケーションツールとしてメールを選択し、まわりにもそれを求める

べきである。メールの方が便利ということではなく、メールのメリットをコンサルタントは十分認識すべきで

ある。メールのメリットとしては次のようなものがある。

1つは非同期性である。“同期”とは互いが時間を共有してコミュニケーションするもので、面談、会議、

電話といったものがある。一方“非同期”とは発信者と受信者が時間を共有することなく、互いにとって都合

の良い時に発信し、受信するものであり、この代表がメールである。
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せめてクライアントの話している間はじっと聞く。クライアントの話が終わってから話す。ちなみに私はこ

の局面ではなるべく話さないようにする。相手の情報に対する“反応”はコンサルタントの仕事の本質であり、

コンサルティングという商品そのものである。ここはじっくりと時間を取って、プロとしてその反応情報（コ

ンサルティング）を伝えたい。つまり戻ってゆっくり考え、他の情報を集めたり、他のコンサルタントの意見

を聞いたりして、プロとしてその反応を価値のある情報としたい。コンサルタントは情報を渡して、フィーを

得ていることを忘れない。

③日常コミュニケーション

主コミュニケーションツールにメールを選ぶ理由

コンサルティング情報の伝達という観点からはややはずれるが、コンサルタントがクライアントや他コンサ

ルタントと、日常的に取るコミュニケーション（連絡と表現してもよい）についてもここで考えてみよう。

コンサルタントの日常コミュニケーションツールとしては電話、文書、会議、メールといったものが考えら

れる。ここでコンサルタントは主コミュニケーションツールとしてメールを選択し、まわりにもそれを求める

べきである。メールの方が便利ということではなく、メールのメリットをコンサルタントは十分認識すべきで

ある。メールのメリットとしては次のようなものがある。

1つは非同期性である。“同期”とは互いが時間を共有してコミュニケーションするもので、面談、会議、

電話といったものがある。一方“非同期”とは発信者と受信者が時間を共有することなく、互いにとって都合

の良い時に発信し、受信するものであり、この代表がメールである。

コンサルタントとクライアントの間の日常コミュニケーションでは、通常の仕事のように両者が常時同じ
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オフィスにいるわけではない。しかもそこに上下関係が存在せず、全くと言ってよいほど別々の仕事をして

いる。電話をすればその時相手はもっと大切な仕事をしているかもしれない。

課長が部下を呼びつけるのであれば、課長の都合が優先される。それが組織の秩序であろう。しかしクライ

アントからこの秩序（上下関係、仕事の優先度）を求められてはコンサルタントは仕事ができない。どう考え

てもクライアントとコンサルタントの間の日常コミュニケーションのベースはメールという非同期で行うべき

だ。これがコンサルタントを守ってくれる。

コンサルタント同士のコミュニケーションでも、先輩、後輩などの関係によって“上下”という秩序がどう

しても生まれてしまう。だから同様にメールを選択すべきである（こちらはすでにメールが中心だと思う）。

メールの2つ目のメリットは結果が残ることである。先ほどの口頭・文書でも述べたが、コンサルタントに

とってコミュニケーション結果が残ることは、相手がクライアントでも他コンサルタントでも極めて有益なこ

とである。メールであれば、誰が、誰に、いつ、何を伝えたかがすべて残っており、それ以外は伝わってない。

「言った、言わない」という最悪のコミュニケーションロスがなくなる。

３つ目は同報である。コンサルタントがクライアント企業内の複数の人に情報を伝える時、面談や電話では

どうしても相手によってコンテンツを選択したり、表現を変えたり、相手から質問が出ることによって伝わる

コンテンツそのものが異なってしまう。また面談で伝えた相手が企業内の別のメンバーに伝えることも多く、

“伝言ゲーム”となってどうしても情報が歪んでしまう。逆にクライント企業内の複数の人からコンサルタン

トが異なる情報をもらって困ることも多い。

メールは複数の人へ同時に同一情報を伝えることができる。

コンサルタントはメールをただ使うだけではなく、この３つのメリットを最大限に生かすように使うべきで

ある。
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メールの問題点を解消する

しかしメールはコミュニケーション手段として2つの問題を抱えている。1つはマナーである。マナーとはコ

ミュニケーションする相手（特にクライアント）が求めるものであり、未だに「メールは失礼」と思っている

人や、メールを日常コミュニケーションにしていない人がいる（もちろん減ってはいるが）。特にコンサルタ

ントの相手はクライアント企業の中でも上位層が多く、年齢的にも高くメールで育っていない。さらには人を

呼びつけることができる立場にいて、メールを使わなくても済む人もいる。この場合は面談するしかないが

（電話はできるだけ避ける）、コンサルタントは面談の情報をすべて議事録にして、それをすべての関係者に

メールする。こうして相手のマナーレベルを守りながら、メールのメリット（非同期、結果が残る、同報）を

活用する。

2つ目はクライアントやコンサルタント同士の間で、互いのアイデアを出し合うコミュニケーションが必要

な時である。ここでメールやネット掲示板のような形でコミュニケーションを行うと、生産性が落ちるだけで

なく、良いアイデアが生まれない危険もある。この場合は面談というよりもブレーンストーミング*1方式を取

ることが求められる。

＊1. 関係者が集まって自由に意見、アイデアを言う。

ここまで述べたコンサルティングの指標を整理すると次のようになる。
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３．コンサルティングの対象

コンサルティングの対象は人でも業務でもない

次にコンサルティングをする対象について考えてみよう。

コンサルティングとはクライアントのニーズに応じて、適確な情報を提供する仕事であり、商品である。し

たがってコンサルティングの対象はニーズである。

コンサルティングをその相手によって、経営コンサルティング（経営者向け）、マネジメントコンサルティ

ング（マネジャー向け）、オペレーションコンサルティング（現場向け）などと区分することもあるが、あ

まり意味がない。コンサルティングの対象は人ではなくニーズである。経営者にコンサルティングするので

はなく、経営課題と言うニーズに対してコンサルティングをする。経営課題は人に存在するのではなく、企

業に存在し、その関係者は当然のことながら経営者だけでなく、マネジャー、現場従業員、さらには取引先、

ライバル企業など多岐に渡る。

コンサルティングは業務になされるものではない。したがって業務によってコンサルティングが区分される

ものでもない。例えばマーケティングコンサルティグ、ITコンサルティング、組織コンサルティングといっ

た区分は業務による区分ではなく、コンサルティングテーマによる区分と考えられる。

コンサルティングはニーズのパターンで分類する

コンサルティングを分類するのであれば、こういったテーマによるものよりも、むしろニーズのタイプで分

けるべきである。クライアントのいる“ステージ”と言ってもよい。
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例えば次のようなものである。

・夢を作る･･･将来のビジョンを作る、未来像を描く、･･･

・方向を考える･･･経営戦略立案、マーケティング戦略立案、･･･

・計画を作る･･･中期経営計画作成、予算作成、･･･

・投資の意思決定･･･投資の可否を判断する、投資物件を決める、･･･

・組織作り･･･組織モデルの開発、組織への人員配置、･･･

・人材育成･･･採用、教育テーマ作り、･･･

・ビジネスモデル作り･･･オペレーション方法、アライアンスモデル開発、･･･

そしてコンサルタントはこれらのニーズを解決するのではなく、解決のための情報提供を行う。

コンサルティングの対象はクライアント

コンサルタントがコンサルティングという仕事を続けていくこと、つまり継続性を意識すると、その対象を

クライアント企業と考えてもよい。

その企業のニーズ（課題）は複雑にからみ合っており、それをコンサルタントが1つずつ順番に解決をサ

ポートしていくようにしたい。先ほどのニーズ分類でいえば、夢作り→方向→計画作り→投資決定→組織作

り→人材育成→ビジネスモデル作りというクライアントのビジネスステップに、継続してコンサルティング

を進めていくのがコンサルタントにとって理想の姿である。

そういう意味でも、コンサルタントは特定業務や特定階層（経営者、マネジャーなど）に特化すべきではな

い。クライアントのあらゆるニーズに対し、他のコンサルタントと協力してでもすべて対応していきたい。
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コンサルティングの対象を企業と考えると、1つのテーマ(例えば組織開発)についてさまざまなクライアント

にコンサルティングしていくというスタイルはあまり好ましくない。コンサルタントはコンサルティング

テーマそのものよりも、自らのクライアントに着目すべきである。それが第4章で述べるカスタマーマーケ

ティングである。また1つのクライアントのさまざまなテーマ解決をサポートするために、第3章で述べるコ

ンサルタントのビジネスモデル（コンサルタント同士がどうやって協業するか）が大きなテーマとなる。
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４．商品開発
本章の最後にコンサルティングにおける商品開発について考えてみよう。

コンサルティングは情報提供である。だからコンサルティングにおける商品開発とは、クライアントや見

込みクライアントに提供する情報を開発することである。

一般的にこの商品開発のフローは次のようなものである。コンサルティングを仕事としてみれば、そのプ

ロセスと言ってもよい。

最後のプレゼンテーションについては本章の「情報の表現・伝達」の部分ですでに述べた。最初の受注部分

については第4章で述べることとする。

ここでは商品開発フローの各項目について考えていこう。
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（1）前提情報確認

知識とナレッジのちがい

コンサルティングテーマ（経営戦略提案、ビジネスモデル提案･･･）を受けた時、コンサルタントはまずそ

のテーマに関する前提情報を確認する。

前提情報とはその正しさが社会的に確認されているものである。××ページのコンテンツ識別で言えば、

「(ⅰ)社会などによって決められたもの」、「(ⅱ)社会的に正しいことが証明されたもの」に加えて、

「（ⅲ）事実」や「（ⅳ）他人の意見」のうちで、社会によく知られ体系化されたものも含まれる。これらは

比較的“普遍の情報”（ほとんどの場合にあてはまる）である。

前提情報はその状態によって、知識とナレッジに分けて考える。本来知識とナレッジに明確な区分はないが、

本書では共に体系化され普遍性が高い情報のうち、知識を「社会全体で共有され、誰でもこれを使うことがで

きる情報」、ナレッジを「特定組織の中で共有され、組織メンバーが使うことができる情報」と定義する。

「経営コンサルタント＊1の国家資格」とされる中小企業診断士試験では、コンサルタントに必要なナレッジ

（中小企業診断士という限られた組織の中で体系化され、共有されているという意味で）を1次試験の7科目と

いう形で提示している。具体的には企業経営理論、財務・会計、運営管理、経営法務、経営情報システム、中

小企業経営・中小企業政策、経済学･経済政策の7つである。見方を変えるとこれらのナレッジを、中小企業診

断士になるのであれば共有することを要求している。この要求ナレッジは他の資格試験に比べると驚くほど幅

が広い。ここでもコンサルタントには1つのことに特化するのではなく、「幅広さ」を求めている。

＊1. 経営をその領域とするコンサルタントという意味なのだろうが、経営だけをコンサルティングするということはありえず、ビジネスコ

ンサルタントというのが妥当な表現であろう。本書ではこれを単にコンサルタントと表現している。



第２章 コンサルティング・イノベーション

82

そもそも論を読んで理解する

この知識、ナレッジの難点は覚えても、忘れてしまうことである。コンサルタントにとって必要な知識やナ

レッジを、1度覚えたからといって永遠に覚えていられるわけではない。

ではどうするかといえば、これらの知識、ナレッジについて必要なものを洗い出し、理解して、保存するこ

とである。

コンサルタントとしての出発点は自らがコンサルタントとしてやっていく上で、どんな知識、ナレッジが必

要かを洗い出すことにある。コンサルタント希望者のこの質問に答えてくれるのが、例えば先ほど述べた中小

企業診断士の1次試験である。1人前のコンサルタントになっても、定期的にこの“洗い出し”をして行きたい。

ここから先は最終章で述べる。

次に自らが必要と思った知識、ナレッジの領域について、本などを読み、覚えるのではなく“理解する”。

私は以前、中小企業診断士の受験指導の講師をやったことがある。正確に言うと、ある資格学校に対して

「中小企業診断士受験サポートのためのビジネスモデル作りの提案」というコンサルティングを請負い、その

一貫として講師もやった。この時、この受験指導モデルの中心としたのが「中小企業診断士試験は覚えればキ

リがないほどの知識を要求される。覚えるのではなくて理解する。理解できないことは絶対に覚えない」とい

うことである。

私はコンサルタント希望者やコンサルタント見習いに「“そもそも論”を読め」と言っている。私が20年以

上も前に“経営”を理解したいと思った時（中小企業診断士を受験した時）、山城章氏の書いた「経営学原

理」という本を読んだ。ハードカバーでずっしりとしたものである。そしてそこには「そもそも経営とは」、

「そもそも経営学とは」･･･と多くの人たちが経営を考えていった“歴史”から書いてあった。歴史とはその



第２章 コンサルティング・イノベーション

83

知識が形成されていくまでのプロセスである。この形成プロセスをとらえることがその知識、ナレッジを“理

解する”ということである。マーケティングという知識でいえば、それがどこでなぜ生まれ、どういうプロセ

スを経て競争マーケティングからカスタマーマーケティングへ、そしてアライアンスマーケティングへと向

かって行ったのか･･･ということが「そもそも論」である。

そもそも論とは決して基礎知識、常識を指しているわけでない。やさしいこと（これは基礎知識。そもそも

論はもちろん難しい）や、その分野の誰しもが知っていてあたり前の知識（常識）ということではない。

コンサルタントはプロとしての自分の意見を形成するために、物事の本質に関する“難しい本”を一生懸命

読んで、覚えるのではなく理解し、自らの対案を持つことである。ファイナンスの知識を得たいのなら、「ど

うやったらカネをうまく集められるか」ではなく、「企業価値とファイナンスの関係」、「企業価値とは何

か」、「どうやって測るのか」･･･といった“そもそも論”をしっかり読む。そして「本当に企業価値の計算

はこれでよいのだろうか」、「これが企業価値を高めることになるのか」という疑問を持ち、「企業が持って

いる財産価値や生み出すキャッシュフローではなく、そこで働く従業員の人材価値から企業価値を考えるべき

ではないか」という対案を考える。これがコンサルタントが知識を理解するということである。

第3章で詳しく述べるコンサルタント同士の組織で共有するナレッジも、それぞれのコンサルタントが持つ

コンサルティングの“コツ”よりも、コンサルティングの本質としての“そもそも論”の共有を図るようにす

る。
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オリジナルの教科書を作る

コンサルタントが理解した情報は、消えないように“頭以外の場所”に保存しておく。そして定期的にメン

テナンスをやって行きたい。

この時“おすすめ”なのが、コンサルタントが自らの手で、これを教科書のようなものにまとめることであ

る。自分が理解した知識を自分なりに体系化し、自分なりの表現でまとめておく。コンサルタントの知識教科

書である。そしてこれをコンサルティングする前にクライアントへ提出する（これを1人で使えば知識ノート

であるが）。

この知識教科書は自分が一体どういう知識をベースとして、コンサルティング情報を作っていくのかという

確認書であり、この提示によってクライアントとその情報が共有化され、ナレッジとなる。

コンサルタントはもちろんこのような知識･ナレッジだけを提供してフィーをもらうのではない。 “コンサ

ルタントのキレの良い意見”でフィーをもらう。この自らの意見を理解してもらうためにも、言葉の定義（会

計とは･･･）や説明、一般論の入った“オリジナルの教科書”を作る。そのうえで当然のことのように各クラ

イアントへ提出する直前に、必ずその教科書のメンテナンス（新しい情報、法改正･･･）を行う。メンテナン

スをこのタイミングでやることにより、コンサルタントの知識も更新される。

私はこれを思い立ち、オリジナルの教科書を市販本として出版した。ナレッジシリーズ（同友館）という本

である。これは会社のナレッジ、経理のナレッジ、マーケティングのナレッジ、ITのナレッジ、生産のナレッ

ジ、流通のナレッジ、経済のナレッジ、法律のナレッジという8冊で構成されている。各冊はそれぞれ40弱の

ユニットに分かれ、各ユニットごとに5~10くらいのキーワードを挙げ、その言葉の定義をし、知識が構造化

されている。キーワードは8冊トータルで約2800ある。私はこの2800のキーワードがコンサルタントにとって
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の必要な知識と思い、自らのコンサルティングでこれを使っている。そして「私がこれからこのコンサルティ

ングで使うキーワードの定義、キーワード間の関係はこうなっています」とクライアントへ提出してから、コ

ンサルティングを行っている（なおナレッジシリーズのキーワードはエクセル形式で弊社のWebサイトからダ

ウンロードできる）。

このナレッジシリーズを出版する前に、コンサルタントとして世に出すので各領域ごとに10~20冊くらいの

“そもそも論”を読み返して、その内容の妥当性をチェックした。1度理解した知識なので、読むのにそれほ

ど時間はかからなかったが、本にまとめるにはかなりの時間がかかった。不特定多数の人に読んでもらい、理

解してもらわなければならないという高度の理解容易性が求められたためである。また内容の誤りは許されな

いという緊張感もあった。

この8冊の本がコンサルタントとしての私のビジネスモデルをイノベーションしたと言っても過言ではない。

もちろん出版する必要はないが、コンサルタントであれば一度は自らのコンサルティング知識を体系化する

必要がある。

（2）事実情報収集

過去の重要な事実情報（例えば「コカコーラ社がどうやってエリアマーケティングを作ったか」というこ

と）は書籍などで体系化されていることが多く、これは先ほどの知識として考えればよい。問題は日々発生し

ている事実情報である。

コンサルタントはこれを日々獲得し、メンテナンスして行かなければならない。コンサルタントがこれを獲

得する媒体としては主に次の4つが考えられる。
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・新聞

まあビジネスに関することは日本経済新聞あたりが妥当な線だろう（さすがに日経を読んでいないコンサル

タントに今まで会ったことはない）。

新聞の問題点は日々ペーパーというハードな媒体で届けられるということである。だからといってネット

ニュースではやや情報が乏しい。新聞からは記事の順番・大きさ・場所などから「新聞社が考える情報の重要

度」がとらえられ、かつ広告（企業が発信している情報）なども情報として受け取ることができる。

しかしペーパーなのでその保存が大変である。私もコンサルタントとして独立したての頃は、いわゆる“切

り抜き”をやっていたが、今は記事をスキャンしてインデックスをつけて保存している（もちろん著作権法を

遵守し、私的使用の範囲内で利用している）。インデックスは大きくクライアント（業界）とコンサルティン

グテーマ（マーケティング、IT･･･）の2つである。コンサルタントが使うことを考えると、他人が作った

ニュースデータベースより、自らが整理したものの方が使い勝手が良いことは言うまでもない。

・雑誌

雑誌も新聞同様ペーパーである。こちらは新聞のようにアットランダムではなくテーマ単位に整理されてい

て、コンサルタントにとっては便利である。ただ雑誌によっては新聞よりもややニュートラル性を欠いている

ものもあり（特定企業の記事はいわゆるちょうちん記事＊1のようなものもある）、その情報の信憑性を疑われ

るものもあるので要注意である。

自らのコンサルティングテーマに合わせて、2～3誌を定期購読し、あとは新聞の広告を見たり、本屋などへ

行ったりして、自らのコンサルティングテーマに合った記事があったら購入するというスタイルがノーマルで

あろう。
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・テレビ番組

雑誌と比較的類似しているのが、ニュースを除くテレビ番組である（ニュースは新聞よりリアルタイム性が

少し強いだけであり、ネットニュースより保存性が悪い）。エンターテイメント性が強く、かつ事実よりも誰

かの意見を重視していると言う難点があるが、動画という魅力がある。しかし私的使用の限界を考えるとその

魅力も半減する。

・インターネット

手軽さと言う意味では、最高の情報収集ツールである。と言うよりもこのインターネットを使わずしてコン

サルティングをやっている人はいないと思う。インターネットの問題点はルールも、事実も、意見もすべて混

在し、ほとんどそれが識別されず、かつその情報の信憑性もかなり疑わしい。そういう意味では企業の公式サ

イトの情報などを除けば、“事実情報収集”よりもこの後に述べる“他人の意見収集”のための主力ツールと

いえる（仮名、無記名のものも多いが）。

＊1. 特定企業や個人を宣伝するような記事。

（3）他人の意見収集

これは大きく次の3つに分けられる。

①クライアントの意見

依頼されたテーマに関するクライアント自身の意見である。

ここでクライアントの意見は大きく2つに分けられる。1つは依頼者（例えば経営者）自身の意見である。
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“新人事システムに関するコンサルティング”なら、経営者が考える“落とし所”（微妙なニュアンスだが、

経営者が結論はこの辺りに落ち着くのではと思っていること）として、「やはり成果主義かな」といった意見

である。コンサルタントはこれに結論を縛られるわけではもちろんないが、聞いておくべきことではある。

もう1つはクライアント企業内の依頼者以外の意見（もちろん依頼者より圧倒的に多い）であり、多くの場合

いわゆる“現場の声”というものと“ニアリーイコール”である。××ページの外部性で述べたように、コン

サルタントから見るとこちらの方が意見情報としての価値は高い（もちろんこの人たちの意見にも“従う”わ

けではない）。もし本音の意見が聞ければ（経営者に渡すことがわかると、本音を隠して“建前”となってし

まうこともあるが、この場合は個人名を出さないことをはっきり言う）、経営者の現場感覚（現場はきっとこ

う思っている）とは異なっていることが多く、経営者がそれを聞くことによる情報量（××ページの“驚き

度”）は大きい。第3章で述べる“企業内塾”なども、これを目的の１つとしていることが多い。

この時コンサルタントが気をつけなくてはならないことがある。それはこの意見が“現場の愚痴”にならな

いこと、もっと言えば経営者に“愚痴”だとは思わせないことである（まあ愚痴でも先ほどの“建前”よりは

“まし”だが）。

それには次の2つのことに注意すればよい。

・意見を出す人に知識を与える

それに関する知識（常識といってもよい）を一切持たない人（新人事システムについて意見を聞く時、それ

によって人事評価を受けている人であっても人事に関する知識がない）からはいきなり意見を聞かないことで

ある。人事システムについての意見を聞くなら、まずは人事制度や人事評価の意味、今まで当社ではどうやっ

てきたのか、なぜこうしていたのか、他社はどうしているか、一般に言われていること･･･といった知識を与
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え（もちろん意見の方向を導くのではない）、そのうえで意見を集める。この時にも××ページで述べたコン

サルタントの教科書が威力を発揮する。

経営者などの依頼者から見ると、知識レベルの極端に低い人の意見では「何もわからんくせに」で終わって

しまう。

･昨日よりも明日の意見

先ほどの新人事システムのように、何か仕組を変えようとした時、そのまま現場に意見を聞けば、必ず現状

否定型の意見が挙がってくる。「うちの人事制度はおかしい」。今の制度を考えた経営者から見ると、自分を

否定されているような意見である。この時は現状のことを聞くよりも「これからどうすればいいか」というス

タンスで聞く。そして「なぜそう思うか」もあわせて聞く。

具体的にはそのテーマについて従業員同士（場合によってはコンサルタントも含めて）でフリーディスカッ

ション（型を決めずに自由に発言する）してもらう。彼らにはディスカッションを始める前に現状の問題点よ

りも（もう済んでしまったことより）明日どうするかの方が大切だと合意してもらう。

できればディスカッションだけでなくレポートなどでも各人の意見を提出してもらう。ディスカッションで

は自分の意見を通すようにまわりを説得したり、また他人の意見に反論したりすることで冷静さを失ってしま

う。終わった後でじっくりと1人で考えることによって意見に冷静さを求める。

この2つを満たした意見であれば、経営者などクライアントの依頼者にとって有益なばかりなく、コンサル

タントがこの後に行う意見創造にとっても価値のある情報となる。
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②有名人の意見

これも過去の超有名人の意見で「万人が正しいと認めたもの」や、「社会が合意したもの」は知識として体

系化されている。それ以外の学者、“その道のプロ”など有名人が言った「今回のコンサルティングテーマに

関する意見」である。

ここで大切な情報は、意見そのものよりも、「誰が言ったか」（××ページ参照）と、その“理由”である。

理由とはその有名人が「なぜそう思ったか」である。先ほどの人事システムの例なら、「成長期の企業では成

果主義、成熟期では能力主義とすべき」という意見があったとする。この使い方としてもっとも不適切なのは

「かの人事の大家で、××社を長年指導した○○氏が述べているように」とか「□□大学で長年人事制度を研

究されてきた△△先生が言ってるように･･･」と言った形で、その人の“有名さ”で格を付けて、あたかも定

理、定説のようにクライアントに伝えたり、自らが思い込んだりすることである（これが後で述べる既成概念

となって意見創造を妨げる）。

こういった有名人の場合に限らず、コンサルタントは常に人の意見は結論よりも、その“意見を言った理

由”に着目する。そしてその理由に正当性、客観性、論理性はあるか、合意できるかという目で見る。そのた

めにはこうした“有名人の意見”は、講演などで“聞く”のではなく、その人の本を読み、じっくりと考えて

みることである（有名人の意見でそれなりにキレがあり、その理由に正当性があれば、必ず本になっている）。

この“意見が書いてある本”は“べき論”や“こうすればうまく行く”的な「理由なき結論だけの本」ではな

く、論旨がしっかりしたものを選んで読む。それがコンサルタントの意見を創造し、キレを高める。私も人の

意見は聞かないが、本で読んで参考にしている。
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③不特定多数の人の意見

先ほどの述べたようにインターネットには掲示板、ブログを始め、さまざまな意見が書いてある。もちろ

ん個人の意見の集まりで、皆がそう思っているわけではない。「そういう意見の人もいる」というものであ

る。もっと言えば「インターネットに意見を書くのが好き」という限られた人たちの意見である。

ここにある意見を使うなら、歪みを承知で使うことである。

インターネットの本屋であるアマゾンのカスタマーレビュー（その本を読んだ感想）などをイメージすれば

よい。その本を読んで「そう思っている人もいる」ということである。ここでは意見の理由よりも、「なぜ

その人はわざわざ、そして一体誰のために意見を書いているのだろう」ということが情報を見る上では大切

だろう。

××ページの顧客満足度アンケートのように、誰かが「不特定多数の人の意見」をアンケートで取ったも

のが手に入ることもある。これはそこで述べたように“出所”がそのポイントである。誰が何の目的でどう

やってリサーチしたのか、サンプルはどうやって選んだのか（何人いるかよりも）といったことをクライア

ントに明らかにしないで、これをコンサルティングに使うのは“禁じ手”である。

不特定多数の人の意見をコンサルタントが自らの手でアンケートすることもある。ここでは先ほどの“出

所”はわかっている。しかし自分で調査、集計しているので、より冷静に客観的に（自分の意見の正当化で

なく）伝えるという“気持ち”が必要である。コンサルタントとしてテクニカルに考えれば、「このアン

ケートは“ごく一部の意見”であり、必ずしも信用できないことを前提として見て欲しい」と言ってクライ

アントへ渡すべきである。
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（4）過去の自分の意見収集

コンサルタントが似たようなテーマをコンサルティングする時、過去に自分はどのような意見を出したか

を調べておく。だから自分の意見はきちんとデータベース化しておく必要がある。しかもそれがコンサルタ

ントの財産となる。

その意味は次の3点である。

①コンサルティングに一貫性を出すために

コンサルタントにとって、クライアントが違うからといって、その場その場で“場当たり的に”意見を出

していくのは節操がないだけでなく、プライドが保てない。

同じものをある時は“白”と言い、ある時は“黒”と言う。多くの場合（言い方は悪いが）、クライアント

の顔色を見て、自分の意見が相手に受け入れられるようにしている（と言うよりも相手の意見に自分の意見

を合わせている）。

もしそのクライアントが過去に出したコンサルタントの“反対の意見”を聞けば信頼感を失ってしまう。そ

してコンサルタント自身のプライドを失わせるだけでなく、コンサルタント全体の信頼感をも低下させる

（「コンサルタントという輩は口から出まかせを言う」）。

「信念を変えるな」とまでは言わない。だからケースバイケースで意見を変えるのもよい。ただその時は

意見という結論よりも、「そういう意見にした理由」をはっきりとさせておく。そう考えれば、過去のコン

サルティングにおける自分の意見（つまりコンサルティング結果）はその理由、根拠をしっかりと残すべき

である。そしてこれと違うことを今回は意見として出すなら、それと対比して理由、根拠を見せることであ

る。これがコンサルタントのインテグリティ（一貫性）である。
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②生産性と質の向上

コンサルタントは同一または類似テーマでコンサルティングを行うことも多い。これをもう1度ゼロからや

るのでは、プロとして、業としてやる意味がない。過去の経験という情報を生かし、生産性を向上させるべ

きである。したがって過去のコンサルティング結果（途中経過も含めて）はすべてデータベース化し、自由

に検索、編集できるようにする。

さらにこれは生産性向上だけでなく、質の向上にも寄与する。過去のコンサルティング結果をベースにして

やれば、質が上がることはあっても下がることはない。この質の向上がコンサルタントの財産という意味で

あり、コンサルタントの力となって現れてくる。

③プロモーションのために

プロモーションなどのマーケティングについては第4章で述べるが、自らのコンサルティング結果を守秘義

務も考慮して、これを文書にしておけば、強力なプロモーションツールとなる。クライアントから見て、初

めてコンサルタントへ仕事を頼む時に不安を感じるのは、「自社のことをコンサルタントが知らない」とい

うことにも増して、コンサルタントの質が読みとれないからである。そのコンサルタントのコンサルティン

グの“質”を証明するものが、過去のコンサルティング結果である。これを意識して整理しておく必要があ

る。そしていつでもクライアントに見せられる形にしておく必要がある。

私はこれら３つのことを意識して（特に一貫性を意識して、自分の意見がブレないように）、自らのコン

サルティング結果を先ほどの教科書同様に市販本としてまとめてきた。それがやはり同友館から出版したセ

オリーシリーズなどである。
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もちろん市販本にして売る必要はないが、コンサルタントとしては自分の意見は常にまとめておくことが

必要である。

（5）意見創造

意見創造はユニークさ

コンサルティングの主要コンテンツは、もちろんコンサルタントの意見（提案、考え･･･）である。この意

見にフィーをもらっていることを忘れない。

この意見の価値基準は××ページで述べたように新鮮さや範囲の利益ももちろんあるが、何と言っても“ユ

ニークさ”が第一である。つまりコンサルタントの創造力が勝負である。この創造力の高め方については第5

章で述べることとする。

意見の原始的な姿をアイデアという。アイデアを出し、整理し、その実現方法を考えて行くことで、これが

意見となる。このステップを意見創造という。この意見創造でもっとも大切な局面は、ユニークさが第一指

標であることを考えれば、最初の“アイデア出し”である。この“アイデア出し”という仕事はコンサルタ

ント1人で行う時も、他コンサルタント、スタッフ、あるいはクライアントを入れて行うこともある。後者の

ケースはブレーンストーミングで行うのが普通である。

いずれの場合でも、アイデアはまず質より量である。この局面では「いかに多く出すか」だけを考える。こ

の「アイデアを多く出すコツ」を挙げてみよう。
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①実現性を切り離す

コンサルタント同士でブレーンストーミングをやっていて、誰かが「こうしたらどうか」というユニーク

なアイデアを出すと、必ず「そんなことできっこない」と言う人がいる。技術的、コスト的、「常識から考

えて」、「クライアントが納得するはずがない」、「どこかの企業でやって失敗した」･･･といったことがそ

の理由である。

よく考えてみると、他人のアイデアに対してすぐに反論できるということは、その人の頭にもそのアイデア

が浮かんでいるが、それを自分の頭で消しているのだと思う。アイデア出しと実現性の検討は切り離して考

える。確かにそのアイデアをすべてはできないかもしれないが、できる所があるかもしれない。できないと

してもそのアイデアを生かして別のアイデアが出るかもしれない。

ユニークさとは“人とはちがう意見”を出すことである。だからアイデア出しとは「今まで思いつかずやっ

ていなかったこと、できないと思っていたこと、何らかの理由でやらなかったこと」を洗い出す仕事である。

そして「それはできない。それは無理だろう」とユニークなアイデアを消していくことではなく、生んでい

く仕事である。

②ベストシーンを浮かべる

アイデアが浮かんでいても出さない、あるいは人のアイデアを否定する“もう1つの理由”は、そのアイデ

アが失敗しているシーンが浮かんでしまうことである。新しいセールスモデルを考えていて、斬新なアイデ

アが浮かんでも、それがうまく行かず、セールスが皆やめてしまったシーンが浮かんでしまう。そうなるか

もしれないが、新しいセールスのやり方がぴったりはまって、最高のセールスチームが生まれるかもしれな

い。
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アイデア出しの段階ではベストシーンを浮かべる。アイデアを選択しているのではなく、数多くのユニーク

なアイデアを集めていることを忘れない。アイデアは多くなれば驚くほどのシナジーを生む。

③アイデアを発散させる

1人で考えていても、ブレーンストーミングをやっている時でも、出したアイデアを整理したり、構造化し

たりしない。1人でやるならテーマ（例えば新しいセールスモデル）に関することならどんなことでも、場合

によっては関係ないことでも、思いついたらどんどんアイデアを挙げて、それをメモしていく。ブレーンス

トーミングで収拾がつかなくなることを恐れて、「セールスモデルを8つのステージに分けよう。まずはアプ

ローチステージからアイデアを出そう」とアイデアの範囲を限定しない。どんなことでも思いついたらアイ

デアを挙げ、アイデアを収束させないでどんどん発散させていく。

④人のアイデアをヒントにする

アイデア出しの特徴として、あるアイデアをきっかけに次々と出てくることがある。1人の時でも複数の時

でも同じである。だから1人でやっている時は他人のアイデアをインターネットで検索するなどして、それを

ベースにアイデアを出す。ブレーンストーミングなら、人のアイデアをよく聞く（この時は理由、根拠など

どうでもよい）。そのアイデアを使って自らのアイデアが出せないかを考える。壁にぶつかった時はアイデ

ア豊富な人（先天的に創造力の高い人）を見つけておいて、その人にアイデアを求める。コンサルタントに

求められる仲間やブレーンは創造力の高い人であり、これが集まることで大きなシナジーが生まれる。
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⑤アイデアに正解はない

アイデアを出せない人の特徴は正解を求めることである。私は企業内塾やMBAのケースワーク*1などで受講

生にブレーンストーミングをやってもらう。そして頭の堅い人は必ず私に質問する。「ところでこれはどれが

正しいのですか。」アイデアに正解はない。あるのはユニークさと有効性、つまりキレだけである。

クライアントが持っていない“キレのあるアイデア”をコンサルタントが持っていることが、クライアント

がコンサルタントに意見を聞く最大の理由である。正解があるなら学者に聞いたほうがよい。

＊1. 企業の事例を使って学習する方法。

コンサルティングはゴーイング・コンサーン

先ほど述べたようにアイデアを出し終わったら、これを取捨選択したプロセスを経て、その実現性のチェッ

クや実現案の検討へと入る。こうして確定した意見は前提情報、事実、他人の意見、過去の自分の意見などと

もに、クライアントへプレゼンテーションされる。

よく「これでコンサルティングは終わりか」と質問を受ける。答えは「一旦は終わりである」。

上のコンサルティング情報を受けてクライアントがどうするか（採用するかしないか、どの案を採用する

か）を意思決定する。もし採用しないなら、場合によっては再度コンサルタントは意見創造を行う。クライア

ントが採用すると意思決定したら、多くの場合次のステップに行く。

例えば夢作り→方向→計画作り→投資決定→組織作り→人材育成→ビジネスモデル作りというステップであ

る。あるステップでコンサルタントが出すアイデアをクライアントが採用することで、次のステップに進むの

がコンサルティングと考えられる。そういう意味でコンサルティングには終わりがない。ゴーイング・コン

サーンである。そしてその中心は常に意見創造である。
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次世代コンサルタントのビジネスモデル（ビジネスの進め方）について考えてみよう。ここでは組織モデ

ル（コンサルタント組織の形）、オペレーションモデル（その組織内での仕事のやり方）、マネジメントモ

デル（その組織内でのマネジメントのやり方）の3つに分けて考える。

１．組織モデル

（1）組織化の原点

コンサルタントの本業に特化する

コンサルタント組織の原点は、“１人のコンサルタント”である。彼がコンサルティングというビジネス

を開始することが出発点である。

彼がビジネスを立ち上げた時、最初に考えるのは「どうやって仕事を受注するか」であり、次は「どうやっ

て仕事を大きくしていくか」である。このテーマ、つまりコンサルタントのマーケティングについては次章

で述べる。

コンサルティングビジネスが順調に進み、これが拡大してくると、ここに組織を必要とする。 “その大き

くなった仕事”を複数の人でやることを考える。

この時まず考えるのはコンサルタント自身がどうしてもやらなくてはならない仕事、つまりコンサルティン

グという“本業”だけに特化できないかということである。ここに本業以外の仕事を担当する“スタッフ”

が求められることになる。スタッフ業務は大きく2つに分かれる。営業とコンサルティング周辺業務である。
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前者の営業とは見込みクライアントの開拓、引合への対応、見積、条件折衝、契約、請求、回収といった一

連の営業業務である。これを専任して担当するのがセールスマンである。

後者のコンサルティング周辺表務とはこの営業と本業のコンサルティング遂行以外のすべての業務である。

コンサルタントのスケジューリング、情報のデータベース化およびメンテナンス、会計、その他いわゆる庶

務である。これは通常の企業でいうスタッフ組織（秘書室、情報システム部、経理部、総務部･･･）にあたる。

このスタッフ業務は次第にその幅を広げ、本業とボーダーレスになって行く。例えばインターネットの情報

収集をスタッフが行ったりというもので、突き詰めていくとコンサルタントはテーマヒアリング、意見創造、

情報提供というコンサルタントのコアな部分のみを担当するようになって行く。

コンサルタントのネットワーク化を考える

“本業特化”の次に考えるのが“本業の協業”である。すなわちコンサルタント同士のネットワークであ

る。

このコンサルタント同士のネットワークは大きく縦型と横型に分けられる。縦型とは上下関係によってネッ

トワーク化していくものであり、横型とは対等な立場で水平にネットワーク化していくものである。これが

コンサルタント組織の本質的な構造を意味することになる。

通常の企業組織と同様に、コンサルタント組織においてもライン＆スタッフという縦型組織が事業の拡大と

ともに生まれ、それをイノベーションするものとして横型の全く新しい組織モデルが生まれる。
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（2）縦型組織

まずは縦型組織のパターンを整理してみよう。

①親方一弟子モデル

弟子は黒子

1人の親方コンサルタントと複数の弟子コンサルタントという組織である。上下関係の中でもっとも強烈な

スタイルといえる“師弟関係”をベースとしている。その仕事を1人で始めることができ、経験が大きなファ

クターとなるサービス業において、必ずと言ってよいほど見られるパターンである。建設業、寿司屋・そば

屋・レストランなどの飲食業、美容院・医者などの個人向け専門サービス･･･。

コンサルタントがクライアントを獲得し、後で述べるオペレーションモデルを確立して、事業が安定してい

く中で“弟子”を求めるものである（“カバン持ち”と表現することも多い）。弟子はコンサルティングその

ものでなく周辺業務をまずは担当し（つまり先ほどのスタッフとして機能し）、徐々に本業も手伝うようにな

る。

この時、親方コンサルタントが決して渡さないのが、“営業”と“情報提供”というクライアントとのイン

ターフェースである。図表2-6（××ページ）のフローで言えば、弟子は中心部分の商品開発を手伝うことは

あっても（場合によってはすべて遂行しても）、その前後（受注、プレゼンテーション）のクライアントと接

する所には姿を見せない。弟子はクライアントから見るといわゆる“黒子”として存在する。
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このクライアントとのインターフェース部分まで弟子にやらせてしまうと、弟子が親方のクライアントをつ

かんで「独立する」という行為が、必ずと言ってよいほど起こる。弟子、そしてクライアントにとっても、親

方がほとんどコンサルティング業務に介在していないとすれば、その親方コストがなくなれば双方に“幸せ”

（クライアントは“払うカネ”が減り、弟子は“もらうカネ”が増える）がある。

弟子が独立する

親方はがんばって何とかこの独立をプロテクトしようとするが、仕事の拡大とともにだんだん難しくなって

くる。親方の体は1つであり、1人ですべてのクライアントとのインターフェースをやるというわけにもいかな

くなる。そのため危険を感じながらも、やむにやまれず弟子とクライアントが会うことを容認していく。そし

てクライアントは弟子の所へ去って行く。

親方から見ればクライアントの獲得、ビジネスモデル開発のための努力やコストを負担せず、クライアント

ごと仕事を持って行くのは“ひどい”という思いが残る。そのためこのケースでは親方と弟子は“けんか別

れ”することが多い。

残念ながら過去の親方コンサルタントの多くは、自らの収入への思いが強く、クライアントそして社会への

情報提供というCSRの思いはあまりない。ましてや「次世代コンサルタントを育てよう」などという気はほと

んどない。飲食業などでたまに見られるような、弟子へ“のれん分け”（つまりクライアントを渡すこと）し

て独立させるというシーンはほとんど見たことがない。
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②親方－弟子モデルが会社へ

他ビジネス同様にコンサルタントも事業が一定規模以上になると、法人化＊1を図ることが多い。親方－弟子

モデルにおいて業務を拡大していくには、営業という仕事をどうするかを考えなくてはならない。多くの場合、

これが法人化のトリガーとなる。（税務対策が目的ということもあるが。）

このモデルでは先ほど言ったように営業を弟子にやらせるわけにはいかない。だからといって親方がやって

いてはセールスパワーに限界がある。しかもここまでのビジネス拡大の中で、自分のコンサルティングを自分

で売るのがきついことを肌身に感じている。

そこで営業のプロとして、コンサルティングを売るセールスマンを雇う。弟子を集めるなら法人化しなくて

も問題はないが、セールスマンを雇うのに個人事業では誰も応募がないので会社組織とする。

このセールスマンは「仕事を取る」ことがメイン業務なので、当然今までよりハイスピードで仕事を取って

くる。これによって仕事は急激に拡大していく。そしてそれにつれて、法人化によって従業員となった弟子コ

ンサルタントも増えてくる。

自然の成り行きとして、通常の企業のように弟子をランキングして（通常の企業でいう課長、部長･･･）、階

層化していく。主任コンサルタント（コンサルタントのリーダー）、シニアコンサルタント（ベテラン）、

ジュニアコンサルタント（かけ出し）･･･。さらにはこの弟子が担っていたコンサルティング周辺業務を専任

のスタッフがやるようになっていく。

こうしてノーマルな会社スタイルとなり、親方コンサルタントは社長としてその企業のトップに君臨する。

このケースでは企業名にトップのコンサルタントの名前を付けることも多い。

＊1. 個人事業から会社などの法人を作り、そこへビジネスを移す。
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③コンサルティングファーム

コンサルティングファームが誕生

さらに企業のトップとなった親方コンサルタントは次第に意見創造といったコンサルティングのコア業務か

らも離れ、主にマーケティングを担当するようになる。例えば本を書いたり、講演会をしたり、あるいはマ

スコミに登場するなどして会社全体のイメージアップを図る。

こうしていつの間にか親方は純粋にコンサルティング会社の経営者となり、実質的にはコンサルタントを引

退する。この頃になるとトップコンサルタントの個人会社ではなく、弟子が一人前に育って（あるいは育て

て）、コンサルタントの集まりのような会社となっている。こうしてこの会社はコンサルティングファーム＊

1とよばれるようになる。このファームで最上位に位置するコンサルタント（重要なクライアントを担当する

コンサルタント）はパートナーとよばれ、共同経営者的な位置づけとなる。

コンサルティングファームが世の中に生まれ、社会的に認知されてくると、最初からこのスタイルをイメー

ジして会社を作ることもある。パートナーを含めたコンサルタントを募集するなどして、ゼロからコンサル

ティングファームを立ち上げるものである。その場合社名には、個人名ではなく地域やコンサルティング

テーマなどが付けられることが多い。

＊1. ファームは“会社”と訳されるが「プロ集団の集まり」というニュアンスを持っている。
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コンサルティングファームの業務範囲が拡大

このコンサルティングファームが業務をさらに拡大していくためには（と言うよりも人を増やし、会社の規

模を拡大していくためには）純粋のコンサルティング業務だけでは難しくなってくる。半人前のコンサルタ

ントにも高い給料を払っていかないとならないからである（高給料を目指して入社して来る人も多い）。そ

こでコンサルティングの付帯業務としてオペレーション代行（ピーク時などにオーバーフローしたクライア

ントの仕事を代行する）、アウトソーシング（クライアントの仕事の一部を定常的に一括して受ける）、シ

ステム開発（オペレーション代行、アウトソーシングの典型ともいえるもので、情報システムの開発を請負

う）などの業務も行うようになる。

これが順調に拡大してくると、むしろコンサルティングがこれらの付帯業務となって行く。コンサルティン

グはすべての仕事の上流に位置しているため、オペレーション代行、アウトソーシング、システム開発とい

う仕事（コンサルティングより売上金額は圧倒的に大きい）を取るためのマーケティング行為となってしま

うことも多い。コンサルティングでビジネスモデルの改革を“提案”し、その改革の実行としてシステム開

発やアウトソーシングを“業務”として請負うものである。

高給成果主義と弱肉強食の世界

これらコンサルティングファームは、前述のようにコンサルタントにランキング（キャリアステップ、出世

の階段と言ってもよい）はあるが、通常の会社のように部、課という組織概念を持たない。それはコンサル

ティングという仕事が「クライアントのニーズに応じて」という性質上、不定期に仕事が発生し、その業務

規模もばらばらのためだ。だからそのニーズという引合に応じて、コンサルタントがチームを組んでいかざ

るを得ない。
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そうなると“忙しい人”（売れっ子コンサルタント）と“ひまな人”がはっきりわかるようになり、自然に

給与は成果主義（仕事をやった人にたくさんの給与が払われる）となる。そして“ひまなコンサルタント”

はあまりの給与の格差に、退職して別の仕事を探すようになる。その結果、給与の高い売れっ子コンサルタ

ントだけが残り、外から見るとこのファームのコンサルタントの給与は高く見える。そしてその高給与を求

めて“腕っぷしの強い”コンサルタントがここに集まるという形で、好循環（企業の利益分配という意味で

は良いことかもしれないが、コンサルタントのCSRを考えるとこれが良いかどうかは甚だ疑問だが）し、さ

らに格差の大きい成果主義へ自然にシフトして行く。

この成果主義と先ほどのコンサルタントランキングは当然のように合体し、ファーム内ではランキングが

“身分”のような絶対的上下関係となる。そしてコンサルタントはこの身分を上げる（いわゆる出世）ため

に、一時代も二時代も前のモーレツ型ジャパニーズサラリーマンのように、仕事を少しでも多くやろうとす

る。しかし成果主義で退職者もかなり出るため、昔の日本企業のように経営家族主義（年功序列、終身雇用

がベースで、上司と言えば親も同然）とはならない。

こうして大手コンサルティングファームの多くは下克上（いつ部下が上司になるかもしれない）というリス

クを抱えた“厳しい弱肉強食の世界”となる。

見方を変えると、成果を生む仕事をコンサルタントに振る人がこの会社のキーマンであり、彼がこのファー

ムをガバナンス（支配）するようになる。つまりファームの上位者（パートナー）はコンサルタントではな

くマネジャー（仕事をマネジメントする人）となっていく。
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④コンサルティングファーム＋登録コンサルタント

登録コンサルタントが生まれる

コンサルティングファームは仕事に大きな波がある。そのため経営的に見れば、コンサルタントを常時雇

用するよりも、仕事に応じてコンサルタントと契約していく方がベターである。だからと言って、仕事のた

びにコンサルタントを探していては大変である。そこでコンサルタントを登録制にして、仕事が発生したら、

その登録コンサルタントへ仕事を回し、「仕事をした分だけフィーを払う」というスタイルが、コンサル

ティング遂行上はベストな組織モデルとなる。芸能人と芸能プロダクションのような関係である。

一方その仕事の原価に着目すると、当然コンサルタントを従業員として雇用するより登録制の方が割高とな

る（と言うよりもそういうフィー体系にせざるを得ない）。

こう考えていくと、一定量の仕事（固定客向けコンサルティング）があり、新規クライアントを開拓する

セールスマンがいてどんどん仕事を取って来るコンサルティングファームは、常時雇用コンサルタントと登

録コンサルタントのバランスを考えることが経営の最大テーマとなる。

ファームは2つに分かれる

戦略提案、マーケティングモデル開発のように長い時間がかかるコンサルティングが主力商品であり、し

かも特定のクライアントのさまざまなニーズをコンサルティングできるファームはコンサルタントの常時雇

用をベースとして、“仕事があふれた分”を外注（この場合こういう表現が適していると思う）していくの

がノーマルである。
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一方、セミナーのように短期間で終わり、かつ受注の波が大きい仕事が多いファームは“登録コンサルタ

ント中心”とするのがノーマルである。この場合ファームの中の従業員はセールスマン、スタッフ、そして

コンサルティングの仕事を割り振るマネジャーがその中心となる。

大手コンサルティングファームの多くは上の両方の事業を行っている。そのため事業ごとに組織モデルを

対応すべく、事業部制を取るのが一般的である。

登録コンサルタントのパターン

ここでの登録コンサルタントには2つのパターンがある。1つは個人コンサルタントで営業力が弱く、自らで

仕事を取ることができない（正確に言うと「そのコンサルタントができる仕事量＞受注量」のケース）ので

“登録する”というパターンである。この時これをコンサルタント側から見ると、コンサルティングファー

ムは××ページで述べるチャネルとなる。

もう1つはこのファームでコンサルタントとして仕事を長くやってきて（常時雇用）、何らかの理由で登録

スタイルに変えるというパターンだ。この理由はさまざまだが、「このファームの仕事だけでなく、別の仕

事も個人としてやりたい」、「ファームで良い客をつかんだが、ここで出世することには興味がない」、

「ファームの成果主義の度合が低く、もっと激しい出来高制にしてほしい」といったものが代表的だ。

⑤スピンアウト

一般企業などが何らかの事情でコンサルティングを行うことが可能となり、ここに参入するという形で別

会社を作ることも多い。典型的なパターンはいくつかある。
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1つは監査法人＊1がこの監査で得たノウハウで、監査クライアント（監査は第三者から依頼されて行うもの

なので、正確に言うと被監査対象企業）をコンサルティングできることがわかり、このコンサルティング業

務を行う別法人を設立するものである。監査業務とのシナジーは極めて大きく、むしろ別会社としてコンサ

ルティングファームを持つことの方が普通である。

しかしアメリカでのエンロン事件＊2を契機に、現在は監査業務とコンサルティング業務の切り離しが求めら

れている。つまりこのシナジーを求めさせない方向に社会が動いている。「公認会計士監査は第三者（株主、

投資家、証券市場さらには社会）から依頼されて、公正に企業をチェックするものである。その監査を担当

する法人がチェック対象の企業からコンサルティングなどによって収益を上げると公正な監査ができなくな

る。だから監査とコンサルティングは切り離せ。」というのが現代の流れである。

このタイプのコンサルティングファームは設立されてから長い時間が経っており、すでに公認会計士以外に

も多くのプロフェショナルコンサルタントが育っている。彼らは監査法人の支配下を出ることで自由なコン

サルティングができる状態となり、新しいコンサルティングスタイルを模索し、開発しつつある。

2つ目は銀行、証券など金融会社が、市場や経済動向の調査、与信のための企業診断などをやっていくうち

にコンサルティングノウハウを自然に身につけ、これを別会社にするものである。これには××総合研究所

という社名を付けたものが多い。

3つ目はITベンダーがその商品である情報システムを顧客へ提案していく中で、この提案自体をビジネスと

する会社を作る（多くは「提案を中心とする会社へ変身する」）ものである。この提案は情報提供サービス

であり、したがってこれをコンサルティング会社と見ることができる。またこの企業内で“提案を行う人た

ち”をコンサルタントと呼ぶことも多い。
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このITベンダーがコンサルティングパワーを増強するために、先ほどのフリーとなった元監査系コンサル

ティングファームと提携、さらには買収するケースも多く見られる。

4つ目はその業界でエクセレントカンパニーとして功なり名を遂げた企業が、そのノウハウを他社（特に他

業界）に伝えようとしてコンサルティング会社を作るものである。目に見えて効果の出る生産（工場）や物

流をテーマとしたものが多く見られる。

1つ目の監査法人スピンアウトの場合、当初は公認会計士自身がコンサルタント（言ってみれば親方）とな

り、弟子を募る「親方－弟子モデル」の集まりのような感じとなることが多い。そして監査業務との切り離

しとともに、他の大手コンサルティングファームと同様の組織となっていく。

それ以外のスピンアウト型の会社の組織は、元の親企業と同じく部・課、部長・課長といった一般企業型の

固定的組織を作ることが多い。そういう意味では外見上はコンサルティングファームとは呼べず、コンサル

ティング会社だという人もいる。

＊1. 公認会計士が作る法人。

＊2. アメリカの巨大企業エンロンが不正経理の発覚で破綻した事件。
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（3）横型組織

フラットで上下関係のない組織

コンサルティングが情報提供サービスであり、そのビジネスの中核が意見創造だとすれば、コンサルタント

が複数集まることでシナジーは大きくなる。××ページで述べたようにコンサルタントの意見、その源の“ア

イデア”は他人のアイデアをきっかけとして生まれたり、複数のアイデアが重なって良いアイデアを生むから

である。これは仕事の“分担”ではない。1つの仕事を何人かで分担して効率的にやるというものではない。

一方通常の企業組織は「各人が仕事を“分担”し、各人の担当業務を誰かがとりまとめていくうちに、部－

課が作られ、“縦に”階層化していく」というライン組織がベースである。

コンサルタントの組織は、このような仕事の分担による縦型ライン組織ではない方がかえって自然である。

複数のコンサルタントが仕事によってプロジェクトを組み、そのプロジェクトが横につながっていくというプ

ロジェクト組織が理想といえる。

このプロジェクトの中はフラットで、たった1人のリーダーがいればよい。このリーダーはプロジェクトメン

バーの上司という役割ではなく、クライアントへ出す最終的な意見のとりまとめであり、クライアントの窓口

となるコンサルタントである。フラット、「上司ではない」という意味は、AとBというコンサルタントが同

じ組織で仕事をやっている時、あるプロジェクトではAがリーダーでBがメンバー、あるプロジェクトではBが

リーダーでAがメンバーというスタイルを取るということである。

従来型（縦型）のコンサルティングファームもプロジェクトスタイルを取るが、ファームの中のコンサルタ

ントには上下関係がある。コンサルティングファームが事業拡大していくためにコンサルティング未経験者、
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新卒の学生を採用し育てていくと、どうしても親方－弟子、上司－部下という縦型組織となる。そして若く、

能力のあるコンサルタントの実力（特に彼らが持っている高い創造力）が発揮できない組織となってしまう。

次世代コンサルタントたちは過去のしがらみにとらわれず、先輩コンサルタントたちの轍を踏まず、新しい

組織モデルにチャレンジしている。典型的な横型組織のパターンを挙げてみよう。

①スタッフ、オフィス共有

個人コンサルタント同士がスタッフ、オフィスをコストダウンのために共有するもので、共同事務所といわ

れることが多い。山田氏と佐藤氏が共同で山田・佐藤共同コンサルタント事務所を開くというものである。弁

護士、税理士などを中心に、各コンサルタント分野で幅広く見られる。

個人でやっていてある程度大きくなり、「仲間と一緒に少し広めの事務所を持つ」というのが典型的なパ

ターンである。共同事務所の設立当初、コンサルティングは個々人でやっているが、次第に1つの仕事を共同

でやっていく形へと進化することも多い。

②共同営業へ

①の共同事務所がうまく進むと、今度は共同で営業をしょうとする。初期の頃はそれぞれのコンサルタント

が別の仲間のコンサルタントの仕事も営業するという形で進む。それが頻繁になると1つのグループのように

なり、そこにグループ名称を付ける（××コンサルタントグループ）。グループ化するとWebサイトなどで共

同営業を行う。これがさらに進むと共同でセールスマンを雇う形となる。
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③共同会社へ

縦型組織へ変身してしまう

②のスタイルがさらに進化していくと、次第に2つのパターンに分かれていく。1つは通常の縦型組織の会社

へ変身してしまうものである。この場合各コンサルタントは同じテーマのコンサルティングをやっている（例

えばマーケティング）ことが多い。同じような仕事を共同でやっていく中で、各コンサルタントの仕事の能力、

顧客評価などから、自然と秩序（皆が認める上下関係）が生まれ、そこに自然な形でリーダーを生む。そして

そのリーダーが社長などのトップに立ち、残りのコンサルタントは役員（パートナー）となる“会社”を作る。

こうして結果的には、先ほどのコンサルティングファームと同じ組織となっていく。

この会社がその後伸び悩むと、収入面でのアンバランスが生まれ（仕事をやるコンサルタントほど収入が高

くなる）、低収入のコンサルタントは元の個人コンサルタントへ戻ることも多い。これがどんどん進むと完全

に崩壊して全員が個人コンサルタントへ戻ることも少なくない。

プロジェクト独立採算制

もう1つの②からの進化パターンは、会社スタイルを取りながらも横につながったまま階層関係を作らないも

のである。この典型的スタイルはコンサルタントが集まって会社を作り、各コンサルタントがそこから給与を

もらうという形を取るが、実質的なコンサルタント組織を各コンサルティングごとに作っていくものである。

そこでは“プロジェクト独立採算制”という収益分配ルールが採用されることが多い。

例えば会社などの法人として名称を持ち、この法人でクライアントと契約するが、そのコンサルティング
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ごとにリーダーコンサルタントが決まり、彼が社内、社外のコンサルタントを集めてプロジェクトを組み、そ

の収益管理をも行う。その上でリーダーコンサルタントがプロフィッター（利益責任者。受注額から他のコン

サルタントへのフィーおよび諸経費を払った残りを自らのフィーとする）となり、残りの社内、社外のコンサ

ルタントはコストセンター（コンサルティングにかかった時間分だけのフィーを得る）となる。こうしてプロ

ジェクトごとに完全な独立採算制となり、社内のスタッフの人件費やオフィス経費は各プロジェクトに配賦さ

れる。

この法人が株式会社なら、代表取締役はプロジェクトリーダーとなり得る各コンサルタントが名を連ねるこ

とが多い。

また2005年の会社法改正で、こういった組織に適合したものとして合同会社というものが認められた。これ

はアメリカで普及しているLLC（Limited Liability Company）を参考にして設計されたものである。組織ス

タイルは比較的自由で（株式会社のように法律で経営のルールを細かく決めていない）、定款＊1によってどう

やって事業を進めるか（先ほどの収益分配ルールのようなもの）を自由に決められるものである。

＊1. 法人の目的、基本的な運営ルールなどが書かれているもの。

④協同組合

協同組合はコンサルタントがガバナンスする

個人コンサルタントが共同事務所の発想ではなく、独立しながらももう少し強いつながりをはじめから持ち、

営業共有、共同経営を目指した場合、協同組合＊1というものを作る。協同組合（協会、グループ、センターと
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いった名称も多い）に名称をつけ、ここで受注（法人格を持つ協同組合の場合）、またはこの組合からの営業

紹介（この場合各コンサルタントが紹介料を組合に支払う）という形をとる。

組合設立当初、組合員（コンサルタント）は組合経由よりも自身または自分が作った個人会社による受注が

主であり、場合によっては複数の組合に属していることもある。

この協同組合が順調に大きくなっていくと（順調に組合でコンサルティングが受注できると）、次第に「コ

ンサルティングファーム（組合）－登録コンサルタント（組合員）スタイル」になっていく。しかし××ペー

ジのコンサルティングファームとは異なり、このファーム（組合）では登録コンサルタント（組合員）がガバ

ナンス（支配）することになる。つまりコンサルティングファームが仕事を取って登録コンサルタントへ外注

するのではなく、登録コンサルタントが共同でセールスマン、スタッフを雇っている“感じ”である。

1つのテーマ（地域活性化、経営再建･･･）で組合を作り、さまざまなタイプのコンサルタント（中小企業診

断士、税理士、行政書士･･･）を集めて範囲の利益を得ようとするものが多い。

実際のコンサルティング遂行時は、××ページのプロジェクト独立採算制で述べたものと同じスタイルを取

ることが多い。すなわち組合員のうちの1人のコンサルタントがリーダー、プロフィッターとなり、彼が他の

組合員とプロジェクトを組んで、進めていくものである。

コンサルティングという専門性の高いサービスを複数のコンサルタントによって実現するには、このような

協同組合的なグループがそのあるべき姿だと思う。

＊1. ここでは協同組合をいわゆるパートナーシップという意味で使っている。つまり2人以上の個人、法人が共同で事業を行うものを総称

している。法的には各種法律に基づく協同組合、有限責任事業組合（合同会社の組合版）や法人格を持たない（この組合で契約などはできな

い）民法上の組合などのパターンがある。
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協同組合に求められるもの

この協同組合には次の5つの機能が求められることになる。

・市場機能

営業（コンサルティングを売る）というよりも、無数といえる一般企業と数多くのコンサルタント（組合

員）を結びつける市場としての機能がもっとも求められるものであろう。この市場は引合、受発注といった

「お見合い」機能とともに、市場内での取引についての基本的ルールを持っている必要がある。固定的な業務

なら固定料金（「一定の企業診断なら企業サイズによって一律に金額が決まる」）、個別業務なら見積合わせ

といった料金決定ルール、決済、トラブルの対応といった取引の各局面での基本ルールである。

・プロジェクト機能

組合員のコンサルタントが互いの能力を知り、クライアントからの引合に対して自在にプロジェクトを組め

る環境を作ることである。この場合××ページのコンサルティングファームのように誰かが“仕事を振り分け

る形”を取ると、さまざまな問題が起こる（不公平感、上下関係･･･）。そのため場合によっては同一引合に

対して複数のコンサルタントがやりたいと思っている時は、組合内でコンペ（複数のコンサルタントがそれぞ

れ提案書を作り、クライアントがそれを見てどのコンサルタントへ発注するかを決める）を行うといったこと

も必要となる。

・共同データベース機能

各コンサルタントが持っている情報を組合員で共有する機能である。しかしプロジェクトにコンペがある時

などは、完全な情報共有が難しいこともある。これを解決する策として、特定コンサルタントがその情報を組

合に販売し対価を得る形や、共有情報の使用料を払う（現実的にはプロジェクト外のコンサルタントへ「コン

サルティングに関する“相談料”を払う」というイメージ）という形が考えられる。
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・品質保証機能

「この組合が行うコンサルティングが一定レベル以上にある」ことを保証する機能である。

そのためには一定レベル以下のコンサルタントは組合に入れないという形が望ましいが、そのレベル判定が

難しい。コンサルタント共通の資格があるわけではないので、入会時に何らかのテスト（面接、レポー

ト、･･･）が必要となろう。

入会後はコンサルタントがクライアントから受けた評価結果を使うことも考えられる。つまり一定レベル以

下のコンサルティングを行っているコンサルタントは退会という形である。

・アカウンティング機能

組合としての当初資金は組合員のコンサルタントの出捐金＊1（または入会金）で担い、そこで得るコンサル

ティングの収益（もちろん一定ルールでコンサルタントがフィーを受け取った残り）をプールしてランニング

コストを担う形となる。これらを含め公平、公正なアカウンティング＊2機能が必要となる。

これまで述べてきたコンサルタントの組織をまとめると次のようになる。
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＊1. 団体のメンバーが設立時に出したカネ。株式会社の資本金にあたる。
＊2. 会計のこと。この団体でのカネの動きをきちんととらえ、そのレポートを作ること。
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２．オペレーションモデル

（1）従来型モデル

従来のコンサルティングにおけるオペレーションモデル（コンサルティングの商品分類と言ってもよい）は

次のようなものであった。

①テーマコンサルティング

工数積み上げはおかしい

もっとも原始的、かつ基本的なオペレーションモデルがテーマコンサルティングである。クライントから特

定テーマを受け、個人コンサルタントまたはコンサルタントのプロジェクトチームが、そのテーマ解決の方策

を提案するものである。

ここでの最大の問題点はフィーである。フィーの見積は、慣習としてコンサルタントの予測稼働日数（コン

サルティングに携わる日数）にそのコンサルタントのレート（1日単価）をかけて計算している。

コンサルタントが売っているものは人ではなく、情報のはずである。だから1日単価という売り方はおかしい。

しかも情報はコピー性が極めて高い。クライアントがコンサルティングファームやコンサルタントに仕事を頼

む理由は、その人の能力だけでなく、すでに持っている情報のコピー利用を期待している面もある。

こういうビジネスにおいて稼働日数でチャージ（課金）していくのもつじつまが合わない。例えばコンサル

ティングファームが大きくなって一等地にオフィスを構えると、そのコストも当然クライアントが負担するこ
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とになる。そうなるとその分は想定される総稼働時間で割ってコンサルタントの1日単価に上乗せするしかな

い。しかしコンサルタントの仕事は波が大きく事前に総稼働時間など読めない。

どう考えても工数積み上げ（かかる時間に応じてカネをもらう）という見積方式はコンサルタントという情

報サービス業にもっともそぐわないチャージシステムであり、コンサルティングビジネス（特に大手コンサル

ティングファームの高額フィー）にクライアントが不信を持つ根源である。

成果報酬型コンサルティングでうまく行く？

工数積み上げをやめてコンサルティングフィーを成果報酬型（コンサルティングによる成果に対してフィー

をチャージする）にしようという動きがある。しかしこれにも問題が多すぎる。

1つは「何を成果とするか」であり、2つ目はそれを「どうやって測定するか」である。例えばWebマーケ

ティング＊1のコンサルティングで、その結果できたWebサイトへのクリック数（そのサイトに何人訪問した

か）をチャージベース（「1クリックいくら」）にしたとする。コンサルタントから見れば、クリック数が増

えれば（増やせば）フィーが増えるのである。しかも期間限定である（クライアントが永久に誰かがクリック

するごとにコンサルティングフィーを払うわけはない）。コンサルティングがどうしても本来の目的（クリッ

クしてもらうことが目的のはずはなく、サイトでの情報提供、受注などが目的のはず）からはずれてしまう。

小売業へのマーケティングコンサルティングで来店客数としても、生産コンサルティングで製造原価ダウンと

しても同じである。「仮に他の部分に“しわよせ”が来ても、チャージされる対象だけを何とかしよう」ある

いは「長期的には問題があっても、この期間だけは成果が上がれば」というようなインセンティブがコンサル

タントにどうしても働いてしまう。そしてそれをクライアントが察知することでコンサルタントへの不信が生

まれる。
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では思い切ってクライアント企業の利益チャージ（上がった利益の何％かをコンサルティングフィーとす

る）にしたら･･･。しかしコンサルタントはオペレーションもマネジメントも経営もしていない。何度も言う

ようだが、利益配分は明らかに矛盾している。どうしてもこの方式を取ると言うなら、もし利益が落ちたらコ

ンサルタントがその何％かを支払うことにするしかない。しかしこれではコンサルティングではなく共同経営

である。

＊1. インターネットを使ったマーケティング。

情報の価値にチャージする

こう考えていけばコンサルタントは情報を提供しているのだから、クライアントが評価する「情報の価値」

にチャージしていくべきという結論になるだろう。コピーして1日で作ろうと、ゼロから10年かけて作ろうと、

同じ情報ならクライアントの価値も基本的には同じである。

コンサルタントが引合時に、そのコンサルティングでクライアントへ渡す情報の価値（もちろんクライアン

トから見ての）を判断して、コンサルティングフィーの見積として提示するとともに、クライアントがその価

値を判断できるようにコンサルティング情報の最終イメージを提供する。クライアントはその最終イメージと

価格を見て、自社にとっての価値（売上が上がりそう、原価が下がりそう）を判断するという取引スタイルが

ノーマルだろう。

この見積方式でクライアントが「価格が高い」と言った場合は「価格＞価値」を意味している。その場合は

価格を下げるのではなく情報の価値を上げることで「価格＝価値」になるように努力する。これが双方に幸せ

をもたらす。
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②顧問

クライアントと契約を結び、コンサルティングサービスを長期間にわたって提供するものである。ここでの

コンサルティングサービスの基本は、月に何回かの定期訪問である。「経営会議へ出席して意見を言う」と

いった社外取締役的位置づけのこともある。あわせてこのクライアント企業へテーマコンサルティングを行う

ことも多いが、これについては別途料金、つまり別サービスと考えるのが普通である。

収入の波が大きいコンサルタントから見ると、安定収入があって望ましいモデルといえる。クライアントか

ら見ても何か問題が起きた時、自社をよく知っているコンサルタントに相談できるので、コンサルタントを探

す手間、説明の手間が省け、質の高いコンサルティングサービスがタイムリーに受けられるというメリットが

ある。

しかし、ここにもいくつかの問題がある。1つはニーズ無き時に、コンサルティング契約を結び、フィーを払

うという本質的な問題点である。そのためクライアント企業の経営者が変わると、顧問契約が打ち切られると

いうこともよく見られる。

もう1つは顧問契約の締結をクライアント企業のカネに余裕のある時、つまり業績の良い時に行うことが多い

点である。実はクライアントがコンサルタントを本当に必要とするのは、業績が悪くなって、さまざまな課題

が顕在化した時である。この時さまざまなテーマコンサルティングのニーズが生まれるが、契約上は別サービ

スとなる。この苦しい時に顧問料以外にコンサルティングフィーを払うのか、もらうのかということになる。

こう考えればこういった長期間のコンサルティング契約であっても、「月いくら」「訪問1回あたりいくら」

という出来高制ではなく、テーマコンサルティング同様に情報へチャージするという概念を入れていく方が、

クライアント、コンサルタントの双方にとってベターだと思う。



第３章 ビジネスモデル・イノベーション

124

③セミナー

あるテーマに関し、時間を決めて「クライアント企業内の特定メンバーに情報を渡す」というセミナーは、

コンサルティングを情報提供と考えた時の極めてノーマルなパターンともいえる。

セミナーのフィーは「時間単価×実施時間」が普通である。セミナーで渡す情報の価値によってこの“時間

単価”が異なり、また渡す情報量と“実施時間”（セミナー準備時間は含まず、セミナーのネット時間）がほ

とんど比例していると考えれば、こういったチャージにも妥当性はあり、クライアントからの不信感も少ない。

しかし実施するコンサルタントから見るといくつかの問題がある。1つ目は時間単価である。他のコンサル

ティングよりもチャージ対象の時間が短く（一般のコンサルティングでは準備も含めた稼働時間だが、セミ

ナーはネットの実施時間とするのが慣習）、情報の価値から考えて時間単価を提示すると、どうしてもクライ

アントが“時給”をイメージして「高い」という印象を持ってしまう。「1日7時間で35万円。ということは1

時間5万円か･･」。これについてはクライアントへ“情報の価値”ということを説明するしかない。

2つ目はリピートである。セミナーは一般に時間とカネをかけて開発し（情報を創造し）、これを1回ずつの

収益で回収して行くモデルである。しかしクライアント企業がそのセミナーを何回やるかは読めない。だから

一体どれくらいのコストをかけて作ればよいのかが読めない。これについてはコンサルタント側が情報の価値

ということを意識し、「自分にとって最高のセミナーにする」という気持で開発するしかない。つまり「カネ

に糸目は付けず全力を出す」ということである。

3つ目はクライアント企業へ1度セミナーでその情報を渡したら、それを社内でコピーして活用すればよい

（「セミナー受講生のうちの誰かが次のセミナー講師をやる」･･･）という点である。これについての防御策

はコンサルタントがクライアントと著作権をきちんと確認することである。著作権法で情報のコピーはプロテ

クトされている。コンサルタントが話したことの無断録音、テキストなど教材のコピー禁止などを（法律で
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禁止しているか）きちんと確認することである。情報を売るコンサルタントにとって不正コピーは最大の敵で
ある。
こういった問題を抱えるため、ベテランコンサルタントは「セミナーは手離れはいいが（セミナー時間だけ
やればよい）、不安定な仕事」というイメージを持っている。
逆にクライアント側から見れば、もっとも簡単に利用できるコンサルティングとも言える。

④診断
××ページで述べたように、その診断を「受ける側が求めるもの」と「第三者が求めるもの」がある。
前者の診断はその後テーマコンサルティングに入っていくことも多い。しかし診断というビジネスだけを考
えると一回だけの単発の仕事であり、そもそも診断を有料で受けたいというニーズがそれほどあるはずがない。
そのためこの診断を無料にしてテーマコンサルティングに結び付けるというコンサルタント、コンサルティン
グファームも多い。コンサルタントによっては、このプロモーション診断を、“修業”と称してコンサルタン
ト志望者にフィーを払わず無料（彼らからカネを取ることもある）でやらせることもある。ここから親方－弟
子モデルが誕生することも多い。
後者の診断でもっとも多いのは、法律や規制にもとづくものである。行政が中小企業を支援するために行う
中小企業診断制度はその典型である（そもそもこのために中小企業診断士は生まれた）。さらにはISO9000、
16000のためのコンサルティング（ISO審査登録＊1という診断に合格するためのコンサルティング）、上場コ
ンサルティング（上場審査という診断に合格するためのコンサルティング）もこの一種といえる。しかしこれ
も一度受ければOKという単発の仕事であり、コンサルタントから見るとどうしても“数をこなす”しかなく、
常に情報を創造すべきコンサルタントにとって魅力的な仕事とは言い難い。
＊1. ISO（国際標準化機構）の定めるマネジメントレベルに到達していることを審査する制度。
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⑤商品一体型コンサルティング

ある商品を売る際にコンサルティングサービスを付けたり（要するに“おまけ”のような存在）、商品とコ

ンサルティングが渾然一体となっているものである。IT分野がその典型である。

例えばERPパッケージ＊1を販売するには、それに合わせて業務自体の改革が必要となる。このERPパッケー

ジと業務改革コンサルティングを１つの商品として販売するといったものである。

このITセット商品のようなものをコンサルティングと呼ぶかどうかは別にしても（ITベンダーではこれをソ

リューションビジネスと言っている）、一般に想像するよりも大きいマーケットである。元の商品自体に競争

力がないケースが多く、コンサルティングで差別化するというプロモーション的要素が強い。

コンサルタントとしての問題点はビジネスが商品自体の売れ行きに大きく依存し、コンサルティングが定型

化するとITベンダーやクライアント企業でもその業務改革などができるようになっていることも多く、極めて

不安定なことである。さらにはITベンダーからフィーを受けることが多く、誰がクライアントか、何のために

コンサルティングをやっているのか（IT商品を販売するためか）がわからず、コンサルティングの品質が保て

ないというリスクがある。この対応については第4章のチャネルマーケティングの所で述べることにする。

IT以外では会計分野にもよく見られる。税理士の典型的ビジネスモデルである「税務申告書作成と税務コン

サルティングをセット」や、監査法人がコンサルティングをセットにするというものである。共に元々のサー

ビス（税務申告、監査）のマーケットが小さく、コンサルティングビジネスによるビジネス拡大を求めたもの

であり、シナジーは極めて大きい。

＊1. 企業内の業務を総合的にサポートするコンピュータパッケージプログラム。
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（2）新しいモデル

これら従来型モデルの長所を生かし、短所を補う形でいくつかの新しいオペレーションモデルが生まれてい

る。

①企業内塾

クライアントの能力を高めてテーマを解決する

クライアントの企業内に、コンサルタントが企画･設計して、人材育成のための塾を作るというものである。

勤務時間外に集まるという意味で、“塾”と表現する。これを勤務時間中にやると企業名（××）を頭につけ

て××カレッジ、××ユニバーシティ、××大学などという名前を付けることが多い。

コンサルティングはクライアントが持っていない能力、知識、経験を情報という形を通して提供していくこ

とである。テーマコンサルティングの花形ともいえる戦略コンサルティングにおいて、コンサルタントが戦略

を提案しても最終決定はクライアントが行う。この“案”を自身で作ることができないから、コンサルタント

に依頼するものである。

企業内塾とは、この“案”をクライアント自身が作ることができるように、クライアントの能力をアップさ

せるということがその原点である。例えて言えば、料理をうまく作ることができない家庭においしい料理を提

供するのではなく、おいしい料理を作ることができるようになるためのサービスを提供することである。企業

内塾はコンサルタントが持っている情報をクライアントへ与えることで、クライアント自身がコンサルティン

グテーマを解決していく力を身に付けるものである。
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したがってテーマコンサルティングに比べ、より長期的なコンサルティングとなる。またその塾の運営時間

にチャージしても、セミナー同様に渡した情報にチャージすると考えられ、テーマコンサルティングのチャー

ジの問題点も解決できる。

さらにはテーマコンサルティングに限らず、コンサルタントに対する共通の不信である「コンサルタントな

んて口ばっかり。“絵に描いた餅”ばかりを提案する。べき論が多すぎる」といったことも払拭できる。コン

サルティングを情報提供と考えれば“口ばっかり”（正確に言うと“紙ばっかり”）でも当然であり、渡すも

のがコンサルタントのユニークな意見、つまり過去誰もやったことのない事が中心なので“絵に描いた餅”で

当然である（学者ではないコンサルタントが“べき論”を並べるのは問題だが･･･）。この“絵に描いた餅”

を本当の餅として作り、そして食べるのはクライアントである。クライアントがコンサルタントの意見を実行

し、業績を出し、その業績による成果配分を得る。それなら“絵を描く所”もコンサルタントとクライアント

が一緒に、さらにはクライアントが中心にコンサルタントがサポートしてやろう、と言うのが企業内塾の発想

である。

この企業内塾はテーマコンサルティング（戦略立案、マーケティングモデル開発、人事制度改革･･･）、セ

ミナー（塾なので一種のセミナーともいえる）、顧問（塾で定期的にクライアントへアドバイスしている）、

診断（塾生が自分たちで自社を診断する）など従来のコンサルティングモデルを統合するものとも言える。

企業内塾の典型的パターンは次のようなものである。

（ⅰ）経営塾

クライアント企業の「次期経営者を養成する」ことを目的とするもの。つまり対象者（塾生）は次世代の経

営者候補である。この塾は次のようなコンサルティングメニューである。
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･経営者としての必要知識、ノウハウの提供

経営者としての基本的な知識はコンサルタントが作った“知識テキスト”（××ページ参照）を読ませるこ

とで与える。そのうえでこれに関するレポートを塾生に提出させることで経営者としての知識レベルに到達し

ているかをチェックする。

合格者にはケースワーク（コンサルタントが他企業の事例をケースとしてまとめ、課題を作ってディスカッ

ションさせたり、レポートを提出させる）、ベンチマーキング（後述）などにより実践的経営者ノウハウを与

える。ここでは他企業について学ぶのではなく、自社とのちがいを見つけ、「自社を知る」ことをその目的と

する。つまり診断である。

・次期経営戦略の策定

次世代を担う経営者候補である塾生が、コンサルタントとともに次期の経営戦略を現在の経営者へ提案する。

企業全体としての経営戦略ではなく、特定テーマ（新人事制度や新ビジネスモデルの開発、新規事業提

案･･･）に関する長期的な戦略を立案し、経営者へプレゼンテーションすることが多い。つまりテーマコンサ

ルティングである。

・経営者適性の評価

コンサルタントが塾生の経営者としての適性を、塾でのレポート、ディスカッション、戦略立案などを通し

て評価する。これが後で述べるポテンシャル評価である。

次のフローは私が産業財メーカーに対して行った経営塾のカリキュラムである。開始から終了まで1サイク

ル約10ヶ月を要した。1サイクルと表現したのは、こういった塾の場合、同一カリキュラムで塾生を何回か

募って、何年にも渡って行うことが普通のためである。
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（ⅱ）リーダー養成塾、マネジャー養成塾

クライント企業のリーダー、マネジャーなどの中間層の育成をテーマとする塾である。したがって対象

（塾生）は次期リーダー、次期マネジャーである（塾導入当初は現在のリーダー、マネジャーも受講してい

ないので、参加させることも多い）。

ここでは次のようなことを行う。

・リーダー、マネジャーとしての必要知識、ノウハウの提供

経営塾同様にコンサルタントの作成する知識テキストを読み、レポートを作ることで知識レベルをチェッ

クする。そのうえでマネジメントに関するケースワーク、マネジメントを対象としたベンチマーキングなど

によってマネジメントノウハウを身につける。

・経営戦略の浸透

経営塾（同時に走ることも多い）などで用いられる戦略ケースについても取り上げ、これについてリー

ダー、マネジャーの立場でディスカッションし、自社の戦略と比較する。これは戦略立案能力を養うもので

はない。他社戦略と比較することで、自社戦略の意味を理解し、塾生同士やコンサルタントとディスカッ

ションすることで、自社戦略のマネジメントへの具体的適用法を考えることが目的である。戦略理解が弱い

とコンサルタントが判断した時は、自社戦略についてのテーマディスカッションもあわせて行う。例えば

「なぜ社長は顧客満足度を前面に打ち出したんだろう？」といったテーマをコンサルタントが提示し、ディ

スカッションする。

・リーダー、マネジャーの適性評価

経営塾同様にポテンシャル評価によって、塾生のリーダー適性、マネジャー適性を評価する。
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（ⅲ）戦略的人材養成塾

現在企業内にいない“新しいタイプの人材”を戦略的に養成するものである。見方を変えると、この欠け

ている機能をコンサルタントがテーマコンサルティングや顧問などの形で補ってきたが、これを社内に育て

るというものである。経営スタッフ、マーケター、セールスマン、カスタマーサービス･･･などもちろんその

企業によって異なる。

この養成スタイルはその職種によって異なる。ただいずれの場合もコンサルタントがその職種に必要な知識、

ノウハウなどを洗い出し、それを身につける方法（テキスト、ケース、プロがやる実際のオペレーショ

ン･･･）を考えて実施し、そのうえで適性を評価するという形が基本である。つまりコンセプト、進め方の骨

子は経営塾、リーダー養成塾、マネジャー養成塾と変わらない。

下図は私がITベンダーにおいてソリューションSE（顧客へシステム提案をするSE）を養成するために開い

た塾の実施フローである。
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②ポテンシャル評価

アセスメントといった表現をとることもあるが、コンサルタントが行うケースでは、その人の潜在能力を発

掘するという意味でポテンシャル評価という表現が妥当だと思う。これは通常の仕事の評価（その人の上司が

やることが多い）とは違い、「現在はやっていない仕事の適性をコンサルタントが評価する」というものであ

る。

例えば先ほどの経営者、リーダー、マネジャー、戦略的人材のように現在はやっていない仕事に昇格、異動

する候補がたくさんいれば、その配置を現在の“仕事ぶり”だけで決めるわけにはいかない。しかも現在の上

司評価では不公平（自分の部下をその新しい仕事へ推したいと思えば評価を上げ、逆に自分の部下として手離

したくなければ逆に下げる）である。ここにコンサルタントの第三者性が求められる。

具体的にはその職種に求められる知識を与え、その吸収力を見て、さらにはケースワーク、ロールプレイン

グ（仕事の場面を想定して、やらせてみてコーチする）でその仕事の実施をシュミレーションして、それをコ

ンサルタントが評価するものである。もちろんコンサルタントは評価情報をクライアントに渡すだけで、その

職種への配置はその評価情報を含めさまざまなことを考慮してクライアントが決定する。

ポテンシャル評価は他のコンサルティングサービスと組み合わされることも多い（先ほどの塾だけでなく、

人事制度の改革やマーケティングシステムの改革といったテーマコンサルティングなど）が、このコンサル

ティングマーケットのサイズは極めて大きい。

以下のものは経営塾にて実施したポテンシャル評価の例である。
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またコンサルタントが一定の職種において

これを続けて実行していくと、自然に評価

データベース（もちろん個人情報にはしな

い）が蓄積できる。この評価データベースを

用いて一般レベルとクライアント企業各人の

能力比較ができるので、やればやるほどその

コンサルティングレベルを上げていくととも

に、他のコンサルティングに関する提案もで

きることになる。

下図は私が消費財メーカーのリーダー養成

塾で行ったポテンシャル評価結果を分析した

例である。（塾生の中のセールスリーダー予

備軍についての分析の一部。分析コメントは

省略。）これによってどのような人材育成、

さらにはセールスモデルを取っていくかを提

案することができる。
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③ベンチマーキング

ベンチマーキングとは本来は「最高基準の確立」ということを意味し、一時アメリカで流行したコンサル

ティングのオペレーションモデルである。具体的にはその業界にいるエクセレントカンパニーを最高基準の目

安とし、自社がこれに追いつくように努力していくものである。

ここでいうベンチマーキングはもう少し意味を広げて、「他企業と自企業を比べる」ということを総称した

ものである。具体的にはクライアントが参考となる企業を対象に、コンサルタントが指定する“見方”で、ク

ライアント企業の従業員の何名かがチームを組んで情報収集し、それを自社の経営、マネジメント、オペレー

ションと比較していくというものである。一般にはいくつかのチームが別企業を同時にベンチマーキングする。

例えば3チームを作り、ライバル企業、取引先企業、自社と同じような戦略を取っている企業をそれぞれ行う

といった形である。

ベンチマーキングはあるテーマ（例えば新しいマーケティングシステムの立案）を解決するために行うこと

が一般的である。つまりテーマコンサルティングの変形とも言え、これをコンサルタントの指導で他企業情報

を自分たちで収集して（もちろんコンサルタントの情報も加味して）やっていくというものである。経営塾、

リーダー養成塾、マネジャー養成塾ではごく一般的にとられる手法である。この塾でのベンチマーキングの

テーマは「経営者、リーダー、マネジャーの養成」である。

ベンチマーキングはこれらのテーマを解消するだけでなく、経営者（ベンチマーキングの結果は経営者にプ

レゼンテーションすることが一般的）にとってもさまざまな意味で良質の情報となる。

コンサルタントがこのベンチマーキングで提供する大切な情報は「企業の見方」である。ちなみに私はこれ

を「企業の見方」（同友館）という市販本にまとめている。その目次は以下のとおりである。
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・業績の見方（ライフサイクル、付加価値、企業価値、設備投資、キャッシュフロー、与信の見方）

・ガバナンスの見方（ステークホルダーのパワーバランス、ガバナンスの統合、CSR、PRの見方）

・経営モデルの見方（経営者、経営のフローとストック、ミッション、ビジョン、経営戦略、経営計画の見

方）

・組織の見方（秩序、組織構造、給与、人事評価、退職の見方）

・ビジネスモデルの見方（生産性、品質、マーケティング、情報システム、コミュニケーション、アライアン

スの見方）

この「見方」がコンサルタントの財産であり、ベンチマーキングにおける主力商品である。

④リアルコーチ

「仕事をやってみせる」ことが必要な分野についてコーチングを行うものである。コンサルタントがコーチ

として現場へ行き、クライアントの従業員がそれをできるようになるまで一緒にやる。セミナーの変形である

が、その弱点である“情報のコピー性”を排除することもできる。

工場の技能分野が代表例であるが、起業コンサルティング（コンサルタントとクライアントが新しい企業の

立ち上げを一緒にやる）、企業再生コンサルティング（倒産しそうな企業の再生を一緒にやる）などある時期

大きなパワーが必要とするものについて幅広い分野で見られる。このコンサルタントには当然のことながらそ

の分野でのプロであり、実際に自分が当事者としてやってきたことが求められる。そのためテーマ専門性が極

めて高く、同一テーマで色々な企業をコンサルティングして行くということが多い。
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⑤アドバイザリーコンサルティング

顧問の変形であり、一定期間の契約をして、定期的に一定の情報を提供（××ページのメールマガジンのよ

うな形式が多い）したり、メールによる“ちょっとした相談”にはこの契約内で行うというものである。

メンバーが多いと会員、クラブのような組織スタイルとなることも多く、この場合会員同士の情報交換の場

としても使われる。コンサルタントはこの交換された情報をベースとして、テーマコンサルティング、セミ

ナーなどをメンバーへ行うこともできる。

規模の利益が大きく働くモデルであり、会員が増えると、ビジネスが収入面で安定するだけでなく、さらな

るシナジーを生む。これはオペレーションというよりもマーケティングとしての意味合いが強いので、マーケ

ティングモデルの1つとしてメンバーシップ制（××ページ）の項で詳しく述べる。

⑥テーマ提案コンサルティング

クライアントのニーズを待ってコンサルティングを行うのではなく、コンサルタント側からコンサルティン

グテーマを掲げ、積極的にプロモーションしていくスタイルである。××ページの商品一体型から分離した

ケースも多い。

そのコンサルティングテーマを表わすキャッチフレーズを考え、書籍などを執筆したり、新聞・雑誌にパブ

リシティ（××ページ参照）していくスタイルを取ることが多い。

CRM（「得意客を中心にマーケティングをやろう」）、SFA(「セールスを合理化しよう」)、SCM（「商

品供給者同士がアライアンスを組んだらどうだ）、BPR（「ビジネスモデルを根底から変えよう」）、

Web2.0(「Webの新しい使い方で差別化しよう」)･･･といったITをその原点にしたものだけではなく、見える
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化、コーポレートブランド経営、戦略的会計、コンピテンシー人事、内部統制･･･などこの範囲は広い。

このテーマ提案コンサルティングでは、コンサルタントにとって多くの企業で同一テーマをやることでコン

サルタントの生産性、品質が高まるという規模の利益を求めるよりも、この提案テーマをその突破口として、

そのクライアントのさまざまなテーマのコンサルティングをしていくという“深さ”を求めていくことが多い。
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３．マネジメントモデル

（1）マネジメントの構造
コンサルティングもビジネスであるから、そこにマネジメントは必要である。
コンサルタントがすべての仕事を1人でやるのは、かなりイレギュラーなケースであり、前述したようにコ
ンサルタントが複数いて、スタッフがいる方がノーマルだ。つまりクライアントのニーズに応じて、1で述べ
た組織構造のなかで、プロジェクトを組むことが一般的である。
このプロジェクトのマネジメントを遂行するのは、当然のことながらプロジェクトのリーダーである。ただ
しシステム開発プロジェクトなどとは異なり、プロジェクトリーダーがマネジャー専任ではなく、メインプ
レイヤー（プロジェクトの中心コンサルタント）のことが一般的である。プロ野球でいえば監督兼4番打者兼
先発投手といった位置づけであり、いわゆるセルフマネジメントがその中心となる。
自分をマネジメントすることは、通常のマネジメントに比べて極めて困難である。困難であるがゆえにマネ
ジメントの原理・原則に忠実に従って進めて行く必要がある。それがコンサルティングというビジネスから
職人的イメージを取り、ブラックボックス性（どうやってその結論を出したかがわかりづらい）を解消し、
ひいてはコンサルタントの怪しさを払拭することになる。
マネジメントは（ほとんどのコンサルタントがクライアントに指導しているように）、権限委譲とPDCA

（PLAN-DO-CHECK-ACTION）という2つの側面を持っている。この2つに分けてコンサルティングマネジ
メントの原理・原則を考えていこう。
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（2）権限委譲としてのマネジメント

権限委譲は計画になされる

ここでまず一般的な権限委譲の構造について整理しておこう。

マネジメントにおける権限委譲とは、上位権限者が下位者に対して、その権限の一部を渡すことを言う。

この時上位権限者にもその権限委譲によって起こる“結果”に対しての責任が残る。したがって誰にどんな

権限を委譲するかという“権限”は当然のことのように委譲者にある。

権限委譲の際、下位者は上位者に対してその委譲される権限に関する“計画”（「私はこの権限を使って

こうやります」）を提出し、上位者が「よしこれで行こう」と承認すれば権限委譲となる。即ち、権限委譲

は人でも、そのポジションでもなく“計画”になされる。権限委譲を受けた者はその“計画”に書いてある

ことを実行する責任、というよりも義務がある。したがってどんなに良い結果を生むとしても、計画に書い

てあることを“やらない”、あるいは計画に書いてないことを“やる”という権限は有しない。

権限委譲を受けた者は通常の仕事とは異なり、上位者に対して報連相（報告・連絡・相談）の義務はない。

ただし計画と実行に差異が生じたら、それについてどう対応していくかについて、リアルタイム（まとめて

ではなく）に上位者へのアカウンタビリティ（違いを説明すること。説明義務、説明責任と訳されるが本書

ではこのまま使う）を求められる。さらにこの計画の実行が終了したら、最終的なアカウンタビリティ（計

画と実行の差異説明）が求められる。これが権限委譲である。

権限委譲は上位者が下位者をコントロールできない時に使う基本的マネジメント方法である。これをベース

にコンサルティングのマネジメントを考えよう。
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①クライアントとリーダーコンサルタントの関係

権限委譲計画に必要な4つの項目

コンサルティングを実施するかどうかの権限は、明らかにクライアントにある。正確に言うと、クライア

ント企業の中の特定の人（例えば社長）にある。そしてコンサルタントはこの人（俗に言う発注権者）から

実施についての権限委譲を受ける。したがってコンサルティングプロジェクトのリーダーコンサルタントは、

発注権者に対してコンサルティング開始前に計画を出すことが必要となる。

権限委譲されるための計画書には目標、必要資源、プロセス、見積という4つの項目が必要となる。

・目標

そのコンサルティングにおいて何がなされ、結果としてどうなるかという予測である。コンサルティング

は情報提供サービスであるので、どういう情報がどういう形でクライアントへ渡されるのか、渡された結果

をクライアントがどう使うことができるかという予測である。

先ほどの経営塾であれば特定のテキスト・ケースワーク・ベンチマーキングなどを通じて、こういう項目

の戦略立案書が作られ、このような項目のポテンシャル評価結果が得られるという予測である。

・必要資源

コンサルティングを実施する上で必要な資源（ヒト、モノ、カネ、情報･･･）である。これは2つに分けら

れる。１つはクライアント側が持っている資源、1つはコンサルタント側が持っている資源である。

前者については、当然のこととしてコンサルタントが計画書で詳細に提示し、要求しなければならない。

クライアント側でのコンサルティングに必要な人員、コンサルティングフィー以外のコスト、必要なモノ

（オフィススペース･･･）、情報（ほとんどがクライアントの内部情報）･･･といったものである。
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なかでも必要人員とクライアントの内部情報は重要である。人員についてはこの計画によって求められる

人、その期間が確認されるだけでなく、そのクライアント企業内の人たちがコンサルティングの期間中はコ

ンサルタントの指揮・命令下に入ることがオーソライズできる。したがってコンサルティング計画は“この

人”の指揮・命令権を持っている人（つまり上司）の承認も必要となる。この時、“この人”たちはクライ

アントではなく、コンサルティングプロジェクトの一員となる。先ほどの経営塾でいえば、経営塾開催中、

受講生はコンサルタントの指揮・命令下に入り、経営塾というコンサルティングプロジェクトのメンバーと

なる。

内部情報については、できるだけ項目を詳細に提示し、使用目的をはっきりさせる。そのうえで守秘義務

についての契約を何らかの形（共通契約、個別コンサルティング契約）で交わす。

後者のコンサルタント側で必要な資源については原則としてこれを金額換算して、見積の一部としてクライ

アントへ提示する。その詳細項目を出すかどうかはケースバイケースである。

・プロセス

いわゆるスケジュールである。これは特に先ほどのクライアント側のプロジェクトメンバーおよびそれ以

外のクライアントの経営者、従業員に関することは詳細に記述する。コンサルタントが行う作業のスケ

ジュールは、この計画書には大まかな記述で構わない。

・見積

目標で挙げたクライアントへ渡す情報の価値を考え、諸経費を加味してフィーの見積金額を出す。この金

額と市場価格（他コンサルタントならどのくらいの見積を出すだろうか）を考慮して、クライアントへ提出

するコンサルティングのフィーを考える。
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ここでは出す前に、どうしてもフィーとコンサルティング原価（PDCAの計画書で計算する）の比較を考えて

しまう。「もうかるか」である。しかしそう考えると、もうけるためには原価をコストダウンしようという

インセンティブがコンサルタントに働いてしまい、コンサルティングの質低下を招いてしまう。見積ではク

ライアントから見た情報価値を考えているのだから、自らについても同じように考える。コンサルティング

を実施することによって生まれる情報が、クライアントだけではなくコンサルタント個人およびコンサルタ

ント組織へどれくらいの価値をもたらすかということである。コンサルティング実施によるコスト発生とい

うマイナス面ではなく、それによるベネフィットというプラス面を考える。

見積作成・提出時にこれをコンサルタントが考えていると、自然に魅力的なコンサルティング（自らの価値

を高めるもの）であれば、原価を問わず受けるという形になっていく。

権限委譲とPDCAの関係

この計画書を提出し、クライアントの発注権者の承認を得れば、コンサルティングがスタートする。つま

り権限委譲がなされる。その後リーダーコンサルタントはこの権限委譲のための計画書をベースとして、後

で述べるPDCAのための計画書を作成する。

コンサルティングの実行中は計画どおり進んでいる限り、クライアントへの報告は基本的に不要となる（中

間報告などは無論行うが、これはそのことが計画書に書かれているはずであり、報告というよりもコンサル

ティングの実行項目である）。

コンサルティング中に計画との差異が生じたら、リアルタイム・アカウンタビリティが求められる。具体的

にはコンサルタントとしてそれにどう対応するかを変更計画書としてまとめ、クライアントの了解を得るこ

とである。
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最後にいわゆる“最終プレゼンテーション”（コンサルタ

ントがクライアントへ最終的な情報を渡す）とは別に、計画

とのちがいを中心に記したコンサルティング報告書（最終的

な情報と一緒にすることが多いが）を提出する。コンサル

ティング報告書は後で述べるPDCAの評価書を編集して作成

する。このコンサルティング報告書が「権限委譲のための計

画書」に対する最終アカウンタビリティ（計画と実行の差異

説明）となる。
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②リーダーコンサルタントとプロジェクトメンバーの関係

リーダーとメンバーは報連相の関係

リーダーコンサルタントとメンバー（コンサルタント、スタッフ。場合によっては××ページで述べたクラ

イアントの従業員）の関係は、まさにマネジャーとプレイヤーである。つまりリーダーコンサルタントはメン

バーに対して指揮・命令権を持ち（これを後で述べるPDCAの計画書によって提示し）、メンバーはリーダー

に対して定期的な報告・連絡および不定期の相談（報連相）の義務を持つ。メンバーは仕事が順調に進んでい

ても、その旨をリーダーへ報告･連絡しなくてはならない。

この時のコミュニケーションツールとしては××ページで述べたように結果が残り、他メンバーへの同報も

可能なメールまたはネット掲示板などを使う。これによってリーダーは各メンバーの仕事の進捗状況をとらえ

ることができる。

リーダーコンサルタントと協業コンサルタントは権限委譲

しかし××ページで述べた横型組織を取っている場合は事情が異なる。複数のコンサルタントが上下関係

（指揮・命令および報連相の関係）ではなく、協業する場合である。

この協業プロジェクトにもリーダーは必要である。ただしこのリーダーコンサルタントと協業コンサルタン

トは権限委譲関係を取る方がノーマルである。

まずはリーダーコンサルタントが各コンサルタントの担当コンサルティング領域を決める。担当領域に合意

がなされたら、リーダーコンサルタントが権限委譲する作業および期待される成果物を提示し、各コンサルタ
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ントがその具体的方法、期間、そしてコスト（一般に協業コンサルタントはコストセンター）を計画書にまと

める。

そのうえでリーダーコンサルタントは自らの領域を含めてプロジェクト全体の計画書を作成し、これにクラ

イアントの承認を得て、権限委譲を受ける。そしてリーダーコンサルタントが各協業コンサルタントへ、各計

画について再権限委譲を行う。

もちろん権限委譲の原則から言って、リーダーコンサルタントにも各協業コンサルタントが行う仕事の責任

は残る。協業コンサルタントはリーダーに対し報連相の義務はなく、リアルタイム・アカウンタビリティが要

求される。
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だからコンサルタント同士の関係で言えば、リーダーコンサルタントが信頼できないコンサルタントには権

限委譲がなされない。一方クライアントとコンサルタントの関係で考えれば、クライアントにとって“見も知

らぬコンサルタント”であっても、リーダーコンサルタントがその責任を取ってくれるので安心である。

これは見方を変えれば、各コンサルタントの与信（信用を与えること。つまり怪しさを消す）をリーダーコ

ンサルタントがこの権限委譲の連鎖によって行うことになる。こうしてたった1人のコンサルタントがクライ

アントや社会から信用されることで、多くのコンサルタントがクライアントから間接的に信用を受け、その力

を発揮できることになる。

この権限委譲マネジメントがコンサルタント横型組織のキーファクターとなる。
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（3）PDCAとしてのマネジメント

明日のコンサルティングのために

マネジメントの本質は昨日の反省ではなく、「明日のために」である。特にコンサルティングマネジメン

トにはそれが強く求められる。昨日やったことが経験となり、明日のコンサルティングの品質、生産性を高

める。

コンサルティングにおいてPDCAマネジメントをやる意味はそこにある。つまり権限委譲マネジメントの最

大テーマが権限委譲のための計画、つまりPLAN（事前処理）にあるなら、PDCAマネジメントの最大テーマ

はCHECK&ACTION（２つを合わせてSEEという）という評価（事後処理）にある。

PDCAというマネジメントサイクルでコンサルティングビジネスを見てみよう。

①計画（PLAN）

この計画は「プロジェクトメンバーが効率よく仕事をするためのもの」であり、先ほどの権限委譲のため

の計画を含んだものである。権限委譲のための計画をどこまで作るかはケースバイケース（受注が決定する

前に作るので）であるが、これを含めたPDCA計画書作成のフローは次のようなものである。見方を変えれば

以下のPDCA計画書の一部を先行して、あるいは概要を権限委譲のための計画書作成にて行うことになる。

（ⅰ）必要情報の整理

当該コンサルティングにおいて必要となる情報を洗い出す。この情報は次の4つに分かれる。
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・最終的に求められる情報

まずはクライアントのニーズを満たすための最終的な情報のイメージを考える。先ほどの経営塾でいえば、

プレゼンテーションする戦略提案書の項目、ポテンシャル評価の項目･･･といったものである。最終プレゼン

テーションする項目を決めると考えてもよい。これは権限委譲のための計画の目標にあたる部分である。

・プロジェクト内部情報

最終情報およびこれを作るための情報のうち、コンサルタントが組織としてすでに持っている情報。

･プロジェクト外部情報

プロジェクトの外部にある必要情報。具体的には××ページで述べたクライアントの内部情報、および書

籍・インターネット・実地調査などのリサーチによって得ることが可能と思われる情報などである。

・創造情報

今回のプロジェクトによって創造する必要のある情報。

（ⅱ）情報獲得の段取り

内部情報の整理、外部情報の獲得、創造情報の開発をどのようなコンサルティング手法で進めていくかを

考える。ブレーンストーミング、ケースワーク、インタビュー、ベンチマーキング、ポテンシャル評価、･･･。

（ⅲ）作業項目の設定

（ⅱ）を受けて具体的な作業項目（調査、クライアントインタビュー、ケース作成、テキスト作成、ディ

スカッション･･･）を設定する。

（ⅳ）担当者の設定

これがこの計画のキーファクターである。誰がその作業をやるかである。



第３章 ビジネスモデル・イノベーション

152

（ⅴ）スケジュール作成

作業項目、担当者を見て、リーダーコンサルタントがその工数（かかる日数などの時間）を見積る。これ

はMUSTである。メンバーには権限委譲しているわけではないので、工数責任はない（もちろんメンバーに

は意見を聞く。「どれくらいかかりそうか」）。メンバーはリーダーの指揮・命令下で働き（リーダーがメ

ンバーのやるべき仕事を途中で変えることもある）、報連相の義務を有する。リーダーがプロジェクトの納

期責任を負うのだから、リーダーが工数を見積る。

そう考えると、リーダーは権限委譲する作業以外は自らがすべて実施可能であり、メンバーよりも生産性が

高い（遅れた時のリカバリーができる）ことが望まれる。最悪のケース（メンバーがプロジェクトから離

脱）になった時その作業を自らリカバリーできないものは、権限委譲して協業コンサルタントに任せるべき

といえる。そして協業コンサルタントもその権限委譲を受けた仕事については、自らがすべて実施可能なこ

とが求められる。

コンサルティングは常に新しい仕事（常に新しい情報を創造している）であり、それが魅力である。しか

し一方で多くのコンサルタントは不安を抱えている。自らが「出来る」と思えば仕事を受ければよいのだが、

コンサルタント1人だけでできる物件は少なく、当然プロジェクトを組むことになる。しかしそのプロジェク

トが不安定な組織のことも多く、「メンバーが仕事から逃げてしまうのでは。思ったとおりに動いてくれな

いのでは」という不安を持つことも多い。これを解消してくれるのは「いざとなったら自分ですべてできる

ことを、リーダーとして受ける」という気持ちである。

（ⅵ）見積

これは必ず権限委譲のための計画書で作られているものである。
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（ⅶ）原価積算

コンサルタント、スタッフの工数および諸経費などからプロジェクトで生まれるコスト（原価）を見積る。

諸経費については資金の手当を考える。

協業コンサルタントに権限委譲した部分については、これらの項目をすべて各コンサルタントが作成するこ

とになる。

②実行（DO）

この段階のリーダーコンサルタントの役割の第一は、自らの担当部分を着実に実行することである。

第二がトラブルの発見とリカバリーである。メンバーからの報連相、協業コンサルタントからのリアルタイ

ム・アカウンタビリティをもって、スケジュール遅れや予定した情報の入手困難などのトラブルを把握し、

リカバリーして行く。

第三はそれによるクライアントへのリアルタイム・アカウンタビリティである。

③評価（SEE＝CHECK&ACTION）

もう一度やるならどんな計画にするか

ここでいう評価（SEE）はプロジェクトが終わった後で反省したり、総括したりするものではない。先ほ

ど言ったように明日のため、つまり「明日のコンサルティングをより良きものとするため」に行うものであ

る。この評価は次の2つに分かれる。
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・CHECK･･･計画（PLAN）と実行（DO）の差異を見つけ、その原因を考えること

・ACTION･･･CHECKを受け、もし全く同じコンサルティングをもう1度受けるとしたら、どのような計画と

するかを考えること

計画には結果として次のような項目が入っているはずである。

・情報（最終情報、内部情報、外部情報、創造情報）

・作業

・担当者および権限委譲者

・スケジュール

・クライアントへの見積

・原価

ここにある情報、仕事、ヒト、トキ、カネのすべての項目について、計画と実行の違いをはっきりさせ、

その差異原因を考える。そのうえで「もう1度このコンサルティングをやるとしたらどういう計画書にする

か」ということを計画書に“赤入れ”という形でメンテナンスする。これが××ページのフローにあるPDCA

評価書である。

ここでもっとも大切なことは、クライアントへの提出見積についてのCHECK、ACTIONである。クライア

ントへ提出した見積はクライアントが受けるはずの“情報の価値”を金額で表わしたものである。この計画

時に考えた情報価値と結果としての価値を比較する。

これには2つの意味がある。1つはこれを考えることで計画の精度が上がることである。CHECKをするため

には計画の時点で情報価値の項目をはっきりと決めておかなければならない。例えば収益性（売上の貢献）、
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効率性（原価ダウン）、能力向上（従業員の能力が上がる）、モチベーションアップ（従業員のやる気が出

る）、顧客満足度（ファンが増える）といった項目である。これを考えることによってコンサルティング計

画書の信頼性が高まり、受注精度が向上するだけでなく、コンサルタントの情報価値に対する目が鋭くなる。

2つ目はどうやって評価するかである。計画はコンサルタントが作っても、評価にはクライアントの力がど

うしても必要である。コンサルティング情報を得て本当に売上は上がったか、原価は落ちたか、当社のファ

ンは増えたか･･･といったことをクライアントに評価してもらうことである。このクライアント評価を使った

CHECK&ACTIONが明日のコンサルタントの力を高めるとともに、この評価情報がコンサルタントにとって

最良のマーケティングツールとなる。「このコンサルティングは他のクライアントへ大好評でした」という

抽象論ではなく、具体的にどういう成果が得られたかを、「クライアントの声」として紹介できる。

CHECK&ACTIONはコンサルタントの経験を有効なものとし、貴重な財産を作り上げるものである。コン

サルティングファームを作る意味も、仕事を効率的にやることにあるのではなく、この経験、財産を共有し

てシナジーを生むことにある。

コンサルタントにとっての情報価値

ここで作られたPDCA評価書をベースとしてクライアントに対するコンサルティング報告書（××ページの

フロー参照）を提出する。最終アカウンタビリティである。

この報告書の最大の目的は、実は再度のコンサルティング受注である。だからコンサルティング報告書には、

権限委譲時の計画書との違い（CHECK）だけでなく、次のコンサルティングへの提案（ACTION）が入って

いなければならない。つまりこのコンサルティングが終わった時点において、コンサルタントが考えるクラ
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イアントにとって必要な情報（コンサルタントが予想する次のニーズ）であり、コンサルティングテーマの

提案である。

これを続けていくと「コンサルタントにとってコンサルティング情報の価値とはどんなものか」がよくわ

かってくる。先ほど述べた「その情報が他のクライアントへ使えるか」という観点だけではなく、そのクラ

イアント自身の次のコンサルティングの“呼び水”にならないかという見方も身についてくる。

例えば××ページの企業内塾はリピート性が高いだけでなく、そこで生まれた情報（塾生のディスカッショ

ン結果、ベンチマーク結果、戦略提案）がそのクライアントにさまざまなコンサルティングニーズを生む。

そしてこのCHECK&ACTION、最終アカウンタビリティをクライアントと共同で時間を取ってしっかりや

れば、クライアントにも幸せをもたらし、それにも増してコンサルタントに大きなベネフィットを生むこと

になる。
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１．コンサルタントのマーケティング戦略

（1）従来型のマーケティング

前にも述べたがコンサルタントは他の職種に比べ、マーケティングが下手である。一方マーケティングはコ

ンサルティングの花形商品であり、まさに「医者の不養生」である。

その理由は「マーケティングがうまい」（“商売上手”などと言われる）という評価が、ともすれば「怪し

い、口だけ」というコンサルタントのイメージを増幅してしまうからである。だから自らクライアントへ積極

的に「このコンサルティングをやらせて下さい」とアプローチできない。

そのため従来は次のようなマーケティングスタイルが主流であった。

①コンサルティングファーム勤務

有名ファームだからコンサルティングを頼む

もっとも簡単なマーケティングは、コンサルティングファームと労働契約をして(つまり入社して)自らの仕

事を確保することである。コンサルティングファームの中の誰かがマーケティングをして受注した商品を、従

業員コンサルタントとしてこなしていくものとも言える。

ここでのマーケティング戦略のコアコンピタンス*1はコンサルティングファームが持つ“ブランド”（有名

さ）である。

コンサルティングという仕事は標準化が難しく（やり方を決めても、誰がやっても同じようにできるとは限

らない）、どうしてもコンサルタントの能力に大きく依存することになる。しかし初めてのクライアントは
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コンサルタントの能力をどうやって判断してよいかわからない。そこで“世に知られているブランド名を持つ

コンサルティングファーム”に高いフィーを払ってコンサルティングを依頼する。そしてこの高価格がブラン

ド価値を上げ、上がったブランド価値を頼りにクライアントが集まってくる。まさにブランド・スパイラルが

生じる。

クライアント企業の発注権者がサラリーマン経営者やサラリーマン部長（従業員が出世した社長、部長･･･）

などの時は、「自分が頼もうとしているコンサルティングを過去にどんなコンサルタントがやったことがある

のか」を調べ、「どこからコンサルティングの見積を取って、どういう基準で発注する相手を決めるのか」と

いう発注手段を考え、･･･といった発注の基本的動作さえもやらない。

発注金額が膨大であるにもかかわらず、それが“自らの稼いだカネ”という意識が薄く、“会社のカネ”の

ような感じを持っている。そのファームが「他社でやったことがある」（その評価が良いか悪いかも考えず）

という理由だけで、ファームの中のどんなコンサルタントがやるのかも考えず、有名大手コンサルティング

ファームという無難な選択をする。「有名で大きく高い金額を取るんだから大丈夫だろう」

一方会社をマイカンパニーと考えている創業型オーナー経営者は、こういう形でコンサルタントを使うこと

はほとんどない。仮にファームへの発注の意思を持ったとしても、大手コンサルティングファームのサラリー

マンコンサルタントに会うと、「この人からは得る情報がない」と思ってしまうことが多い（彼らは人を見る

目が鋭い）。「こんなコンサルタントより、うちの従業員の方が現場感覚があって、よほど役に立つ。」逆に

気に入ったコンサルタントがいると、自分の専属ブレーンとしたがる。だから彼らはユニークな個人コンサル

タントを選ぶことが多い。

＊1. 戦略の核となる要因。
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自分のコンサルティングで価値を高める

このシーンをコンサルタントから見てみよう。コンサルタントは個のプロフェッショナルであり、そのビジ

ネス拡大は“協業”が原点である。だから自らのコンサルティング結果に、プロとしての自覚やプライドを持

つことができる。自分が作り出したものではない“ファームの不思議なブランドイメージ”で、自らのコンサ

ルティングをやったとしても、そこにコンサルタントとしてのプライドなど持てない。

コンサルタントのマーケティング戦略の基本は、クライアントに自らのコンサルティング情報を評価しても

らい、その評価によってコンサルティングの仕事が拡大していくことだろう。厳しく言えば、コンサルタント

が創造した情報にコンサルティングファームのブランドを付けることで「情報価値を高める」（正確に言うと

「高まっているような気持を相手に持たせる」）ことはできるだけ避けたい。自分が出したコンサルティング

報告書からファームの名前を取ったら、「クライアントがそれを読んでくれたかどうか」さえも疑問に思って

しまうのでは情けない。自分とは関係ない人（ファームの誰か）がやったコンサルティングの評価を、自分が

受けるのではコンサルタントとしてのプライドが保てない。

コンサルティングファームで仕事をするなら、見習いコンサルタントは“コンサルタントの修業”、１人前

のコンサルタントは後で述べるようにファームをチャネルと考え、自らの名でコンサルティングをやるべきだ

ろう。

②団体からの紹介

同業組合からの紹介は不公平

コンサルティング商品を販売しているわけではない団体（つまりコンサルティングファーム以外）から、
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クライアントやコンサルティングの紹介を受けるものである。これを期待する時、コンサルタントのマーケ

ティング行為は、「その団体から仕事を紹介してもらえるように営業する」ことになる。

従来このマーケティングスタイルを取ることが多かった中小企業診断士でいえば、中小企業診断協会、商工

会、商工会議所、さらには自治体といった団体である。しかしいくら何でもこれを頼りにコンサルティングビ

ジネスをやっていくことには大きな問題がある。

中小企業診断協会は同業組合のようなもの（この協会にはコンサルタントではない会員もいるので、正確に

言うと“中小企業診断士という資格を持った人の集まり”）であり、会員が払う会費がその運営資金のベース

である。当然のことながらこの団体は会費を払った会員へ、あまねく平等にサービスしていくことがミッショ

ンである。

この団体から特定のコンサルタントだけが特定のサービス（仕事を紹介してもらう）を受け、リターンを得

るのは問題がある（仕事を紹介してもらうことが目的ではなく、会費を払っている人の方がほとんど）。まし

てやコンサルタントが仕事を紹介してもらうことを目的にマーケティングコストとして会費を払うのなら、そ

れは勘違いだと思う。また仕事を紹介してもらいやすくするためにこの協会の仕事を手伝う（会員へのサービ

スをボランティアで行う）というのも、何だかおかしいことはわかると思う。

税金原資のコンサルティング

商工会、商工会議所は地域ごとにある中小企業のための団体であり、会員からの会費だけでなく、資金面で

国や自治体からさまざまな支援を受けている（つまり税金が使われている）。そしてこれに類似した団体は数

多くある。これらの団体や自治体などの役所で経営相談、税務相談、金融相談といったコンサルティングサー

ビスもやっている。このサービスに対するコンサルタントへのフィーは税金部分が多く、固定額（1回いくら
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など）で、かつ極めて低いことが多い。そのためコンサルタントがコンサルティングに関し、見積を出すこと

もなく（私が一度ここからコンサルティングの引合を受けて見積書を出したら、この団体の人に驚かれた）、

当然のことのようにクライアント（企業はカネを払っていないことが多いので、そもそもクライアントが誰か

もよくわからない）の評価もない。ただ「やる」だけである。

こういった税金を使って特定の企業へ行うコンサルティングは、日本では本当にさまざまな分野で見られる。

さらには税金による各種支援（補助金、低利融資など）を受けるためのコンサルティング（要するにどうすれ

ば税金を自企業に持って来ることができるか）も驚くほど多い。

これらの税金原資コンサルティングは“かけ出し”コンサルタントの練習台となっていることが多い。この

仕事で「食っている」と言う人に会ったことがない（コンサルタントが極端に少ない地域で“数”をこなして、

それなりの収入を受けているという話は聞いたことはあるが）。ほとんどのプロコンサルタントは「昔やった

ことはあるけど･･･」という反応だ。多くのコンサルタントはフィーが安いためだけではなく、“税金を特定

企業に回していること”に何となく疑問を感じてやめてしまう。

おそらくコンサルティングを受けた企業のコンサルタント評価は極めて低く、コンサルタント全体のレベル

を落としているようにも思う。（少し言いすぎかもしれない。カネのためではなく、社会のためにこのような

税金原資コンサルティングをやっている人もいるのかもしれない。）

マーケティング戦略という面から考えると、この税金原資コンサルティングを足がかりとして、その企業か

らノーマルなコンサルティングをビジネスとして受注するというものだろう。しかし我々が払った税金を使っ

て、コンサルタントと企業が「お見合い」をするというのも･･･。
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③コンサルタント同士の紹介

紹介料をどうするか

個人コンサルタントのマーケティングスタイルで、意外と多いのがコンサルタント同士の紹介である。彼ら

はこのマーケティングスタイルを“人的ネットワーク”とか“人脈作り”と言っている。見方を変えるとコン

サルタントがマーケティングを共有すること（「相互で行っている」という表現の方が妥当か。自分のコンサ

ルティングは営業しづらいが、他人のコンサルティングは紹介できる）と考えられる。その共有のために勉強

会を主催したり、その勉強会に参加したりということも多い。政治家が仲間を作る時、勉強会と称してグルー

プを作るのとよく似ている。

ここには大きな問題点がある。それは“紹介される方”から“紹介する方”へのカネの流れである。「お互

い様だから無料でもよい」という考え方もある。しかし“紹介する方”がその紹介するコンサルティングに関

して、マーケティングコストを負担していたら（プロモーションコストなど）、いくら何でもそれを“紹介さ

れる方”が一切負担せず、その仕事をやるというのは問題がある。しかし「紹介料を払う」といっても、“い

くら”という相場がないだけではなく、そもそもその金額をどちらが決めるかが大問題である。

紹介から外注へ

そこでこの紹介が頻繁になってくると、カネの流れをすっきりさせていく。“紹介する方”がコンサルティ

ングを受注して、これを“紹介される方”に請負契約で発注するという方法である。“紹介される方”から

“紹介する方”に見積書を出し、紹介する方がそこにマージン（マーケティングコスト）をのせてクライアン

トへ見積書を出すというものだ。
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しかしこの場合、“紹介する方”もクライアントと請負契約することになり、当然のこととして“紹介され
る方”が作る成果物の責任をクライアントに対して負うことになる。こう考えると“紹介する方”は「品質が
保証できない」とか、「万が一“紹介される方”が業務を遂行できなかったらどうしようか」と考えると、最
後は「自分でやる」という“腹積もり”でいるしかない。しかしそれなら初めから自分または自分で組織を
作ってやればよい。
こう考えていくと、この問題はマーケティングではなく、前章のビジネスモデルと考えられる。そして紹介、
外注といったテンポラリースタイルではなく、オーソライズし、ルールのはっきりした“組織”で対応すべき
となる。

④名前を売る
“自分の名前”を多くの人に伝え（“やみくも”とも言えるが）、コンサルティングニーズが生まれた時に

思い出してもらうというものである。
そういえば私がコンサルタントとして独立した時に、先輩コンサルタントから「何しろ名刺を配りまくれ」
と言われた。しかし私がコンサルタントになってから今まで、“知らない人”に名刺を渡して、それが受注に
結びついたことは1度もない。（もちろん“よく知っている人”からの受注はあるが。）
これはセールスマンで言えば、ノッキングセールスと対して変わらない。いわゆる“じゅうたん爆撃”だ。
セールスマネジャーがセールスマンへ「お前、とりあえず名刺をばらまいて来い」と言うものだ。私の事務所
にもよく来る。「トントン」とドアをノックし（私の事務所はインターフォンで「ピンポン」）、「××です
が、少しお時間いいですか」と面会を迫るものである。
私も同業のコンサルタント（特に独立して間もない人）に名刺をもらうが、数が多すぎて、その整理、処分
に困っている。そしてその名刺を活用したことはない。



第２章 微分がわかれば利益が上がる第４章 マーケティング・イノベーション

165

（2）マーケティング戦略を考える

マーケティングにおいて大切なことはマーケティング戦略、つまりマーケティングに関する基本的な方向

である。私が仮に“コンサルタントのマーケティングについてのコンサルティング”を依頼されたら、次の3

つをそのマーケティング戦略の柱とすることを提案する。

①カスタマーマーケティング

マーケティングはそもそもアメリカで「商品を売るための努力」として誕生し、「競争に勝つ」ことを

ベースとして作られた。4P、PPM、SWOT、アンゾフモデル･･･。

これら競争マーケティングはコンサルタントにはそぐわない。コンサルタントに「競争に勝つ」などという

概念はもちろんなく、そもそも「マーケティング＝商品を売るための努力」という定義もそぐわない。

コンサルタントのマーケティングの原点は「顧客を見つけ、その顧客に評価してもらう」というものである。

これはまさに現代のマーケティングの主流となりつつあるカスタマーマーケティングである。コンサルティ

ングという商品よりも、「クライアント（カスタマー）に着目して、クライアントニーズに応える」という

マーケティングをコンサルタントは目指すべきと言える。

②チャネルマーケティング

何度も言うようにコンサルタントがコンサルティングという商品を「自ら売る」のは色々な意味で難しい。

それはコンサルタント自身も“その商品の一部”をなしているので、“自らを売り込む努力”が難しいだけ

ではなく、通常のビジネス折衝（価格設定、条件設定）が極めて難しい。何らかの形でチャネル＊1を使う
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ことを原則とすべきである。

＊1. 自社の商品を流していくルートのこと。

③ブランドマーケティング

コンサルタントのマーケティング戦略のベクトルは「高付加価値サービスへ」である。昨日よりも明日の

方が価値の高いサービスを提供するようにその商品価値を高めていくことである。そしてこれによってクラ

イアントの信頼を得て、見込みクライアントを見つけ、受注して行く。つまり“個のコンサルタントのブラ

ンド”を築き上げ、その価値を高めていくことを核とするブランドマーケティングを目指すべきである。

以降はこの3つのマーケティング戦略について考えていこう。
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２．カスタマーマーケティング

これはクライアント（カスタマー）のニーズを出発点として、これにコンサルタントのシーズ（こういうコ

ンサルティングができる。こういうコンサルティング情報を持っている、創造できる）をフィットさせていく

という意味である。つまり一般のマーケティング用語で言えば、マーケティングリサーチ（ニーズ探し）とプ

ロモーション（シーズのアピール）が2つの柱である。コンサルタントのマーケティングではこの２つを次の

ようなツールを組み合わせて、同時に進めて行く。これがコンサルタントのマーケティングミックス*1である。

＊1. マーケティングツールを組み合わせ、効率的にマーケティング戦略を実行すること。

①セミナー

セミナーはコンサルティングの一種であるが、これを商品としてだけではなく、マーケティングツールとし

ても考える。コンサルタントとしては比較的ポピュラーな発想である。これには次の2つのパターンがある。

（ⅰ）セミナーを売るためのセミナー

コンサルタント自らが開発した“企業向けのセミナー”が、クライアントのニーズにマッチしているかどう

かを知りたくても、これがなかなか難しい。またクライアント側もそのセミナーがどんな内容かを知ることが

難しい（受けてみないとわからない）。

そこでコンサルタント自らが主催（もちろん後で述べるチャネルを使って）して、無料または有料でそのセ

ミナーを開き、受講生を募集して、見込みクライアント企業の人事部やセミナー対象予定者に受講してもらう。

ここで当該セミナーの品質をわかってもらい、本格的なセミナー受注に結びつけるものである。このような
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セミナースタイルをオープンセミナー（企業内ではないという意味）という。食品のマーケティングでいえば

“試食”のようなものである。

セミナーのプロモーションだけではなく、ニーズキャッチ＆フィットも目的なので、セミナー終了後受講生

からセミナーの評価を受けたり、場合によっては内容についてディスカッションをするなどして、クライアン

トにジャストフィットしたセミナーへと仕上げていく。そしてこういった行為によって自然にクライアントか

らセミナーを受注できる。

（ⅱ）他のコンサルティング商品を売るためのセミナー

セミナー以外のコンサルティングを売るために、クライアント企業に対してセミナーを開くものである。ク

ライアントがもっとも発注しやすいコンサルティングであるセミナーを突破口として（セミナーでコンサルタ

ントを知ってもらい）、それ以外のコンサルティングを当該クライアントに行おうというものである。これに

は2つのマーケティングアプローチがある。

・意見を聞く

コンサルティングにとって極めて大切な情報である“クライアント企業の生の声”をセミナーで聞くという

ものである。そしてその“生の声”をクライアント企業のコンサルティング発注権限者に伝えていく。

例えばビジネスリーダー養成セミナーを請負い、マネジメント、リーダーシップがその教育テーマであった

とする。この時コンサルタントは「マネジメント、リーダーシップはかくあるべき」とセミナーでレクチャー

するのではなく、次期リーダーたるこのクライアント企業の従業員に「リーダーシップとは何か、当社のリー

ダーシップはどうあるべきか、現在のマネジメントの問題点･･･」といったことをディスカッションさせる。

コンサルタントは受講生の意見の妥当性をセミナー中に評価して、彼らにマネジメント、リーダーシップの意
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味を理解させる。これで終わりにせず、その挙がった意見をセミナー報告書にまとめ、クライアント企業の経

営者にプレゼンテーションする。その際この報告書にコンサルタントとしての“マネジメントシステムへの提

案”を織り込んでおき、経営者へそのコンサルティングをプロモーションする。

あるいはITセミナーを受託したら、ITの要素や意味を教えるのではなく、他社の事例を紹介し、クライアン

ト企業のITの問題点をディスカッションさせたり、ITについてレポートを出させたりする。それを整理して、

セミナーで述べたコンサルタントの意見を付加し、報告書にまとめる。これを経営者にプレゼンテーションし、

自然な形でITをテーマとするコンサルティングをプロモーションする。

セミナーというコンサルティングを実行しながら、マーケットニーズをとらえ、他のコンサルティングをプ

ロモーションしていく。

・セミナーを別の高付加価値商品に変える

クライアントから見たセミナーの目的はそれを実施することではない。先ほどのビジネスリーダー養成セミ

ナーなら「次期ビジネスリーダーを養成する」ことが目的で、セミナーはその手段である。だから同一目的で

も手段を変えることで、そのコンサルティング効果を高めることができる。

ビジネスリーダー養成セミナーを受注したら、先ほどのディスカッション結果だけでなく、あわせてポテン

シャル評価を行い、当社のビジネスリーダーの課題をとらえ、それを解決する方法（リーダー選定法、給与シ

ステム、ナレッジシステムの構築といった新しい人事システム）を提案し、そのコンサルティングの付加価値

を高めるように考える。例えば××ページでのリーダー養成塾のような総合コンサルティング商品に育ててい

く。

これがカスタマーマーケティングである。つまりセミナーという商品に着目せず、カスタマーニーズ（目

的）に着目して、それを解決する商品を開発するものである。
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②講演

講演とは多くの場合、“話し手”が一方的に不特定多数の人へ情報を伝えるものである。そのためマーケ

ティングツールとしてセミナーと比較した時、先ほどの「意見を聞く」、「高付加価値商品に変える」ことが

難しく、セミナーより力が弱い。

またコンサルタント自らがその講演を企画していることは少なく、多くの場合主催者が何らかの目的（コン

サルタントの場合、主催者企業の商品販促なども多い）を持って行い、フィーは受講者ではなく主催者から受

けることが多い。そういう意味でコンサルタントとして見るとビジネス的にも魅力がない。カネをもらう相手

と情報を渡す相手が違い、情報を渡した相手がその情報を評価しても、主催者が伝えたかったことを伝えない

と講演としては評価されず、ビジネスのリピートがない。

しかしこれをマーケティングツールとして考えることも可能ではある。

マーケティングツールとして見るなら、主催者ではなく受講者を見込みクライアント（したがって個人向け

の講演はビジネスコンサルタントとして何の魅力もない）として考える。この時、講演では自らのコンサル

ティングに関するシーズ情報（私はこんなことがコンサルティングできる）をプロモーションし、他のクライ

アントのニーズ情報（他社ではこんなコンサルティングをやっている）を伝え、コンサルティングニーズを発

掘する。そのためには何らかの方法で受講者の声を直接獲得する方法を考える。例えば講演の事前に質問票を

受講者に渡したり、終了後アンケートを取ったりして、「欲しい情報」を“記名”で求める。そして「これ

だ」と思う受講者には「講演参加のお礼」「アンケートへの返答」といった形でアプローチする。例えば質問

の内容やアンケートで聞きたいと書いてある情報を、メールを打って反応を見るというものである。
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③執筆

コンサルタントのマーケティングツールとして、セミナーとともに双璧をなすものがこの“執筆”である。

これは大きく2つに分けることができる。

（ⅰ）雑誌などの原稿執筆

多くの雑誌は読者ターゲットを絞っている。そのため「コンサルタントが考える“クライアント企業のコン

サルティング発注者”の多くが購読している雑誌」に執筆するのは、プロモーションとして大きな意味がある。

セミナーと比べ、クライアントのニーズキャッチという面では弱いが、シーズのプロモーションという面で

は、セミナー受講者よりもその購読者の数が圧倒的に多いため、クライアントへの認知力は高い。

しかも雑誌の場合、この後述べる市販本に比べ、その内容に対し出版社が口を出してくることが少ない。

テーマだけを出版社が決め、内容はコンサルタントの記名入り記事として自由に書くというのが普通である。

そのためプロモーションを意識して、自らの持っている情報の“さわり”を伝え、その情報の魅力度をアピー

ルするには格好のツールといえる。映画で言えばコンサルティング（本編）の予告編のような形で執筆するこ

とである。

ニーズキャッチという面から、自らのWebサイトのURLや「メールなどを喜んで受ける」というアクセス手

段をその記事に書いておくことが求められる。

（ⅱ）市販本の執筆

市販本は雑誌の原稿執筆と異なり、マーケティングツールとしては以下のような問題を抱える。

・コンサルティングを「情報を伝えるビジネス」と考えた時、多くの場合その市販本を買うことでクライアン

トは情報のほとんどを獲得できてしまう。逆にその本を買って読んだ後で、「さらに何らかの情報を読者が得

たい」と思うなら、本としていわゆる「物足りなさ」を感じていることになり“売れない”。
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・出版社は無論この情報だけを売ることを前提にしており、かつこの本が“売れること”だけをクールに考え

ている。そして雑誌とは異なり、出版社側がイニシアティブを取る。最大のイニシアティブは“本を出版する

かどうか”の決定権を出版社が持っていることである。そこに著者としてのコンサルタントが、コンサルティ

ング商品のマーケティング要素を加味することはなかなか難しい。つまり「プロモーションのためにコンサル

タントが“書きたい本”」と、「出版社が書いて欲しい“売れる本”」が一致しないことも多い。

・市販本は雑誌とは異なり、そのコンサルタントが書いたコンテンツだけが1冊となった商品であり、かつ一

般に雑誌と比べれば読者数は少ない。そのためクライアントへの認知力（その市販本が出版されていること）

が弱い。

市販本の執筆はカスタマーマーケティングというよりも、後で述べるブランドマーケティング、××ページ

で述べた知識教科書のようにコンサルティングの実施ツールとして考えた方がよい。

④Webサイト

コンサルタントの第3のカスタマーマーケティングツールとして、そのウェイトが高まっているのが、イン

ターネット上の“自身のWebサイト”である。と言うよりも、若き無名コンサルタントのクライアント獲得の

主力ツールとなっている。

Webサイトは双方向ツールのため、ニーズキャッチ、シーズプロモーションの両方が可能であり、極めて強

力なツールといえる。しかもメンテナンス性が高く、コストも安いと、“良いことづくし”である。

しかしこのWebサイトも以下のような問題を抱えている。



第２章 微分がわかれば利益が上がる第４章 マーケティング・イノベーション

174

・Webサイトが多すぎる

インターネット内に「一体いくつくらいのWebサイトがあるか」さえ誰もわからない程多い。したがって新

規クライアントが“特定コンサルタントのWebサイト”を見つけるのは、海岸でたった1粒の砂を見つけるの

と同じ位大変である。

そのためSEO*1などさまざまなWebマーケティング手法が考えられている。しかしこれはクライアント企業

から見ると、いかにも“怪しい”感じがする。SEOはよく知られている手法であり、近年では特に“怪しく危

ない”サイトがこれを多用している。したがって自らの取引先を見つける時に（特にどうしても“怪しさ”が

付きまとうコンサルタントを探す際には）、「キーワードを検索エンジンに入れてそのWebサイトを探す」と

いうクライアントは、むしろ減少傾向にある。

したがって検索エンジン以外のルートからのアクセスを求める必要がある。

もっとも簡単なのは別媒体からのアクセスである。例えば自著や雑誌の自分の記事へURLを記載し、名刺な

どにも入れるというものだ。

もう1つは誰しもが信頼できるWebサイトとのリンクである。この簡単な方法はその信頼できるWebサイト

へ、コンサルタントが原稿執筆する（つまり有効な情報を渡す）ことである。私もITベンダーのWebサイトへ

連載記事を書いているが、ここからの引合は思った以上に多い。

・アピール性が強い

Webサイトは自らの商品を自らがアピールしている“感じ”がどうしても出てしまう。だから見る方からす

るとプッシュされている感じを受けてしまう。こうなるとそのWebサイトに書いてあることが“怪しく”見え

る。クライアントの立場で考えればわかる通り、押せば押すほどその情報の信用度は低くなる。ブログなどは

さらにそのアピール性が強い。
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またアピールを意識すればするほど、Webサイトの更新を頻繁にして、アクセスのリピートを求める。しか

しアクセスがあっても、反応はなく、それが受注に結びつかないことが多い。Webサイトへのアクセス回数が

多いのに無反応なのは、クライアントから見てそこに有用な情報がないか、あるいはWebサイトの情報だけで

求めたニーズが満たされたからである。100万回のWebサイトへのアクセスより、たった1通の特定クライアン

トからのニーズに関するメールの方がマーケティングとして有効なことは言うまでもない。

プロモーションツールとしてWebサイトを持つなら、特

定の見込みクライアントに有用な情報を載せ（一般の人が

見ると何の価値もなく、そのためアクセスが少なくなって

も）、それがコンサルティングに結びつく情報として伝わ

り（例えばコンサルティングの提案書などがWebサイトに

ある）、その反応を知ることができる仕組づくりがポイン

トである。

＊1. Search Engine Optimizationの略。検索エンジンに自社のWebサイ
トが“引っかかりやすくする”ためのテクニック。
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⑤メンバーシップ制

昔から“大当たりしたコンサルタント”が使っていた典型的な手法であり、××ページで述べた新しいビ

ジネスモデルとしてのアドバイサリーコンサルティングという形でも見られる。“ビジネスモデルとマーケ

ティングモデルが合体したもの”という見方もできる。

これは「××会」という会員制の“クラブ”のようなものを作り、会費を取り、定期的にコンサルタントか

ら情報を渡すとともに、会員相互でも情報交換ができるようにセミナーを開いたりするものである。会費が

安定した収益となるだけでなく、その会で生まれたクライアントのコンサルティングニーズを拾うことがで

きる。

この会がある程度の規模になると、それ自体が最大のプロモーションツールとなる。「会員500社の××会

の主宰コンサルタント。会員企業には超一流企業であるA社、B社などがある」

どんなクラブかを知りたい見込みクライアントには、コンサルタントがクラブの入会プロモーションをする

だけではなく（このプロモーションは本人を売るのではなく、クラブの説明なので容易である）、ゲスト会

員としてセミナーなどの集まりに来てもらい、既存会員から勧誘してもらうことができる。既存会員にとっ

て会員の増加はコンサルタントから受けるサービス量の減少ではなく、相互の情報交換という規模の利益を

もたらすことになる。

このメンバーシップ制にはたった1つだけ問題点がある。“最初”をどうするかである。1人も入っていな

いクラブに“最初に入る人”はいない。無料にしても集客は難しい。つまりコンサルタントに一定以上の数

の固定クライアントがついた時に可能な手法ともいえる。しかし一定以上の数の固定クライアントがついて

いるコンサルタントには、そもそもプロモーションにそれ程の意味がない（それ以上、仕事が増えても物理

的にできない）。
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過去には、有名コンサルタントが自らを旗頭とする一大コンサルティンググループを作るにあたって、

“弟子が働ける企業を見つける”という形でこのパターンがよく見られた。これが母体となってコンサル

ティングファームへと発展して行ったものも多い。

現代ではある一定数のクライアントを持った複数のコンサルタントがシナジーを求めて集まり、クライアン

トの会を共同で作るという形がノーマルだろう。

⑥メールマガジン

メンバーシップ制の初期の問題点（会員が少ない、少ないから集まらない）をクリアするものとして、こ

のメールマガジンがある。コンサルタントがメールマガジン（通常は無料）を発行し、自らのクライアント

へサービスするだけでなく、見込みクライアントへも送付し、その発掘に役立てるものである。

このメールマガジンの最大の問題点は“無料”にある。情報を有料でサービスするコンサルタントが、無料

で情報を渡すわけである。そしてこの無料のメールマガジンを使って、コンサルティングという有料情報を

プロモーションすることが目的である（他の多くの無料メールマガジンは、そこへ広告を載せ、それが収益

源である）。メールマガジンは1回きりでなく続けていくので、この無料（メール）と有料（コンサルティン

グ）の“情報の線引き”が難しい。前者の幅を広げるとクライアントにとって有料で情報を受けるという

ニーズが下がり、後者の幅を広げるとプロモーションツールとしての力が落ちる（「何だそんなものか」）。

常識的に考えれば最初は無料で配布し、ある時から有料にしてメールマガジンだけでなく、さまざまな情報

ミックスを提供していく形、つまり××ページのアドバイサリーコンサルティングへ移行するというのが

ノーマルだと思う。
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⑦パブリシティ

テレビ、新聞、雑誌などに記事として（自らが執筆したのではなく）取り上げてもらうことである。しか

しこれらマスコミにとって、このいわゆる人物紹介、ビジネス紹介は副次的な記事やコンテンツであり、大

きく取り上げられることはまずない。したがってクライアント企業がこれに関心をとめて、コンサルティン

グの引合が入るということはかなりレアケースであり、コンサルタントから見ると期待すべきプロモーショ

ンツールとはいえない。

ただ、コンサルタントが“怪しさ”を取るには格好のツールかもしれない。クライアントが最初にコンサル

タントに仕事を頼む際、「この人で大丈夫かなあ」とためらったら、「NHKにも出演している」と訴えれば、

それを払拭する効果はあるのかもしれない（まあ怪しい商品が「テレビでおなじみの･･･」と宣伝するのに、

似ていると言えば似ているが･･･）。そのためコンサルタントがテレビに出演したりすると、自らのWebサイ

トで大きくそれを取り上げ、アピールする。しかしそれがマーケティングにどれほどの効果があるかは甚だ

疑問である（もちろんテレビ番組のコメンテーターとなって常時出演していれば話は別だが。その場合はア

ピールする必要もないと思う）。
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３．チャネルマーケティング

営業はプロに任せる

コンサルタントは法人向けサービスである。そう考えれば××ページで述べたように営業という行為が求

められる。これを専任で実行するのがセールスマンである。

コンサルタントにつきまとう「怪しげな」イメージを払拭する意味でも、何度も言うように自らの商品は自

らが営業しない方がよい。芸能人が自らの仕事の営業を事務所に委託するように、一流プロ野球選手がその

条件折衝を代理人に委託するように、コンサルタントも営業行為をプロに任せることがベストである。つま

りチャネルが必要となる。ここで言うチャネルとはコンサルティングという商品の直接の実施者以外で、売

る人（セールスマン･･･）や会社(コンサルティングファーム、××ページで述べた団体･･･)を総称している。

コンサルタントを“個”と考えれば、そのチャネルとしては次のようなものが考えられる。

（1）コンサルティングファーム

コンサルティングファームとは請負契約を結ぶ

コンサルタントを個と協業のビジネスと考えた時、コンサルティングファームはその第一のチャネルとい

える。
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コンサルティングファームをチャネルとして考えれば、望むべくはファームと労働契約（ファームのコンサ

ルタントの中の誰かの指揮・命令下に入る）を結んで従業員となるのではなく、請負契約（その成果物に対し

て、仕事を請けたコンサルタントが責任をとる）が結べるように、××ページで述べた「登録」や「個別引

合」（コンサルティングの一件ごとに見積書をファームに出して契約する）とすべきである。

コンサルタントが従業員としてファームと労働契約を結ぶ場合でも、ファームに自らのコンサルティングを

マーケティングしてもらっていると考える方がコンサルタントとしてのプライドを持てるし、その力がアップ

する。この時、決してクライアント開拓の場（俗に「ファームで客をつかんで独立」と言われるもの）とは思

わないことである。チャネルとして請負契約する場合は、ファーム側でこれを禁止する旨をきちんと契約条項

に入れるが、もちろん労働契約にそんな条項は入れられない。しかしそんなことをすればコンサルタントとし

ての社会的信用を落とすだけでなく、いずれ来るコンサルタントの協業においても我が身に同じことが起きる

（自分のクライアントを仲間に取られてしまう）可能性が極めて高い。



第２章 微分がわかれば利益が上がる第４章 マーケティング・イノベーション

181

ファームのチャネルとしての視点

コンサルタントがコンサルティングファームをチャネルとして考えると（請負契約を結ぶ場合）、その視点

は次のようなものである。

・ファームのブランドを使わない

クライアントにコンサルタントがそのコンサルティングファーム専属のようなイメージ（場合によっては従

業員と誤解する、させる）を与えるファームには登録せず、そこの仕事はしない。コンサルタントから見れば

コンサルティングファームのブランドを使ってビジネスをしないことである。

コンサルタントはクライアントに正々堂々と自分の立場を説明するのが当然であり、自らの責任の下に

（チャネルとしてファームを使ってはいるが）実行する。それが仕事へのプライドを作り上げる。

・ファームのマーケティング力を使う

コンサルティングファームに対しては、そのブランドを使ってクライアントを見つけてもらうと考えるので

はなく、自らのコンサルティング情報をファームのマーケティング力（特に営業パワー）を使って“売る”と

考える。ファームにはブランド料ではなく、マーケティングコスト、営業コストを一定のルールで払うと考え

る。決してファームにピンハネされているとは思わない。それを合意できる（マーケティング料などのレー

ト）ファームとつきあっていく。したがって“有名なコンサルティングファーム”が良いチャネルではなく、

“セールスマンを多数抱え、プロモーションに努力をしているコンサルティングファーム”が良いチャネルで

ある。

・リピートもファームを通して

一度コンサルティングファームのチャネルとして売った商品について、クライアントからリピートがあった



第２章 微分がわかれば利益が上がる第４章 マーケティング・イノベーション

182

時は、それが契約条項にあってもなくてもそのファームを必ず通して販売する。同一クライアントへの別商品

の販売は、それがコンサルタントのマーケティング努力によるものであればファームを通す必要はない。これ

らについてはコンサルタントの方から契約にきちんと入れておくことを求める。それがファームからの信頼感

を増す。

・ファームとは対等

コンサルティングファームとは対等な関係とする。「仕事をやらせてもらう」のでも、「やってあげる、助

けてあげる」のでもなく、ファームが自らの商品をチャネルとして販売するというスタンスを忘れない。

・取引条件をルール化する

コンサルタントがファームへ登録してルールを決めている場合ではなくても、常時取引しているのであれば、

その条件は個別クライアントごとではなく、ある程度一定のルールを持っておくことが求められる。例えば

「原則としてファームの受注額の70％をコンサルタントの受注額とする。つまり結果として30％の販売手数

料を払う」といったことである。この際ファームがまずクライアントと受注額を折衝し、合意されれば自動的

にコンサルタントのフィーが決まるというスタイルには決してしない。コンサルタント側から引合物件に対し

てまずその見積を出し、それにファームが一定のルールに基づくマーケティングコストを付加してクライアン

トへ見積を出すようにする。
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（2）団体

先ほどの中小企業診断協会、商工会、商工会議所といった団体である。これについては先ほど述べたように

チャネルとして考えるのは問題がある。

もしこういった団体の仕事をするのであれば、大切なことは「何のためにコンサルティングするか」である。

もっともポピュラーなのがPR*1である。コンサルタントが社会のために診断、セミナー、講演といったことを

行うというものである。あるいは後輩コンサルタントのために（先輩コンサルタントから自分も受けたので）

コンサルティング教育をやるというものである。この時これはビジネスでとは言えないので、フィーは「どう

でもよい」と考えるべきである。

＊1. Public Relation 直訳すると公共との関係。企業が社会のために情報や資金を自らの意思で積極的に提供していくべきという考え方。

（3）コンサルタント仲間

仲間のコンサルタントをチャネルとしてとらえるのは難しい。そう考えるなら後で述べるように共同で会社

を作り、これをチャネルとすべきである。

（4）一般企業

××ページで述べたように、その企業が自らの顧客企業への商品・サービスに「コンサルタントによるコン

サルティングサービスを付加する」というものである。この時コンサルタントは、次の3つのスタンスにはっ

きりと分けて考える。ここではITベンダー（IT製品にコンサルティングを付加して販売する）の例で解説しよ

う。
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・チャネルとしてその企業を考える

ITベンダーがその顧客（ITユーザー）へIT製品を売る際に、別商品としてコンサルタントが持つコンサル

ティング商品を、チャネルとして販売するというスタンスである。この時コンサルタントのクライアントはも

ちろんITユーザーであり、このニーズにもとづいてコンサルティング情報を提供する。先ほどのコンサルティ

ングファーム同様にフィーも（一般にはITベンダー経由ではあるが）ITユーザーから受け、ITベンダーには

マーケティングコストを支払うと考える。

・パートナーとしてその企業を考える

ITベンダーがビジネスパートナーであり、互いの商品価値のシナジーを高めるためにセット商品として販売

すると考えるスタンスである。クライアントはITユーザーであるが、ほとんどの場合ITベンダーがマーケティ

ングをしているので、コンサルタントもIT製品の価値を高める努力を常に念頭に置かざるを得ない。そしてこ

の場合他の同様なクライアント（ITユーザー）に対しても、ITベンダーとペアでビジネスをやることになる。

・商品を提供する企業と考える

この場合ITベンダーはチャネルではなくクライアントであり、コンサルタントはITベンダーのニーズにもと

づいてコンサルティングを行う。そしてITベンダーはそのコンサルティング情報によって自らの商品価値を高

める。その１つの手段としてコンサルティング情報をIT製品に付加する。
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（5）自らが設立した会社

個人コンサルタント自らが個人会社を設立し、法人としてコンサルティングを行うことも多い。この場合で

も、コンサルタントは個のビジネスであり、自らのコンサルティング商品を自らの作った会社をチャネルとし

て販売するというスタンスを取る。つまり営業は自らではなく、スタッフや専属セールスマンを使って売るよ

うに考えていく。こうしてコンサルタントがもっともやるべきでない仕事である「自らのコンサルティングの

取引条件を折衝すること」を避ける。

その会社で自らが社長をやっても、コンサルタントという役割をやっても、他人のコンサルティングの営業

をやっても、自らのコンサルティングの営業だけはやらないようにする。そうでないとマーケティング的には

自ら会社を立ち上げる意味がない。

（6）共同受注組織

そう考えると（3）、（5）のパターンは××ページで述べたように共同会社や協同組合を組織して、セール

スマンやマーケター（営業以外のマーケティング担当者）を共有するのが自然な姿と言える。
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４．ブランドマーケティング

顧客満足度がブランドを生む

クライアントの個々のニーズに応じてコンサルタントがコンサルティングを実施し、クライアントがその

サービスを受け、評価する。この個々のコンサルティング評価はいわゆる顧客満足度である。個々のクライ

アントの顧客満足度が高く積み上がっていくことで、コンサルタントの信頼度が生まれてくる。

これは個々の商品の顧客満足度が高まっていく中で、その企業の商品全体の信頼度が高まっていくという、

まさにブランドとよばれる現象と同じである。多くの企業はこれを意識し、ブランドを浸透させるように努

力したり、ブランド力を高める方向（つまり各商品の顧客満足度を高める方向）にマーケティングの舵を

取っている。これがブランドマーケティングである。

コンサルタントのマーケティングの最後の柱はこのブランドマーケティングである。これはコンサルティン

グ情報の価値を高め、クライアントなどにその価値の高さを評価してもらうための行動と考えてよい。

コンサルタントのブランド力を高める要素について考えてみよう。

（1）コンサルティングフィー

高価格戦略を取る

一般にどんな商品でも価格が上がれば販売量は落ち、価格を下げれば販売量が増える。これに対する戦略

は高価格戦略と低価格戦略に2分できる。
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コンサルティングビジネスにおいてブランドマーケティングを志向するなら、高価格戦略を選択する。

「生産性の向上を図って原価をダウンさせ、1円でも安くお客様へ商品を届ける」という低価格戦略を取るべ

きではない。

それは決して高価格の方がブランドイメージが高く、かえってよく売れる（バッグなどのブランド商品は価

格が高いほど売れる）ということではない。ましてや価格を上げることで、利益を1円でも多く出したいとい

うわけではない。

コンサルティングの価格（フィー）はそのコンサルティングが生む原価を積み上げ、一定利益を加えて、

というものではない。××ページで述べたように「コンサルティング情報の価値」に応じて設定するもので

あり、その情報価値を1円でも高くしていくことを目指すものである。

カネは明日のために使う

一般に「利益＝売上－費用」と表わされる。この式は売上と費用が動いていく中で、利益を最大にすること

を考える時に使うものである。

「費用をかければ売上が上がる。費用を落とせば売上は下がる。」

しかしコンサルタントをビジネスとして考えた時の着眼点は利益ではなく、費用である。だからコンサルタ

ントは次の式で考える。

「費用＝売上－利益」

コンサルタントを個と考えた時、利益は一定と考える（コンサルタントの生活費と考えてよい）。そのう

えで1円でも費用（つまりコンサルタントがコンサルティングに使うカネ）を多くするために、1円でも多く

の売上（フィーの合計）を上げると考える。
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この費用は何に使うのか。もちろんコンサルタントの商品であるコンサルティング情報の価値を高めること

にすべて使う。コンサルティング情報の価値を高めることだったら、カネは惜しみなく使いたい。それがク

ライアントに幸せをもたらし、顧客満足度を高め、コンサルタントのブランド力を高める。

この時費用は投資とよばれる。明日のコンサルティング情報の価値を高めるために、その投資資金を得るた

めにコンサルティングというビジネスを行う。

次世代コンサルタントは情報を収集し、提供していくことがビジネスであり、ミッションである。「その原

資を今日のクライアントから集め、情報へ投資し、それをそのクライアントを含めて明日のクライアント

（社会と考えてもよい）へ還元する」と考える。

この高価格戦略にはもう1つ意味がある。それはコンサルタントに責任感をもたらすことである。「これだ

けのカネをもらうのだから」という責任感である。

逆にコンサルタントがディスカウントされたフィーの範囲内で仕事を効率的に“こなす”と考えた時、その

ブランド価値は大きくダウンする。そしてそれが他のコンサルタントへ負の連鎖をもたらす。そのコンサル

タントのディスカウントによって全体のフィーレベルを落とすだけでなく、1人のコンサルタントが“さば

く”（コンサルティングテーマに対して、カネを意識して全力を出さない）ことで、コンサルティングとい

う仕事全体の社会的評価を落とし、さらなるフィーレベルのダウンをもたらす。そして行き着く先は「カネ

の取れるクライアントからはしっかり取る」、つまりクライアントの顔色、懐具合でフィーを決めることと

なり、フィーの「怪しさ」（一体どうやってカネを決めているのか？）をもたらすことになる。
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（2）肩書き

“肩書き”とはその人の属性を表わすものであり、履歴書、プロフィール（コンサルタントはよく求めら

れる）や、場合によっては名刺に入っていたりするものである。これには次のようなものがある。

・資格

弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、･･･といったものである。これをブランドとしてみると、

試験をクリアしたことで“ある領域のコンサルティング”の一定品質を保証するだけでなく、その資格を

持ったコンサルタントが共同で“その資格のブランド”を高める努力をするという役割を果たす。

例えば中小企業診断士であれば、法的にクライアントへの守秘義務などがある。しかしそれだけではなく

中小企業診断士協会という自らの集まりで倫理規程を作り、そのレベルアップを図っている。さらには互い

が集まる勉強会などのネットワークを通して、コンサルティングレベルを上げ、その資格ブランドを高める

努力をしている。

・学歴

慣習でプロフィールなどに入れることも多いが、コンサルタントにとって学歴などほとんど意味がない。ど

この大学を出ていようと、コンサルティング学を学んだものでない限り意味がない。

少しニュアンスの違うのが、MBAである。本来はマネジメントの専門職大学院*1であり、マネジャー、経

営者になるための専門学校と考えられる。このMBAで学ぶことがビジネスコンサルタントに求められる知識、

能力にかなり近いものがあり、コンサルタントにもMBA保有者が多い。

コンサルタントのブランド価値という目で見ると、××大学MBA卒という肩書きがクライアントに直接的に

価値を与えたり（まあ学歴社会が消えたわけではないので、そういう人がいるかもしれないが）、ましてや
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コンサルティングの品質を上げるものとは考えづらい（MBAにコンサルティングという科目がない限り）。

ただし資格同様に「そのMBAの卒業生や教えている教員がその学歴ブランドを高めていこうと努力する」と

いう面はある。

＊１. 研究というよりも高度な専門的プロフェッショナルを養成するための大学院。これには法曹のための法科大学院（ロースクール）な

どがある。

・大学、大学院の教員

コンサルタントが非常勤で大学や大学院の教員を行うものである。

大学、大学院で講座を持つということは、その大学から特定分野で“プロ”と認められたものと考えれば、

ある程度のブランド価値はある。しかしここで教えることはコンサルティングそのものよりも、得意として

いるコンサルティング分野の“知識”に関するものが多く、必ずしもコンサルティングの品質を表わすもの

とは言えない。

ただこれにクライアントはあまり気づいていない。そのため有名大学の専任の教授などがコンサルティング

を行うと（よく考えれば専任ではないが）、その品質が高いと錯覚してしまう。しかし大学教授が本業の

“肩書き”を使ってコンサルティングをやるならまだしも、コンサルタントがアルバイトの教員の肩書きを

使って、本職のコンサルティングのブランド力を高めようとするのは少し“情けない”気がする。

かく言う私もMBAで教えているが、これには２つの意味がある。１つはこの大学がコンサルティングファー

ム部門を持っており（こういう大学も増えている)、私の独立以来のチャネルだからである。もう１つはMBA

が｢経営者、マネジャーを育てる｣という大学院であり、私の主力商品（経営者、リーダー養成）と完全に

ラップするためである。このMBA学生（といっても社会人だが）からさまざまな情報を収集したり、ここで

商品開発、商品トライアルを試みている。
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・コンサルタント以外の職歴

コンサルタントになる前の職業のことである。これがコンサルティングしようとする分野のトッププロで

あることを証明するものであれば、プロモーション上有効であり、かつ一定のコンサルティングレベルを

持っていることを表わすとも考えられる。例えば「××社を創業者として立ち上げたことがある」＝「創業

コンサルティングのレベルは高い」、「都市銀行で融資審査をしていた」＝「ファイナンスコンサルティン

グのレベルは高い」というものだ。しかし残念ながら、これによって、それから先のコンサルタントのブラ

ンド力を高めていくというものではなく、過去の遺産とも言える。

・コンサルティングファーム、コンサルティング会社の役職

自分の作ったコンサルタント会社の代表取締役などは、全くと言ってよいほどコンサルタントのブランド

には関係がない。もちろんクライアントも無名の会社からブランドを感じることはない。

大手コンサルティングファームやコンサルディング会社のパートナー、シニアコンサルタント、事業部長、

部長といった肩書きも、本人にとっては苦労して得たものであり、大切に思っているかもしれないが、普通

の人（私も含めて）から見ると、社内出世競走の結果くらいにしか感じられない。
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（3）コンサルティング経験

「コンサルティングを行うこと」、それがコンサルタントの価値を高め、ブランド力を高める。これがす

べてのコンサルタントとクライアントが合意、そして実感できることであろう。そういう意味でコンサルタ

ントの経験年数（経験量やその質を表わしているわけではないが）は、コンサルタント価値の基本的指標と

いえる。この経験については最終章でプライドとの関係で詳しく述べるが、ここではブランド価値の面から

少し考えてみよう。

同一テーマのコンサルティングを多くの会社にやっているより、少数の会社にさまざまなコンサルティング

をやっている方が経験量は多い。つまり後者の方がブランド価値が高い。前者が同じコンサルティングをく

り返すことで、規模の利益が働き、生産性の向上（同じことをやるので時間がかからない）が働くのに対し

て、後者は複数のコンサルティングがシナジーを生み（組織とマーケティングの両方を考えることにより、

レベルの高いコンサルティングができる）、範囲の利益が働き、コンサルタントに大きな価値を生み、それ

がブランドとなる。

会計セミナーを1年間で色々な会社へ100回やってもその情報価値はあまり高まらない。1つの会社に会計、

マーケティング、組織･･･というさまざまなテーマでコンサルティングをやれば、それぞれの分野の情報価値

が相互に影響を受けて高まる。つまりコンサルティング価値は高まり、コンサルタントのブランド価値は高

まる。

学者のように「××の大家」とほめられるよりも、コンサルタントは「幅広い領域のコンサルティングを

担当し･･･」とほめられたい。

コンサルティングの本質は情報の量と質であり、使いこなした情報より新鮮で幅広い情報に価値がある。ブ

ランドマーケティングとしても幅広いコンサルティングがキーワードとなる。
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（4）執筆

プロモーションの時とは逆に、雑誌などよりも市販本の方がコンサルタントのブランド力を高める。

雑誌などは単発のテーマについてのコメントのようなものであるが、市販本は体系化された情報である。つ

まりコンサルタントが過去経験したコンサルティングについて、自らが創造した情報を体系的に整理したも

のである（そうでないコンサルタントの本も残念ながらあるが･･･）。

この自著を過去コンサルティングを受注したクライアントへ贈呈し（日頃お世話になっている人に対し、そ

の“感謝のしるし”として自著を贈ることは普通の行為である）、その自著の内容に関して意見を求めたい。

そしてその意見がコンサルティング情報の価値というブランドをさらに高めていく。

またコンサルティングの結果を“やりっぱなし”にしておくのではなく、市販本としてまとめることで自

らの頭が整理され、新たな気づきがあり（情報が創造できる）次のコンサルティングの情報価値が高まる。

コンサルタントが市販本を執筆するのであれば、そのブランドマーケティングの意識を持って欲しい。自

らのコンサルティングについての本を世に出し、クライアントだけでなく、社会の評価を得るというスタン

スで書いてほしい。そしてそれがコンサルタント全体のブランド価値も高めていくことになる。
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（5）講演

講演なども市販本の執筆と同様に“社会に訴えるもの”とも考えられるが、ブランドマーケティングとして

見ると問題点は2つある。

1つは執筆に比べ効率が良いことである。「本を1冊書く」ことと「講演で1時間話す」ことを比べると、そ

の情報整理にかかるコストは何十倍も違う。一方それによる収入はもちろん何十倍も違うわけではなく、“ニ

アリーイコール”のレベルである。収入が良いだけに、どうしても講演を数多くさばきたくなるが、「情報の

価値を高める」というブランドマーケティングで考えると、講演にはほとんど意味がない。

2つ目は講演では“受け”をねらうことである。講演は「話」であり、コンテンツよりも場合によっては表

現、ムード作り、プレゼンテーション力がその評価を左右してしまう。コンサルタントがこれに頼るとそのブ

ランド力はどんどん下がっていく。

コンサルタントはタレントやコメンテーターではない。講演はコンサルタントとして手離れが良く、高収入

を得られるものだが、ブランド力を高めるものではない。むしろ高まったブランドを消費して、収入に変えて

いくものである。

コンサルタントのブランド価値は次のようにイメージできる。
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最後にこれまでの記述のまとめとして、次世代のプロフェショナルコンサルタントの像を考えてみよう。

１．コンサルタントの価値評価
現代企業のテーマは利益を上げることではなく、その企業価値を高めることにある。同様にコンサルタント

にとってもその価値を高めていくことが次世代のプロフェショナルコンサルタントの最大テーマであり、高

まった状態が「次世代プロフェショナルコンサルタントの像」と言える。

このコンサルタントの価値評価は2つの主体によってなされる。コンサルタント自身と外部ステークホル

ダー（コンサルタントの利害関係者）である。

前者のコンサルタント自身の価値評価はプライドと表現できる。プライドとは自らの価値を高めるように努

力し、その高いことを常に意識することである。そして仮に大きな収入が見込まれることでも、自らの価値を

落とすことはやらないという意識である。

後者の外部ステークホルダーのコンサルタント評価は魅力度と表現される。この魅力度は期待感（良いコン

サルティングをやってくれる）、信頼感（任せて安心）、連帯感（一緒に仕事をやってみたい）などから形成

される。

次世代のプロフェショナルコンサルタントはプライドを持ち、まわりから魅力的と思われるコンサルタント

である。

プライドと魅力度というコンサルタントの価値を高める方策を考えてみよう。
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２．コンサルタントのプライド
コンサルタントのプライドは次の5項目から生まれるものである。

（1）コンサルタントの持っている能力

コンサルタントがコンサルティングという情報提供サービスを行ううえで、求められる能力には次のような

ものがある。

①創造力

コンサルタントに求められる能力のうち、もっとも大切なものがこの創造力である。コンサルタントに求め

られる創造力とは「全く新しい情報を創造する力」のことであり、××ページの情報の指標にある“ユニーク

さ”を生み出していく力である。

創造力は同じ情報をベースとしても人とはちがう、クライアントとはちがう情報を作り出していく力である。

だからここにクライアントはフィーを払う。この創造力はプロフェッショナルコンサルタントのまさにコアコ

ンピタンスである。スポーツ選手でいえば、そのスポーツにもっとも求められる運動能力である。バレーやバ

スケットの選手ならジャンプ力だろうし、野球のピッチャーなら肩の強さという“持って生まれたもの”であ

る。

創造力はその持って生まれた能力、いわゆる才能がこれを左右する。つまりトレーニングなどによって高め

ていくことが極めて難しい能力である。見方を変えればコンサルタントという職業の適性はこの“天性の創造

力”にあると言ってもよい。



最終章 プロフェショナルコンサルタントへの道

199

しかしコンサルタントになることを決意した人、なってしまった人にとって自分の向き、不向きを考えても

意味がないとも言える。ではコンサルタントは創造力をどう考えたらよいのだろうか。

創造力には大きな特徴がある。それはある時期をピークとして次第に衰えていくことが多いことである。20

代前半くらいがそのピークの人が多いと思う。私も50才を過ぎてから、「若きアイデア」に接するとジェラ

シーのようなものを感じる時がある。

創造力はなぜ時とともに衰えていくのだろうか。コンサルタントで言えばコンサルティングをやっていくと

それが経験となり、色々なことを学習して常識（そう考えるのがあたり前のこと）が増え、これが障害となっ

て常識を打ち破るユニークな意見が出せなくなるからだと思う。

コンサルタントは「創造力を高める」と考えるのではなく、創造力を下げないために、そして創造力を発揮

できるように、その障害要因を日頃から取り払う努力、トレーニングを積んでおくことである。超一流まで登

りつめたプロスポーツ選手でもその力を落とさないように、日々基礎トレーニングを行うのと同じである。こ

の創造力の阻害要因としては次のようなものが考えられる。

（このトレーニング成果の見せ所が××ページの意見創造の局面である。そこに書いてある“アイデア出し

のコツ”と以下のことを合わせて読んで欲しい。）

・既成概念

「今までそうであったから、そうであって当然だ」という既成概念は、ユニークなアイデアの対極に位置す

るものである。
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私は過去いろいろなコンサルタントを見てきたが、「どうしてこの人こんなに頭が堅いんだろう」と思うの

は“既成概念の強い人”である。そしてこの頭の堅いコンサルタントは創造力以外の力をどんなに持っていて

も伸び悩み、どこかで壁にぶつかってしまう。

「工場にとって生産性向上は最大のテーマである」

本当にそうだろうか。

「仕事を合理化して人を減らしていくと、一体誰に幸せをもたらすのだろう？会社？会社って誰？」

コンサルタントは過去言われてきた原理・原則、常識、べき論、セオリーなどすべてに疑問を持とう。これ

らを知識として持ちながらも、それに対する自分の意見を創造していく。このことを新聞を読んでも、テレビ

を見てもくり返しトレーニングする。「国は財政再建しないと大変なことになる」という報道を聞いても、そ

れを知識として単にインプットするのではなく、「どうして大変なのか？国って誰？国は国民そのものじゃな

いのか。国民が国民に借金？それがどうして問題なのか？･･･」などと考えてみる。「“あまのじゃく”にな

れ」と言っているのではない。いつも既成概念に疑問を持ち、自分の意見、アイデアという対案を持っていく

ことが創造力をキープし、発揮させるための最大のトレーニングである。

・得意分野

自分がITを苦手だと、その分野に関して一切アイデアを出そうとしない人がいる。その分野を得意としてい

る人はその分野の常識（皆がそう考えること、そう考えてきたこと）を持ち、先ほどの既成概念が強い。苦手

分野だからこそユニークなアイデアを出せるし、世の既成概念を打破できる。

そう考えると創造力にとって恐いのは、むしろ得意分野である。いつもコンサルティングをやっているテー

マはいつも同じ意見を出すことも多く（そうしないとコンサルタントとしての一貫性がない）、常識に固まっ
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てしまうリスクを秘めている。いつもコンサルティングをやっているテーマについてはこれを意識して、自ら

の常識を否定してみることである。そして自らの得意分野を苦手と思っている人（他コンサルタント、スタッ

フ、クライアント･･･）に意見やアイデアを求めてみることである。

・他人の意見

他人の意見は自らのアイデアのベースである。しかし他人の意見どおりに情報を伝えるなら、コンサルタン

トはいらない。他人の意見を参考に自分のキレのある意見を創る。

この時その意見を“言った人”で評価してしまう人が多い。「クライアント企業の社長の意見」と「クライ

アント企業の従業員の意見」はどうしても前者を大切に、というよりもコンサルティングの前提に考えてしま

う。意見自体を見られず、言った人を見てしまう。他人の意見はそのコンテンツだけを見つめることである。

（クライアントに伝える時は××ページで述べたように「誰が言ったか」は必ず伝える。）

他人の意見に対しては、自分が全面的に合意するわけでもなく（「えらい人だから」）、それに対する反論

を考えることでもなく、そのコンテンツを冷静に見つめ、自らの意見を創り出していく。そう考えていけば他

人の意見は創造力をダウンさせるのではなく、むしろアップさせる方向に働く。

・生産性

一般に多くの人は“生産性”を意識して仕事をしている。もっと言えば生産性を意識し、仕事のスピードが

速い人が企業の中で評価されることが多い。コンサルタントにも企業勤務経験者が多く、アイデアを出す局面

であっても、どうしても生産性を意識してしまう。つまり同じアイデアを出すなら、できるだけ時間は短い方

が良いと考えてしまう。
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アイデアは前のアイデア、意見をベースとして積み重ねていくものである。つまり後から出すアイデアの方

が良いアイデアのことが多い。創造力を発揮したかったら、時間を意識しないことである。最後の最後まで時

間をかけてアイデアを絞り出すことである。そして「もう出ない」と思っても、時間をおいて次の日にでも、

もう一度考えてみる。創造力は最後まで絞り出すことで維持できる。運動トレーニングでも体力の限界までや

ることでその力を高めたり、キープできたりする。

・過去の結果

アイデアは出た時よりも出なかった時の印象が強く残る。それを重ねていくと「どうせ出ない」と思ってし

まう。これを何とか「きっと出る」と思うようにする。もっと言えば「自分には創造力がある。だって過去に

も良いアイデアが出た。今出ないのはたまたま調子が悪いからだ」と考える。

斬新なアイデアが求められる高度な、そして自分がやるには困難に見えるコンサルティングに出会ったら、

創造力を高める絶好のチャンスと考えよう。創造力は使わないと自然に落ちていく。だからクライアントが無

理難題を求めるコンサルティングテーマだって受けよう。コンサルティングは情報提供なのだから、それが

「出来ない」ということはあり得ない。自分なりの情報は必ず創ることができる。コンサルティングは自分の

実力どおりの結果しか出ないだけである。自分には創造力という能力があると考える。だからコンサルタント

という職業を選んだと考える。これが創造力を下げないポイントである。

・「どうしたらアイデアが出るようになるんだろう」

こんな風に考えないことである。アイデアは“ヒラメキ”であり、どうしたら出るかわからないものを“ヒ

ラメキ”と言う。
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過去、創造力を高める方法（「創造性開発」と言う）を考えた人がいるが、まあ大した内容ではない。例え

ばオズボーンのチェックリストというものがある。これは「大きくしてみたら、小さくしてみたら、逆にして

みたら･･･」という過去のアイデアのパターンを羅列したものである。一般のビジネスマンが考えるなら、こ

のチェックリストを使うのもよいが、アイデアのキレでプロとしてやって行こうとするコンサルタントが「誰

しもが考えられるアイデア」では満足できない。コンサルタントは自分の能力を信じ、「時間を取れば必ずア

イデアが出る」と思うことである。そしてアイデアを出してみること以外に創造力をキープする方法がないこ

とを知ることである。

②課題解決力

スピードより品質を考えるアプローチセンス

課題解決力（問題解決力ともいうが、ニーズを仕事のトリガーとするコンサルタントとしてはこちらの表現

がフィットする）とは課題（つまりクライアントのニーズ）への対応力をいう。課題解決力には2つの指標が

ある。1つはスピード（早く解決する力）、1つは品質（より良い解決）である。

このうち一般のビジネス（特に大企業）において求められるのはスピードである。企業は組織であり、多く

の人が存在し、それぞれが意見を持っている。だから企業が大きくなればなるほど、同じ課題であっても関係

者が多く存在するようになり、その解決スピードが落ちてくる。これが大企業病である。このスピードを高め

るものが世に言う問題解決技法である。
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問題解決技法の多くは、「生まれつき課題解決能力の高い人」を分析し、その人はどうやって解決している

のか（場合によっては課題解決能力を自分で高いと思っている人が「私はこうやって解決している」）を“手

順”としてまとめたものである。そして品質の保証（必ず良い結果を生む）はもちろんできないので、スピー

ドアップを保証する（期待する）というものである。

コンサルタントは課題解決のプロとも言えるので、当然のことながら世にある問題解決技法を“すべて”知

らなければならない（すべてと言ってもその数は高が知れているが）。しかしこれはコンサルタントの課題解

決力（能力）ではなく、“知識”である。そしてその知識はクライアントとやり方を共有する（課題解決はこ

うやってやろう）もので、スピードを上げるツールとして利用する。クライアントとコンサルタントがやる課

題解決は互いに指揮・命令関係にないので、課題解決のスピードは通常のビジネスシーンよりも遅い。だから

問題解決技法はコンサルティングの必須知識と言ってよい。私も使い勝手の良い問題解決技法を愛用している。

コンサルタントに求められる課題解決力という“能力”はスピードよりも品質である。もっと言えば品質と

考える「課題へのアプローチセンス」である。このアプローチセンスは「コンサルタントらしい課題解決への

考え方」といってよい。

これはファッションセンスなどと同様に、同じものを見ても人によって「センスが良い」、あるいは「セン

スが悪い」と評価が分かれることもある。しかし「どれがセンスが良いか」ということを常に意識することで、

センスという能力が高まっていく（下がっていかない）ことは事実であろう。

ここでは私がコンサルタントとして「センスが良い」と思うアプローチについて述べる。

コンサルタントが解決する課題は次の3つのパターンに分けられる。
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（ⅰ）意思決定

コンサルタントが解決をサポートする課題は「いくつかの案の中から1つの案を選ぶ」というものがもっと

も多い。（案が１つしかないように見えても、その案を「やる」「やらない」と考えれば2つの案になる。）

コンサルタントにとって大切な考え方は「意思決定はクライアントが行なう」ということである。そしてク

ライアントは各案のメリット、デメリットを考えて困っている。このようにクライアントが本当に迷っている

時、つまりどの案も甲乙付けがたい時が、コンサルタントのセンスの見せ所である。ここでのポイントは「ど

れを取ったら幸せかは誰も断言できない」ということである。その意思決定によってもっとも大きな影響を受

けるクライアントが真剣に考えてもわからないのである。だからコンサルタントがどっちが良いなんて軽はず

みに言えるはずもないし、無責任に言って裏目に出たらコンサルタントの信頼を大きく損なう。

この時、センスの良いコンサルタントはきっとこう言う。「どの案をとっても良い結果、悪い結果を生む可

能性はあります。そしてその結果は、この企業の打った手だけではなく、自分ではどうしようもない環境に大

きく左右されます。まさに結果がどうなるかは“神のみぞ知る”です。まず各案が失敗した状況を考えたらど

うですか。そしてどの失敗が自社にとって“あきらめがつくか”と考えたらどうですか」

クライアントの「あきらめのつく失敗」、これがクライアントが見失っている要素である。そしてこの見方

を第三者として教えてあげられるのがコンサルタントである。

（ⅱ）トラブル対策

クライアントに何かトラブルが起きていて困っている時である。そしてクライアントはどうやって解決する

かを必死に考えている。
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この時センスの良いコンサルタントは「どうやってトラブルを解決するか」を考える前に、「トラブルが解

決した状態」を考える。どういう状態を“トラブルが解決された状態”と定義するのかをクライアントとよく

話し合う。顧客からのクレームが最近多発しているのなら、解決された状態は“クレームがゼロになった状

態”なのか、“クレームの発生件数が過去と同じレベルになった状態”なのかを話し合う。「できるだけ減ら

す」ではそのトラブルシューティングがエンドレスになってしまう可能性もある。

そのうえで現状と解決された状態を比較して、原因を考えたり、そこまでの解決プロセスを考える。

（ⅲ）リスク対策

「まだ起きていないトラブル」（リスク）への対応である。ここでほとんどのクライアントはそのリスクの

発生を予防するように努力する。そしてリスクがない状態を目指していく。

センスの良いコンサルタントは“リスクが起きた時”を考える。リスクの発生確率よりも、起きた時の“ダ

メージの大きさ”を考える。そして重大リスクが起きた時のダメージをいかに小さくしていくかをクライアン

トに代わって考える。

クライアントが手を打てない、頭が回らない、気がついていない「解決への道」を指導していくのがコンサ

ルタントであり、ここに着目するのが課題解決のアプローチセンスといえる。
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③コミュニケーション力

コミュニケーション力は高められる

コンサルタントに必要な3つ目の能力はコミュニケーション力である。これは××ページで述べたようにプレ

ゼンテーション力ではなく、情報を正確に伝える力である。「どうでもいいようなコンテンツ」を魅力的に変

える力、自分の考えた方向に相手を誘導していく力を求めず、むしろ否定することがコンサルタントのコミュ

ニケーション力を高める。

コミュニケーション力（情報を正確に伝える力）は創造力とは異なり、トレーニングによってどんどん高

まっていく。

コンサルタントのコミュニケーション力を支えるものは“書く力”であり、“話す力”ではない。××ペー

ジでも述べたように、コンサルタントに求められる書く力は論理性である。この論理性はトレーニングによっ

て高めていくことができる。

論理性を高める3つのトレーニング

この論理性を高めるトレーニング方法は3つある。1つは論理性の高い文書（書籍、論文、レポート）を読む

ことである。論理性の高い文書かどうかは、その目次を見ればすぐにわかる（目次がなければ作ってみる）。

目次がフロー（××ページで述べたネットワーク化の一種でその流れを表わしたもの）ですっきりと書ければ、

論理性の高い文書である。

例えば本書は次のようなフローである。
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3つ目はその文書をクライアントへ渡したら、必ず不明点に関する質問を受け、さらにその文書の「どこが

わかりづらかったか」をこちらから聞くことである。これによってそのクライアントにコンサルティング情報

を正確に伝えることができるだけでなく、同時に自分が書いた文書（わかりやすく書いたはず）のどこがわか

りづらいか、どうすればわかりやすくなるかを考えていることになる。これをくり返すことでクライアントに

共通する“わかりづらい所”がわかり、さらにはどういうタイプのクライアントがどういう点をわかりづらい

と思うのかが見えてくる。

その文書の論理性が高いと思ったら（そしてコンサルタントとしてビジネスに役立つと思ったら）、フロー

を詳細にして行って、その文書の体系図を作ってみる。これによってそのコンテンツが整理され、構造化され

てコンサルティングに使いやすい情報になるだけでなく、どうすればコンテンツを構造化できるかがわかるよ

うになる。

2つ目のトレーニングは自らが書くことである。ここでのポイントは論理性（コンテンツ同士の関係がわか

りやすい）を意識して書くことである。文書を書く度に、論理性の高い文書のフロー図を参考にして、自らの

文書のフロー図をまず書き、それから文書を書いていく。
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（2）コンサルティング経験

コンサルタントにとって、コンサルティング経験がプライドの大きな要素となることはわかると思う。そし

てそれがクライアントなどからの期待感、信頼感、連帯感という魅力度を高めていくこともわかると思う。

「コンサルタント一筋40年」

しかしコンサルタントを同じ時間だけ経験しても、そこで得られた経験の量、質は全く異なるものである。

コンサルタントの価値、プライドを高める経験を積んで行く方策について考えてみよう。

①能力を高める経験

コンサルタントの経験が生み出す“財産”は、先ほどの能力とこの後に述べる情報である。

コンサルタントは「能力を高める経験」を持つことを第一に考える。つまり自らの能力を高めるコンサル

ティングの受注を目指すべきである。

コンサルタントに求められる能力は（1）で述べたように3つの要素があり、その中の第一は創造力である。

だから創造力をトレーニングできるコンサルティングにチャレンジしよう。つまりそこにユニークなアイデア

が求められ、そのコンサルタントにとって既成概念が働かず、苦手意識があるというクリエイティブな（創造

的な新しい分野の）コンサルティングを経験したい。

コンサルタントが仕事をできる時間は限られている。限られた時間の中で、自分の能力が発揮できそうな得

意な仕事をやるか、創造力が開発できそうな苦手な仕事をやるか、という究極の選択を迫られたら、次世代コ

ンサルタントは思い切って後者を選ぼう。そしてそのコンサルティングで結果を出すだけでなく、能力を高め

ていることを意識してやって行こう。
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いくら経験豊富といっても、ある分野に特化してしまったベテランコンサルタントにはどうしてもマンネリ

感（いつも同じ仕事をやっているので飽きる）がある。次世代コンサルタントはこれを味わうことなく、自分

自身が成長して行くことをいつも実感していきたい。

仮に同じテーマであっても、前とやり方を変えたり、新しいアイデアをどんどん出すようにすれば“違うコ

ンサルティング”となり、その経験によって成長できる。もし、過去と同じようなコンサルティングをやらざ

るを得ない時は、課題解決力とコミュニケーション力の向上を意識しよう。課題解決力はコンサルタントとし

てのアプローチセンスを意識しよう。コミュニケーション力はコンサルティング情報をできるだけ文書にして、

クライアントに伝え、同じコンテンツでも人によって伝わりやすさが違うことを実感しよう。

②情報量を大きくする経験

コンサルティング経験が生み出すもう1つの柱である“情報”については、その情報量をコンサルティング

をやる前に意識する。これからやるコンサルティングが創り出す情報にはどんなものがあり、どれくらいの情

報量かということである。

情報量とは××ページで述べたように“驚き度”である。この“驚き度”の高い情報が創り出されそうなコ

ンサルティングの受注を目指す。“驚き度”が高いのは自分が経験したことのないタイプのコンサルティング

である。これは先ほどのクリエイティブなコンサルティングといってよい。

コンサルタントがクライアントを選ぶことができるなら、完成して安定した “お金持ちの企業”より、カネ

がなくても“変革していくチャレンジングな企業”を選ぶ。同じクライアント企業にコンサルティングをする

時でも、できるだけいろいろな人の意見、できれば今まで聞くことのなかった人の意見を聞こう。こうして自

らの“驚き度”も高めていこう。
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③成功経験、失敗経験

１人のコンサルタントを外から第三者として見ていると、コンサルタントを始めた当初はコンサルタントの

総合力が上がっていき、そしていつかそれが止まり（成熟し）、次第に衰えていくのがよくわかる。

この「成長が止まる」そして「衰える」原因は、多くの場合「過去の成功経験が捨てられない」ということ

にある。もちろん先ほどの“クリエイティブな仕事”に次第にチャレンジしなくなる（と言うよりも自然に

「安定的にパフォーマンスが出る仕事」が増えてきて、クリエイティブな仕事がなくなってくる）ということ

も原因の1つではあるが、最大のポイントは成功経験である。

コンサルタントとしての経験には成功、失敗（完全な成功、完全な失敗というのではなく、この２つの間の

連続分布となっている。大成功、やや成功･･･）がある。コンサルタントに限らず、人間はどうしても成功経

験を残し、失敗経験を捨てていく。情報量で見ると、失敗経験を捨てると情報量は減り、同じような成功経験

をくり返しても情報量は増えない。

もうわかったと思う。失敗経験がコンサルタントを成長させるはずだ。失敗経験は捨てるのではなく、どう

したら成功したかを考える（これが××ページのPDCA）。そして失敗を恐れず再度そのコンサルティングに

チャレンジし、全く新しい成功経験を作る。そして仮にまたまたそれに失敗してもくじけず、もう１回どうす

れば成功したかを考えることで成功経験よりも情報量の多い失敗経験を作る。

「失敗から得るものは多い。」言い古された言葉であるが、コンサルティング経験の大きなポイントである。
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④他人の経験

コンサルタントが自分で経験できる量は限られている。もっと言えば経験がたまらない限り、良いコンサル

ティングができないなら、人生の晩年にしか良いコンサルティングが出来ない。

すべての仕事がそうであるように、他人の経験を自分の経験にしていくことが大切である。この時“そのコ

ンサルタント”が“その他人”と一緒にコンサルティングをやる必要はない（よく考えてみると、それでは

“自分の経験”である）。だからコンサルティングファームに勤め、先輩から受けるOJTで身につくものは自

分の経験である。

他人の経験を自分のものとするためには、その他人の経験がナレッジ（誰が見てもわかる状態になっている

こと）になっている必要がある。これには必要条件がある。自分の経験が他人に対してナレッジになっている

ことである。これがコンサルタント協業の原点といえる。

この他人の経験をナレッジという少数の人間で共有しているのではなく、社会全体で完全に共有された状態

になっているものは知識とよばれる。そして知識は本屋で売っている。コンサルタントはその人の経験が体系

化され知識となっている良書を読むべきであり、その“御返し”に自らの経験を社会全体で共有できる知識と

して本にすべきである。これがコンサルタントとしてのプライドである。
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（3）コンサルタントの持っている情報

情報は共有性を高めて行く

コンサルタントにとって能力、経験はプライドを生み出す源泉であり、そのプライドの対象は「自らが持

つ情報」と言える。

コンサルタントが持つ情報はバランスシートで考えるとよい。

会計で使うバランスシートは、その企業の財産（資産と表現される）が左側、その資金源（借金と自分のカ

ネ。その財産をどうやって買ったのか）が右側に書かれている“表”である。これをコンサルタントで考え

れば財産（情報）とその入手源となる。

まずは左側の財産から考えよう。

1人のコンサルタントが持っている情報は、何度も述べてきたように次の3つに分けられる。

・知識･･･社会全体で共有されている

・ナレッジ･･･特定の人たちで共有されている

・固有情報･･･そのコンサルタントだけが持っている

会計上のバランスシートにある財産は、流動性（カネになりやすさ）の高いものから書くルールになってい

る。だから上に流動資産（カネにすぐなる）、下に固定資産（それを使うことでゆっくりカネになってい

く）が書かれている。

この流動性に当たるのが、コンサルタントのバランスシートでは共有性である。流動性の低い固定資産が次

第に流動性が高い流動資産になっていく（カネになって行く）ように、共有性の低い固有情報も時とともに
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共有され、ナレッジとなり、知識となる。

コンサルタントの価値はこの固有情報にあるのは間違いない。だからと言って、「その共有性を妨げるよ

うにする」（秘密にして誰にも教えない）と考えるべきではない。

そもそもコンサルタントの仕事は、クライアントと情報を共有することでフィーをもらうものである。積極

的にまわりと情報を共有し、その共有によって新たな固有情報を創造していく。

各コンサルタントが共有を積極的に行うことで、コンサルタント全体のナレッジ、知識もその量が増えて行

く。これによってコンサルタントはプライドを持てるし（情報を秘密にしているよりも）、コンサルタント

の社会的価値も高まる。

そして個々のコンサルタントのプライドがコンサルタント全体のプライドを高めるだけでなく、その共有情

報がコンサルタントマーケットを刷新し、それを拡大させていく。

情報の入手源は内か外か

次にコンサルタントのバランスシートの右側を考える。情報の入手源である。

会計上のバランスシートの右側の資金源が、他人資本（借金。つまり外部からのカネ）と自己資本（自分

のカネ）に分けられるように、コンサルタントの情報の入手源も大きく次の2つに分けられる。

・外部入手･･･これはさらにカネ（本屋で本を買うなど、カネを出して買った情報）と他コンサルタント（一

緒に仕事をやる、情報を共有する、これによって得た情報）からの入手に分けられる。

・内部創造･･･これはさらに経験と能力に分けられる。やや錯綜する部分があるが、過去のコンサルティング

経験から生まれた情報とその能力がもたらした情報である。
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通常のバランスシートでも「カネに色はない」（どのカネでどの財産を買ったかはわからない）と言える

が、流動資産は他人資本で買い、固定資産は自己資本で買うように考えるのがファイナンス＊1の基本である。

コンサルタントの情報も完全に色分けはできないが、知識、ナレッジは外部入手、固有情報は内部創造と考

えるのが基本である。

＊1. 企業においてカネの集め方、使い方を考えること。

バランスシートで表現してみる

こう考えればコンサルタントのバランスシートは次のような形になる。
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このバランスシートの見方は次の3つである

（ⅰ）全体の情報量を考える

知識、ナレッジ、固有情報の3つのトータルの情報量がコンサルタントの財産である。決して固有情報の比

率が高いことではない。この情報量を常に意識し、これを高めるように努力する。これがコンサルタントの

プライドそのものである。

（ⅱ）未来のバランスシートを考える

コンサルティングをやっていくうえでの、未来（例えば1年後）のバランスシートも考えてみる。そして未

来の情報の不足分を認識する。次にその不足分はどの情報として存在するのかを考える。本屋で売っている

のか、他コンサルタントが持っているのか、誰も持っていないのか。そしてこれをどうやって得るかという

入手源を考える。

知識は主にカネによって得られる。クライアントから受けるコンサルティングフィーによって得られると

考えてもよい。コンサルティングフィーというカネで知識を得ていることを忘れない。情報を売り、カネを

得て、そのカネで情報を買う。これがコンサルティングのライフサイクルである。

ナレッジは主に他コンサルタントから得る情報である。これがビジネスモデルの原点である。ビジネスモデ

ルはカネを使わずにナレッジという情報を生むものだということを忘れない。

固有情報はコンサルタントの経験と能力から得られる。そして経験が能力を高める。経験が大切なことがよ

く理解できると思う。
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（ⅲ）他のコンサルタントのバランスシート

他のコンサルタントと協業度を高めていくということは、各人のバランスシートが1つにまとまるというこ

とである。

この1つになるバランスシートの左側を考えてみよう。2人のコンサルタントが持っている情報（同じ情報量

を持っている時）の中身が全く同じなら、1つになっても情報量は変わらない。全く違う情報なら2倍になる。

誰と協業すべきかは歴然としている。違う情報を持っているコンサルタントである。そしてナレッジ、固有情

報というカネでは買えない情報に着目する。

右側から協業したいコンサルタントを考えれば、プロモーションなどのマーケティングよりも情報にカネを

つぎ込んできたコンサルタントであり、当然のことながら能力が高く、経験の多いコンサルタントである。そ

して中でも自分とは違う経験を持っているコンサルタントと協業したい。それが明日のナレッジを生む。
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（4）仕事への愛

コンサルタントは仕事が好き

持っている情報がコンサルタントのプライドの対象なら、このプライドの原点となるのがコンサルティング

という仕事への“愛”である。

愛とは「好き」という感情の極限である。

コンサルタントは他の職種に比べ、仕事への愛を持っている人が多いと思う。本当に好きな仕事だから、安

定したサラリーマン生活を投げ打ってコンサルタントとして独立する人も多いし、休みなしで働いても、そし

てそれに見合う収入がなくても仕事に充実感を感じている人が多い。仕事が忙しくてストレスをためているサ

ラリーマンに会ったことはあるが、仕事が忙しいことを喜んでいないコンサルタントに会ったことはない。

誰かの相談に乗り、その悩みの解決をサポートしたり、その人に夢を与えたりすることが心底から“好き”

なのである。「何で好きなのか」と聞かれても感情に理由などない。仕事の達成感でも、成果を直接感じられ

ることでも、上司のいないことでもなく、プロフェショナルコンサルタントはその仕事自体が好きなのである。

だからプロフェショナルコンサルタントは当然のように“好きな仕事”を常に求めている。

コンサルタントの愛が薄れている

しかし近年コンサルタントの愛が薄れているように感じる。他のほとんどの面では、従来のコンサルタント

に比べ次世代コンサルタントはプロフェショナル意識が高まっていると思う。それなのに仕事への愛がない、

愛を持てないコンサルタントが増えているように思う。
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コンサルタントという職業が社会的に認知されていく中で、高収入という噂を頼りに（仕事量や安定度と

“得るカネ”を対応させて考えるとそうでもないと思うが）、超一流大学卒の学生がコンサルティングファー

ムへ入社している。大手企業でリストラにあったり、厳しくなった出世争いに敗れたりした人たちがコンサル

タントとして独立している。高収入だから、今の仕事が“イヤ”だから、あるいは仕方なくコンサルタントを

選べば、その仕事への愛情度は落ち、プライドも失われていく。

“コンサルタントもどき”は分けたい

またコンサルタントが社会に認められていく中で、アルバイト・コンサルタントが増えていることも、その

コンサルティングの“質”だけでなく“愛”も落としている。少子化で厳しくなった大学経営を受け、大学教

授がコンサルタントのまねごとをしたり、ITベンダーが業務拡大のためにSEをコンサルタントにしたり･･･と

いったものである。

コンサルタントをやっている学者に「あなたはコンサルタントか？」と聞けば「大学教授」と答えるだろう。

大学教授は学問を作ったり、広めたりする人であろう。もちろん大学教授という職業にはプライドや愛があっ

ても、コンサルタントにプライドや愛など持てない。

SEはシステムを設計したり、開発したりするのが好きな人である。そしてこれを求めてITベンダーへ就職

し、その仕事にプライドや愛を持った人が多い専門職である。SEとして入社してから、ある日突然「客先に

出てコンサルティングをやれ」と言われてやっても、驚きと不安感があるだけで、決して愛もプライドも持て

ない。

社会的に考えてもコンサルタントと”コンサルタントもどき”は分けるべきである。それが社会の幸せである。

そう考えていくと、コンサルタントとしての公的資格が欲しい。中小企業診断士という資格はあるが、中小
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企業、診断というキーワードがどうしてもコンサルタントの範囲を狭くしてしまう。「それを持っていない

と仕事ができないようにしたい」と言うわけではないが、資格試験をやることでコンサルタントとして必要な

知識、ノウハウ、経験などがはっきりと見える。そうすれば受験者（コンサルタント志望者）がその仕事を好

きかどうかが判断できるはずだ。そしてそのコンサルタントの条件に合意し、その資格を取ることで、そこに

プライドが生まれ、“好き”が愛に変わる。愛に変われば、まわりのコンサルタントにもプライドを求め、愛

を求め、能力向上を求めていく。

（5）美意識

コンサルタントのプライドを支える最後の要素が美意識である。何を美しいと思い、何を醜いと思うかであ

る。

この美意識は先ほどの“仕事への愛”と密接な関係にある。コンサルタントは“他人”の相談に乗り、その

“他人”のために情報を集めて、課題解決をサポートしたり、“他人”の夢を描いて行く。この行動を美しい

と思うかである。

美意識は人によって違う。もちろん「“他人”のために働く」のではなく、「自らの力だけで自らの仕事を

やり、その結果をつかむ。決して“他人”を頼りにしない」という姿を美しいと思う人もいる。

社会全体がそうは思わなくても、コンサルタントだけは「コンサルタントという仕事を美しい」と思って欲

しい。そしてせめて社会も、コンサルタントという仕事を“醜い”とは思ってほしくない。ごく少数の“怪し

いコンサルタント”を見て、コンサルタント全体を醜いと思わないで欲しい。

「社会が醜いと思うようなコンサルタントを、コンサルタントと呼ばないようにする方法はないのか」、こ

れが美意識を持っているコンサルタントの共通の願いである。
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３．コンサルタントの魅力度

コンサルタントの魅力度とは、外部ステークホルダーが特定のコンサルタントに魅力を感じる度合である。
コンサルタントのステークホルダーとしてはクライアント、チャネル、他のコンサルタントの3者が代表であ
る。またコンサルタントの魅力度は××ページで述べたように期待感、信頼感、連帯感という、3要素から成
る。
各ステークホルダーごとにこの3つの要素を大切な順に考えてみる。

（1）クライアントから見たコンサルタントの魅力度
コンサルタントが自らを魅力的だと感じてほしい第一のステークホルダーは、もちろんクライアント（見込

みクライアントも含めて）である。クライアントから見た魅力度は期待感、信頼感、連帯感の順に大切である。

①期待感

コンサルティング経験を実名で紹介する
クライアントから見た期待感とは「自らが持っている課題をこのコンサルタントなら解決してくれるだろ

う」というものである。コンサルタントはこの期待感をクライアントに対して作り上げなければならない（期
待どおりに解決するのはもちろんだが）。
これを実現する第一の要素はコンサルタントの経験である。そのコンサルタントが過去どういうコンサル
ティングをやり、それがどういう結果になったのかである。クライアントが新しいコンサルタントへの発注を
考える時、必ずプロフィール、特にコンサルティング歴を求める理由である。
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この経験の紹介は本人ではなく、チャネル、セールスマンにやってほしい。できれば第三者からの評価情報

もほしい。そのもっとも効果的なものは他のクライアントからのコンサルタント評価である。これが100点満

点であれば、当該クライアントの期待感も当然のように高まる。

コンサルタントによっては、漠然と「どのクライアントにどんなコンサルティングをやったか」を秘密にす

るべきだと思っている人がいる。全くの秘密とまで言わなくても、社名をS社とかX社と表わして隠す。こう

なるとその経験さえも「怪しい」と感じてしまう。

これは一度どこかで実名にして公表できれば“将棋倒し”できる。新規の見込みクライアントに自らのコン

サルティング経験を紹介する時、過去コンサルティングをやったクライアントから実名で内容紹介することに

了解が取れればOKである。これを紹介した企業に実施したコンサルティングは、当然別の企業にも紹介でき

るはずである。そもそもクライアントから見て「どんなコンサルタントからどんなコンサルティングを受けた

か」なんて、隠すべきことではないと思う。私はクライアントをすべて実名で紹介する。紹介のために了解を

取っているが、断られたことは一度もない。

能力と情報を表現する

経験の次にクライアントの期待感を高めるものは、コンサルタントの能力と持っている情報である。そのた

めクライアントは新しいコンサルタントに発注する時はプロフィールだけではなく、面接（俗に“面通し”な

どという）を求める。この面接でクライアントはそのコンサルタントと話をして、その人の能力や持っている

情報がどの程度のものかを見ている。
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しかしコンサルタントがこれをあまり意識するとかえって「怪しい」印象を相手は持つ。「自分がどんなに

能力が高くて、どんなに良い情報を持っているか」をプレゼンテーションするのは経験紹介よりもさらに難し

いし、セールスマンやチャネルにも易しいことではない。

一般の商品ならパンフレットでも作るのだろうが、コンサルタントの場合これも怪しい感じがする。Webサ

イトやブログで能力や情報をさりげなく表わしていくのもよいが、もっとも有効度が高いと思われるのはその

コンサルタントが書く本である。ここには自らの能力、情報を表わすだけでなく、過去の経験も書いておく。

その目的で私が書いた（正確に言うとその目的も含まれる）本には、次のようなものがある。

・セオリーシリーズ（同友館）

コンサルティングセオリー（コンサルティング全般の考え方）、ソリューションビジネスのセオリー（ITベ

ンダーのソリューションビジネスの進め方）、ビジネスリーダーのセオリー（ビジネスリーダー養成のあり

方）、人材育成のセオリー（人材育成の考え方）、セールスのセオリー（セールスモデルの開発方法）という

6冊から成る。

このセオリーシリーズは私が過去やったコンサルティングの考え方、やった結果などをコンサルティングの

領域別にまとめたものである。

・コーポレート・イノベーション（産業能率大学出版部）

私がコンサルティングを経験したハウス食品㈱、近畿コカ・コーラボトリング㈱での変革の道筋と、そこで

私が考えたことをまとめたもの。

・企業の見方（同友館）

ベンチマーキングについてそのやり方をまとめたもの。
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・まわりから「仕事ができるね」と言われたい（同友館）

ポテンシャル評価についてその考え方を書いたもの。

・誰でもできる！マーケティングリサーチ（PHPビジネス新書）

マーケティングコンサルティング（ここではリサーチと表現した）のやり方、およびそれを使った実例を書

いたもの。

・数字を使える営業マンは仕事ができる（日本経済新聞社）

セールスコンサルティングのうちセールスマンの数字の使い方およびそれを使った実例を書いたもの。

・マネジャーのためのケーススタディブック（同友館）

マネジャー養成塾で使ったケースワークの例。

これらの本は「自らのコンサルティングの紹介」ということを意識して書いてきた。

②信頼感

「このコンサルタントは信頼できるか」というもので、期待感同様にクライアントはプロフィール、面接な

どで判断することが多い。個人コンサルタントにとって、この信頼感を見込みクライアントに持ってもらうの

はなかなか“きつい”。

期待感が“成功”なら、信頼感は「この人に任せて“失敗”しないか」である。もっとはっきり言えば、い

ざとなったらそのコンサルタントが「逃げないか」である。コンサルティングという仕事は“目に見えない”

サービスであり、事前に仕事の詳細を詰めることが難しい。だから契約した後で、クライアントから「これを
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（これも）やってほしい」と言われたら「それはできません」とコンサルタントが断ることもできる。「本当

はできる」のに、「難しいから、時間がないから、カネがかかるから、やるつもりはなかったから」などの理

由で、コンサルティングの目的から考えて、「やるべきこと、やった方が良いこと」でも、やらずに済ますコ

ンサルタントがいる。これを「逃げる」と言う。

コンサルタントなら、あるいはコンサルタントと付き合ったことのある人なら、この「逃げる」という表現

を直感できると思う。

コンサルタントが今まで「私は逃げたことはない」と証明しようとしても（そもそもクライアントが「逃げ

ませんか」と質問してくれないので、証明のチャンスさえないが）、コンサルタント自身の証明ではクライア

ントは安心できない。特にクライアントが大企業の場合、コンサルティングの窓口担当者と発注権限者が違う

ことも多く、窓口担当者には面接などによって信頼感を生んでも、担当者がそれを社長などの発注権限者にう

まく説明できない。こういうケースでは第三者による信頼度の保証が求められる。

これに使えそうなのが先ほどの過去のクライアントの評価や市販本であるが、自己ピックアップ（良いもの

だけを集めた）のため、期待感（成功しそう）を持たせても信頼感（逃げない）まではなかなか持たせられな

い。

そう考えるとクライアントがすでに信頼感を持っているチャネルを使うのがもっとも効果的である。チャネ

ルが持っている知名度、最悪のケースのリカバリーパワー（そのコンサルタントが逃げても別のコンサルタン

トがいる）でコンサルタントの信頼感を補うというのが本線となろう。
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③連帯感

クライアントがそのコンサルタントと「一緒に仕事をやってみたい」と思うかである。最後のコンサルティ

ング発注の壁といえる。「優秀なコンサルタントということはわかるが、うちの従業員たちとは合わない、う

ちの社風とは合わない」と考えたりするものである。

コンサルタントから見て、これがもっともわかりづらい条件といえる。そもそもクライアントがコンサル

ティングの出来具合（期待感、信頼感）以外でコンサルタントに何を求めるのかが皆目検討がつかない。

私が独立したばかりの頃、あるチャネル（大手コンサルティングファーム）のセールスマンから、大企業の

発注権限者（常務取締役くらいの肩書きだったと思う）と「“面通し”をしてくれ」と言われた。そしてその

権限者に会う前に、このセールスマンは私に「内山さん笑ってね」と言った。意味がよくわからないので「な

ぜ」と聞くと「この会社はバリバリの関西企業なんです。お笑い文化なんです。内山さんは江戸っ子なので気

が短くて、ツンツンした感じがあるから嫌われてしまうかもしれません」。その時私はこう思った「そんなこ

とでコンサルタントを決めるのか。もっと能力を見ろよ」。

今でもこの気持に変わりはない。キャラクターやムードをコンサルタントの選定要素にするようなクライア

ントなら付き合いたくない。その会社に入って“同士”として働くならまだしも、第三者のコンサルタントに

そんなこと（自分と同じ考え方）を求める方がおかしい。そんなものには合わせたくないし、そこまでして仕

事はしたくない。これがコンサルタントとしての私のプライドである。

連帯感とは一緒にやりたいと思う気持であり、両者（クライアントとコンサルタント）の気持ちが一致した

時、両者で感じるものである。逆にコンサルタントである私から見たクライアントに対する連帯感は、自分が

考えるCSRや美意識とクライアントが合っているかがポイントである。
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「社会のために」をいつも考える「美しい企業」と、プライドを持ったコンサルタントはつき合うべきだし、

そうではないクライアントとは仕事をやるべきではない。

「どうやったらクライアントに気に入られるか」を考えるより、「自らのプライドを維持し高めて行くこと

で、クライアントとの連帯感は高まる」という仮説をコンサルタントには持って欲しい。

（2）チャネルから見たコンサルタントの魅力度

①信頼感

チャネルから見れば、コンサルタントの魅力度はこの信頼感が第一であろう。「受けた仕事から絶対に逃げ

ない」ということだ。

コンサルタントに逃げられたら、最後は元請といえるこのチャネル（コンサルティングファームなど）が代

わって仕事を遂行しなくてはならない。そして残念ながら、こういったチャネルを通す間接受注のケースで、

“逃げるコンサルタント”を私は何人も見てきた。「いくら何でもこれがプロのコンサルタントの仕事か」と

思うような報告書を作って終わりにしてしまう。チャネルに対しては「言われたことはやりました」である。

そしてクライアントのクレームはチャネルに向かう。

コンサルタントである私がこの逃げるシーンをこれだけ見てきたのだから、チャネルにとってみれば無数の

“逃げるコンサルタント”を見てきていると思う。

他のチャネルで逃げたという噂は業界中をかけめぐる。コンサルタントが1つのチャネルから逃げれば、次第

に業界内でコンサルタントは仕事をやっていけないようになる。
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逆に言えば、ある特定のチャネルとつき合いたい時は、この「逃げない」という姿勢をはっきりと見せるこ

とである。具体的にはチャネルと契約書をきちんと交わし、自分が逃げた時のペナルティをその条項に入れて

おくことである。

××ページで述べたようにコンサルタントから見ると、クライアントのコンサルタントへの信頼感の低さを

チャネルに代行してもらっていると考えられる。しかしコンサルティングを実行し、次第にクライアントがコ

ンサルタントに信頼感を持ち、仕事が長期的に続くようになると、コンサルタントとしてはどうしても直接受

注（そのチャネルを通さない）を志向するようになる。しかし前にも述べたようにこれはやってはならない行

為である。それがチャネルとの信頼感である。そのチャネルと二度とつき合わないつもりであっても、他の

チャネルにもその話は当然伝わる（と思った方がよい）。また自らが他コンサルタントに対してチャネルにな

ることもある。その時、もし他コンサルタントが自分の担当部分だけ直接受注へ持って行ってしまったなら、

どう思うだろうか。逆に他コンサルタントがチャネルとなってチームを組んだ時、こんなことをしたコンサル

タントに信頼感を持つだろうか。

こんなことをやるコンサルタントがいるため、チャネルからコンサルタント全体への信頼感は極めて低レベ

ルなのが実状である。
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②期待感

チャネル、特にその代表といえるコンサルティングファームはコンサルタントが思っている以上に期待感を

持っていない。驚くほど成果の出るコンサルティングをやってくれることを期待するのではなく、クライアン

トから不満やクレームが出ないコンサルティングをやってくれることを願っている。

チャネルとしては、こういう形でやるコンサルティング（自社のコントロールが効かない）では、クライア

ントが過度の期待感を持つことが、結果として不満、クレームへつながり、それがコンサルタントよりもチャ

ネルへ向かうことを知っている。うまく行けばコンサルタントの評価、失敗すればチャネルの評価と思ってお

り、そのためクライアント側の期待感を抑えてしまう。例えばクライアントからチャネルへ「こんな結果にな

ると思ってよいか」と質問すると（コンサルタントがチャネルに「Maybe」と答えても）、チャネルはクライ

アントへ「コンサルティングはやってみないとわかりません。結果はお約束できません」とクールに答える。

そしてそれが失注（受注できない）やコンサルティングフィーのダウンを招くことにもなる。コンサルタント

から見るとチャネルを通すことの最大かつ極めて本質的な問題点である。

しかし逆に考えれば仮にチャネルがそのコンサルタントに期待感を持てば、ベストパートナーとなることを

意味している。

③連帯感

チャネルがコンサルタントに連帯感を持っていることはあまりない。持った時は自らの企業の従業員（専任

コンサルタント）になることを求めてくる。そしてそれを拒否すると連帯感は完全になくなる。それはそのコ

ンサルタントがいずれそのチャネルの競合となる可能性を秘めているからである。
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（3）他コンサルタントから見たコンサルタントの魅力度

①連帯感

他コンサルタントからそのコンサルタントを見た時、ライバルとして考えることはほとんどない。むしろ初

対面でまず考えるのは「一緒に仕事をやるとしたら」ということである。だから他コンサルタントから見た魅

力度の第一は連帯感である。「仲間として一緒にやりたい」という気持ちである。

この連帯感を醸成するものが各々のコンサルタントが持っているプライドである。高いプライドを持ったコ

ンサルタント同士の連帯感は相乗的に高まっていく。

プライドの構成要件の中で連帯感に影響を与えるのは、第一が「愛を含めた美意識」であり、第二が能力で

ある。

「愛を含めた美意識」とはコンサルタントの仕事に対する考え方、スタンスであり、これが共有できないと

どうしても一緒に仕事はできない。人間関係で言えばマナー（マナーの悪い人とはつき合いたくない）であり、

レストランで言えば衛生（不衛生な店にはどんなにおいしくても行かない）である。

第二の“コンサルタントの能力”は連帯感から言えば、その能力全体の高さである。高い能力の人と一緒に

仕事をやることで自分の能力が高まる（これは期待感）ということよりも、能力の高いコンサルタントと一緒

に仕事をやれば、能力よりも心が刺激され「ワクワクする」感じがして、そのコンサルティングが楽しくなる

からである。一度このワクワク感を味わうと、この人ともう一度一緒に仕事をやりたいと思ってしまう。

そして××ページで述べたように、情報のバランスシートで考えれば、一緒に仕事をやるうえで本当は大き

な意味を持つ“経験”については、多くのコンサルタントが思ったほど重要視していない（もっと重要視した
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方がよいと思うのだが）。それはその経験豊富なコンサルタントからいくら得るものが大きくても（つまり期

待感が大きくても）、「私はこんなに経験している」と自慢するコンサルタントとは一緒にやりたくないと思

うのが人情だからである。それは人間的に好感を持てないだけではなく、自慢するコンサルタントが、その経

験量で一緒にやる時の力関係（経験ある私の方が当然“上”）を決めようとしていると感じるからだ（言った

本人がそう思っていなくても）。だから一緒にやりたいコンサルタントがいたら、自らの経験をアピールする

のはやめた方がよい。

②信頼感

一緒に仕事をやろうとしている他コンサルタントから見た信頼感は2つある。1つは「この人ってその仕事が

できるのかな」であり、もう1つは「やれたとしても逃げるかもしれない」である。

どちらが大切な要素であるかといえば後者である。前者はそのコンサルタントと一緒にやる仕事について話

せば判断がつく。しかし後者は話だけではわからない。どこかで一度ゆっくりコンサルティングについて話し

てみるしかない。そこで先ほどの美意識のようなもので判断する。

コンサルタントは一緒に仕事をするかもしれない人に、必ず「飲もう」（もちろんアルコールでなくてもよ

いのだが）というのは、しっかり時間を取って互いの人間性を確認しておきたいからである。
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③期待感

連帯感が信頼感を生み、この2つが期待感を生む。コンサルタント同士の期待感はクライアントに渡す成果

物の期待感よりも、第一は「この人と一緒に仕事をやって自分は幸せになれるか」という連帯感に近いもので

ある。これはその一緒にやるコンサルティングにおいてではなく、「未来に向けて」である。この「未来も一

緒にやりたい」という期待感が高まると、自然に同一組織で一緒に仕事をやるという形に進化していく。

第二は自分の能力が高まるかである。期待感としての能力は連帯感とは少し異なり、範囲の利益である。つ

まり自分と違う能力を持った人と仕事をしたいというものである。

本書の結論

ここまで次世代コンサルタントをさまざまな角度から見てきた。この次世代コンサルタントにとってもっと

も大切なことはプライドである。今はやりの品格と言ってもよい。

プライドがコンサルタントのミッションを果たし、社会にとって有益な新しいコンサルティング商品を開発

し、コンサルタント同士の連帯を生み、マーケティング力を高め、魅力度を高める。これが本書の結論である。
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